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応用数理概論

代数学特論１

講義等の内容
代数学の基礎的事項に関する講義であり、複数開講される。各講義
の内容は以下の通りである。（１）ガロア理論の発展的事項につい
て学ぶ。体の基本的性質を復習し、ガロアの基本定理、可解拡大な
どについて講義していく。（２）整数論の基礎的部分、特に代数体
についての入門的講義である。代数系についての抽象的な概念が具
体的対象に応用され、古典的な素数についての問題が明快に処理さ
れていく過程を解説する。（３）代数幾何学の入門講義である。主
として代数曲線論に関して解説する。ここでは代数的な手法に関し
て講義を行う。
幾何学の基礎的事項に関する講義であり、複数開講される。各講義
の内容は以下の通りである。（１）微分幾何学、代数幾何学、位相
幾何学など、現代幾何学のいろいろな分野で使われる重要な概念で
ある、「基本群」と「被覆空間」について講義する。（２）幾何学
Ａと幾何学Ｂで学ぶ「微分可能多様体」の基礎知識をもとに、現代
数学には欠かせないリー群論の基礎を解説する。（３）現代微分幾
何学の中心的なテーマである、リーマン幾何学の基礎的な概念を講
義する。
解析学の基礎的事項に関する講義であり、複数開講される。各講義
の内容は以下の通りである。（１）関数解析の基礎を学ぶ。関数空
間、ヒルベルト空間、バナッハ空間、線型作用素、開写像定理、
ハーン・バナッハの定理、コンパクト作用素のスペクトルなどを学
習する。（２）確率過程とその応用を学ぶ。加法過程の典型として
のポアッソン過程、ウィーナー過程（ブラウン運動）の基本事項を
学び、一般の加法過程の諸性質を応用にも留意しながら学習する。
（３）偏微分方程式論の概説である。自然現象は偏微分方程式で記
述されることが多く、対象は広大である。
応用数理の基礎的事項に関する講義であり、複数開講される。各講
義の内容は以下の通りである。（１）２０世紀の数理論理学とその
応用についての入門講義である。基礎的な話題あるいは応用的な話
題の中からテーマを決めて学ぶ。（２）代数曲線とその応用につい
て、関連するアルゴリズムとともに講義する。（３）計算整数論に
ついて符号理論や暗号理論への応用まで含めて講義を行う。関連す
る計算理論、アルゴリズム、代数的整数論、解析的整数論等の基礎
からはじめ、素数判定問題、素因数分解問題、離散対数問題、疑似
乱数生成及びこれらに基づく応用としての暗号プロトコル等につい
て解説する。
代数学のトピックスに関する１単位の講義である。整数論、代数幾
何学、表現論、環論、組合せ数学などの分野から最近得られた重要
な結果のいくつかを選び、分野外の学生に対してもわかりやすい形
で解説するために本講義が設けられている。自分の専門分野だけで
なく、数学全体の動向や新しい発見にたいして常に注意を払い、新
しい進展を自分の研究に生かしていく上で本講義が補助となる。

代数学特論２

代数幾何符号を中心に符号の理論を学ぶ。我々は情報を数値や信号
に変換（符号化）して送信するが、送信の途中では通常ノイズが生
じるために誤ったメッセージが受信されることになる。誤り訂正符
号の理論は、この様な場合に正しいメッセージを復元（復号）する
ための数学的方法を与える。近年になり、代数幾何学の手法が効率
の良い符号の構成に利用できることがゴッパによって発見された。
この講義では、有限体上の線形代数からはじめ、誤り訂正符号につ
いてハミング符号や代数幾何学符号の理論の基礎に関して解説する
予定である。

代数学特別講義１

代数学の最先端研究について集中講義の形式で講義を行う１単位の
講義である。本学は地理的にも多くの大学や研究機関が集中する場
所にあり、学内外から最先端の研究者を招いて集中講義を行う上で
極めて恵まれた条件にある。代数学に関連する最新のテーマを取り
上げて集中講義を行うが、なるべく多くの研究グループの学生に
とって関心のあるテーマを選ぶよう配慮しており、講義内容も基礎
的な内容から始めるようにしている。

備考

別記様式第２号（その３の１）
（用紙

授
（理学研究科
科目
区分

数理科学専攻

業

目

の

概

要

博士前期課程）

授業科目の名称

代数学特別講義２
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幾何学特別講義２

解析学特論１

解析学特論２

解析学特別講義１

講義等の内容
代数学の最先端研究について集中講義の形式で講義を行う２単位の
講義である。本学は地理的にも多くの大学や研究機関が集中する場
所にあり、学内外から最先端の研究者を招いて集中講義を行う上で
極めて恵まれた条件にある。代数学に関連する最新のテーマを取り
上げて集中講義を行うが、なるべく多くの研究グループの学生に
とって関心のあるテーマを選ぶよう配慮しており、講義内容も基礎
的な内容から始めるようにしている。
現代の大域微分幾何学の研究は、非線形解析的手法や無限次元的手
法により著しく発展している。ここでは、低次元トポロジー・シン
プレクティック幾何学や古典的微分幾何学における非線形楕円型偏
微分方程式の手法の全体像を眺める。それぞれの分野でどんな問題
があって、それらにゲージ理論や擬正則曲線の理論がどのように用
いられるかを説明する。話の内容上講義では細部まで立ち入ること
ができないので、その代わり、背景やアイデアの解説に重点をお
く。
リーマン面の一般化である複素多様体は、多様体の理論において最
も基本的対象であり、数学のみならず、その応用は極めて広い。こ
の講義では、複素多様体の基礎理論から始め、ケーラー多様体と、
その上のホッジ・小平の理論、リーマン面についてのリーマン・
ロッホの定理、リーマン面のモジュライとそのコンパクト化などに
ついて解説する。さらに、リーマン面や複素多様体の理論の他分野
（数理物理）などへの応用についても言及したい。
幾何学の最先端研究について集中講義の形式で講義を行う１単位の
講義である。本学は地理的にも多くの大学や研究機関が集中する場
所にあり、学内外から最先端の研究者を招いて集中講義を行う上で
極めて恵まれた条件にある。幾何学に関連する最新のテーマを取り
上げて集中講義を行うが、なるべく多くの研究グループの学生に
とって関心のあるテーマを選ぶよう配慮しており、講義内容も基礎
的な内容から始めるようにしている。
幾何学の最先端研究について集中講義の形式で講義を行う２単位の
講義である。本学は地理的にも多くの大学や研究機関が集中する場
所にあり、学内外から最先端の研究者を招いて集中講義を行う上で
極めて恵まれた条件にある。幾何学に関連する最新のテーマを取り
上げて集中講義を行うが、なるべく多くの研究グループの学生に
とって関心のあるテーマを選ぶよう配慮しており、講義内容も基礎
的な内容から始めるようにしている。
解析学のトピックスに関する１単位の講義である。複素関数論、実
関数論、関数解析、微分方程式、数値解析、力学系、確率論などの
分野から最近得られた重要な結果のいくつかを選び、分野外の学生
に対してもわかりやすい形で解説するために本講義が設けられてい
る。自分の専門分野だけでなく、数学全体の動向や新しい発見にた
いして常に注意を払い、新しい進展を自分の研究に生かしていく上
で本講義が補助となる。
非線形微分方程式について講義する。幾何学、物理学、工学の分野
で重要な役割を果たす非線形微分方程式において代表的な方程式の
中のいくつかから、その方程式に関する初期値問題・境界値問題の
解の存在と一意性、自由境界値問題、解の安定性、解の爆発、解の
減衰、解の分岐、解の漸近的性質、解の散乱、逆散乱問題、無限次
元力学系等のテーマに対する最近得られた重要な結果のいくつかを
選び解説するために本講義が設けられている。解析学の新しい進展
を自分の研究に生かしていく上で本講義が補助となる。
解析学の最先端研究について集中講義の形式で講義を行う１単位の
講義である。本学は地理的にも多くの大学や研究機関が集中する場
所にあり、学内外から最先端の研究者を招いて集中講義を行う上で
極めて恵まれた条件にある。解析学に関連する最新のテーマを取り
上げて集中講義を行うが、なるべく多くの研究グループの学生に
とって関心のあるテーマを選ぶよう配慮しており、講義内容も基礎
的な内容から始めるようにしている。
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解析学特別講義２

応用数理特論１

応用数理特論２

応用数理特別講義１
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応用数理特別講義２

数理科学特別講義１

数理科学特別講義２

数理科学演習

講義等の内容
解析学の最先端研究について集中講義の形式で講義を行う２単位の
講義である。本学は地理的にも多くの大学や研究機関が集中する場
所にあり、学内外から最先端の研究者を招いて集中講義を行う上で
極めて恵まれた条件にある。解析学に関連する最新のテーマを取り
上げて集中講義を行うが、なるべく多くの研究グループの学生に
とって関心のあるテーマを選ぶよう配慮しており、講義内容も基礎
的な内容から始めるようにしている。
応用数理のトピックスに関する１単位の講義である。論理学、計算
理論、暗号理論、情報理論、アルゴリズム論などの分野から最近得
られた重要な結果のいくつかを選び、分野外の学生に対してもわか
りやすい形で解説するために本講義が設けられている。自分の専門
分野だけでなく、数学全体の動向や新しい発見にたいして常に注意
を払い、新しい進展を自分の研究に生かしていく上で本講義が補助
となる。
計算機代数の基礎理論についてその応用までも含めて講義を行う。
計算機代数は数式処理と呼ばれることもあるが、数式を記号列とし
て取り扱い、四則演算、多項式の因数分解、微分や積分を数式のま
ま厳密に扱うことが出来るものである。ここでは制御、最適化計算
など実際の問題にも幅広く利用出来るグレブナー基底の基礎につい
て主に取り扱う。多項式イデアル、順序、簡約化等の定義からはじ
め、イデアルの所属問題、連立代数方程式の求解問題等の応用につ
いて解説する。
応用数理の最先端研究について集中講義の形式で講義を行う１単位
の講義である。本学は地理的にも多くの大学や研究機関が集中する
場所にあり、学内外から最先端の研究者を招いて集中講義を行う上
で極めて恵まれた条件にある。応用数理に関連する最新のテーマを
取り上げて集中講義を行うが、なるべく多くの研究グループの学生
にとって関心のあるテーマを選ぶよう配慮しており、講義内容も基
礎的な内容から始めるようにしている。
応用数理の最先端研究について集中講義の形式で講義を行う２単位
の講義である。本学は地理的にも多くの大学や研究機関が集中する
場所にあり、学内外から最先端の研究者を招いて集中講義を行う上
で極めて恵まれた条件にある。応用数理に関連する最新のテーマを
取り上げて集中講義を行うが、なるべく多くの研究グループの学生
にとって関心のあるテーマを選ぶよう配慮しており、講義内容も基
礎的な内容から始めるようにしている。
数理科学の最先端研究について集中講義の形式で講義を行う。分野
横断的な話題を扱う１単位の講義である。本学は地理的にも多くの
大学や研究機関が集中する場所にあり、学内外から最先端の研究者
を招いて集中講義を行う上で極めて恵まれた条件にある。数理科学
に関連する最新のテーマを取り上げて集中講義を行うが、なるべく
多くの研究グループの学生にとって関心のあるテーマを選ぶよう配
慮しており、講義内容も基礎的な内容から始めるようにしている。
数理科学の最先端研究について集中講義の形式で講義を行う。分野
横断的な話題を扱う２単位の講義である。本学は地理的にも多くの
大学や研究機関が集中する場所にあり、学内外から最先端の研究者
を招いて集中講義を行う上で極めて恵まれた条件にある。数理科学
に関連する最新のテーマを取り上げて集中講義を行うが、なるべく
多くの研究グループの学生にとって関心のあるテーマを選ぶよう配
慮しており、講義内容も基礎的な内容から始めるようにしている。
数理科学の研究に必要となる情報検索・収集、総合報告・研究論文
作成、プレゼンテーション・スキルなどの実務的な能力を身につけ
させるための１単位の必修科目であり、次の内容の実習を行う。
１．図書情報サービスの、電子ジャーナル、プレプリントサーバー
の利用法 ２．ＴｅＸによるレポート・論文の作成 ３．スライ
ド・ポスターの作成、研究発表
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講義等の内容
博士前期課程１年次前期の学生を対象とする。
各教員の研究指導のもとで、専門の数学書・論文の講読のほか、論
文紹介、自分の研究紹介、講師の講演などを行う。
（1 内山成憲）
計算整数論とその暗号への応用を扱う。数学は勿論、計算機も全面
的に援用しながら理論と実用双方の観点から研究を行う。
（2 倉田和浩）
偏微分方程式を扱う。さまざまな自然現象を記述する数理モデルと
関連した非線型変分問題、逆問題、固有値問題などの解の定量的、
定性的研究を行う。
（3 黒田茂）
多項式環の深い性質の解明を念頭に、微分作用素や自己同型写像、
部分環などの研究を行う。可換環論や代数幾何学の諸問題への応用
も目指す。
（5 高桑昇一郎）
偏微分方程式を扱う。多様体上で定義された非線形微分方程式、特
に山辺の問題や調和写像のつくる空間の構造の研究を行う。
（6 津村博文）
解析的および代数的整数論について学習する。代数系の基礎理論、
複素解析、フーリエ解析などを道具として、整数論の研究に取り組
む。

数
理
科
学
専
攻

数理科学セミナー１
（研究指導）

（7 徳永浩雄）
代数幾何を軸足に、代数多様体のトポロジーの研究を行なう。ま
た、計算機代数を用いたコンピュータサイエンスへの応用も扱う。
（8 服部久美子）
確率過程論とフラクタルを扱う。フラクタルのスペクトル次元、漸
近１次元的拡散過程、フラクタル上の自己回避過程、フラクタル上
の自己反発過程、ランダム・フラクタル、確率ランキング過程、
ループ・イレーズド・ランダム・ウォークの研究を行う。
（10 横田佳之）
結び目理論、三次元多様体論に関する研究を行う。結び目や三次元
多様体の量子不変量と多様体の幾何構造の関係をテーマとする。
（11 吉冨和志）
偏微分方程式を扱う。量子力学と関連した微分方程式のスペクトル
の研究を行う。
（12 赤穂まなぶ）
シンプレクティック幾何学、フレアー理論、ゲージ理論、低次元ト
ポロジーに関する研究を行う。
（13 石谷謙介）
確率論・数理ファイナンスを扱う。ファイナンスに纏わる最適化問
題、金融リスク管理、確率制御理論、数理ファイナンス、確率解析
の研究を行う。
（14 上原北斗）
代数幾何学、および多元環の表現に由来する導来圏を学ぶ。代数幾
何、環論、ホモロジー代数、多元環の表現論など広範な知識を要す
る。
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講義等の内容
（15 内田幸寛）
数論アルゴリズムを扱う。特に、代数曲線とアーベル多様体の数論
アルゴリズムとその暗号理論への応用に関心がある。
（16 小林正典）
代数幾何学、Calabi-Yau多様体・特異点とミラー対称性に関連する
研究を行う。また、工程計画問題等における代数幾何の応用もテー
マとする。
（17 酒井高司）
リーマン多様体とその部分多様体の微分幾何について研究を行う。
極小部分多様体など、部分多様体に関する幾何学的変分問題をテー
マとする。

数理科学セミナー１
（研究指導）

（18 澤野嘉宏）
調和解析を扱う。doubling 条件を満たすとは限らないRadon 測度を
用いた関数空間、Lebesgue 測度空間での関数空間、再生核Hilbert
空間の研究を行う。
（19 鈴木登志雄）
基礎論と、それに基づく応用数理を扱う。論理関数に関する最小値
を与える点の構造等に関心がある。
（20 高津飛鳥）
距離構造と測度論を用いた幾何解析と最適輸送理論に関する研究を
行う。
（21 深谷友宏）
微分幾何学、位相幾何学、解析学、組み合わせ論などを用いて、幾
何学的群論および粗幾何学に関する研究を行う。

数
理
科
学
専
攻

（22 村上弘）
数式処理や数値計算を扱う。主に、近年のPCのマルチコア化された
CPUや、GPUによるマルチスレッド化による並列計算等に興味があ
る。
博士前期課程１年次後期の学生を対象とする。
各教員の研究指導のもとで、専門の数学書・論文の講読のほか、論
文紹介、自分の研究紹介、講師の講演などを行う。
（1 内山成憲）
計算整数論とその暗号への応用を扱う。数学は勿論、計算機も全面
的に援用しながら理論と実用双方の観点から研究を行う。
（2 倉田和浩）
偏微分方程式を扱う。さまざまな自然現象を記述する数理モデルと
関連した非線型変分問題、逆問題、固有値問題などの解の定量的、
定性的研究を行う。

数理科学セミナー２
（研究指導）

（3 黒田茂）
多項式環の深い性質の解明を念頭に、微分作用素や自己同型写像、
部分環などの研究を行う。可換環論や代数幾何学の諸問題への応用
も目指す。
（5 高桑昇一郎）
偏微分方程式を扱う。多様体上で定義された非線形微分方程式、特
に山辺の問題や調和写像のつくる空間の構造の研究を行う。
（6 津村博文）
解析的および代数的整数論について学習する。代数系の基礎理論、
複素解析、フーリエ解析などを道具として、整数論の研究に取り組
む。
（7 徳永浩雄）
代数幾何を軸足に、代数多様体のトポロジーの研究を行なう。ま
た、計算機代数を用いたコンピュータサイエンスへの応用も扱う。

備考

別記様式第２号（その３の１）
（用紙

授
（理学研究科
科目
区分

数理科学専攻

業

科

目

の

概

日本工業規格Ａ４縦型）

要

博士前期課程）

授業科目の名称

講義等の内容
（8 服部久美子）
確率過程論とフラクタルを扱う。フラクタルのスペクトル次元、漸
近１次元的拡散過程、フラクタル上の自己回避過程、フラクタル上
の自己反発過程、ランダム・フラクタル、確率ランキング過程、
ループ・イレーズド・ランダム・ウォークの研究を行う。
（10 横田佳之）
結び目理論、三次元多様体論に関する研究を行う。結び目や三次元
多様体の量子不変量と多様体の幾何構造の関係をテーマとする。
（11 吉冨和志）
偏微分方程式を扱う。量子力学と関連した微分方程式のスペクトル
の研究を行う。
（12 赤穂まなぶ）
シンプレクティック幾何学、フレアー理論、ゲージ理論、低次元ト
ポロジーに関する研究を行う。
（13 石谷謙介）
確率論・数理ファイナンスを扱う。ファイナンスに纏わる最適化問
題、金融リスク管理、確率制御理論、数理ファイナンス、確率解析
の研究を行う。
（14 上原北斗）
代数幾何学、および多元環の表現に由来する導来圏を学ぶ。代数幾
何、環論、ホモロジー代数、多元環の表現論など広範な知識を要す
る。

数
理
科
学
専
攻

数理科学セミナー２
（研究指導）

（15 内田幸寛）
数論アルゴリズムを扱う。特に、代数曲線とアーベル多様体の数論
アルゴリズムとその暗号理論への応用に関心がある。
（16 小林正典）
代数幾何学、Calabi-Yau多様体・特異点とミラー対称性に関連する
研究を行う。また、工程計画問題等における代数幾何の応用もテー
マとする。
（17 酒井高司）
リーマン多様体とその部分多様体の微分幾何について研究を行う。
極小部分多様体など、部分多様体に関する幾何学的変分問題をテー
マとする。
（18 澤野嘉宏）
調和解析を扱う。doubling 条件を満たすとは限らないRadon 測度を
用いた関数空間、Lebesgue 測度空間での関数空間、再生核Hilbert
空間の研究を行う。

備考

科
学
専
攻

数理科学セミナー２
（研究指導）

別記様式第２号（その３の１）
（用紙

授
（理学研究科
科目
区分

数理科学専攻

業

科

目

の

概

日本工業規格Ａ４縦型）

要

博士前期課程）

授業科目の名称

講義等の内容

（19 鈴木登志雄）
基礎論と、それに基づく応用数理を扱う。論理関数に関する最小値
を与える点の構造等に関心がある。
（20 高津飛鳥）
距離構造と測度論を用いた幾何解析と最適輸送理論に関する研究を
行う。
（21 深谷友宏）
微分幾何学、位相幾何学、解析学、組み合わせ論などを用いて、幾
何学的群論および粗幾何学に関する研究を行う。
（22 村上弘）
数式処理や数値計算を扱う。主に、近年のPCのマルチコア化された
CPUや、GPUによるマルチスレッド化による並列計算等に興味があ
る。
博士前期課程２年次前期の学生を対象とする。
各教員の研究指導のもとで、研究課題を発見し、研究を実行し、そ
の成果を修士論文として完成させるための必修科目である。
（1 内山成憲）
計算整数論とその暗号への応用を扱う。数学は勿論、計算機も全面
的に援用しながら理論と実用双方の観点から研究を行う。
（2 倉田和浩）
偏微分方程式を扱う。さまざまな自然現象を記述する数理モデルと
関連した非線型変分問題、逆問題、固有値問題などの解の定量的、
定性的研究を行う。
（3 黒田茂）
多項式環の深い性質の解明を念頭に、微分作用素や自己同型写像、
部分環などの研究を行う。可換環論や代数幾何学の諸問題への応用
も目指す。
（5 高桑昇一郎）
偏微分方程式を扱う。多様体上で定義された非線形微分方程式、特
に山辺の問題や調和写像のつくる空間の構造の研究を行う。
（6 津村博文）
解析的および代数的整数論について学習する。代数系の基礎理論、
複素解析、フーリエ解析などを道具として、整数論の研究に取り組
む。

数
理
科
学
専
攻

（7 徳永浩雄）
代数幾何を軸足に、代数多様体のトポロジーの研究を行なう。ま
た、計算機代数を用いたコンピュータサイエンスへの応用も扱う。
数理科学セミナー３
（研究指導）

備考

別記様式第２号（その３の１）
（用紙

授
（理学研究科
科目
区分
数
理
科
学
専
攻

数理科学専攻

業

科

目

の

概

日本工業規格Ａ４縦型）

要

博士前期課程）

授業科目の名称
数理科学セミナー３
（研究指導）

講義等の内容
（8 服部久美子）
確率過程論とフラクタルを扱う。フラクタルのスペクトル次元、漸
近１次元的拡散過程、フラクタル上の自己回避過程、フラクタル上
の自己反発過程、ランダム・フラクタル、確率ランキング過程、
ループ・イレーズド・ランダム・ウォークの研究を行う。
（10 横田佳之）
結び目理論、三次元多様体論に関する研究を行う。結び目や三次元
多様体の量子不変量と多様体の幾何構造の関係をテーマとする。
（11 吉冨和志）
偏微分方程式を扱う。量子力学と関連した微分方程式のスペクトル
の研究を行う。
（12 赤穂まなぶ）
シンプレクティック幾何学、フレアー理論、ゲージ理論、低次元ト
ポロジーに関する研究を行う。
（13 石谷謙介）
確率論・数理ファイナンスを扱う。ファイナンスに纏わる最適化問
題、金融リスク管理、確率制御理論、数理ファイナンス、確率解析
の研究を行う。
（14 上原北斗）
代数幾何学、および多元環の表現に由来する導来圏を学ぶ。代数幾
何、環論、ホモロジー代数、多元環の表現論など広範な知識を要す
る。
（15 内田幸寛）
数論アルゴリズムを扱う。特に、代数曲線とアーベル多様体の数論
アルゴリズムとその暗号理論への応用に関心がある。

（16 小林正典）
代数幾何学、Calabi-Yau多様体・特異点とミラー対称性に関連する
研究を行う。また、工程計画問題等における代数幾何の応用もテー
マとする。
（17 酒井高司）
リーマン多様体とその部分多様体の微分幾何について研究を行う。
極小部分多様体など、部分多様体に関する幾何学的変分問題をテー
マとする。

数
理
科
学
専
攻

（18 澤野嘉宏）
調和解析を扱う。doubling 条件を満たすとは限らないRadon 測度を
用いた関数空間、Lebesgue 測度空間での関数空間、再生核Hilbert
空間の研究を行う。
数理科学セミナー３
（研究指導）

（19 鈴木登志雄）
基礎論と、それに基づく応用数理を扱う。論理関数に関する最小値
を与える点の構造等に関心がある。
（20 高津飛鳥）
距離構造と測度論を用いた幾何解析と最適輸送理論に関する研究を
行う。
（21 深谷友宏）
微分幾何学、位相幾何学、解析学、組み合わせ論などを用いて、幾
何学的群論および粗幾何学に関する研究を行う。
（22 村上弘）
数式処理や数値計算を扱う。主に、近年のPCのマルチコア化された
CPUや、GPUによるマルチスレッド化による並列計算等に興味があ
る。

備考

別記様式第２号（その３の１）
（用紙

授
（理学研究科
科目
区分

数理科学専攻

業

科

目

の

概

日本工業規格Ａ４縦型）

要

博士前期課程）

授業科目の名称

講義等の内容
博士前期課程２年次後期の学生を対象とする。
各教員の研究指導のもとで、研究課題を発見し、研究を実行し、そ
の成果を修士論文として完成させるための必修科目である。
（1 内山成憲）
計算整数論とその暗号への応用を扱う。数学は勿論、計算機も全面
的に援用しながら理論と実用双方の観点から研究を行う。
（2 倉田和浩）
偏微分方程式を扱う。さまざまな自然現象を記述する数理モデルと
関連した非線型変分問題、逆問題、固有値問題などの解の定量的、
定性的研究を行う。
（3 黒田茂）
多項式環の深い性質の解明を念頭に、微分作用素や自己同型写像、
部分環などの研究を行う。可換環論や代数幾何学の諸問題への応用
も目指す。
（5 高桑昇一郎）
偏微分方程式を扱う。多様体上で定義された非線形微分方程式、特
に山辺の問題や調和写像のつくる空間の構造の研究を行う。

数
理
科
学
専
攻

数理科学セミナー４
（研究指導）

（6 津村博文）
解析的および代数的整数論について学習する。代数系の基礎理論、
複素解析、フーリエ解析などを道具として、整数論の研究に取り組
む。
（7 徳永浩雄）
代数幾何を軸足に、代数多様体のトポロジーの研究を行なう。ま
た、計算機代数を用いたコンピュータサイエンスへの応用も扱う。
（8 服部久美子）
確率過程論とフラクタルを扱う。フラクタルのスペクトル次元、漸
近１次元的拡散過程、フラクタル上の自己回避過程、フラクタル上
の自己反発過程、ランダム・フラクタル、確率ランキング過程、
ループ・イレーズド・ランダム・ウォークの研究を行う。
（10 横田佳之）
結び目理論、三次元多様体論に関する研究を行う。結び目や三次元
多様体の量子不変量と多様体の幾何構造の関係をテーマとする。
（11 吉冨和志）
偏微分方程式を扱う。量子力学と関連した微分方程式のスペクトル
の研究を行う。
（12 赤穂まなぶ）
シンプレクティック幾何学、フレアー理論、ゲージ理論、低次元ト
ポロジーに関する研究を行う。

備考

別記様式第２号（その３の１）
（用紙

授
（理学研究科
科目
区分

数理科学専攻

業

科

目

の

概

日本工業規格Ａ４縦型）

要

博士前期課程）

授業科目の名称

講義等の内容
（13 石谷謙介）
確率論・数理ファイナンスを扱う。ファイナンスに纏わる最適化問
題、金融リスク管理、確率制御理論、数理ファイナンス、確率解析
の研究を行う。
（14 上原北斗）
代数幾何学、および多元環の表現に由来する導来圏を学ぶ。代数幾
何、環論、ホモロジー代数、多元環の表現論など広範な知識を要す
る。
（15 内田幸寛）
数論アルゴリズムを扱う。特に、代数曲線とアーベル多様体の数論
アルゴリズムとその暗号理論への応用に関心がある。
（16 小林正典）
代数幾何学、Calabi-Yau多様体・特異点とミラー対称性に関連する
研究を行う。また、工程計画問題等における代数幾何の応用もテー
マとする。

数理科学セミナー４
（研究指導）
数
理
科
学
専
攻

（17 酒井高司）
リーマン多様体とその部分多様体の微分幾何について研究を行う。
極小部分多様体など、部分多様体に関する幾何学的変分問題をテー
マとする。
（18 澤野嘉宏）
調和解析を扱う。doubling 条件を満たすとは限らないRadon 測度を
用いた関数空間、Lebesgue 測度空間での関数空間、再生核Hilbert
空間の研究を行う。
（19 鈴木登志雄）
基礎論と、それに基づく応用数理を扱う。論理関数に関する最小値
を与える点の構造等に関心がある。
（20 高津飛鳥）
距離構造と測度論を用いた幾何解析と最適輸送理論に関する研究を
行う。
（21 深谷友宏）
微分幾何学、位相幾何学、解析学、組み合わせ論などを用いて、幾
何学的群論および粗幾何学に関する研究を行う。
（22 村上弘）
数式処理や数値計算を扱う。主に、近年のPCのマルチコア化された
CPUや、GPUによるマルチスレッド化による並列計算等に興味があ
る。

数理科学学外体験実習

数理科学の専門教育に関連した学外学習（就業体験、研究・学習体
験、ボランティア活動）のうち、大学院のカリキュラムレベルに相
当し、一定の要件を満たしたものを履修授業科目として単位認定す
るものである。学外学習を行うことにより、自分自身及び社会の課
題についての認識を深め、課題に主体的に取り組む意識と責任感や
社会人として必要な基礎的コミュニケーション能力を向上させると
ともに、幅広い実践的学力を身につけることを目的とする。

備考

別記様式第２号（その３の１）
（用紙

授
（理学研究科
科目
区分

数理科学専攻

業

科

目

の

概

日本工業規格Ａ４縦型）

要

博士前期課程）

授業科目の名称

放射線実験法Ⅰ

放射線実験法Ⅱ
共
通
科
目
物理化学特別講義Ⅰ

物理化学特別講義Ⅱ

講義等の内容

備考

放射線やRIの取扱い、法令に関する基礎的知識を修得し、法令に従
いRIの取扱いができるようになることを目的として、放射線や放射
性同位元素（RI)に関する基礎知識、安全取扱法、法令・管理などを
学ぶことにより、放射線やRIに対する科学リテラシーを養う。放射
線・RIの基礎的事項や法令・管理技術について、物理理系、化学
系、生物系などの各分野の専門家により講義する。
放射線やRIの取扱い、法令に関する基礎的知識を修得し、法令に従
いRIの取扱いができるようになることを目的として、密封及び非密
封放射線源の取扱いに関する以下の実習を行うことにより、放射
線・RIについての理解を深める。
・放射線の線量測定及び計測法（物理系実習）
・溶媒抽出法を用いた放射性核種の分離及び半減期測定（化学系実
習）
・S-35をトレーサとするインビトロタンパク質合成（生物系実習）
物理学と化学の両分野にまたがる講義で、主担当となる専攻以外が
履修する科目である。主担当専攻における授業科目名は以下のとお
りである。
物理学：物理実験学特論C、物理実験学特論D、ナノ・表面界面物性
特論I、ナノ・表面界面物性特論II、ソフトマター物性特論I、ソフ
トマター物性特論II、物質科学ミニマム特論、物理化学特別講義I
（集中）
化学：物理化学特別講義I（集中）
物理学と化学の両分野にまたがる講義で、主担当となる専攻以外が
履修する科目である。主担当専攻における授業科目名は以下のとお
りである。
物理学：原子物理学、物性物理学I
化学：化学特論V、化学特論VI、化学特論VII、化学特別講義II（分
光光化学）

（注）
１ 開設する授業科目の数に応じ，適宜枠の数を増やして記入すること。
２ 私立の大学若しくは高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の認可を受けようとする場合若しくは届出を行おうとする場合，大学等
の設置者の変更の認可を受けようとする場合又は大学等の廃止の認可を受けようとする場合若しくは届出を行おうとする場合は，この書
類を作成する必要はない。
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授業科目の名称

先端代数学特論１

先端代数学特論２

先端代数学特別講義１

数
理
科
学
専
攻

科

日本工業規格Ａ４縦型）

先端代数学特別講義２

先端幾何学特論１

先端幾何学特論２

先端幾何学特別講義１

先端幾何学特別講義２

講義等の内容
代数学のトピックスに関する１単位の講義である。整数論、代数幾
何学、表現論、環論、組合せ数学などの分野から最近得られた重要
な結果のいくつかを選び、分野外の学生に対してもわかりやすい形
で解説するために本講義が設けられている。自分の専門分野だけで
なく、数学全体の動向や新しい発見にたいして常に注意を払い、新
しい進展を自分の研究に生かしていく上で本講義が補助となる。
代数幾何符号を中心に符号の理論を学ぶ。我々は情報を数値や信号
に変換（符号化）して送信するが、送信の途中では通常ノイズが生
じるために誤ったメッセージが受信されることになる。誤り訂正符
号の理論は、この様な場合に正しいメッセージを復元（復号）する
ための数学的方法を与える。近年になり、代数幾何学の手法が効率
の良い符号の構成に利用できることがゴッパによって発見された。
この講義では、有限体上の線形代数からはじめ、誤り訂正符号につ
いてハミング符号や代数幾何学符号の理論の基礎に関して解説する
予定である。
代数学の最先端研究について集中講義の形式で講義を行う１単位の
講義である。本学は地理的にも多くの大学や研究機関が集中する場
所にあり、学内外から最先端の研究者を招いて集中講義を行う上で
極めて恵まれた条件にある。代数学に関連する最新のテーマを取り
上げて集中講義を行うが、なるべく多くの研究グループの学生に
とって関心のあるテーマを選ぶよう配慮しており、講義内容も基礎
的な内容から始めるようにしている。
代数学の最先端研究について集中講義の形式で講義を行う２単位の
講義である。本学は地理的にも多くの大学や研究機関が集中する場
所にあり、学内外から最先端の研究者を招いて集中講義を行う上で
極めて恵まれた条件にある。代数学に関連する最新のテーマを取り
上げて集中講義を行うが、なるべく多くの研究グループの学生に
とって関心のあるテーマを選ぶよう配慮しており、講義内容も基礎
的な内容から始めるようにしている。
現代の大域微分幾何学の研究は、非線形解析的手法や無限次元的手
法により著しく発展している。ここでは、低次元トポロジー・シン
プレクティック幾何学や古典的微分幾何学における非線形楕円型偏
微分方程式の手法の全体像を眺める。それぞれの分野でどんな問題
があって、それらにゲージ理論や擬正則曲線の理論がどのように用
いられるかを説明する。話の内容上講義では細部まで立ち入ること
ができないので、その代わり、背景やアイデアの解説に重点をお
く。
リーマン面の一般化である複素多様体は、多様体の理論において最
も基本的対象であり、数学のみならず、その応用は極めて広い。こ
の講義では、複素多様体の基礎理論から始め、ケーラー多様体と、
その上のホッジ・小平の理論、リーマン面についてのリーマン・
ロッホの定理、リーマン面のモジュライとそのコンパクト化などに
ついて解説する。さらに、リーマン面や複素多様体の理論の他分野
（数理物理）などへの応用についても言及したい。
幾何学の最先端研究について集中講義の形式で講義を行う１単位の
講義である。本学は地理的にも多くの大学や研究機関が集中する場
所にあり、学内外から最先端の研究者を招いて集中講義を行う上で
極めて恵まれた条件にある。幾何学に関連する最新のテーマを取り
上げて集中講義を行うが、なるべく多くの研究グループの学生に
とって関心のあるテーマを選ぶよう配慮しており、講義内容も基礎
的な内容から始めるようにしている。
幾何学の最先端研究について集中講義の形式で講義を行う２単位の
講義である。本学は地理的にも多くの大学や研究機関が集中する場
所にあり、学内外から最先端の研究者を招いて集中講義を行う上で
極めて恵まれた条件にある。幾何学に関連する最新のテーマを取り
上げて集中講義を行うが、なるべく多くの研究グループの学生に
とって関心のあるテーマを選ぶよう配慮しており、講義内容も基礎
的な内容から始めるようにしている。
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授業科目の名称

先端解析学特論１

先端解析学特論２

先端解析学特別講義１

先端解析学特別講義２
数
理
科
学
専
攻
先端応用数理特論１

先端応用数理特論２

先端応用数理特別講義１

先端応用数理特別講義２

講義等の内容
解析学のトピックスに関する１単位の講義である。複素関数論、実
関数論、関数解析、微分方程式、数値解析、力学系、確率論などの
分野から最近得られた重要な結果のいくつかを選び、分野外の学生
に対してもわかりやすい形で解説するために本講義が設けられてい
る。自分の専門分野だけでなく、数学全体の動向や新しい発見にた
いして常に注意を払い、新しい進展を自分の研究に生かしていく上
で本講義が補助となる。
非線形微分方程式について講義する。幾何学、物理学、工学の分野
で重要な役割を果たす非線形微分方程式において代表的な方程式の
中のいくつかから、その方程式に関する初期値問題・境界値問題の
解の存在と一意性、自由境界値問題、解の安定性、解の爆発、解の
減衰、解の分岐、解の漸近的性質、解の散乱、逆散乱問題、無限次
元力学系等のテーマに対する最近得られた重要な結果のいくつかを
選び解説するために本講義が設けられている。解析学の新しい進展
を自分の研究に生かしていく上で本講義が補助となる。
解析学の最先端研究について集中講義の形式で講義を行う１単位の
講義である。本学は地理的にも多くの大学や研究機関が集中する場
所にあり、学内外から最先端の研究者を招いて集中講義を行う上で
極めて恵まれた条件にある。解析学に関連する最新のテーマを取り
上げて集中講義を行うが、なるべく多くの研究グループの学生に
とって関心のあるテーマを選ぶよう配慮しており、講義内容も基礎
的な内容から始めるようにしている。
解析学の最先端研究について集中講義の形式で講義を行う２単位の
講義である。本学は地理的にも多くの大学や研究機関が集中する場
所にあり、学内外から最先端の研究者を招いて集中講義を行う上で
極めて恵まれた条件にある。解析学に関連する最新のテーマを取り
上げて集中講義を行うが、なるべく多くの研究グループの学生に
とって関心のあるテーマを選ぶよう配慮しており、講義内容も基礎
的な内容から始めるようにしている。
応用数理のトピックスに関する１単位の講義である。論理学、計算
理論、暗号理論、情報理論、アルゴリズム論などの分野から最近得
られた重要な結果のいくつかを選び、分野外の学生に対してもわか
りやすい形で解説するために本講義が設けられている。自分の専門
分野だけでなく、数学全体の動向や新しい発見にたいして常に注意
を払い、新しい進展を自分の研究に生かしていく上で本講義が補助
となる。
計算機代数の基礎理論についてその応用までも含めて講義を行う。
計算機代数は数式処理と呼ばれることもあるが、数式を記号列とし
て取り扱い、四則演算、多項式の因数分解、微分や積分を数式のま
ま厳密に扱うことが出来るものである。ここでは制御、最適化計算
など実際の問題にも幅広く利用出来るグレブナー基底の基礎につい
て主に取り扱う。多項式イデアル、順序、簡約化等の定義からはじ
め、イデアルの所属問題、連立代数方程式の求解問題等の応用につ
いて解説する。
応用数理の最先端研究について集中講義の形式で講義を行う１単位
の講義である。本学は地理的にも多くの大学や研究機関が集中する
場所にあり、学内外から最先端の研究者を招いて集中講義を行う上
で極めて恵まれた条件にある。応用数理に関連する最新のテーマを
取り上げて集中講義を行うが、なるべく多くの研究グループの学生
にとって関心のあるテーマを選ぶよう配慮しており、講義内容も基
礎的な内容から始めるようにしている。
応用数理の最先端研究について集中講義の形式で講義を行う２単位
の講義である。本学は地理的にも多くの大学や研究機関が集中する
場所にあり、学内外から最先端の研究者を招いて集中講義を行う上
で極めて恵まれた条件にある。応用数理に関連する最新のテーマを
取り上げて集中講義を行うが、なるべく多くの研究グループの学生
にとって関心のあるテーマを選ぶよう配慮しており、講義内容も基
礎的な内容から始めるようにしている。
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数理科学特別演習

講義等の内容
数理科学の研究に必要となる情報検索・収集、総合報告・研究論文
作成、プレゼンテーション・スキルなどの実務的な能力を身につけ
させるための１単位の科目であり、次の内容の実習を行う。１．図
書情報サービスの、電子ジャーナル、プレプリントサーバーの利用
法 ２．ＴｅＸによるレポート・論文の作成 ３．スライド・ポス
ターの作成、研究発表
博士後期課程１年次前期の学生を対象とする。
各教員の研究指導のもとで、専門の数学書・論文の講読のほか、論
文紹介、自分の研究紹介、講師の講演などを行う。
（1 内山成憲）
計算整数論とその暗号への応用を扱う。数学は勿論、計算機も全面
的に援用しながら理論と実用双方の観点から研究を行う。
（2 倉田和浩）
偏微分方程式を扱う。さまざまな自然現象を記述する数理モデルと
関連した非線型変分問題、逆問題、固有値問題などの解の定量的、
定性的研究を行う。

数
理
科
学
専
攻

（3 黒田茂）
多項式環の深い性質の解明を念頭に、微分作用素や自己同型写像、
部分環などの研究を行う。可換環論や代数幾何学の諸問題への応用
も目指す。
数理科学特別セミナー１
（研究指導）

（5 高桑昇一郎）
偏微分方程式を扱う。多様体上で定義された非線形微分方程式、特
に山辺の問題や調和写像のつくる空間の構造の研究を行う。
（6 津村博文）
解析的および代数的整数論について学習する。代数系の基礎理論、
複素解析、フーリエ解析などを道具として、整数論の研究に取り組
む。
（7 徳永浩雄）
代数幾何を軸足に、代数多様体のトポロジーの研究を行なう。ま
た、計算機代数を用いたコンピュータサイエンスへの応用も扱う。

備考
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講義等の内容
（8 服部久美子）
確率過程論とフラクタルを扱う。フラクタルのスペクトル次元、漸
近１次元的拡散過程、フラクタル上の自己回避過程、フラクタル上
の自己反発過程、ランダム・フラクタル、確率ランキング過程、
ループ・イレーズド・ランダム・ウォークの研究を行う。
（10 横田佳之）
結び目理論、三次元多様体論に関する研究を行う。結び目や三次元
多様体の量子不変量と多様体の幾何構造の関係をテーマとする。
（11 吉冨和志）
偏微分方程式を扱う。量子力学と関連した微分方程式のスペクトル
の研究を行う。
（12 赤穂まなぶ）
シンプレクティック幾何学、フレアー理論、ゲージ理論、低次元ト
ポロジーに関する研究を行う。
（13 石谷謙介）
確率論・数理ファイナンスを扱う。ファイナンスに纏わる最適化問
題、金融リスク管理、確率制御理論、数理ファイナンス、確率解析
の研究を行う。
（14 上原北斗）
代数幾何学、および多元環の表現に由来する導来圏を学ぶ。代数幾
何、環論、ホモロジー代数、多元環の表現論など広範な知識を要す
る。
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（15 内田幸寛）
数論アルゴリズムを扱う。特に、代数曲線とアーベル多様体の数論
アルゴリズムとその暗号理論への応用に関心がある。
数理科学特別セミナー１
（研究指導）

（16 小林正典）
代数幾何学、Calabi-Yau多様体・特異点とミラー対称性に関連する
研究を行う。また、工程計画問題等における代数幾何の応用もテー
マとする。
（17 酒井高司）
リーマン多様体とその部分多様体の微分幾何について研究を行う。
極小部分多様体など、部分多様体に関する幾何学的変分問題をテー
マとする。
（18 澤野嘉宏）
調和解析を扱う。doubling 条件を満たすとは限らないRadon 測度を
用いた関数空間、Lebesgue 測度空間での関数空間、再生核Hilbert
空間の研究を行う。
（19 鈴木登志雄）
基礎論と、それに基づく応用数理を扱う。論理関数に関する最小値
を与える点の構造等に関心がある。
（20 高津飛鳥）
距離構造と測度論を用いた幾何解析と最適輸送理論に関する研究を
行う。
（21 深谷友宏）
微分幾何学、位相幾何学、解析学、組み合わせ論などを用いて、幾
何学的群論および粗幾何学に関する研究を行う。
（22 村上弘）
数式処理や数値計算を扱う。主に、近年のPCのマルチコア化された
CPUや、GPUによるマルチスレッド化による並列計算等に興味があ
る。
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講義等の内容
博士後期課程１年次後期の学生を対象とする。
各教員の研究指導のもとで、専門の数学書・論文の講読のほか、論
文紹介、自分の研究紹介、講師の講演などを行う。
（1 内山成憲）
計算整数論とその暗号への応用を扱う。数学は勿論、計算機も全面
的に援用しながら理論と実用双方の観点から研究を行う。
（2 倉田和浩）
偏微分方程式を扱う。さまざまな自然現象を記述する数理モデルと
関連した非線型変分問題、逆問題、固有値問題などの解の定量的、
定性的研究を行う。
（3 黒田茂）
多項式環の深い性質の解明を念頭に、微分作用素や自己同型写像、
部分環などの研究を行う。可換環論や代数幾何学の諸問題への応用
も目指す。
（5 高桑昇一郎）
偏微分方程式を扱う。多様体上で定義された非線形微分方程式、特
に山辺の問題や調和写像のつくる空間の構造の研究を行う。
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（6 津村博文）
解析的および代数的整数論について学習する。代数系の基礎理論、
複素解析、フーリエ解析などを道具として、整数論の研究に取り組
む。
（7 徳永浩雄）
代数幾何を軸足に、代数多様体のトポロジーの研究を行なう。ま
た、計算機代数を用いたコンピュータサイエンスへの応用も扱う。
数理科学特別セミナー２
（研究指導）

（8 服部久美子）
確率過程論とフラクタルを扱う。フラクタルのスペクトル次元、漸
近１次元的拡散過程、フラクタル上の自己回避過程、フラクタル上
の自己反発過程、ランダム・フラクタル、確率ランキング過程、
ループ・イレーズド・ランダム・ウォークの研究を行う。
（10 横田佳之）
結び目理論、三次元多様体論に関する研究を行う。結び目や三次元
多様体の量子不変量と多様体の幾何構造の関係をテーマとする。
（11 吉冨和志）
偏微分方程式を扱う。量子力学と関連した微分方程式のスペクトル
の研究を行う。
（12 赤穂まなぶ）
シンプレクティック幾何学、フレアー理論、ゲージ理論、低次元ト
ポロジーに関する研究を行う。
（13 石谷謙介）
確率論・数理ファイナンスを扱う。ファイナンスに纏わる最適化問
題、金融リスク管理、確率制御理論、数理ファイナンス、確率解析
の研究を行う。
（14 上原北斗）
代数幾何学、および多元環の表現に由来する導来圏を学ぶ。代数幾
何、環論、ホモロジー代数、多元環の表現論など広範な知識を要す
る。

備考

別記様式第２号（その３の１）
（用紙

授
（理学研究科
科目
区分

数理科学専攻

業

科

目

の

概

日本工業規格Ａ４縦型）

要

博士後期課程）

授業科目の名称

講義等の内容
（15 内田幸寛）
数論アルゴリズムを扱う。特に、代数曲線とアーベル多様体の数論
アルゴリズムとその暗号理論への応用に関心がある。
（16 小林正典）
代数幾何学、Calabi-Yau多様体・特異点とミラー対称性に関連する
研究を行う。また、工程計画問題等における代数幾何の応用もテー
マとする。
（17 酒井高司）
リーマン多様体とその部分多様体の微分幾何について研究を行う。
極小部分多様体など、部分多様体に関する幾何学的変分問題をテー
マとする。
（18 澤野嘉宏）
調和解析を扱う。doubling 条件を満たすとは限らないRadon 測度を
用いた関数空間、Lebesgue 測度空間での関数空間、再生核Hilbert
空間の研究を行う。

数
理
科
学
専
攻

数理科学特別セミナー２
（研究指導）

（19 鈴木登志雄）
基礎論と、それに基づく応用数理を扱う。論理関数に関する最小値
を与える点の構造等に関心がある。
（20 高津飛鳥）
距離構造と測度論を用いた幾何解析と最適輸送理論に関する研究を
行う。
（21 深谷友宏）
微分幾何学、位相幾何学、解析学、組み合わせ論などを用いて、幾
何学的群論および粗幾何学に関する研究を行う。
（22 村上弘）
数式処理や数値計算を扱う。主に、近年のPCのマルチコア化された
CPUや、GPUによるマルチスレッド化による並列計算等に興味があ
る。

備考

別記様式第２号（その３の１）
（用紙

授
（理学研究科
科目
区分

数理科学専攻

業

科

目

の

概

日本工業規格Ａ４縦型）

要

博士後期課程）

授業科目の名称

講義等の内容
博士後期課程２年次前期の学生を対象とする。
各教員の研究指導のもとで、専門の数学書・論文の講読のほか、論
文紹介、自分の研究紹介、講師の講演などを行う。
（1 内山成憲）
計算整数論とその暗号への応用を扱う。数学は勿論、計算機も全面
的に援用しながら理論と実用双方の観点から研究を行う。
（2 倉田和浩）
偏微分方程式を扱う。さまざまな自然現象を記述する数理モデルと
関連した非線型変分問題、逆問題、固有値問題などの解の定量的、
定性的研究を行う。
（3 黒田茂）
多項式環の深い性質の解明を念頭に、微分作用素や自己同型写像、
部分環などの研究を行う。可換環論や代数幾何学の諸問題への応用
も目指す。
（5 高桑昇一郎）
偏微分方程式を扱う。多様体上で定義された非線形微分方程式、特
に山辺の問題や調和写像のつくる空間の構造の研究を行う。
（6 津村博文）
解析的および代数的整数論について学習する。代数系の基礎理論、
複素解析、フーリエ解析などを道具として、整数論の研究に取り組
む。

数
理
科
学
専
攻

（7 徳永浩雄）
代数幾何を軸足に、代数多様体のトポロジーの研究を行なう。ま
た、計算機代数を用いたコンピュータサイエンスへの応用も扱う。
数理科学特別セミナー３
（研究指導）

（8 服部久美子）
確率過程論とフラクタルを扱う。フラクタルのスペクトル次元、漸
近１次元的拡散過程、フラクタル上の自己回避過程、フラクタル上
の自己反発過程、ランダム・フラクタル、確率ランキング過程、
ループ・イレーズド・ランダム・ウォークの研究を行う。
（10 横田佳之）
結び目理論、三次元多様体論に関する研究を行う。結び目や三次元
多様体の量子不変量と多様体の幾何構造の関係をテーマとする。
（11 吉冨和志）
偏微分方程式を扱う。量子力学と関連した微分方程式のスペクトル
の研究を行う。
（12 赤穂まなぶ）
シンプレクティック幾何学、フレアー理論、ゲージ理論、低次元ト
ポロジーに関する研究を行う。
（13 石谷謙介）
確率論・数理ファイナンスを扱う。ファイナンスに纏わる最適化問
題、金融リスク管理、確率制御理論、数理ファイナンス、確率解析
の研究を行う。
（14 上原北斗）
代数幾何学、および多元環の表現に由来する導来圏を学ぶ。代数幾
何、環論、ホモロジー代数、多元環の表現論など広範な知識を要す
る。
（15 内田幸寛）
数論アルゴリズムを扱う。特に、代数曲線とアーベル多様体の数論
アルゴリズムとその暗号理論への応用に関心がある。

備考

別記様式第２号（その３の１）
（用紙

授
（理学研究科
科目
区分

数理科学専攻

業

科

目

の

概

日本工業規格Ａ４縦型）

要

博士後期課程）

授業科目の名称

講義等の内容
（16 小林正典）
代数幾何学、Calabi-Yau多様体・特異点とミラー対称性に関連する
研究を行う。また、工程計画問題等における代数幾何の応用もテー
マとする。
（17 酒井高司）
リーマン多様体とその部分多様体の微分幾何について研究を行う。
極小部分多様体など、部分多様体に関する幾何学的変分問題をテー
マとする。
（18 澤野嘉宏）
調和解析を扱う。doubling 条件を満たすとは限らないRadon 測度を
用いた関数空間、Lebesgue 測度空間での関数空間、再生核Hilbert
空間の研究を行う。

数理科学特別セミナー３
（研究指導）

（19 鈴木登志雄）
基礎論と、それに基づく応用数理を扱う。論理関数に関する最小値
を与える点の構造等に関心がある。
（20 高津飛鳥）
距離構造と測度論を用いた幾何解析と最適輸送理論に関する研究を
行う。
（21 深谷友宏）
微分幾何学、位相幾何学、解析学、組み合わせ論などを用いて、幾
何学的群論および粗幾何学に関する研究を行う。
（22 村上弘）
数式処理や数値計算を扱う。主に、近年のPCのマルチコア化された
CPUや、GPUによるマルチスレッド化による並列計算等に興味があ
る。

数
理
科
学
専
攻

博士後期課程２年次後期の学生を対象とする。
各教員の研究指導のもとで、専門の数学書・論文の講読のほか、論
文紹介、自分の研究紹介、講師の講演などを行う。
（1 内山成憲）
計算整数論とその暗号への応用を扱う。数学は勿論、計算機も全面
的に援用しながら理論と実用双方の観点から研究を行う。
（2 倉田和浩）
偏微分方程式を扱う。さまざまな自然現象を記述する数理モデルと
関連した非線型変分問題、逆問題、固有値問題などの解の定量的、
定性的研究を行う。

数理科学特別セミナー４
（研究指導）

（3 黒田茂）
多項式環の深い性質の解明を念頭に、微分作用素や自己同型写像、
部分環などの研究を行う。可換環論や代数幾何学の諸問題への応用
も目指す。
（5 高桑昇一郎）
偏微分方程式を扱う。多様体上で定義された非線形微分方程式、特
に山辺の問題や調和写像のつくる空間の構造の研究を行う。
（6 津村博文）
解析的および代数的整数論について学習する。代数系の基礎理論、
複素解析、フーリエ解析などを道具として、整数論の研究に取り組
む。
（7 徳永浩雄）
代数幾何を軸足に、代数多様体のトポロジーの研究を行なう。ま
た、計算機代数を用いたコンピュータサイエンスへの応用も扱う。

備考

別記様式第２号（その３の１）
（用紙

授
（理学研究科
科目
区分

数理科学専攻

業

科

目

の

概

日本工業規格Ａ４縦型）

要

博士後期課程）

授業科目の名称

講義等の内容
（8 服部久美子）
確率過程論とフラクタルを扱う。フラクタルのスペクトル次元、漸
近１次元的拡散過程、フラクタル上の自己回避過程、フラクタル上
の自己反発過程、ランダム・フラクタル、確率ランキング過程、
ループ・イレーズド・ランダム・ウォークの研究を行う。
（10 横田佳之）
結び目理論、三次元多様体論に関する研究を行う。結び目や三次元
多様体の量子不変量と多様体の幾何構造の関係をテーマとする。
（11 吉冨和志）
偏微分方程式を扱う。量子力学と関連した微分方程式のスペクトル
の研究を行う。

（12 赤穂まなぶ）
シンプレクティック幾何学、フレアー理論、ゲージ理論、低次元ト
ポロジーに関する研究を行う。
（13 石谷謙介）
確率論・数理ファイナンスを扱う。ファイナンスに纏わる最適化問
題、金融リスク管理、確率制御理論、数理ファイナンス、確率解析
の研究を行う。
（14 上原北斗）
代数幾何学、および多元環の表現に由来する導来圏を学ぶ。代数幾
何、環論、ホモロジー代数、多元環の表現論など広範な知識を要す
る。
数
理
科
学
専
攻

数理科学特別セミナー４
（研究指導）

（15 内田幸寛）
数論アルゴリズムを扱う。特に、代数曲線とアーベル多様体の数論
アルゴリズムとその暗号理論への応用に関心がある。
（16 小林正典）
代数幾何学、Calabi-Yau多様体・特異点とミラー対称性に関連する
研究を行う。また、工程計画問題等における代数幾何の応用もテー
マとする。
（17 酒井高司）
リーマン多様体とその部分多様体の微分幾何について研究を行う。
極小部分多様体など、部分多様体に関する幾何学的変分問題をテー
マとする。
（18 澤野嘉宏）
調和解析を扱う。doubling 条件を満たすとは限らないRadon 測度を
用いた関数空間、Lebesgue 測度空間での関数空間、再生核Hilbert
空間の研究を行う。
（19 鈴木登志雄）
基礎論と、それに基づく応用数理を扱う。論理関数に関する最小値
を与える点の構造等に関心がある。
（20 高津飛鳥）
距離構造と測度論を用いた幾何解析と最適輸送理論に関する研究を
行う。
（21 深谷友宏）
微分幾何学、位相幾何学、解析学、組み合わせ論などを用いて、幾
何学的群論および粗幾何学に関する研究を行う。
（22 村上弘）
数式処理や数値計算を扱う。主に、近年のPCのマルチコア化された
CPUや、GPUによるマルチスレッド化による並列計算等に興味があ
る。

備考

別記様式第２号（その３の１）
（用紙

授
（理学研究科
科目
区分

数理科学専攻

業

科

目

の

概

日本工業規格Ａ４縦型）

要

博士後期課程）

授業科目の名称

講義等の内容
博士後期課程３年次前期の学生を対象とする。
各教員の研究指導のもとで、学生自らが課題を発掘して研究を実行
し、その成果を博士論文として完成させるための必修科目である。
（1 内山成憲）
計算整数論とその暗号への応用を扱う。数学は勿論、計算機も全面
的に援用しながら理論と実用双方の観点から研究を行う。
（2 倉田和浩）
偏微分方程式を扱う。さまざまな自然現象を記述する数理モデルと
関連した非線型変分問題、逆問題、固有値問題などの解の定量的、
定性的研究を行う。
（3 黒田茂）
多項式環の深い性質の解明を念頭に、微分作用素や自己同型写像、
部分環などの研究を行う。可換環論や代数幾何学の諸問題への応用
も目指す。
（5 高桑昇一郎）
偏微分方程式を扱う。多様体上で定義された非線形微分方程式、特
に山辺の問題や調和写像のつくる空間の構造の研究を行う。
（6 津村博文）
解析的および代数的整数論について学習する。代数系の基礎理論、
複素解析、フーリエ解析などを道具として、整数論の研究に取り組
む。

数
理
科
学
専
攻

（7 徳永浩雄）
代数幾何を軸足に、代数多様体のトポロジーの研究を行なう。ま
た、計算機代数を用いたコンピュータサイエンスへの応用も扱う。
数理科学特別セミナー５
（研究指導）

（8 服部久美子）
確率過程論とフラクタルを扱う。フラクタルのスペクトル次元、漸
近１次元的拡散過程、フラクタル上の自己回避過程、フラクタル上
の自己反発過程、ランダム・フラクタル、確率ランキング過程、
ループ・イレーズド・ランダム・ウォークの研究を行う。
（10 横田佳之）
結び目理論、三次元多様体論に関する研究を行う。結び目や三次元
多様体の量子不変量と多様体の幾何構造の関係をテーマとする。
（11 吉冨和志）
偏微分方程式を扱う。量子力学と関連した微分方程式のスペクトル
の研究を行う。
（12 赤穂まなぶ）
シンプレクティック幾何学、フレアー理論、ゲージ理論、低次元ト
ポロジーに関する研究を行う。
（13 石谷謙介）
確率論・数理ファイナンスを扱う。ファイナンスに纏わる最適化問
題、金融リスク管理、確率制御理論、数理ファイナンス、確率解析
の研究を行う。
（14 上原北斗）
代数幾何学、および多元環の表現に由来する導来圏を学ぶ。代数幾
何、環論、ホモロジー代数、多元環の表現論など広範な知識を要す
る。
（15 内田幸寛）
数論アルゴリズムを扱う。特に、代数曲線とアーベル多様体の数論
アルゴリズムとその暗号理論への応用に関心がある。

備考

別記様式第２号（その３の１）
（用紙

授
（理学研究科
科目
区分

数理科学専攻

業

科

目

の

概

日本工業規格Ａ４縦型）

要

博士後期課程）

授業科目の名称

講義等の内容
（16 小林正典）
代数幾何学、Calabi-Yau多様体・特異点とミラー対称性に関連する
研究を行う。また、工程計画問題等における代数幾何の応用もテー
マとする。
（17 酒井高司）
リーマン多様体とその部分多様体の微分幾何について研究を行う。
極小部分多様体など、部分多様体に関する幾何学的変分問題をテー
マとする。
（18 澤野嘉宏）
調和解析を扱う。doubling 条件を満たすとは限らないRadon 測度を
用いた関数空間、Lebesgue 測度空間での関数空間、再生核Hilbert
空間の研究を行う。

数理科学特別セミナー５
（研究指導）

（19 鈴木登志雄）
基礎論と、それに基づく応用数理を扱う。論理関数に関する最小値
を与える点の構造等に関心がある。
（20 高津飛鳥）
距離構造と測度論を用いた幾何解析と最適輸送理論に関する研究を
行う。
（21 深谷友宏）
微分幾何学、位相幾何学、解析学、組み合わせ論などを用いて、幾
何学的群論および粗幾何学に関する研究を行う。
（22 村上弘）
数式処理や数値計算を扱う。主に、近年のPCのマルチコア化された
CPUや、GPUによるマルチスレッド化による並列計算等に興味があ
る。

数
理
科
学
専
攻

博士後期課程３年次後期の学生を対象とする。
各教員の研究指導のもとで、学生自らが課題を発掘して研究を実行
し、その成果を博士論文として完成させるための必修科目である。
（1 内山成憲）
計算整数論とその暗号への応用を扱う。数学は勿論、計算機も全面
的に援用しながら理論と実用双方の観点から研究を行う。
（2 倉田和浩）
偏微分方程式を扱う。さまざまな自然現象を記述する数理モデルと
関連した非線型変分問題、逆問題、固有値問題などの解の定量的、
定性的研究を行う。

数理科学特別セミナー６
（研究指導）

（3 黒田茂）
多項式環の深い性質の解明を念頭に、微分作用素や自己同型写像、
部分環などの研究を行う。可換環論や代数幾何学の諸問題への応用
も目指す。
（5 高桑昇一郎）
偏微分方程式を扱う。多様体上で定義された非線形微分方程式、特
に山辺の問題や調和写像のつくる空間の構造の研究を行う。
（6 津村博文）
解析的および代数的整数論について学習する。代数系の基礎理論、
複素解析、フーリエ解析などを道具として、整数論の研究に取り組
む。
（7 徳永浩雄）
代数幾何を軸足に、代数多様体のトポロジーの研究を行なう。ま
た、計算機代数を用いたコンピュータサイエンスへの応用も扱う。

備考

別記様式第２号（その３の１）
（用紙

授
（理学研究科
科目
区分

数理科学専攻

業

科

目

の

概

日本工業規格Ａ４縦型）

要

博士後期課程）

授業科目の名称

講義等の内容
（8 服部久美子）
確率過程論とフラクタルを扱う。フラクタルのスペクトル次元、漸
近１次元的拡散過程、フラクタル上の自己回避過程、フラクタル上
の自己反発過程、ランダム・フラクタル、確率ランキング過程、
ループ・イレーズド・ランダム・ウォークの研究を行う。
（10 横田佳之）
結び目理論、三次元多様体論に関する研究を行う。結び目や三次元
多様体の量子不変量と多様体の幾何構造の関係をテーマとする。
（11 吉冨和志）
偏微分方程式を扱う。量子力学と関連した微分方程式のスペクトル
の研究を行う。
（12 赤穂まなぶ）
シンプレクティック幾何学、フレアー理論、ゲージ理論、低次元ト
ポロジーに関する研究を行う。
（13 石谷謙介）
確率論・数理ファイナンスを扱う。ファイナンスに纏わる最適化問
題、金融リスク管理、確率制御理論、数理ファイナンス、確率解析
の研究を行う。
（14 上原北斗）
代数幾何学、および多元環の表現に由来する導来圏を学ぶ。代数幾
何、環論、ホモロジー代数、多元環の表現論など広範な知識を要す
る。

数
理
科
学
専
攻

（15 内田幸寛）
数論アルゴリズムを扱う。特に、代数曲線とアーベル多様体の数論
アルゴリズムとその暗号理論への応用に関心がある。
数理科学特別セミナー６
（研究指導）
（16 小林正典）
代数幾何学、Calabi-Yau多様体・特異点とミラー対称性に関連する
研究を行う。また、工程計画問題等における代数幾何の応用もテー
マとする。
（17 酒井高司）
リーマン多様体とその部分多様体の微分幾何について研究を行う。
極小部分多様体など、部分多様体に関する幾何学的変分問題をテー
マとする。
（18 澤野嘉宏）
調和解析を扱う。doubling 条件を満たすとは限らないRadon 測度を
用いた関数空間、Lebesgue 測度空間での関数空間、再生核Hilbert
空間の研究を行う。
（19 鈴木登志雄）
基礎論と、それに基づく応用数理を扱う。論理関数に関する最小値
を与える点の構造等に関心がある。
（20 高津飛鳥）
距離構造と測度論を用いた幾何解析と最適輸送理論に関する研究を
行う。
（21 深谷友宏）
微分幾何学、位相幾何学、解析学、組み合わせ論などを用いて、幾
何学的群論および粗幾何学に関する研究を行う。
（22 村上弘）
数式処理や数値計算を扱う。主に、近年のPCのマルチコア化された
CPUや、GPUによるマルチスレッド化による並列計算等に興味があ
る。

備考

別記様式第２号（その３の１）
（用紙

授
（理学研究科
科目
区分

数
理
科
学
専
攻

数理科学専攻

業

科

目

の

概

日本工業規格Ａ４縦型）

要

博士後期課程）

授業科目の名称

数理科学学外体験実習

放射線実験法Ⅰ

放射線実験法Ⅱ

共
通
科
目

物理化学特別講義Ⅰ

物理化学特別講義Ⅱ

講義等の内容

備考

数理科学の専門教育に関連した学外学習（就業体験、研究・学習体
験、ボランティア活動）のうち、大学院のカリキュラムレベルに相
当し、一定の要件を満たしたものを履修授業科目として単位認定す
るものである。学外学習を行うことにより、自分自身及び社会の課
題についての認識を深め、課題に主体的に取り組む意識と責任感や
社会人として必要な基礎的コミュニケーション能力を向上させると
ともに、幅広い実践的学力を身につけることを目的とする。

放射線やRIの取扱い、法令に関する基礎的知識を修得し、法令に従
いRIの取扱いができるようになることを目的として、放射線や放射
性同位元素（RI)に関する基礎知識、安全取扱法、法令・管理などを
学ぶことにより、放射線やRIに対する科学リテラシーを養う。放射
線・RIの基礎的事項や法令・管理技術について、物理理系、化学
系、生物系などの各分野の専門家により講義する。
放射線やRIの取扱い、法令に関する基礎的知識を修得し、法令に従
いRIの取扱いができるようになることを目的として、密封及び非密
封放射線源の取扱いに関する以下の実習を行うことにより、放射
線・RIについての理解を深める。
・放射線の線量測定及び計測法（物理系実習）
・溶媒抽出法を用いた放射性核種の分離及び半減期測定（化学系実
習）
・S-35をトレーサとするインビトロタンパク質合成（生物系実習）

物理学と化学の両分野にまたがる講義で、主担当となる専攻以外が
履修する科目である。主担当専攻における授業科目名は以下のとお
りである。
物理学：物理実験学特論C、物理実験学特論D、ナノ・表面界面物性
特論I、ナノ・表面界面物性特論II、ソフトマター物性特論I、ソフ
トマター物性特論II、物質科学ミニマム特論、物理化学特別講義I
（集中）
化学：物理化学特別講義I（集中）
物理学と化学の両分野にまたがる講義で、主担当となる専攻以外が
履修する科目である。主担当専攻における授業科目名は以下のとお
りである。
物理学：原子物理学、物性物理学I
化学：化学特論V、化学特論VI、化学特論VII、化学特別講義II（分
光光化学）

（注）
１ 開設する授業科目の数に応じ，適宜枠の数を増やして記入すること。
２ 私立の大学若しくは高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の認可を受けようとする場合若しくは届出を行おうとする場合，大学等
の設置者の変更の認可を受けようとする場合又は大学等の廃止の認可を受けようとする場合若しくは届出を行おうとする場合は，この書
類を作成する必要はない。

別記様式第２号（その３の１）
（用紙日本工業規格Ａ４縦型）

授

業

科

目

の

概

要

（理学研究科物理学専攻博士前期課程）
科目
区分

授業科目の名称

場の理論

一般相対論

流体力学

原子核物理学
物
理
学
専
攻
素粒子物理学

宇宙物理学

原子物理学

粒子線物性

講義等の内容
マックスウェルの電磁気学やニュートンの重力理論は古典的な場の理論
とみなすことができる。これらの大学学部課程で習得ずみの古典場の理
論の理解に立脚して量子化した場を扱う。演算子形式や経路積分形式に
よって場の量子論を定式化する。物質はそれ自身場であり、また場を媒
介として相互作用する。いろいろな現象を例としながら、場の持つ性質
やその間に成り立つ一般的な関係に重点をおいて講義する。相対論的な
量子力学に基づく場の量子論は粒子の生成消滅を記述でき、高エネル
ギー現象を扱うための基本的言語を提供する。
アインシュタインの一般相対性理論は、理論と観測の両面において物理
学の基本的な理解に欠かすことのできないものとなっている。本講義で
はその第一原理から始め、リーマン幾何学の簡単な内容など、必要とさ
れる数学的な枠組みも含め相対論を系統的に紹介する。力の知識は前提
とする。物理的なトピックスとしては、曲がった時空における粒子の運
動、アインシュタイン方程式、ブラックホール、宇宙の標準模型など、
また一般相対論の観測的な検証についても触れる。
流体の運動を理解するうえで必要となる基本的な事柄を、数学的な取扱
いを含めて解説する。主な内容は、流体の運動学、流体の性質、流体運
動の支配方程式、非圧縮性ニュートン流体の流れ、慣性力の無視できる
流れ、レイノルズ数の大きい流れに及ぼす粘性の効果、境界層理論、非
粘性流体の流れ、非圧縮性渦なしの流れ、などである。流体では運動の
非線形性が重要となる現象が多く、その取り扱いについても述べる。
原子核及びその構成要素であるハドロンの基本的性質を基本的な理論的
枠組みと実験事実の両面から解説し、自然界の基本的な力のひとつ「強
い力」の織り成す物理を学ぶ。他分野との関連を重視し専門的にならな
いよう意識し、物理学を専攻する学生の基礎教養となる内容を提供する
方針である。本講義では、原子核の基本的性質の解説からはじまり、
クォークの多体系であるハドロンの構造・性質まで、強い相互作用の特
徴を解説するとともに、クォークの閉じ込めやカイラル対称性の自発的
破れなど量子色力学のもつ多彩な性質を紹介する。
素粒子の標準模型の入門的解説を行う。原子核物理学が強い相互作用を
記述する量子色力学の解説を主眼としているのに対して、この講義では
主に弱い相互作用と電磁相互作用の統一理論の初等的解説を行う。まず
ゲージ理論の概念を初歩的なレベルから解説する。その後、ゲージ対称
性とその自発的破れ、ヒッグス機構とゲージ場の質量の生成について学
んだ後、SU(2)xU(1)対称性に基づく電弱統一理論を構築する。この理論
により予言された中性カレント反応やこれを媒介するＺボゾンの崩壊幅
から世代数が決ることなどについて解説する。
宇宙を物理的に理解するためには物理学の広い分野にわたる知識を駆使
し、様々な現象に適用する必要がある。本講義では、まず電磁放射の基
礎過程、電磁波と物質の相互作用、流体やプラズマの物理などを概観
し、宇宙における様々な状態のプラズマからの電磁放射をとりあげて解
説する。さらに具体的な宇宙物理の基本テーマとして、星の構造と進
化、超新星と高密度星、銀河・銀河団、膨張宇宙とその進化などのト
ピックをいくつか取り上げ、最新の観測結果を織り交ぜながら解説を行
う。
原子や分子は物質を構成する基本要素であり、宇宙をはじめ地球上の多
くの自然現象と密接な関わりを持っている。この講義では量子力学の知
識を基礎にして、水素型原子の構造にはじまり、多電子系原子の構造や
簡単な分子の性質、原子による光の吸収放出過程などの原子物理学の基
礎を概説する。さらに電子、イオン、中性原子分子間の散乱問題を取り
扱い、部分波展開法やボルン近似および一般化振動子強度といった原子
衝突の基本的概念などについて紹介する。
物性物理学の対象は原子の集合体であり、その様々な構造（結晶、ガラ
ス、液体等）により多様な物性が出現する。物質のミクロスコピックな
構造と、それを調べる実験手段に重点を置いて、物性を解説する。物質
の構造を調べるには、原子間距離と同程度の波長を持つ波動（Ｘ線・中
性子線・電子線）を用いた散乱・回折実験が用いられる。本講義では、
これらの粒子線を用いて実験を行い、そこで得られる回折パターンや散
乱断面積のデータを実際に解析するときに必要となる、基本的な知識お
よび技術について述べる。

備考

別記様式第２号（その３の１）
（用紙日本工業規格Ａ４縦型）
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（理学研究科物理学専攻博士前期課程）
科目
区分

授業科目の名称

物性物理学Ⅰ

物性物理学Ⅱ

計算物理学

統計物理学
物
理
学
専
攻

講義等の内容

備考

自由電子モデルを復習しながら、より進んだバンド描像の立場を理解
し、金属、半導体、バンド絶縁体について理解を深める。相転移をとも
なわない種々の熱力学的性質の起源や、フェルミ流体の特徴についても
学ぶ。さらに１電子近似を越えた立場から、励起子、プラズモンなどの
固体内素励起についても概観する。また外部電磁場にたいする電子系の
応答とそれを通じた電子状態の解明手段についても学ぶ。
巨視的な対称性の破れである種々の磁気秩序とその発生のメカニズムに
ついて学ぶ。特に局在モデルと遍歴モデルの利害得失について理解す
る。また、近藤効果など、磁気モーメントが消失するメカニズムについ
て概観する。ボーズ粒子系のコヒーレント状態とその特徴について学び
「波束の運動」を理解する。ＢＣＳ超伝導のメカニズムの基本やジョセ
フソン効果ついても学び、微視的な量子力学がいかに合理的に貫かれて
いるかを理解する。
本講義では、コンピュータ支援による物理学の研究手法の基礎事項及び
実際的な数値計算の手法についての講義を行い、さらにワークステー
ションを用いた実習を通じてその理解を深める。具体的な実習課題とて
は、常微分方程式の数値解析（質点系の力学など）、偏微分方程式の数
値解析（量子力学系など）、乱数とモンテカルロシミュレーション及び
これらのデータ解析法などをとりあげる予定である。物理情報処理法(物
理学科学部科目)相当のコンピュータに関する知識を前提とする。
相転移の基礎から具体例までを幅広く解説する。場の理論の技巧を必要
としない議論を心がけ、実験研究室所属の学生も理解しやすいものにす
る。対称性の破れの基本的な機構を理解し、与えられた秩序変数の対称
性と系の対称性から自由エネルギーが書き下せるまでの理解を目標とす
る。具体的な内容としては、スピン模型と平均場近似、ボーズ凝縮、対
称性とその破れ、相転移、超伝導理論などを含む。なお、本講義は、量
子力学、統計力学の理解を前提とする。

衝突型加速器(コライダー)を用いたエネルギーフロンティアの素粒子実 隔年開講
験について解説する。現在の素粒子物理の基本になっている標準模型の
確立に関して、TRISTAN、LEP、TEVATRON、LHCなどの実験の成果を使って
説明する。また、標準模型を超える物理の探索に関して、LHC実験の高度
高エネルギー物理学特論Ⅰ 化や国際リニアコライダーの開発についても紹介する。講義では、これ
らの実験の成果や目標などに加え、実験で使用される加速器や測定器の
動作原理や性能についても解説する。
本講義では現在の素粒子物理学の最先端で行われている、Ｂ中間子実験 隔年開講
とニュートリノ振動実験に関して詳しく解説する。Ｂ中間子に関しては
その発見から現在のＢファクトリー実験に至るまで、その歴史を追って
解説する。太陽ニュートリノ問題、大気ニュートリノ問題に端を発した
高エネルギー物理学特論Ⅱ ニュートリノ振動現象に関しては、最近の原子炉ニュートリノ振動実
験、長基線加速器ニュートリノ実験を含めて詳しく解説する。また、
ニュートリノのマヨラナ性を確認する、二重ベータ崩壊現象の観測実験
に関するホットな話題に関しても解説する。

宇宙物理学特論Ⅰ

宇宙物理学特論Ⅱ

Ｘ線検出器を主体に放射線検出技術について紹介する。半導体技術や微 隔年開講
細加工技術が進んだことにより、放射線検出技術も大きく進展しつつあ
る。授業では代表的な検出器をいくつかとりあげて、構造や原理を解説
し、最後にデータ解析の方法について述べる。具体的には以下の内容を
講義する。放射線検出の原理、ガスを用いた検出器、固体・半導体検出
器、撮像検出器、分散素子、極低温検出器、放射線検出の周辺技術、
データ解析。
銀河・銀河団からのＸ線放射を取り上げて、放射過程の概要から始め、 隔年開講
Ｘ線観測から何がわかるのかを、わかりやすく解説する。特に重力質量
分布とダークマターの問題、銀河団中心部の問題、重元素の分布、そし
て銀河団の進化といった面に焦点を当てて解説する。また最近のＸ線観
測の成果と今後の見通しも紹介する。また、放射過程の基礎を理解する
とともに、銀河団でどのようなプロセスがおきているか、それを観測的
にどう探っていくかなどについての知識を得る。

別記様式第２号（その３の１）
（用紙日本工業規格Ａ４縦型）

授

業

科

目

の

概

要

（理学研究科物理学専攻博士前期課程）
科目
区分

授業科目の名称

講義等の内容

備考

宇宙で観測される高エネルギー現象について、素粒子・原子核・原子物 隔年開講
理を基礎として粒子衝突や輻射の物理過程を理解し、天体の構造や活
動・進化を探るための理論的基礎を学ぶ。扱う物理過程は、原子衝突過
程、素粒子・原子核過程、粒子・エネルギー輸送過程、衝撃波・乱流に
高エネルギー宇宙物理学特論Ⅰ よる粒子加速過程、放射の基礎過程と輻射輸送など、また、対象とする
のは、超新星と超新星残骸、中性子星・ブラックホールなどの活動的天
体の他、Ｘ線を放射するような高温の星間ガスや銀河団の銀河間ガスで
ある。
一般相対論に基づいて、ビッグバン宇宙の標準的モデル、初期宇宙にお 隔年開講
ける元素合成などの物理過程から宇宙の構造形成に至る基本的なシナリ
オを学ぶ。また、宇宙論的距離の高エネルギー現象との関連を議論す
る。主な内容は、Einstein方程式、Friedmannモデル(一様等方宇宙)：
高エネルギー宇宙物理学特論Ⅱ Robertson-Walkerメトリックによる標準的な宇宙膨張の記述、ダークマ
ター・ダークエネルギー、元素合成、マイクロ波背景放射、構造形成、
また、それらに関連する素粒子・原子核・原子過程や放射過程である。

原子物理学特論Ⅰ

物
理
学
専
攻

原子物理学特論Ⅱ

物理実験学特論Ａ

物理実験学特論Ｂ

物理実験学特論Ｃ

比較的高いエネルギーで起こる原子衝突現象を、量子力学に基づいて記 隔年開講
述する理論について解説する。荷電粒子と原子の相互作用を扱う散乱理
論として、部分波展開やボルン近似などの一般的な理論から始め、中高
速電子散乱で重要となる一般化振動子強度や、光の吸収放出過程を半古
典的あるいは量子論的に取り扱う方法など、動的な原子物理学の基礎に
ついて解説する。また、実験室レベルでなく大型の加速器を用いた原子
物理実験についても紹介する。
原子・分子およびそのイオンといった重粒子の散乱現象を古典力学的、 隔年開講
あるいは半古典的、そして量子論的に取り扱うための基礎理論を概説す
る。散乱を決定する粒子間ポテンシャルについての解説に続いて、衝突
によって粒子の内部状態が変化する過程をポテンシャル間の非断熱遷移
過程として取り扱う方法について述べる。具体例として、多価イオンの
関与する衝突現象やイオン散乱に見られる量子干渉効果などを取り上げ
る。また、最近の実験技術の発展や原子物理学の他分野への応用につい
ても紹介する。
「低温」は、様々な物理学の実験研究分野において必要となる重要な基
礎概念である。研究分野によらず共通性が高い基礎事項の解説を行うと
共に、関連する最先端の実験研究の紹介を行う。この講義により、様々
な寒剤の性質、ヘリウム3、4や断熱消磁を用いた低温生成方法、低温に
おける物質の性質（比熱、熱伝導度、電気伝導率など）、低温における
実験で必要となる基礎技術（温度測定やクライオスタット等実験装置の
作成の技術）、超伝導マグネットの原理と利用方法、低温で発現する
様々な物理現象を理解する。
基本的な実験技術のひとつとして、実験により得られたデータをモデル
関数に最小二乗法を用いてあてはめる方法がある。有償・無償のソフト
ウエアを用い、原理がよく分からなくても、最小二乗法の計算を行って
数値解を出すことが可能である。この数値解にどの程度の信頼性がある
か？を考察したり、信頼性が低いことが分かった場合に、どうやって対
策をするのか？などの問題に対処するためには、最小二乗法とその計算
法の概略を理解しておく必要がある。この解析法の原理と実際を解説す
る。
物理学実験において知っておくべき実験方法や、新しい測定手段などト
ピックを設定して講義を行う。内容としては、なるべく多くの研究グ
ループに関係する共通的なテーマを選定するよう考える。具体的なト
ピックとしては、放射線と呼ばれる高エネルギー粒子から低エネルギー
の光子・電子・イオン・中性粒子までを含む広い意味での粒子線計測技
術について、粒子と物質の相互作用から解き明かし、伝統的な検出器か
ら新しい原理に基づく検出器まで技術全般について解説する。
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授

業

科

目

の

概

要

（理学研究科物理学専攻博士前期課程）
科目
区分

授業科目の名称

物理実験学特論Ｄ

素粒子物理学特論

講義等の内容

備考

物理学実験において知っておくべき実験方法や、新しい測定手段などト
ピックを設定して講義を行う。内容としては、なるべく多くの研究グ
ループに関係する共通的なテーマを選定するよう考える。具体的なト
ピックとしては、粒子ビーム実験のみならず試料作成や低温実験にも欠
かせない真空技術について、如何にして実験室において真空状態を作
り、その圧力を測定するのか。真空ポンプと圧力計の原理や特性につい
て、原子物理学・表面物理学的な視点を加えながら解説する。
ここ２０年間で発見されたニュートリノ質量とレプトンフレーバー混合
は標準模型によって記述されない実験事実である。この実験的証拠を理
解するための基礎的な解説を行うことがこの講義の目的である。内容に
は、ニュートリノ質量の理論的記述、真空中・物質中のニュートリノ伝
播、さまざまなニュートリノ実験からの情報（原子炉ニュートリノ、大
気ニュートリノ、太陽ニュートリノ、加速器ニュートリノ）、非標準的
ニュートリノ混合の枠組み（ステライルニュートリノ・非標準的相互作
用・ユニタリー性の破れ）を含む。

初期宇宙についての講義を行う。この講義には、一般相対論と場の理論
の予備知識が必要であるが、アインシュタインの相対論やフリードマン
の宇宙論に関する簡単な説明は授業時間内に与える。インフレーション
およびその後の粒子生成に特に焦点を当てる。インフレーションの超重
高エネルギー理論物理学特論
力理論などについても紹介する。CPの破れ、超対称性、超弦理論に基づ
いた宇宙論についても触れる。担当者によっては英語で授業を行うこと
もある。

物
理
学
専
攻

本講義では、自然界の基本的な力の一つである強い力の基礎理論である
量子色力学の基本的性質について講義を行う。量子色力学では、低エネ
ルギーにおいては相互作用が強く、クォークの閉じ込めやカイラル対称
性の自発的破れ等、非摂動的効果が支配的なり非自明な真空構造を持
原子核ハドロン物理学特論 つ。ハドロン物理の基本的な概念の解説からはじめ、量子色力学が持つ
対称性とその破れ、ハドロン相互作用について講義を行う。量子色力学
の低エネルギーでの有効理論とその応用を解説する。ハドロン物理を学
ぶ上での理論的手法について紹介を行う。

非線形物理学特論

超伝導物理学特論

ナノ・表界面物性特論Ⅰ

微分方程式など決定論に従っていてもその振る舞いはランダムかつ予想
不可能なものになり得る。力学系のカオスは、ありとあらゆる自然現象
に普遍的に見られるごく当たり前の現象であり、既に自然科学のなかの
基本言語でもある。ここでは、力学系のカオスの基本的な考え方を紹介
すると共に、「解くことのできない」力学系を理解していくためのいく
つかの方法を紹介する。特に、ハミルトン力学系における可積分性、お
よびカオスの発生機構についての詳しい解説を行う。
超伝導は巨視的なスケールで生じる量子力学的現象であるが、そのよう
な状態の出現は、マクロな数の電子が同じ状態に凝縮することを意味す
る。フェルミ粒子である電子がパウリ排他律を満たしながら凝縮する微
視的メカニズムは、1957年、BCS理論によって鮮やかに示された。本講義
では、BCS理論を詳しく解説した後、その強結合理論であるミグダル・エ
リアシュベルグ理論、さらに超伝導の電磁応答を解説する。超伝導の理
解をとおして、物理学における階層構造に基づく現象の解明の一般的な
考え方を身につける。
物質の電気的、光学的、熱的性質等を理解・予測するためには、バンド 隔年開講
理論の基礎を習得することが必要不可欠である。この授業では、単純な
構造を持つ複数の物質について、自らの手でバンド構造等を計算し、物
質の構造と電子状態どのように関連しているか理解することを目的とす
る。特に、授業ではバンド計算に関連した基礎的な内容の解説と問題演
習を中心として進める。ただし、難しい理論的な取り扱いは避け、固体
物理学関係の実験系学生を主な対象として、固体物理学に共通する知識
や考え方を正しく整理し直すきっかけとしたい。
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授
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科

目

の

概

要

（理学研究科物理学専攻博士前期課程）
科目
区分

授業科目の名称

ナノ・表界面物性特論Ⅱ

電子物性特論Ⅰ

電子物性特論Ⅱ

物
理
学
専
攻

物質科学ミニマム特論

量子多体系特論

統計力学特論

磁性物理学特論

講義等の内容

備考

物質表面・界面の構造と、その場合に現れる多様な物性、特に光物性・ 隔年開講
電気伝導特性・熱電物性とのかかわりについて解説を行う。特に、ナノ
カーボン材料を対象にして、構造・電子構造・フェルミレベルそして現
れる物性の関係について、物性測定の手法を紹介しつつ、実際に報告さ
れている実験結果を示し、それを固体物性物理学の観点からその背景と
なる基礎について体系的な解説を行う。進展の著しい最近の報告例も紹
介しつつ講義を進めていく。
化合物中の電子が織りなす超伝導や磁性の新規現象の探索・創出は、基 隔年開講
礎科学の研究としての興味のみならず、機能性材料の基本技術として利
用できるため、重要な研究分野となっている。本講義では、実験的研究
において必要となる基礎知識を習得し、重要な概念や最近のトピックス
を概観する。結晶中のd、f電子状態、近藤効果とRKKY相互作用の拮抗、
重い電子状態の形成と量子臨界点近傍の特異物性、多極子自由度とその
秩序化、特異なギャップ構造を持つ非従来型超伝導、トポロジカル物性
などに焦点を当てる。
本授業では、強相関電子系の物性についてとりあげる。特に輸送現象に 隔年開講
関わる実験的研究の進展と、それらに対する現象論を含む理論的解釈を
整理し理解することをめざす。具体的に磁気抵抗やHall効果、あるいは
ドハース・ファンアルフェン効果測定などから得られる物理量に対し、
フェルミオロジーの観点と、磁性や結晶の対称性との関連について講義
し、物性物理学としての最新の研究テーマのみならず、機能性材料の開
発という観点も含めトピックスを紹介する。
古典力学、電磁気学、熱・統計力学、量子力学、物理学実験の復習を行
い、物理学専攻の学生としてふさわしい最低限の物理学の基礎を整理す
る。また、卒業研究や大学院の研究で必要な物理実験学および物質科学
の入門的講義と演習を行う。また、安全に実験を行うための注意、理系
の作文技術、プレゼンテーション法、研究を行う上で必要な最も基本的
で重要なマナーについても学ぶ。原則として、物理学科の基礎的講義・
実験の単位をすでに修得済みであることを前提としている。

今日の理論物理学において、量子多体系における場の量子論の手法は非
常に重要な役割を果たしている。本講義では第二量子化から始めて、非
相対論的フェルミオン系を中心に多体摂動展開の理論手法の基礎を重点
的に学ぶ。平均場近似の一粒子グリーン関数による定式化と対応する二
粒子グリーン関数の乱雑位相近似までをダイアグラムの方法を用いて解
説する。応用として、現象論的フェルミ液体論や朝永・ラッティン
ジャー液体について紹介する。
量子力学と統計力学が結びついた量子統計力学は現代物理学の根幹一つ
となっており、極めて重要である。本講義では、古典統計力学の復習か
ら量子統計力学の基礎について出来るだけ平易に解説する。古典統計力
学の復習から量子統計力学における正準集団、さまざまなグリーン関数
を用いた物理量の計算、有限温度でのグリーン関数のファインマンダイ
アグラムを用いた摂動計算、線形応答理論などの量子統計力学の基礎を
習得することを目的とする。線形応答理論の応用例として、電気抵抗の
ミクロな計算を習得する。
物質の磁気的性質は古典力学では全く説明できないことが19世紀の終わ
りに示された。その困難は20世紀における量子力学の誕生によって原理
的には解決されたが、磁性物理学は物質科学の基礎として原理・応用の
両面で活発な研究が現代に至るまで続いている。本講義では、遍歴電子
系の磁気的性質について基礎から解説する。分子場近似による磁気相図
を求めたのち、スピンのゆらぎの重要性について議論する。さらに、強
相関電子系の超伝導についても触れる。

別記様式第２号（その３の１）
（用紙日本工業規格Ａ４縦型）

授

業

科

目

の

概

要

（理学研究科物理学専攻博士前期課程）
科目
区分

授業科目の名称

科学英語特論

ソフトマター物性特論Ⅰ

ソフトマター物性特論Ⅱ

物
理
学
専
攻

粒子ビーム物性特論Ⅰ

物理学特別セミナーⅠ

物理学特別セミナーⅡ

物理学特別セミナーⅢ

講義等の内容

備考

科学英語は、科学論文を執筆する上で非常に重要なスキルである。この
授業では科学英語を書くことに焦点を絞り、そのスキル向上を目指す。
講義による受け身の授業ではなく、毎回出される課題に対し英文で文章
を作成し、科学英語を書く練習を積み重ねる。科学英語を書く上で気を
つける点や普段心がける点を身につけられるだけでなく、自ら英文を書
いて添削を受けることで、具体的に間違いやすい点を理解できる。授業
では提出された英文をその場で解説を交えて校正していく。

ソフトマター特論１の授業では、ソフトマターとは何かから始まる。分 隔年開講
野の特徴として、化学や工学との融合している部分があるが、授業では
ソフトマターの物理的性質について講義を行う。ソフトマターの代表例
である高分子をメインに扱う。高分子は粘弾性という粘性と弾性を併せ
持っているが、この粘弾性の概念は高分子に限らず、ソフトマター全般
で使えるものである。そのため、受講生がこの粘弾性を理解し、また、
その一般性を理解することをこの授業の目標にする。
ソフトマター特論２の授業では、主に液晶を扱う。液晶はテレビなど
隔年開講
様々な場面で使われているが、この液晶を理解するためには、ソフトマ
ターで典型的な相転移や曲がり弾性などを理解する必要がある。授業で
は相転移の基礎からはじめ、臨界現象を学ぶ。その後、液晶の等方相か
らネマティック祖への転移を扱う。液晶ディスプレイの仕組みを学ぶ上
で、幾何学的な弾性について講義する。弾性の概念は液晶に限らず、膜
の物理にも使うことが出来る。これらの概念の汎用性を理解することを
この授業の目標にする。
物性物理学の対象は原子の集合体であり、その様々な構造（結晶、ガラ 隔年開講
ス、液体等）により多様な物性が出現する。物質のミクロスコピックな
構造を調べるには、原子間距離と同程度の波長を持つ波動（中性子線・
Ｘ線）を用いた散乱・回折実験が用いられる。中性子散乱実験の基礎に
ついて解説した前期の講義「粒子線物性」の応用編として、過去および
最近の物性研究の中でどのように中性子散乱実験が用いられ、物質のミ
クロスコピックな情報を得ているかについての知識を得ることが本特論
のテーマである。
博士前期課程1年次前期の学生が、それぞれの研究グループでテキストや
論文の講読、セミナー発表などを行い、最新の物理に触れるとともに、
発表や議論を通してプレゼンテーション能力や論文作成能力を養う。物
理学専攻では、素粒子レベルから宇宙まで自然界のさまざまなスケール
の物質や物理現象を対象として、理論的・実験的研究が進められてい
る。複数のグループによる合同のセミナーや、外部からの講師によるセ
ミナーなども適宜行なわれ、研究者として自立していくための訓練が行
なわれる。
博士前期課程1年次後期の学生が、それぞれの研究グループでテキストや
論文の講読、セミナー発表などを行い、最新の物理に触れるとともに、
発表や議論を通してプレゼンテーション能力や論文作成能力を養う。物
理学専攻では、素粒子レベルから宇宙まで自然界のさまざまなスケール
の物質や物理現象を対象として、理論的・実験的研究が進められてい
る。複数のグループによる合同のセミナーや、外部からの講師によるセ
ミナーなども適宜行なわれ、研究者として自立していくための訓練が行
なわれる。
博士前期課程2年次前期の学生が、それぞれの研究グループでテキストや
論文の講読、セミナー発表などを行い、最新の物理に触れるとともに、
発表や議論を通してプレゼンテーション能力や論文作成能力を養う。物
理学専攻では、素粒子レベルから宇宙まで自然界のさまざまなスケール
の物質や物理現象を対象として、理論的・実験的研究が進められてい
る。複数のグループによる合同のセミナーや、外部からの講師によるセ
ミナーなども適宜行なわれ、研究者として自立していくための訓練が行
なわれる。それぞれの研究室で論文講読、発表を行う。

別記様式第２号（その３の１）
（用紙日本工業規格Ａ４縦型）

授

業

科

目

の

概

要

（理学研究科物理学専攻博士前期課程）
科目
区分

授業科目の名称

物理学特別セミナーⅣ

講義等の内容
博士前期課程2年次後期の学生が、それぞれの研究グループでテキストや
論文の講読、セミナー発表などを行い、最新の物理に触れるとともに、
発表や議論を通してプレゼンテーション能力や論文作成能力を養う。物
理学専攻では、素粒子レベルから宇宙まで自然界のさまざまなスケール
の物質や物理現象を対象として、理論的・実験的研究が進められてい
る。複数のグループによる合同のセミナーや、外部からの講師によるセ
ミナーなども適宜行なわれ、研究者として自立していくための訓練が行
なわれる。それぞれの研究室で論文講読、発表を行う。
実験系研究グループに所属する博士前期課程1年次前期の学生がそれぞれ
の研究テーマに基き、物理学の実験研究を行う。大学院レベルの実験は
一つのグループ内で実施されるものに留まらず、他のグループや他専攻
との共同、あるいは大学共同利用機関など学外の研究所で実施される実
験もあり、学生はこうした実験に参加することにより、最先端の物理に
触れながら、研究者としての基本的な訓練を行なうことになる。その成
果は自身が学会等で発表し、投稿論文としてまとめられることも多い。
（1青木勇二）
電子物性実験を行う。とくに強相関電子系に発現する新規な超伝導や量
子磁性（多極子物性）を研究し、ナノ構造磁性体の電子輸送現象を明ら
かにする。
（3田沼肇）
様々な自然現象の基礎となる基礎となるミクロな原子や分子の構造や動
的過程を扱う。多種多様なイオンビームを用いた衝突実験を自らが開発
した装置を用いて行う。

物
理
学
専
攻

（7柳和宏）
カーボンナノチューブや光合成色素蛋白複合体など、ナノスケールの物
質で発現する物性や、それらがさらに高次の集合体になることで発現す
る物性を研究する。
物理学特別実験Ⅰ
（大学院研究指導）

（9石﨑欣尚）
宇宙はどのように進化し、星や銀河はどうやって作られてきたのか。こ
うした疑問に答えるために、Ｘ線やγ線で宇宙を観測するとともに、科
学衛星に搭載する新しい観測装置を開発する。

（11角野秀一）
国際共同研究としてフランスの原子炉を用いたニュートリノ振動実験を
遂行するとともに、大型の電子・陽電子衝突型加速器を用いた素粒子実
験の準備を行う。
（12門脇広明）
中性子散乱法を用いた物性研究を行う。強相関電子系、カーボンナノ
チューブ、フラストレートした磁性体等に興味を持って研究を進める。
（13栗田玲）
空間不均一下におけるソフトマターの物性を系統的に理解するための実
験的研究を行い、その機構や新規機能材料の基礎となる構造の発見を目
指す。
（18宮田耕充）
新奇の原子層やナノ細孔物質の開発を目指した物性実験研究を進める。
また、低次元系の光・電子物性を明らかにするための実験を遂行する。

備考

別記様式第２号（その３の１）
（用紙日本工業規格Ａ４縦型）

授

業

科

目

の

概

要

（理学研究科物理学専攻博士前期課程）
科目
区分

授業科目の名称

講義等の内容
実験系研究グループに所属する博士前期課程1年次後期の学生がそれぞれ
の研究テーマに基き、物理学の実験研究を行う。大学院レベルの実験は
一つのグループ内で実施されるものに留まらず、他のグループや他専攻
との共同、あるいは大学共同利用機関など学外の研究所で実施される実
験もあり、学生はこうした実験に参加することにより、最先端の物理に
触れながら、研究者としての基本的な訓練を行なうことになる。その成
果は自身が学会等で発表し、投稿論文としてまとめられることも多い。
（1青木勇二）
電子物性実験を行う。とくに強相関電子系に発現する新規な超伝導や量
子磁性（多極子物性）を研究し、ナノ構造磁性体の電子輸送現象を明ら
かにする。
（3田沼肇）
様々な自然現象の基礎となる基礎となるミクロな原子や分子の構造や動
的過程を扱う。多種多様なイオンビームを用いた衝突実験を自らが開発
した装置を用いて行う。
（7柳和宏）
カーボンナノチューブや光合成色素蛋白複合体など、ナノスケールの物
質で発現する物性や、それらがさらに高次の集合体になることで発現す
る物性を研究する。

物
理
学
専
攻

物理学特別実験Ⅱ
（大学院研究指導）

（9石﨑欣尚）
宇宙はどのように進化し、星や銀河はどうやって作られてきたのか。こ
うした疑問に答えるために、Ｘ線やγ線で宇宙を観測するとともに、科
学衛星に搭載する新しい観測装置を開発する。

（11角野秀一）
国際共同研究としてフランスの原子炉を用いたニュートリノ振動実験を
遂行するとともに、大型の電子・陽電子衝突型加速器を用いた素粒子実
験の準備を行う。
（12門脇広明）
中性子散乱法を用いた物性研究を行う。強相関電子系、カーボンナノ
チューブ、フラストレートした磁性体等に興味を持って研究を進める。
（13栗田玲）
空間不均一下におけるソフトマターの物性を系統的に理解するための実
験的研究を行い、その機構や新規機能材料の基礎となる構造の発見を目
指す。
（18宮田耕充）
新奇の原子層やナノ細孔物質の開発を目指した物性実験研究を進める。
また、低次元系の光・電子物性を明らかにするための実験を遂行する。

備考

別記様式第２号（その３の１）
（用紙日本工業規格Ａ４縦型）

授

業

科

目

の

概

要

（理学研究科物理学専攻博士前期課程）
科目
区分

授業科目の名称

講義等の内容
実験系研究グループに所属する博士前期課程2年次前期の学生がそれぞれ
の研究テーマに基き、物理学の実験研究を行う。大学院レベルの実験は
一つのグループ内で実施されるものに留まらず、他のグループや他専攻
との共同、あるいは大学共同利用機関など学外の研究所で実施される実
験もあり、学生はこうした実験に参加することにより、最先端の物理に
触れながら、研究者としての基本的な訓練を行なうことになる。その成
果は自身が学会等で発表し、投稿論文としてまとめられることも多い。
（1青木勇二）
電子物性実験を行う。とくに強相関電子系に発現する新規な超伝導や量
子磁性（多極子物性）を研究し、ナノ構造磁性体の電子輸送現象を明ら
かにする。
（3田沼肇）
様々な自然現象の基礎となる基礎となるミクロな原子や分子の構造や動
的過程を扱う。多種多様なイオンビームを用いた衝突実験を自らが開発
した装置を用いて行う。
（7柳和宏）
カーボンナノチューブや光合成色素蛋白複合体など、ナノスケールの物
質で発現する物性や、それらがさらに高次の集合体になることで発現す
る物性を研究する。

物
理
学
専
攻

物理学特別実験Ⅲ
（大学院研究指導）

（8石﨑欣尚）
宇宙はどのように進化し、星や銀河はどうやって作られてきたのか。こ
うした疑問に答えるために、Ｘ線やγ線で宇宙を観測するとともに、科
学衛星に搭載する新しい観測装置を開発する。
（11角野秀一）
国際共同研究としてフランスの原子炉を用いたニュートリノ振動実験を
遂行するとともに、大型の電子・陽電子衝突型加速器を用いた素粒子実
験の準備を行う。
（12門脇広明）
中性子散乱法を用いた物性研究を行う。強相関電子系、カーボンナノ
チューブ、フラストレートした磁性体等に興味を持って研究を進める。
（13栗田玲）
空間不均一下におけるソフトマターの物性を系統的に理解するための実
験的研究を行い、その機構や新規機能材料の基礎となる構造の発見を目
指す。
（18宮田耕充）
新奇の原子層やナノ細孔物質の開発を目指した物性実験研究を進める。
また、低次元系の光・電子物性を明らかにするための実験を遂行する。

備考

別記様式第２号（その３の１）
（用紙日本工業規格Ａ４縦型）

授

業

科

目

の

概

要

（理学研究科物理学専攻博士前期課程）
科目
区分

授業科目の名称

講義等の内容
実験系研究グループに所属する博士前期課程2年次後期の学生がそれぞれ
の研究テーマに基き、物理学の実験研究を行う。大学院レベルの実験は
一つのグループ内で実施されるものに留まらず、他のグループや他専攻
との共同、あるいは大学共同利用機関など学外の研究所で実施される実
験もあり、学生はこうした実験に参加することにより、最先端の物理に
触れながら、研究者としての基本的な訓練を行なうことになる。その成
果は自身が学会等で発表し、投稿論文としてまとめられることも多い。
（1青木勇二）
電子物性実験を行う。とくに強相関電子系に発現する新規な超伝導や量
子磁性（多極子物性）を研究し、ナノ構造磁性体の電子輸送現象を明ら
かにする。
（3田沼肇）
様々な自然現象の基礎となる基礎となるミクロな原子や分子の構造や動
的過程を扱う。多種多様なイオンビームを用いた衝突実験を自らが開発
した装置を用いて行う。
（7柳和宏）
カーボンナノチューブや光合成色素蛋白複合体など、ナノスケールの物
質で発現する物性や、それらがさらに高次の集合体になることで発現す
る物性を研究する。

物
理
学
専
攻

物理学特別実験Ⅳ
（大学院研究指導）

（9石﨑欣尚）
宇宙はどのように進化し、星や銀河はどうやって作られてきたのか。こ
うした疑問に答えるために、Ｘ線やγ線で宇宙を観測するとともに、科
学衛星に搭載する新しい観測装置を開発する。
（11角野秀一）
国際共同研究としてフランスの原子炉を用いたニュートリノ振動実験を
遂行するとともに、大型の電子・陽電子衝突型加速器を用いた素粒子実
験の準備を行う。
（12門脇広明）
中性子散乱法を用いた物性研究を行う。強相関電子系、カーボンナノ
チューブ、フラストレートした磁性体等に興味を持って研究を進める。
（13栗田玲）
空間不均一下におけるソフトマターの物性を系統的に理解するための実
験的研究を行い、その機構や新規機能材料の基礎となる構造の発見を目
指す。
（18宮田耕充）
新奇の原子層やナノ細孔物質の開発を目指した物性実験研究を進める。
また、低次元系の光・電子物性を明らかにするための実験を遂行する。

備考

別記様式第２号（その３の１）
（用紙日本工業規格Ａ４縦型）

授

業

科

目

の

概

要

（理学研究科物理学専攻博士前期課程）
科目
区分

授業科目の名称

講義等の内容
理論系研究室に所属する博士前期課程１年次前期の学生がそれぞれの研
究テーマに基き、物理学の理論研究を行う。大学院レベルの研究は一つ
のグループ内で実施されるものに留まらず、他のグループや他専攻との
共同、あるいは他の研究機関との共同で行なわれる場合も多い。学生は
こうした理論研究を進めるにことにより、最先端の物理に触れながら、
研究者としての基本的な訓練を行なうことになる。その成果は自身が学
会等で発表し、投稿論文としてまとめられることも多い。
（2首藤啓）
力学系におけるカオスの問題を中心に、非線形動力学の研究を行う。と
くに、非可積分な系の古典および量子論におけるカオスの役割を様々な
方向から探る。
（4堀田貴嗣）
遷移金属化合物、希土類化合物、アクチノイド化合物などの強相関電子
系を対象に、場の理論や数値計算手法を駆使して磁性と超伝導の理論的
研究を行う。

物
理
学
専
攻

物理学特別演習Ⅰ
（大学院研究指導）

（5森弘之）
臨界現象、低次元量子系、冷却原子気体、ボーズ・アインシュタイン凝
縮、超流動、超伝導などを、解析的な方法や計算物理学的な方法で研究
する。
（6安田修）
素粒子物理学、とくに微小なニュートリノ質量や、レプトンフレーバー
混合の全体構造解明への実験的探索法などを、海外の研究者との共同研
究により理論的に解明する。
（15SergueiKetov)
素粒子の弦理論とその超対称性について、米国、ドイツ、ロシアなどの
外国の研究チームと共同で研究を進める。
（14慈道大介）
多種多様に存在するハドロンを、カイラル対称性やフレーバー対称性の
観点から系統的に研究するとともに、新たなハドロン状態の予言やハド
ロン相互作用の解明を目指す。

備考

別記様式第２号（その３の１）
（用紙日本工業規格Ａ４縦型）

授

業

科

目

の

概

要

（理学研究科物理学専攻博士前期課程）
科目
区分

授業科目の名称

講義等の内容
理論系研究室に所属する博士前期課程１年次後期の学生がそれぞれの研
究テーマに基き、物理学の理論研究を行う。大学院レベルの研究は一つ
のグループ内で実施されるものに留まらず、他のグループや他専攻との
共同、あるいは他の研究機関との共同で行なわれる場合も多い。学生は
こうした理論研究を進めるにことにより、最先端の物理に触れながら、
研究者としての基本的な訓練を行なうことになる。その成果は自身が学
会等で発表し、投稿論文としてまとめられることも多い。
（2首藤啓）
力学系におけるカオスの問題を中心に、非線形動力学の研究を行う。と
くに、非可積分な系の古典および量子論におけるカオスの役割を様々な
方向から探る。
（4堀田貴嗣）
遷移金属化合物、希土類化合物、アクチノイド化合物などの強相関電子
系を対象に、場の理論や数値計算手法を駆使して磁性と超伝導の理論的
研究を行う。

物
理
学
専
攻

物理学特別演習Ⅱ
（大学院研究指導）

（5森弘之）
臨界現象、低次元量子系、冷却原子気体、ボーズ・アインシュタイン凝
縮、超流動、超伝導などを、解析的な方法や計算物理学的な方法で研究
する。
（6安田修）
素粒子物理学、とくに微小なニュートリノ質量や、レプトンフレーバー
混合の全体構造解明への実験的探索法などを、海外の研究者との共同研
究により理論的に解明する。
（14慈道大介）
多種多様に存在するハドロンを、カイラル対称性やフレーバー対称性の
観点から系統的に研究するとともに、新たなハドロン状態の予言やハド
ロン相互作用の解明を目指す。
（15SergueiKetov)
素粒子の弦理論とその超対称性について、米国、ドイツ、ロシアなどの
外国の研究チームと共同で研究を進める。

備考

別記様式第２号（その３の１）
（用紙日本工業規格Ａ４縦型）

授

業

科

目

の

概

要

（理学研究科物理学専攻博士前期課程）
科目
区分

授業科目の名称

講義等の内容
理論系研究室に所属する博士前期課程２年次前期の学生がそれぞれの研
究テーマに基き、物理学の理論研究を行う。大学院レベルの研究は一つ
のグループ内で実施されるものに留まらず、他のグループや他専攻との
共同、あるいは他の研究機関との共同で行なわれる場合も多い。学生は
こうした理論研究を進めるにことにより、最先端の物理に触れながら、
研究者としての基本的な訓練を行なうことになる。その成果は自身が学
会等で発表し、投稿論文としてまとめられることも多い。
（2首藤啓）
力学系におけるカオスの問題を中心に、非線形動力学の研究を行う。と
くに、非可積分な系の古典および量子論におけるカオスの役割を様々な
方向から探る。
（4堀田貴嗣）
遷移金属化合物、希土類化合物、アクチノイド化合物などの強相関電子
系を対象に、場の理論や数値計算手法を駆使して磁性と超伝導の理論的
研究を行う。

物
理
学
専
攻

物理学特別演習Ⅲ
（大学院研究指導）

（5森弘之）
臨界現象、低次元量子系、冷却原子気体、ボーズ・アインシュタイン凝
縮、超流動、超伝導などを、解析的な方法や計算物理学的な方法で研究
する。
（6安田修）
素粒子物理学、とくに微小なニュートリノ質量や、レプトンフレーバー
混合の全体構造解明への実験的探索法などを、海外の研究者との共同研
究により理論的に解明する。
（14慈道大介）
多種多様に存在するハドロンを、カイラル対称性やフレーバー対称性の
観点から系統的に研究するとともに、新たなハドロン状態の予言やハド
ロン相互作用の解明を目指す。
（15SergueiKetov)
素粒子の弦理論とその超対称性について、米国、ドイツ、ロシアなどの
外国の研究チームと共同で研究を進める。

備考

別記様式第２号（その３の１）
（用紙日本工業規格Ａ４縦型）

授

業

科

目

の

概

要

（理学研究科物理学専攻博士前期課程）
科目
区分

授業科目の名称

講義等の内容
理論系研究室に所属する博士前期課程２年次後期の学生がそれぞれの研
究テーマに基き、物理学の理論研究を行う。大学院レベルの研究は一つ
のグループ内で実施されるものに留まらず、他のグループや他専攻との
共同、あるいは他の研究機関との共同で行なわれる場合も多い。学生は
こうした理論研究を進めるにことにより、最先端の物理に触れながら、
研究者としての基本的な訓練を行なうことになる。その成果は自身が学
会等で発表し、投稿論文としてまとめられることも多い。
（2首藤啓）
力学系におけるカオスの問題を中心に、非線形動力学の研究を行う。と
くに、非可積分な系の古典および量子論におけるカオスの役割を様々な
方向から探る。
（4堀田貴嗣）
遷移金属化合物、希土類化合物、アクチノイド化合物などの強相関電子
系を対象に、場の理論や数値計算手法を駆使して磁性と超伝導の理論的
研究を行う。

物理学特別演習Ⅳ
（大学院研究指導）

（5森弘之）
臨界現象、低次元量子系、冷却原子気体、ボーズ・アインシュタイン凝
縮、超流動、超伝導などを、解析的な方法や計算物理学的な方法で研究
する。
（6安田修）
素粒子物理学、とくに微小なニュートリノ質量や、レプトンフレーバー
混合の全体構造解明への実験的探索法などを、海外の研究者との共同研
究により理論的に解明する。
（14慈道大介）
多種多様に存在するハドロンを、カイラル対称性やフレーバー対称性の
観点から系統的に研究するとともに、新たなハドロン状態の予言やハド
ロン相互作用の解明を目指す。

物
理
学
専
攻

（15SergueiKetov)
素粒子の弦理論とその超対称性について、米国、ドイツ、ロシアなどの
外国の研究チームと共同で研究を進める。

物理学特論Ⅰ

物理学特論Ⅱ

物理学特別講義Ⅰ

物理学のトピックスに関する1単位の講義で、本学の教員が担当するもの
で、適宜開講される。物理学の進展は早く、いろいろな分野に影響のあ
る重要な発見が報告されることがしばしばある。こうしたテーマをいち
早く捉え、分野外の学生に対してもわかりやすい形で解説するために本
講義が設けられている。自分の専門分野だけでなく、物理学全体の動向
や新しい発見にたいして常に注意を払い、新しい進展を自分の研究に生
かしていく上で本講義が補助となる。
物理学のトピックスに関する2単位の講義で、本学の教員が担当するもの
で、適宜開講される。物理学の進展は早く、いろいろな分野に影響のあ
る重要な発見が報告されることがしばしばある。こうしたテーマをいち
早く捉え、分野外の学生に対してもわかりやすい形で解説するために本
講義が設けられている。自分の専門分野だけでなく、物理学全体の動向
や新しい発見にたいして常に注意を払い、新しい進展を自分の研究に生
かしていく上で本講義が補助となる。
物理学の最先端研究について集中講義の形式で講義を行う。1単位の講義
で、本学以外の教員が担当する。本学は地理的にも多くの大学や研究機
関が集中する場所にあり、学外から最先端の研究者を招いて集中講義を
行なう上で極めて恵まれた条件にある。理論、実験を含めた最新のテー
マを取り上げて集中講義をおこなうが、なるべく多くの研究グループの
学生にとって関心のあるテーマを選ぶよう配慮しており、講義内容も基
礎的な内容から始めるようにしている。

備考

別記様式第２号（その３の１）
（用紙日本工業規格Ａ４縦型）

授

業

科

目

の

概

要

（理学研究科物理学専攻博士前期課程）
科目
区分

授業科目の名称

物理学特別講義Ⅱ
物
理
学
専
攻
物理学学外体験実習

放射線実験法Ⅰ

放射線実験法Ⅱ
共
通
科
目
物理化学特別講義Ⅰ

物理化学特別講義Ⅱ

講義等の内容

備考

物理学の最先端研究について集中講義の形式で講義を行う。２単位の講
義で、本学以外の教員が担当する。本学は地理的にも多くの大学や研究
機関が集中する場所にあり、学外から最先端の研究者を招いて集中講義
を行なう上で極めて恵まれた条件にある。理論、実験を含めた最新の
テーマを取り上げて集中講義をおこなうが、なるべく多くの研究グルー
プの学生にとって関心のあるテーマを選ぶよう配慮しており、講義内容
も基礎的な内容から始めるようにしている。
物理学の専門的内容に関連した就業体験、学外研究、ボランティア活動
などの学外活動のうち一定の要件を満たすものを単位として認定する。
要件としては、当該活動の時間数、必修科目の履修、休業期間中の実
施、無報酬、主催者からの終了認定証の発行、体験学習内容と本学のカ
リキュラムレベルとの相当性などが含まれる。体験学習を行った学生
は、修了後、学習内容に関するレポートを担当教員に提出し、担当教員
は体験学習の目的との適合性に照らして単位認定の可否を決定する。
放射線やRIの取扱い、法令に関する基礎的知識を修得し、法令に従いRI
の取扱いができるようになることを目的として、放射線や放射性同位元
素（RI)に関する基礎知識、安全取扱法、法令・管理などを学ぶことによ
り、放射線やRIに対する科学リテラシーを養う。放射線・RIの基礎的事
項や法令・管理技術について、物理理系、化学系、生物系などの各分野
の専門家により講義する。
放射線やRIの取扱い、法令に関する基礎的知識を修得し、法令に従いRI
の取扱いができるようになることを目的として、密封及び非密封放射線
源の取扱いに関する以下の実習を行うことにより、放射線・RIについて
の理解を深める。
・放射線の線量測定及び計測法（物理系実習）
・溶媒抽出法を用いた放射性核種の分離及び半減期測定（化学系実習）
・S-35をトレーサとするインビトロタンパク質合成（生物系実習）
物理学と化学の両分野にまたがる講義で、主担当となる専攻以外が履修
する科目である。主担当専攻における授業科目名は以下のとおりであ
る。
物理学：物理実験学特論C、物理実験学特論D、ナノ・表面界面物性特論
I、ナノ・表面界面物性特論II、ソフトマター物性特論I、ソフトマター
物性特論II、物質科学ミニマム特論、物理化学特別講義I（集中）
化学：物理化学特別講義I（集中）
物理学と化学の両分野にまたがる講義で、主担当となる専攻以外が履修
する科目である。主担当専攻における授業科目名は以下のとおりであ
る。
物理学：原子物理学、物性物理学I
化学：化学特論V、化学特論VI、化学特論VII、化学特別講義II（分光光
化学）

（注）
１開設する授業科目の数に応じ，適宜枠の数を増やして記入すること。
２私立の大学若しくは高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の認可を受けようとする場合若しくは届出を行おうとする場合，大学等
の設置者の変更の認可を受けようとする場合又は大学等の廃止の認可を受けようとする場合若しくは届出を行おうとする場合は，この書
類を作成する必要はない。

別記様式第２号（その３の１）
（用紙

授
（理学研究科
科目
区分

物理学専攻

業

科

目

の

概

日本工業規格Ａ４縦型）

要

博士後期課程）

授業科目の名称

物理学特別実験Ⅴ

物理学特別実験Ⅵ

物理学特別実験Ⅶ

物理学特別実験Ⅷ
物
理
学
専
攻

講義等の内容
実験系研究室に所属する博士課程1年次の学生がそれぞれの研究テー
マに基き、物理学の実験研究を行う。大学院レベルの実験は一つのグ
ループ内で実施されるものに留まらず、他のグループや他専攻との共
同、あるいは大学共同利用機関など学外の研究所で実施される実験も
あり、学生はこうした実験に参加することにより、最先端の物理に触
れながら、研究者としての基本的な訓練を行なうことになる。その成
果は自身が学会等で発表し、投稿論文としてまとめられることも多
い。
実験系研究室に所属する博士課程1年次の学生がそれぞれの研究テー
マに基き、物理学の実験研究を行う。大学院レベルの実験は一つのグ
ループ内で実施されるものに留まらず、他のグループや他専攻との共
同、あるいは大学共同利用機関など学外の研究所で実施される実験も
あり、学生はこうした実験に参加することにより、最先端の物理に触
れながら、研究者としての基本的な訓練を行なうことになる。その成
果は自身が学会等で発表し、投稿論文としてまとめられることも多
い。
実験系研究室に所属する博士課程2年次の学生がそれぞれの研究テー
マに基き、物理学の実験研究を行う。大学院レベルの実験は一つのグ
ループ内で実施されるものに留まらず、他のグループや他専攻との共
同、あるいは大学共同利用機関など学外の研究所で実施される実験も
あり、学生はこうした実験に参加することにより、最先端の物理に触
れながら、研究者としての基本的な訓練を行なうことになる。その成
果は自身が学会等で発表し、投稿論文としてまとめられることも多
い。
実験系研究室に所属する博士課程2年次の学生がそれぞれの研究テー
マに基き、物理学の実験研究を行う。大学院レベルの実験は一つのグ
ループ内で実施されるものに留まらず、他のグループや他専攻との共
同、あるいは大学共同利用機関など学外の研究所で実施される実験も
あり、学生はこうした実験に参加することにより、最先端の物理に触
れながら、研究者としての基本的な訓練を行なうことになる。その成
果は自身が学会等で発表し、投稿論文としてまとめられることも多
い。

物理学特別演習Ⅴ

理論系研究室に所属する博士課程１年次の学生がそれぞれの研究テー
マに基き、物理学の理論研究を行う。大学院レベルの研究は一つのグ
ループ内で実施されるものに留まらず、他のグループや他専攻との共
同、あるいは他の研究機関との共同で行なわれる場合も多い。学生は
こうした理論研究を進めるにことにより、最先端の物理に触れなが
ら、研究者としての基本的な訓練を行なうことになる。その成果は自
身が学会等で発表し、投稿論文としてまとめられることも多い。

物理学特別演習Ⅵ

理論系研究室に所属する博士課程１年次の学生がそれぞれの研究テー
マに基き、物理学の理論研究を行う。大学院レベルの研究は一つのグ
ループ内で実施されるものに留まらず、他のグループや他専攻との共
同、あるいは他の研究機関との共同で行なわれる場合も多い。学生は
こうした理論研究を進めるにことにより、最先端の物理に触れなが
ら、研究者としての基本的な訓練を行なうことになる。その成果は自
身が学会等で発表し、投稿論文としてまとめられることも多い。

物理学特別演習Ⅶ

理論系研究室に所属する博士課程2年次の学生がそれぞれの研究テー
マに基き、物理学の理論研究を行う。大学院レベルの研究は一つのグ
ループ内で実施されるものに留まらず、他のグループや他専攻との共
同、あるいは他の研究機関との共同で行なわれる場合も多い。学生は
こうした理論研究を進めるにことにより、最先端の物理に触れなが
ら、研究者としての基本的な訓練を行なうことになる。その成果は自
身が学会等で発表し、投稿論文としてまとめられることも多い。

物理学特別演習Ⅷ

理論系研究室に所属する博士課程2年次の学生がそれぞれの研究テー
マに基き、物理学の理論研究を行う。大学院レベルの研究は一つのグ
ループ内で実施されるものに留まらず、他のグループや他専攻との共
同、あるいは他の研究機関との共同で行なわれる場合も多い。学生は
こうした理論研究を進めるにことにより、最先端の物理に触れなが
ら、研究者としての基本的な訓練を行なうことになる。その成果は自
身が学会等で発表し、投稿論文としてまとめられることも多い。

備考

別記様式第２号（その３の１）
（用紙

授
（理学研究科

科

目

の

概

要

物理学専攻

博士後期課程）
物理学のトピックスに関する1単位の講義で、本学の教員が担当する
もので、適宜開講される。物理学の進展は早く、いろいろな分野に影
響のある重要な発見が報告されることがしばしばある。こうしたテー
マをいち早く捉え、分野外の学生に対してもわかりやすい形で解説す
物理学特論Ⅰ
るために本講義が設けられている。自分の専門分野だけでなく、物理
学全体の動向や新しい発見にたいして常に注意を払い、新しい進展を
自分の研究に生かしていく上で本講義が補助となる。

物理学特論Ⅱ

物理学特別講義Ⅰ

物理学特別講義Ⅱ
物
理
学
専
攻

業

日本工業規格Ａ４縦型）

物理学のトピックスに関する2単位の講義で、本学の教員が担当する
もので、適宜開講される。物理学の進展は早く、いろいろな分野に影
響のある重要な発見が報告されることがしばしばある。こうしたテー
マをいち早く捉え、分野外の学生に対してもわかりやすい形で解説す
るために本講義が設けられている。自分の専門分野だけでなく、物理
学全体の動向や新しい発見にたいして常に注意を払い、新しい進展を
自分の研究に生かしていく上で本講義が補助となる。
物理学の最先端研究について集中講義の形式で講義を行う。1単位の
講義で、本学以外の教員が担当する。本学は地理的にも多くの大学や
研究機関が集中する場所にあり、学外から最先端の研究者を招いて集
中講義を行なう上で極めて恵まれた条件にある。理論、実験を含めた
最新のテーマを取り上げて集中講義をおこなうが、なるべく多くの研
究グループの学生にとって関心のあるテーマを選ぶよう配慮してお
り、講義内容も基礎的な内容から始めるようにしている。
物理学の最先端研究について集中講義の形式で講義を行う。２単位の
講義で、本学以外の教員が担当する。本学は地理的にも多くの大学や
研究機関が集中する場所にあり、学外から最先端の研究者を招いて集
中講義を行なう上で極めて恵まれた条件にある。理論、実験を含めた
最新のテーマを取り上げて集中講義をおこなうが、なるべく多くの研
究グループの学生にとって関心のあるテーマを選ぶよう配慮してお
り、講義内容も基礎的な内容から始めるようにしている。

物理学の専門的内容に関連した就業体験、学外研究、ボランティア活
動などの学外活動のうち一定の要件を満たすものを単位として認定す
る。要件としては、当該活動の時間数、必修科目の履修、休業期間中
の実施、無報酬、主催者からの終了認定証の発行、体験学習内容と本
物理学学外体験実習
学のカリキュラムレベルとの相当性などが含まれる。体験学習を行っ
た学生は、修了後、学習内容に関するレポートを担当教員に提出し、
担当教員は体験学習の目的との適合性に照らして単位認定の可否を決
定する。
衝突型加速器(コライダー)を用いたエネルギーフロンティアの素粒子 隔年開講
実験について解説する。現在の素粒子物理の基本になっている標準模
型の確立に関して、TRISTAN、LEP、TEVATRON、LHCなどの実験の成果
を使って説明する。また、標準模型を超える物理の探索に関して、
高エネルギー物理学特論Ⅰ LHC実験の高度化や国際リニアコライダーの開発についても紹介す
る。講義では、これらの実験の成果や目標などに加え、実験で使用さ
れる加速器や測定器の動作原理や性能についても解説する。
本講義では現在の素粒子物理学の最先端で行われている、Ｂ中間子実 隔年開講
験とニュートリノ振動実験に関して詳しく解説する。Ｂ中間子に関し
てはその発見から現在のＢファクトリー実験に至るまで、その歴史を
追って解説する。太陽ニュートリノ問題、大気ニュートリノ問題に端
高エネルギー物理学特論Ⅱ を発したニュートリノ振動現象に関しては、最近の原子炉ニュートリ
ノ振動実験、長基線加速器ニュートリノ実験を含めて詳しく解説す
る。また、ニュートリノのマヨラナ性を確認する、二重ベータ崩壊現
象の観測実験に関するホットな話題に関しても解説する。

宇宙物理学特論Ⅰ

Ｘ線検出器を主体に放射線検出技術について紹介する。半導体技術や 隔年開講
微細加工技術が進んだことにより、放射線検出技術も大きく進展しつ
つある。授業では代表的な検出器をいくつかとりあげて、構造や原理
を解説し、最後にデータ解析の方法について述べる。具体的には以下
の内容を講義する。放射線検出の原理、ガスを用いた検出器、固体・
半導体検出器、 撮像検出器、分散素子、極低温検出器、放射線検出
の周辺技術、データ解析。
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物理学専攻

博士後期課程）
銀河・銀河団からのＸ線放射を取り上げて、放射過程の概要から始 隔年開講
め、Ｘ線観測から何がわかるのかを、わかりやすく解説する。特に重
力質量分布とダークマターの問題、銀河団中心部の問題、重元素の分
布、そして銀河団の進化といった面に焦点を当てて解説する。また最
宇宙物理学特論Ⅱ
近のＸ線観測の成果と今後の見通しも紹介する。また、放射過程の基
礎を理解するとともに、銀河団でどのようなプロセスがおきている
か、それを観測的にどう探っていくかなどについての知識を得る。

宇宙で観測される高エネルギー現象について、素粒子・原子核・原子 隔年開講
物理を基礎として粒子衝突や輻射の物理過程を理解し、天体の構造や
活動・進化を探るための理論的基礎を学ぶ。扱う物理過程は、原子衝
突過程、素粒子・原子核過程、粒子・エネルギー輸送過程、衝撃波・
高エネルギー宇宙物理学特論Ⅰ 乱流による粒子加速過程、放射の基礎過程と輻射輸送など、また、対
象とするのは、超新星と超新星残骸、中性子星・ブラックホールなど
の活動的天体の他、Ｘ線を放射するような高温の星間ガスや銀河団の
銀河間ガスである。
一般相対論に基づいて、ビッグバン宇宙の標準的モデル、初期宇宙に 隔年開講
おける元素合成などの物理過程から宇宙の構造形成に至る基本的なシ
ナリオを学ぶ。また、宇宙論的距離の高エネルギー現象との関連を議
論する。主な内容は、Einstein方程式、Friedmann モデル (一様等方
高エネルギー宇宙物理学特論Ⅱ 宇宙)：Robertson-Walkerメトリックによる標準的な宇宙膨張の記
述、ダークマター・ダークエネルギー、元素合成、マイクロ波背景放
射、構造形成、また、それらに関連する素粒子・原子核・原子過程や
放射過程である。

原子物理学特論Ⅰ
物
理
学
専
攻
原子物理学特論Ⅱ

物理実験学特論Ａ

比較的高いエネルギーで起こる原子衝突現象を、量子力学に基づいて 隔年開講
記述する理論について解説する。荷電粒子と原子の相互作用を扱う散
乱理論として、部分波展開やボルン近似などの一般的な理論から始
め、中高速電子散乱で重要となる一般化振動子強度や、光の吸収放出
過程を半古典的あるいは量子論的に取り扱う方法など、動的な原子物
理学の基礎について解説する。また、実験室レベルでなく大型の加速
器を用いた原子物理実験についても紹介する。
原子・分子およびそのイオンといった重粒子の散乱現象を古典力学 隔年開講
的、あるいは半古典的、そして量子論的に取り扱うための基礎理論を
概説する。散乱を決定する粒子間ポテンシャルについての解説に続い
て、衝突によって粒子の内部状態が変化する過程をポテンシャル間の
非断熱遷移過程として取り扱う方法について述べる。具体例として、
多価イオンの関与する衝突現象やイオン散乱に見られる量子干渉効果
などを取り上げる。また、最近の実験技術の発展や原子物理学の他分
野への応用についても紹介する。
「低温」は、様々な物理学の実験研究分野において必要となる重要な
基礎概念である。研究分野によらず共通性が高い基礎事項の解説を行
うと共に、関連する最先端の実験研究の紹介を行う。この講義によ
り、様々な寒剤の性質、ヘリウム3、4や断熱消磁を用いた低温生成方
法、低温における物質の性質（比熱、熱伝導度、電気伝導率など）、
低温における実験で必要となる基礎技術（温度測定やクライオスタッ
ト等実験装置の作成の技術）、超伝導マグネットの原理と利用方法、
低温で発現する様々な物理現象を理解する。

物理実験学特論Ｂ

基本的な実験技術のひとつとして、実験により得られたデータをモデ
ル関数に最小二乗法を用いてあてはめる方法がある。有償・無償のソ
フトウエアを用い、原理がよく分からなくても、最小二乗法の計算を
行って数値解を出すことが可能である。この数値解にどの程度の信頼
性があるか？を考察したり、信頼性が低いことが分かった場合に、ど
うやって対策をするのか？などの問題に対処するためには、最小二乗
法とその計算法の概略を理解しておく必要がある。この解析法の原理
と実際を解説する。

物理実験学特論Ｃ

物理学実験において知っておくべき実験方法や、新しい測定手段など
トピックを設定して講義を行う。内容としては、なるべく多くの研究
グループに関係する共通的なテーマを選定するよう考える。具体的な
トピックとしては、放射線と呼ばれる高エネルギー粒子から低エネル
ギーの光子・電子・イオン・中性粒子までを含む広い意味での粒子線
計測技術について、粒子と物質の相互作用から解き明かし、伝統的な
検出器から新しい原理に基づく検出器まで技術全般について解説す
る。
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博士後期課程）
物理学実験において知っておくべき実験方法や、新しい測定手段など
トピックを設定して講義を行う。内容としては、なるべく多くの研究
グループに関係する共通的なテーマを選定するよう考える。具体的な
トピックとしては、粒子ビーム実験のみならず試料作成や低温実験に
物理実験学特論Ｄ
も欠かせない真空技術について、如何にして実験室において真空状態
を作り、その圧力を測定するのか。真空ポンプと圧力計の原理や特性
について、原子物理学・表面物理学的な視点を加えながら解説する。

素粒子物理学特論

物
理
学
専
攻

業

日本工業規格Ａ４縦型）

ここ２０年間で発見されたニュートリノ質量とレプトンフレーバー混
合は標準模型によって記述されない実験事実である。この実験的証拠
を理解するための 基礎的な解説を行うことがこの講義の目的であ
る。内容には、ニュートリノ質量の理論的記述、真空中・物質中の
ニュートリノ伝播、さまざまなニュートリノ実験からの情報（原子炉
ニュートリノ、大気ニュートリノ、 太陽ニュートリノ、 加速器
ニュートリノ）、非標準的ニュートリノ混合の枠組み（ステライル
ニュートリノ・非標準的相互作用・ユニタリー性の破れ）を含む。

初期宇宙についての講義を行う。この講義には、一般相対論と場の理
論の予備知識が必要であるが、アインシュタインの相対論やフリード
マンの宇宙論に関する簡単な説明は授業時間内に与える。インフレー
高エネルギー理論物理学特論 ションおよびその後の粒子生成に特に焦点を当てる。インフレーショ
ンの超重力理論などについても紹介する。CPの破れ、超対称性、超弦
理論に基づいた宇宙論についても触れる。担当者によっては英語で授
業を行うこともある。
本講義では、自然界の基本的な力の一つである強い力の基礎理論であ
る量子色力学の基本的性質について講義を行う。量子色力学では、低
エネルギーにおいては相互作用が強く、クォークの閉じ込めやカイラ
ル対称性の自発的破れ等、非摂動的効果が支配的なり非自明な真空構
原子核ハドロン物理学特論 造を持つ。ハドロン物理の基本的な概念の解説からはじめ、量子色力
学が持つ対称性とその破れ、ハドロン相互作用について講義を行う。
量子色力学の低エネルギーでの有効理論とその応用を解説する。ハド
ロン物理を学ぶ上での理論的手法について紹介を行う。

非線形物理学特論

超伝導物理学特論

ナノ・表界面物性特論Ⅰ

ナノ・表界面物性特論Ⅱ

微分方程式など決定論に従っていてもその振る舞いはランダムかつ予
想不可能なものになり得る。力学系のカオスは、ありとあらゆる自然
現象に普遍的に見られるごく当たり前の現象であり、既に自然科学の
なかの基本言語でもある。ここでは、力学系のカオスの基本的な考え
方を紹介すると共に、「解くことのできない」力学系を理解していく
ためのいくつかの方法を紹介する。特に、ハミルトン力学系における
可積分性、およびカオスの発生機構についての詳しい解説を行う。
超伝導は巨視的なスケールで生じる量子力学的現象であるが、そのよ
うな状態の出現は、マクロな数の電子が同じ状態に凝縮することを意
味する。フェルミ粒子である電子がパウリ排他律を満たしながら凝縮
する微視的メカニズムは、1957年、BCS 理論によって鮮やかに示され
た。本講義では、BCS理論を詳しく解説した後、その強結合理論であ
るミグダ ル・エリアシュベルグ理論、さらに超伝導の電磁応答を解
説する。超伝導の理解をとおし て、物理学における階層構造に基づ
く現象の解明の一般的な考え方を身につける。
物質の電気的、光学的、熱的性質等を理解・予測するためには、バン 隔年開講
ド理論の基礎を習得することが必要不可欠である。この授業では、単
純な構造を持つ複数の物質について、自らの手でバンド構造等を計算
し、物質の構造と電子状態どのように関連しているか理解することを
目的とする。特に、授業ではバンド計算に関連した基礎的な内容の解
説と問題演習を中心として進める。ただし、難しい理論的な取り扱い
は避け、固体物理学関係の実験系学生を主な対象として、固体物理学
に共通する知識や考え方を正しく整理し直すきっかけとしたい。
物質表面・界面の構造と、その場合に現れる多様な物性、特に光物 隔年開講
性・電気伝導特性・熱電物性とのかかわりについて解説を行う。特
に、ナノカーボン材料を対象にして、構造・電子構造・フェルミレベ
ルそして現れる物性の関係について、物性測定の手法を紹介しつつ、
実際に報告されている実験結果を示し、それを固体物性物理学の観点
からその背景となる基礎について体系的な解説を行う。進展の著しい
最近の報告例も紹介しつつ講義を進めていく。
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博士後期課程）
化合物中の電子が織りなす超伝導や磁性の新規現象の探索・創出は、 隔年開講
基礎科学の研 究としての興味のみならず、機能性材料の基本技術と
して利用できるため、重要な 研究分野となっている。本講義では、
実験的研究において必要となる基礎知識を習 得し、重要な概念や最
電子物性特論Ⅰ
近のトピックスを概観する。結晶中のd、 f電子状態、近藤効果 と
RKKY相互作用の拮抗、重い電子状態の形成と量子臨界点近傍の特異物
性、多極 子自由度とその秩序化、特異なギャップ構造を持つ非従来
型超伝導、トポロジカル 物性などに焦点を当てる。

電子物性特論Ⅱ

物質科学ミニマム特論

量子多体系特論
物
理
学
専
攻
統計力学特論

磁性物理学特論

科学英語特論

ソフトマター物性特論Ⅰ

本授業では、強相関電子系の物性についてとりあげる。特に輸送現象 隔年開講
に関わる実験的研究の進展と、それらに対する現象論を含む理論的解
釈を整理し理解することをめざす。具体的に磁気抵抗やHall効果、あ
るいはドハース・ファンアルフェン効果測定などから得られる物理量
に対し、フェルミオロジーの観点と、磁性や結晶の対称性との関連に
ついて講義し、物性物理学としての最新の研究テーマのみならず、機
能性材料の開発という観点も含めトピックスを紹介する。
古典力学、電磁気学、熱・統計力学、量子力学、物理学実験の復習を
行い、物理学専攻の学生としてふさわしい最低限の物理学の基礎を整
理する。また、卒業研究や大学院の研究で必要な物理実験学および物
質科学の入門的講義と演習を行う。また、安全に実験を行うための注
意、理系の作文技術、プレゼンテーション法、研究を行う上で必要な
最も基本的で重要なマナーについても学ぶ。原則として、物理学科の
基礎的講義・実験の単位をすでに修得済みであることを前提としてい
る。
今日の理論物理学において、量子多体系における場の量子論の手法は
非常に重要な役割を果たしている。本講義では第二量子化から始め
て、非相対論的フェルミオン系を中心に多体摂動展開の理論手法の基
礎を重点的に学ぶ。平均場近似の一粒子グリーン関数による定式化と
対応する二粒子グリーン関数の乱雑位相近似までをダイアグラムの方
法を用いて解説する。応用として、現象論的フェルミ液体論や朝永・
ラッティンジャー液体について紹介する。
量子力学と統計力学が結びついた量子統計力学は現代物理学の根幹一
つとなっており、極めて重要である。本講義では、古典統計力学の復
習から量子統計力学の基礎について出来るだけ平易に解説する。古典
統計力学の復習から量子統計力学における正準集団、さまざまなグ
リーン関数を用いた物理量の計算、有限温度でのグリーン関数のファ
インマンダイアグラムを用いた摂動計算、線形応答理論などの量子統
計力学の基礎を習得することを目的とする。線形応答理論の応用例と
して、電気抵抗のミクロな計算を習得する。
物質の磁気的性質は古典力学では全く説明できないことが19世紀の終
わりに示された。その困難は20世紀における量子力学の誕生によって
原理的には解決されたが、磁性物理学は物質科学の基礎として原理・
応用の両面で活発な研究が現代に至るまで続いている。本講義では、
遍歴電子系の磁気的性質について基礎から解説する。分子場近似によ
る磁気相図を求めたのち、スピンのゆらぎの重要性について議論す
る。さらに、強相関電子系の超伝導についても触れる。
科学英語は、科学論文を執筆する上で非常に重要なスキルである。こ
の授業では科学英語を書くことに焦点を絞り、そのスキル向上を目指
す。講義による受け身の授業ではなく、毎回出される課題に対し英文
で文章を作成し、科学英語を書く練習を積み重ねる。科学英語を書く
上で気をつける点や普段心がける点を身につけられるだけでなく、自
ら英文を書いて添削を受けることで、具体的に間違いやすい点を理解
できる。授業では提出された英文をその場で解説を交えて校正してい
く。
ソフトマター特論１の授業では、ソフトマターとは何かから始まる。 隔年開講
分野の特徴として、化学や工学との融合している部分があるが、授業
ではソフトマターの物理的性質について講義を行う。ソフトマターの
代表例である高分子をメインに扱う。高分子は粘弾性という粘性と弾
性を併せ持っているが、この粘弾性の概念は高分子に限らず、ソフト
マター全般で使えるものである。そのため、受講生がこの粘弾性を理
解し、また、その一般性を理解することをこの授業の目標にする。
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（用紙

授
（理学研究科

業
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概

日本工業規格Ａ４縦型）

要

物理学専攻

博士後期課程）
ソフトマター特論２の授業では、主に液晶を扱う。液晶はテレビなど 隔年開講
様々な場面で使われているが、この液晶を理解するためには、ソフト
マターで典型的な相転移や曲がり弾性などを理解する必要がある。授
業では相転移の基礎からはじめ、臨界現象を学ぶ。その後、液晶の等
ソフトマター物性特論Ⅱ 方相からネマティック祖への転移を扱う。液晶ディスプレイの仕組み
を学ぶ上で、幾何学的な弾性について講義する。弾性の概念は液晶に
限らず、膜の物理にも使うことが出来る。これらの概念の汎用性を理
解することをこの授業の目標にする。

粒子ビーム物性特論Ⅰ

物性物理学の対象は原子の集合体であり、その様々な構造（結晶、ガ 隔年開講
ラス、液体等）により多様な物性が出現する。物質のミクロスコピッ
クな構造を調べるには、原子間距離と同程度の波長を持つ波動（中性
子線・Ｘ線）を用いた散乱・回折実験が用いられる。中性子散乱実験
の基礎について解説した前期の講義「粒子線物性」の応用編として、
過去および最近の物性研究の中でどのように中性子散乱実験が用いら
れ、物質のミクロスコピックな情報を得ているかについての知識を得
ることが本特論のテーマである。
実験系研究室に所属する博士後期課程1年次前期の学生がそれぞれの
研究テーマに基き、物理学の実験研究を行う。大学院レベルの実験は
一つのグループ内で実施されるものに留まらず、他のグループや他専
攻との共同、あるいは大学共同利用機関など学外の研究所で実施され
る実験もあり、学生はこうした実験に参加することにより、最先端の
物理に触れながら、研究者としての基本的な訓練を行なうことにな
る。その成果は自身が学会等で発表し、投稿論文としてまとめられる
ことも多い。
（1 青木勇二）
電子物性実験を行う。とくに強相関電子系に発現する新規な超伝導や
量子磁性（多極子物性）を研究し、ナノ構造磁性体の電子輸送現象を
明らかにする。
（3 田沼肇）
様々な自然現象の基礎となる基礎となるミクロな原子や分子の構造や
動的過程を扱う。多種多様なイオンビームを用いた衝突実験を自らが
開発した装置を用いて行う。

物
理
学
専
攻

（7 柳和宏）
カーボンナノチューブや光合成色素蛋白複合体など、ナノスケールの
物質で発現する物性や、それらがさらに高次の集合体になることで発
現する物性を研究する。
物理学特別実験V
（大学院研究指導）

（9 石﨑欣尚）
宇宙はどのように進化し、星や銀河はどうやって作られてきたのか。
こうした疑問に答えるために、Ｘ線やγ線で宇宙を観測するととも
に、科学衛星に搭載する新しい観測装置を開発する。
（11 角野秀一）
国際共同研究としてフランスの原子炉を用いたニュートリノ振動実験
を遂行するとともに、大型の電子・陽電子衝突型加速器を用いた素粒
子実験の準備を行う。
（12 門脇広明）
中性子散乱法を用いた物性研究を行う。強相関電子系、カーボンナノ
チューブ、フラストレートした磁性体等に興味を持って研究を進め
る。
（13 栗田玲）
空間不均一下におけるソフトマターの物性を系統的に理解するための
実験的研究を行い、その機構や新規機能材料の基礎となる構造の発見
を目指す。
（18 宮田耕充）
新奇の原子層やナノ細孔物質の開発を目指した物性実験研究を進め
る。また、低次元系の光・電子物性を明らかにするための実験を遂行
する。

別記様式第２号（その３の１）
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要

博士後期課程）
実験系研究室に所属する博士後期課程1年次後期の学生がそれぞれの
研究テーマに基き、物理学の実験研究を行う。大学院レベルの実験は
一つのグループ内で実施されるものに留まらず、他のグループや他専
攻との共同、あるいは大学共同利用機関など学外の研究所で実施され
る実験もあり、学生はこうした実験に参加することにより、最先端の
物理に触れながら、研究者としての基本的な訓練を行なうことにな
る。その成果は自身が学会等で発表し、投稿論文としてまとめられる
ことも多い。
（1 青木勇二）
電子物性実験を行う。とくに強相関電子系に発現する新規な超伝導や
量子磁性（多極子物性）を研究し、ナノ構造磁性体の電子輸送現象を
明らかにする。
（3 田沼肇）
様々な自然現象の基礎となる基礎となるミクロな原子や分子の構造や
動的過程を扱う。多種多様なイオンビームを用いた衝突実験を自らが
開発した装置を用いて行う。
（7 柳和宏）
カーボンナノチューブや光合成色素蛋白複合体など、ナノスケールの
物質で発現する物性や、それらがさらに高次の集合体になることで発
現する物性を研究する。

物
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物理学特別実験VI
（大学院研究指導）

（9 石﨑欣尚）
宇宙はどのように進化し、星や銀河はどうやって作られてきたのか。
こうした疑問に答えるために、Ｘ線やγ線で宇宙を観測するととも
に、科学衛星に搭載する新しい観測装置を開発する。
（11 角野秀一）
国際共同研究としてフランスの原子炉を用いたニュートリノ振動実験
を遂行するとともに、大型の電子・陽電子衝突型加速器を用いた素粒
子実験の準備を行う。
（12 門脇広明）
中性子散乱法を用いた物性研究を行う。強相関電子系、カーボンナノ
チューブ、フラストレートした磁性体等に興味を持って研究を進め
る。
（13 栗田玲）
空間不均一下におけるソフトマターの物性を系統的に理解するための
実験的研究を行い、その機構や新規機能材料の基礎となる構造の発見
を目指す。
（18 宮田耕充）
新奇の原子層やナノ細孔物質の開発を目指した物性実験研究を進め
る。また、低次元系の光・電子物性を明らかにするための実験を遂行
する。

別記様式第２号（その３の１）
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要

博士後期課程）
実験系研究室に所属する博士後期課程2年次前期の学生がそれぞれの
研究テーマに基き、物理学の実験研究を行う。大学院レベルの実験は
一つのグループ内で実施されるものに留まらず、他のグループや他専
攻との共同、あるいは大学共同利用機関など学外の研究所で実施され
る実験もあり、学生はこうした実験に参加することにより、最先端の
物理に触れながら、研究者としての基本的な訓練を行なうことにな
る。その成果は自身が学会等で発表し、投稿論文としてまとめられる
ことも多い。
（1 青木勇二）
電子物性実験を行う。とくに強相関電子系に発現する新規な超伝導や
量子磁性（多極子物性）を研究し、ナノ構造磁性体の電子輸送現象を
明らかにする。
（3 田沼肇）
様々な自然現象の基礎となる基礎となるミクロな原子や分子の構造や
動的過程を扱う。多種多様なイオンビームを用いた衝突実験を自らが
開発した装置を用いて行う。

物
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物理学特別実験VII
（大学院研究指導）

（7 柳和宏）
カーボンナノチューブや光合成色素蛋白複合体など、ナノスケールの
物質で発現する物性や、それらがさらに高次の集合体になることで発
現する物性を研究する。
（9 石﨑欣尚）
宇宙はどのように進化し、星や銀河はどうやって作られてきたのか。
こうした疑問に答えるために、Ｘ線やγ線で宇宙を観測するととも
に、科学衛星に搭載する新しい観測装置を開発する。
（11 角野秀一）
国際共同研究としてフランスの原子炉を用いたニュートリノ振動実験
を遂行するとともに、大型の電子・陽電子衝突型加速器を用いた素粒
子実験の準備を行う。
（12 門脇広明）
中性子散乱法を用いた物性研究を行う。強相関電子系、カーボンナノ
チューブ、フラストレートした磁性体等に興味を持って研究を進め
る。
（13 栗田玲）
空間不均一下におけるソフトマターの物性を系統的に理解するための
実験的研究を行い、その機構や新規機能材料の基礎となる構造の発見
を目指す。
（18 宮田耕充）
新奇の原子層やナノ細孔物質の開発を目指した物性実験研究を進め
る。また、低次元系の光・電子物性を明らかにするための実験を遂行
する。

別記様式第２号（その３の１）
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要

博士後期課程）
実験系研究室に所属する博士後期課程2年次後期の学生がそれぞれの
研究テーマに基き、物理学の実験研究を行う。大学院レベルの実験は
一つのグループ内で実施されるものに留まらず、他のグループや他専
攻との共同、あるいは大学共同利用機関など学外の研究所で実施され
る実験もあり、学生はこうした実験に参加することにより、最先端の
物理に触れながら、研究者としての基本的な訓練を行なうことにな
る。その成果は自身が学会等で発表し、投稿論文としてまとめられる
ことも多い。
（1 青木勇二）
電子物性実験を行う。とくに強相関電子系に発現する新規な超伝導や
量子磁性（多極子物性）を研究し、ナノ構造磁性体の電子輸送現象を
明らかにする。
（3 田沼肇）
様々な自然現象の基礎となる基礎となるミクロな原子や分子の構造や
動的過程を扱う。多種多様なイオンビームを用いた衝突実験を自らが
開発した装置を用いて行う。
（7 柳和宏）
カーボンナノチューブや光合成色素蛋白複合体など、ナノスケールの
物質で発現する物性や、それらがさらに高次の集合体になることで発
現する物性を研究する。

物
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物理学特別実験VIII
（大学院研究指導）

（9 石﨑欣尚）
宇宙はどのように進化し、星や銀河はどうやって作られてきたのか。
こうした疑問に答えるために、Ｘ線やγ線で宇宙を観測するととも
に、科学衛星に搭載する新しい観測装置を開発する。
（11 角野秀一）
国際共同研究としてフランスの原子炉を用いたニュートリノ振動実験
を遂行するとともに、大型の電子・陽電子衝突型加速器を用いた素粒
子実験の準備を行う。
（12 門脇広明）
中性子散乱法を用いた物性研究を行う。強相関電子系、カーボンナノ
チューブ、フラストレートした磁性体等に興味を持って研究を進め
る。
（13 栗田玲）
空間不均一下におけるソフトマターの物性を系統的に理解するための
実験的研究を行い、その機構や新規機能材料の基礎となる構造の発見
を目指す。
（18 宮田耕充）
新奇の原子層やナノ細孔物質の開発を目指した物性実験研究を進め
る。また、低次元系の光・電子物性を明らかにするための実験を遂行
する。

別記様式第２号（その３の１）
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要

博士後期課程）
理論系研究室に所属する博士後期課程１年次前期の学生がそれぞれの
研究テーマに基き、物理学の理論研究を行う。大学院レベルの研究は
一つのグループ内で実施されるものに留まらず、他のグループや他専
攻との共同、あるいは他の研究機関との共同で行なわれる場合も多
い。学生はこうした理論研究を進めるにことにより、最先端の物理に
触れながら、研究者としての基本的な訓練を行なうことになる。その
成果は自身が学会等で発表し、投稿論文としてまとめられることも多
い。
（2 首藤啓）
力学系におけるカオスの問題を中心に、非線形動力学の研究を行う。
とくに、非可積分な系の古典および量子論におけるカオスの役割を
様々な方向から探る。
（4 堀田貴嗣）
遷移金属化合物、希土類化合物、アクチノイド化合物などの強相関電
子系を対象に、場の理論や数値計算手法を駆使して磁性と超伝導の理
論的研究を行う。

物
理
学
専
攻

物理学特別演習V
（大学院研究指導）

（5 森弘之）
臨界現象、低次元量子系、冷却原子気体、ボーズ・アインシュタイン
凝縮、超流動、超伝導などを、解析的な方法や計算物理学的な方法で
研究する。
（6 安田修）
素粒子物理学、とくに微小なニュートリノ質量や、レプトンフレー
バー混合の全体構造解明への実験的探索法などを、海外の研究者との
共同研究により理論的に解明する。
（14 慈道大介）
多種多様に存在するハドロンを、カイラル対称性やフレーバー対称性
の観点から系統的に研究するとともに、新たなハドロン状態の予言や
ハドロン相互作用の解明を目指す。
（15 Serguei Ketov)
素粒子の弦理論とその超対称性について、米国、ドイツ、ロシアなど
の外国の研究チームと共同で研究を進める。

別記様式第２号（その３の１）
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要

博士後期課程）
理論系研究室に所属する博士後期課程１年次後期の学生がそれぞれの
研究テーマに基き、物理学の理論研究を行う。大学院レベルの研究は
一つのグループ内で実施されるものに留まらず、他のグループや他専
攻との共同、あるいは他の研究機関との共同で行なわれる場合も多
い。学生はこうした理論研究を進めるにことにより、最先端の物理に
触れながら、研究者としての基本的な訓練を行なうことになる。その
成果は自身が学会等で発表し、投稿論文としてまとめられることも多
い。
（2 首藤啓）
力学系におけるカオスの問題を中心に、非線形動力学の研究を行う。
とくに、非可積分な系の古典および量子論におけるカオスの役割を
様々な方向から探る。
（4 堀田貴嗣）
遷移金属化合物、希土類化合物、アクチノイド化合物などの強相関電
子系を対象に、場の理論や数値計算手法を駆使して磁性と超伝導の理
論的研究を行う。

物
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物理学特別演習VI
（大学院研究指導）

（5 森弘之）
臨界現象、低次元量子系、冷却原子気体、ボーズ・アインシュタイン
凝縮、超流動、超伝導などを、解析的な方法や計算物理学的な方法で
研究する。
（6 安田修）
素粒子物理学、とくに微小なニュートリノ質量や、レプトンフレー
バー混合の全体構造解明への実験的探索法などを、海外の研究者との
共同研究により理論的に解明する。
（14 慈道大介）
多種多様に存在するハドロンを、カイラル対称性やフレーバー対称性
の観点から系統的に研究するとともに、新たなハドロン状態の予言や
ハドロン相互作用の解明を目指す。
（15 Serguei Ketov)
素粒子の弦理論とその超対称性について、米国、ドイツ、ロシアなど
の外国の研究チームと共同で研究を進める。
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要

博士後期課程）
理論系研究室に所属する博士後期課程2年次前期の学生がそれぞれの
研究テーマに基き、物理学の理論研究を行う。大学院レベルの研究は
一つのグループ内で実施されるものに留まらず、他のグループや他専
攻との共同、あるいは他の研究機関との共同で行なわれる場合も多
い。学生はこうした理論研究を進めるにことにより、最先端の物理に
触れながら、研究者としての基本的な訓練を行なうことになる。その
成果は自身が学会等で発表し、投稿論文としてまとめられることも多
い。
（2 首藤啓）
力学系におけるカオスの問題を中心に、非線形動力学の研究を行う。
とくに、非可積分な系の古典および量子論におけるカオスの役割を
様々な方向から探る。
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（4 堀田貴嗣）
遷移金属化合物、希土類化合物、アクチノイド化合物などの強相関電
子系を対象に、場の理論や数値計算手法を駆使して磁性と超伝導の理
論的研究を行う。
物理学特別演習VII
（大学院研究指導）

（5 森弘之）
臨界現象、低次元量子系、冷却原子気体、ボーズ・アインシュタイン
凝縮、超流動、超伝導などを、解析的な方法や計算物理学的な方法で
研究する。
（6 安田修）
素粒子物理学、とくに微小なニュートリノ質量や、レプトンフレー
バー混合の全体構造解明への実験的探索法などを、海外の研究者との
共同研究により理論的に解明する。
（14 慈道大介）
多種多様に存在するハドロンを、カイラル対称性やフレーバー対称性
の観点から系統的に研究するとともに、新たなハドロン状態の予言や
ハドロン相互作用の解明を目指す。
（15 Serguei Ketov)
素粒子の弦理論とその超対称性について、米国、ドイツ、ロシアなど
の外国の研究チームと共同で研究を進める。
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要

博士後期課程）
理論系研究室に所属する博士後期課程2年次後期の学生がそれぞれの
研究テーマに基き、物理学の理論研究を行う。大学院レベルの研究は
一つのグループ内で実施されるものに留まらず、他のグループや他専
攻との共同、あるいは他の研究機関との共同で行なわれる場合も多
い。学生はこうした理論研究を進めるにことにより、最先端の物理に
触れながら、研究者としての基本的な訓練を行なうことになる。その
成果は自身が学会等で発表し、投稿論文としてまとめられることも多
い。
（2 首藤啓）
力学系におけるカオスの問題を中心に、非線形動力学の研究を行う。
とくに、非可積分な系の古典および量子論におけるカオスの役割を
様々な方向から探る。
（4 堀田貴嗣）
遷移金属化合物、希土類化合物、アクチノイド化合物などの強相関電
子系を対象に、場の理論や数値計算手法を駆使して磁性と超伝導の理
論的研究を行う。

物理学特別演習VIII
（大学院研究指導）

（5 森弘之）
臨界現象、低次元量子系、冷却原子気体、ボーズ・アインシュタイン
凝縮、超流動、超伝導などを、解析的な方法や計算物理学的な方法で
研究する。
（6 安田修）
素粒子物理学、とくに微小なニュートリノ質量や、レプトンフレー
バー混合の全体構造解明への実験的探索法などを、海外の研究者との
共同研究により理論的に解明する。
（14 慈道大介）
多種多様に存在するハドロンを、カイラル対称性やフレーバー対称性
の観点から系統的に研究するとともに、新たなハドロン状態の予言や
ハドロン相互作用の解明を目指す。

物
理
学
専
攻

（15 Serguei Ketov)
素粒子の弦理論とその超対称性について、米国、ドイツ、ロシアなど
の外国の研究チームと共同で研究を進める。

物理学特論Ⅰ

物理学特論Ⅱ

物理学特別講義Ⅰ

物理学のトピックスに関する1単位の講義で、本学の教員が担当する
もので、適宜開講される。物理学の進展は早く、いろいろな分野に影
響のある重要な発見が報告されることがしばしばある。こうしたテー
マをいち早く捉え、分野外の学生に対してもわかりやすい形で解説す
るために本講義が設けられている。自分の専門分野だけでなく、物理
学全体の動向や新しい発見にたいして常に注意を払い、新しい進展を
自分の研究に生かしていく上で本講義が補助となる。
物理学のトピックスに関する2単位の講義で、本学の教員が担当する
もので、適宜開講される。物理学の進展は早く、いろいろな分野に影
響のある重要な発見が報告されることがしばしばある。こうしたテー
マをいち早く捉え、分野外の学生に対してもわかりやすい形で解説す
るために本講義が設けられている。自分の専門分野だけでなく、物理
学全体の動向や新しい発見にたいして常に注意を払い、新しい進展を
自分の研究に生かしていく上で本講義が補助となる。
物理学の最先端研究について集中講義の形式で講義を行う。1単位の
講義で、本学以外の教員が担当する。本学は地理的にも多くの大学や
研究機関が集中する場所にあり、学外から最先端の研究者を招いて集
中講義を行なう上で極めて恵まれた条件にある。理論、実験を含めた
最新のテーマを取り上げて集中講義をおこなうが、なるべく多くの研
究グループの学生にとって関心のあるテーマを選ぶよう配慮してお
り、講義内容も基礎的な内容から始めるようにしている。
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物理学専攻

博士後期課程）
物理学の最先端研究について集中講義の形式で講義を行う。２単位の
講義で、本学以外の教員が担当する。本学は地理的にも多くの大学や
研究機関が集中する場所にあり、学外から最先端の研究者を招いて集
中講義を行なう上で極めて恵まれた条件にある。理論、実験を含めた
物理学特別講義Ⅱ
最新のテーマを取り上げて集中講義をおこなうが、なるべく多くの研
究グループの学生にとって関心のあるテーマを選ぶよう配慮してお
り、講義内容も基礎的な内容から始めるようにしている。

物理学学外体験実習

放射線実験法Ⅰ

放射線実験法Ⅱ
共
通
科
目

物理化学特別講義Ⅰ

物理化学特別講義Ⅱ

物理学の専門的内容に関連した就業体験、学外研究、ボランティア活
動などの学外活動のうち一定の要件を満たすものを単位として認定す
る。要件としては、当該活動の時間数、必修科目の履修、休業期間中
の実施、無報酬、主催者からの終了認定証の発行、体験学習内容と本
学のカリキュラムレベルとの相当性などが含まれる。体験学習を行っ
た学生は、修了後、学習内容に関するレポートを担当教員に提出し、
担当教員は体験学習の目的との適合性に照らして単位認定の可否を決
定する。
放射線やRIの取扱い、法令に関する基礎的知識を修得し、法令に従い
RIの取扱いができるようになることを目的として、放射線や放射性同
位元素（RI)に関する基礎知識、安全取扱法、法令・管理などを学ぶ
ことにより、放射線やRIに対する科学リテラシーを養う。放射線・RI
の基礎的事項や法令・管理技術について、物理理系、化学系、生物系
などの各分野の専門家により講義する。
放射線やRIの取扱い、法令に関する基礎的知識を修得し、法令に従い
RIの取扱いができるようになることを目的として、密封及び非密封放
射線源の取扱いに関する以下の実習を行うことにより、放射線・RIに
ついての理解を深める。
・放射線の線量測定及び計測法（物理系実習）
・溶媒抽出法を用いた放射性核種の分離及び半減期測定（化学系実
習）
・S-35をトレーサとするインビトロタンパク質合成（生物系実習）
物理学と化学の両分野にまたがる講義で、主担当となる専攻以外が履
修する科目である。主担当専攻における授業科目名は以下のとおりで
ある。
物理学：物理実験学特論C、物理実験学特論D、ナノ・表面界面物性特
論I、ナノ・表面界面物性特論II、ソフトマター物性特論I、ソフトマ
ター物性特論II、物質科学ミニマム特論、物理化学特別講義I（集
中）
化学：物理化学特別講義I（集中）
物理学と化学の両分野にまたがる講義で、主担当となる専攻以外が履
修する科目である。主担当専攻における授業科目名は以下のとおりで
ある。
物理学：原子物理学、物性物理学I
化学：化学特論V、化学特論VI、化学特論VII、化学特別講義II（分光
光化学）

（注）
１ 開設する授業科目の数に応じ，適宜枠の数を増やして記入すること。
２ 私立の大学若しくは高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の認可を受けようとする場合若しくは届出を行おうとする場合，大学等
の設置者の変更の認可を受けようとする場合又は大学等の廃止の認可を受けようとする場合若しくは届出を行おうとする場合は，この書
類を作成する必要はない。
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博士前期課程）

授業科目の名称

化学特論Ⅰ

講義等の内容

無機化学は、固体・材料・超分子・分子集合体などの化学と深く結び オムニバス方式
ついている。無機化合物や有機配位子を有する金属錯体の特徴的な電
子構造や分子構造に基づく基本的性質や基本的概念を議論し、それら
が現在の情報材料、新素材、環境・エネルギー材料など多くの機能性
材料について重要な役割を果たしていることを理解させる。本講義で
は、講義、輪講、論文紹介などを適宜組合せ、受講者が積極的に参加
できる形式で行う。
オムニバス方式（全15回）
（6 杉浦健一／8回）
２、３原子分子、芳香族、金属錯体 他
（13 久冨木志郎／7回）
結晶構造、電気的性質、光学的性質、磁気的性質、超伝導

化学特論Ⅱ

備考

他

我々を取り巻く宇宙・地球の物質形成と循環を支配する物理・化学過 オムニバス方式
程について講義を行う。前半は地球の大気・水圏を中心に取り扱う。
大気化学を駆動する光化学反応と放射伝達、微粒子と雲の形成、大気
と海を含む炭素・窒素循環、及びそれらの研究で鍵となる計測・分析
手法に関して、主に分析化学と物理化学の基礎知識に立脚して理解す
ることを目指す。後半は宇宙および太陽系の物質形成について元素・
同位体の視点から解説するとともに、核化学的観点からの隕石研究に
ついても紹介する。
オムニバス方式（全15回）
（7 竹川暢之／8回）
大気の光化学反応、大気・水圏の物質循環、他
（12 大浦泰嗣／7回）
星内核合成、宇宙線生成核種、他

化
学
専
攻

近年の有機化学の進歩は目覚しいものがある。食料の供給を支える多 オムニバス方式
種多様な農薬、頭痛薬のアスピリンや抗がん剤のタキソールなど生命
をささえる医薬品の多く、IT産業を支える電子素子の数々、これらは
全て有機化学の成果である。当に有機化学の進歩なくして都市の機能
を維持することは出来ない。本講義では、学部で培った有機化学の基
礎的知識の上に更に高度な知識を身に付けるべく、理論化学、合成化
学、有機金属化学、有機生命科学など様々な観点から先端的研究課題
について学習する。

化学特論Ⅲ

オムニバス方式（全15回）
（4 清水敏夫／３回）
高周期典型元素の化学 他
（8 野村琴広／３回）
有機高機能材料の創製を指向した精密合成化学 他
（11 稲垣昭子／３回）
有機化合物の光反応、励起状態の反応の特徴 他
（16 佐藤総一／３回）
超分子化学 他
（19 西長亨／３回）
色素、半導体、分子機械などの有機機能材料 他
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授業科目の名称

講義等の内容

備考

生命科学の進歩は著しいものがあり、従来の学問分野の枠組みとは全 オムニバス方式
く異なった新しい学際領域が生まれつつある。このような先端的分野
においては、長年にわたって築き上げられてきた化学的手法を客観的
に見直し、再構築することが必要である。本講義においては、最近に
おける分子生物学、細胞生物学、構造生物学の流れを紹介するととも
に、生命科学研究の全般に大きな影響を与えているゲノム科学の概念
と方法論を解説することで、「化学」と「生命」の関連について理解
を深めたい。
化学特論Ⅳ

化学特論Ⅴ

化
学
専
攻

オムニバス方式（全15回）
（10 廣田耕志／4回）
DNA、 ゲノム維持機構、 放射線影響化学 他
（17 田岡万悟／4回）
ゲノム、 プロテオーム、 リボヌクレオーム解析法とその応用
（1 伊藤隆／4回）
タンパク質構造と機能、 in cell NMR 他
（20 三島正規／3回）
構造生物学 他

他

対称性を利用することにより、化学における多くの複雑な問題が簡略
化される。この講義ではまず、対称性がどのように利用されるかにつ
いて例示し、次いで群論の入門的解説を行う。まず1次元の問題とし
て井戸型ポテンシャルにおける選択律、ついで3次元の問題としてC2V
分子における選択律、縮重のある系としてベンゼンや錯体の電子状態
を取り扱う。また直交定理を利用した計算を行う。後半は抽象群を導
入し、直交定理をはじめとする種々の定理を導出する。また行列や対
称操作の演算について反復的に演習を行う。
我々のまわりにある物質の多くは固体であり、その構造や性質に関す オムニバス方式
る研究は科学の重要な分野である。特に最近では酸化物超伝導体やナ
ノチューブなど新たな物質が開発され、その重要性はますます増加し
ている。固体の性質を理解するためには、構造ばかりでなく電子状態
を理解することが必要である。本講義では、LCAO法に基づく簡単なバ
ンド理論から物質の電子状態を求め、電気的・磁気的性質を考える。
また、電子反発や格子歪みなどによりバンド理論が成り立たないよう
な物質系における電気的・磁気的性質についても講義する。

化学特論Ⅵ

化学特論Ⅶ

オムニバス方式（全15回）
（3 菊地耕一／４回）
バンド構造、電子物性、電子間相互作用
他
（15 兒玉健／４回）
分子性磁性、分子性物質の機能性 他
（14 好村滋行／７回）
液体の構造、水溶液の物性、相分離、界面 他
原子・分子における電子の振る舞いと分子物性・化学的諸性質との関 オムニバス方式
連を、量子化学及び計算化学の視点から説明する。大学院レベルの研
究で実際に必要とされる若干高度な量子化学及びシミュレーションの
理論を学び、基礎的な応用力を養う。また、具体的な応用、例えば、
化学反応の解析や予測、励起分子の理論、振動解析、分子分光につい
て詳細に説明する。時間が許せば、コンピュータを用いた分子軌道法
や分子動力学の演習を行う。
オムニバス方式（全15回）
（35 今村穣／７ 回）
密度汎関数理論、電子相関、HF、CIエネルギー他
（9 波田雅彦／８回）
MP2、CCSD、分子物性、核磁気共鳴、相対論補正 他
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授業科目の名称

化学英語特論

化学特別講義Ⅰ
化
学
専
攻

講義等の内容

備考

我々は、研究活動における様々な局面、例えば論文の読解や国際誌へ
の投稿、或いは国際学会における発表、外国人との議論等において、
英語に接触する。従って、英語は研究活動を行うにあたって極めて重
要な”道具”といえる。本講義では化学研究を遂行するにあたって有
用な”生きた”英語の習得を目標とする。具体的には「話す」、「聞
く」、「書く」いずれの分野においても日本人研究者が陥りがちな間
違いを矯正すること（例：元素や化合物の発音）を目標とする。又、
英語による手紙や議論の進め方についても身につける。

学外の研究者がその研究テーマに関連した最新の話題などを基礎から
解説する。複数開講され、重複履修が可である。各研究室における研
究と関連した内容であり、当該研究室の大学院生は化学特別実験I、
IIに関係した知識を得ることができる。講義は当該研究室以外の大学
院生が専門に直接的に関連しない幅広い知識を得ることも目的として
おり、入門的な解説から始めて、最新のトピックス紹介までを行う。
講義は原則として集中講義形式で行う。
化学における様々な研究分野について、系統的な知識を得ることを目 オムニバス方式
的に複数開講される授業である。分光光化学に関しては、分子分光学 （一部）
に基づいたダイナミクスの基礎を学ぶ。物性物理化学分野では、伝導
性（超伝導）や磁性を学ぶために必要な物理数学を中心に学ぶ（オム
ニバス）。有機構造論に関しては、伝導性、磁性、光学特性等に注目
した物質開発を行う際に留意すべき基礎事項について講義を行う。有
機反応論に関しては、「精密有機合成反応論」に関する基礎的かつ応
用に関する内容を、最近のトピックスも含めて講述する。

化学特別講義Ⅱ

オムニバス方式（全15回）
（3 菊地耕一／8回）
伝導性、超伝導、グリーン関数
（15 兒玉健／7回）
磁性、フーリエ変換 他

他

別記様式第２号（その３の１）
（用紙

授
（理学研究科
科目
区分

化学専攻

業

科

目

の

概

日本工業規格Ａ４縦型）

要

博士前期課程）

授業科目の名称

講義等の内容

備考

1年次前半期。化学専攻の各研究室に分属し、各自が新規性のある課 共同（一部）
題について研究を行う。研究を進めるために、先行研究や関連する文
献調査などを行う。研究の進捗状況について、研究室内で定期的に報
告して質疑応答を行い、必要に応じて個別指導を受ける。また研究課
題に関連した種々のセミナーに参加して、研究成果を積極的に発表す
るとともに、最先端の研究について情報収集を行う。研究成果は最終
的に修士論文としてまとめる。
(1 伊藤隆、20 三島正規、24 池谷鉄兵)
NMRを用いた高分子量蛋白質、蛋白質複合体の解析法、膜タンパク質
の解析法の研究を行う。また、ln-cell NMRを用いた蛋白質の細胞内
動態の解析を行う。
(3 菊地耕一、15 兒玉健、30 松本淳)
有機ドナー分子からなる超伝導体の開発を、分子の合成から物性測定
まで含めて行う。また金属元素を内包したフラーレンの基礎的性質を
分光学的に明らかにする。さらに多価イオン衝突やイオン蓄積実験に
より反応素過程を研究する。
(4 清水敏夫、29 平林一徳)
カルコゲン原子を有する不飽和大環状化合物の合成、構造と機能に関
する研究を行う。光学活性力ルコゲン化合物の合成、立体(構造)化学
およびそれらのキラリティーを指標とした反応機構を解明する。ま
た、有機力ルコゲン化合物の特性を活かした新規有機合成反応の開発
を行う。
(6 杉浦健一)
多量化された金属ポルフィリン錯体の合成と機能評価を行う。また金
属ポルフィリンの新しい官能基化反応の開発を行う。

化
学
専
攻

化学特別実験ⅠA
（研究指導）

(7 竹川暢之、31 三澤健太郎）
都市域における二次エアロゾル生成過程に関する研究を行う。また、
ナノ粒子組成分析技術の開発と実大気への応用を行う。
(8 野村琴広、11 稲垣昭子、19 西長亨、16 佐藤総一、28 末木
俊輔)
高性能分子触媒による環境調和型の効率合成法の開発や高機能材料の
精密合成、新しいπ共役系化合物の設計・合成・機能評価、光を駆動
力とする光増感性有機金属触媒の開発、典型元素を基盤とした異常な
有機分子の創出とその性質の解明を行う。
(9 波田雅彦、23 阿部穣里)
相対論的電子状態および励起状態の理論の開発、理論による化学反応
解析を行う。また、分子物性の計算とデザインを行う。
(10 廣田耕志、17 田岡万悟、22 阿部拓也)
細胞内では染色体などの巨大DNA-蛋白質複合体や機能性RNA-蛋白質複
合超分子が働いている。それらが担う生体反応を分子レベルで解明す
るために、遺伝学手法から質量分析手法に至る幅広い手法を駆使して
研究を進める。
(12 大浦泰嗣、26 芝本幸平、27 白井直樹)
放射性核種を利用して、宇宙化学的、あるいは地球化学的な元素の移
動や循環を明らかにするとともに、その新たな手法の開発も行う。ま
た、天然の核現象についても扱う。
(13 久冨木志郎、21 秋山和彦)
メスバウアー分光法、ガンマ線スペクトロメトリーなどの放射化学的
手法を用いて導電性ガラス、フラーレンなどの機能性材料の構造と物
性の相関解明を行う。
(14 好村滋行、25 川端庸平)
ソフトマター（両親媒性分子、高分子、液晶、コロイドなどを含む集
合系）の構造、相挙動、ダイナミクスに関する実験的及び理論的研究
を行う。

別記様式第２号（その３の１）
（用紙

授
（理学研究科
科目
区分

化学専攻

業

科

目

の

概

日本工業規格Ａ４縦型）

要

博士前期課程）

授業科目の名称

講義等の内容

備考

1年次後半期。化学特別実験ⅠAに引き続き化学専攻の各研究室に分属 共同（一部）
し、各自が新規性のある課題について研究を行う。研究を進めるため
に、先行研究や関連する文献調査などを行う。研究の進捗状況につい
て、研究室内で定期的に報告して質疑応答を行い、必要に応じて個別
指導を受ける。また研究課題に関連した種々のセミナーに参加して、
研究成果を積極的に発表するとともに、最先端の研究について情報収
集を行う。研究成果は最終的に修士論文としてまとめる。
(1 伊藤隆、20 三島正規、24 池谷鉄兵)
NMRを用いた高分子量蛋白質、蛋白質複合体の解析法、膜タンパク質
の解析法の研究を行う。また、ln-cell NMRを用いた蛋白質の細胞内
動態の解析を行う。
(3 菊地耕一、15 兒玉健、30 松本淳)
有機ドナー分子からなる超伝導体の開発を、分子の合成から物性測定
まで含めて行う。また金属元素を内包したフラーレンの基礎的性質を
分光学的に明らかにする。さらに多価イオン衝突やイオン蓄積実験に
より反応素過程を研究する。
(4 清水敏夫、29 平林一徳)
カルコゲン原子を有する不飽和大環状化合物の合成、構造と機能に関
する研究を行う。光学活性力ルコゲン化合物の合成、立体(構造)化学
およびそれらのキラリティーを指標とした反応機構を解明する。ま
た、有機力ルコゲン化合物の特性を活かした新規有機合成反応の開発
を行う。
(6 杉浦健一)
多量化された金属ポルフィリン錯体の合成と機能評価を行う。また金
属ポルフィリンの新しい官能基化反応の開発を行う。
化
学
専
攻

化学特別実験ⅠB
（研究指導）

(7 竹川暢之、31 三澤健太郎）
都市域における二次エアロゾル生成過程に関する研究を行う。また、
ナノ粒子組成分析技術の開発と実大気への応用を行う。
(8 野村琴広、11 稲垣昭子、19 西長亨、16 佐藤総一、28 末木
俊輔)
高性能分子触媒による環境調和型の効率合成法の開発や高機能材料の
精密合成、新しいπ共役系化合物の設計・合成・機能評価、光を駆動
力とする光増感性有機金属触媒の開発、典型元素を基盤とした異常な
有機分子の創出とその性質の解明を行う。
(9 波田雅彦、23 阿部穣里)
相対論的電子状態および励起状態の理論の開発、理論による化学反応
解析を行う。また、分子物性の計算とデザインを行う。
(10 廣田耕志、17 田岡万悟、22 阿部拓也)
細胞内では染色体などの巨大DNA-蛋白質複合体や機能性RNA-蛋白質複
合超分子が働いている。それらが担う生体反応を分子レベルで解明す
るために、遺伝学手法から質量分析手法に至る幅広い手法を駆使して
研究を進める。
(12 大浦泰嗣、26 芝本幸平、27 白井直樹)
放射性核種を利用して、宇宙化学的、あるいは地球化学的な元素の移
動や循環を明らかにするとともに、その新たな手法の開発も行う。ま
た、天然の核現象についても扱う。
(13 久冨木志郎、21 秋山和彦)
メスバウアー分光法、ガンマ線スペクトロメトリーなどの放射化学的
手法を用いて導電性ガラス、フラーレンなどの機能性材料の構造と物
性の相関解明を行う。
(14 好村滋行、25 川端庸平)
ソフトマター（両親媒性分子、高分子、液晶、コロイドなどを含む集
合系）の構造、相挙動、ダイナミクスに関する実験的及び理論的研究
を行う。

別記様式第２号（その３の１）
（用紙

授
（理学研究科
科目
区分

化学専攻

業

科

目

の

概

日本工業規格Ａ４縦型）

要

博士前期課程）

授業科目の名称

講義等の内容

備考

2年次前半期。化学特別実験ⅠBに引き続き化学専攻の各研究室に分属 共同（一部）
し、各自が新規性のある課題について研究を行う。研究を進めるため
に、先行研究や関連する文献調査などを行う。研究の進捗状況につい
て、研究室内で定期的に報告して質疑応答を行い、必要に応じて個別
指導を受ける。また研究課題に関連した種々のセミナーに参加して、
研究成果を積極的に発表するとともに、最先端の研究について情報収
集を行う。研究成果は最終的に修士論文としてまとめる。
(1 伊藤隆、20 三島正規、24 池谷鉄兵)
NMRを用いた高分子量蛋白質、蛋白質複合体の解析法、膜タンパク質
の解析法の研究を行う。また、ln-cell NMRを用いた蛋白質の細胞内
動態の解析を行う。
(3 菊地耕一、15 兒玉健、30 松本淳)
有機ドナー分子からなる超伝導体の開発を、分子の合成から物性測定
まで含めて行う。また金属元素を内包したフラーレンの基礎的性質を
分光学的に明らかにする。さらに多価イオン衝突やイオン蓄積実験に
より反応素過程を研究する。
(4 清水敏夫、29 平林一徳)
カルコゲン原子を有する不飽和大環状化合物の合成、構造と機能に関
する研究を行う。光学活性力ルコゲン化合物の合成、立体(構造)化学
およびそれらのキラリティーを指標とした反応機構を解明する。ま
た、有機力ルコゲン化合物の特性を活かした新規有機合成反応の開発
を行う。
(6 杉浦健一)
多量化された金属ポルフィリン錯体の合成と機能評価を行う。また金
属ポルフィリンの新しい官能基化反応の開発を行う。
化
学
専
攻

化学特別実験ⅡA
（研究指導）

(7 竹川暢之、31 三澤健太郎）
都市域における二次エアロゾル生成過程に関する研究を行う。また、
ナノ粒子組成分析技術の開発と実大気への応用を行う。
(8 野村琴広、11 稲垣昭子、19 西長亨、16 佐藤総一、28 末木
俊輔)
高性能分子触媒による環境調和型の効率合成法の開発や高機能材料の
精密合成、新しいπ共役系化合物の設計・合成・機能評価、光を駆動
力とする光増感性有機金属触媒の開発、典型元素を基盤とした異常な
有機分子の創出とその性質の解明を行う。
(9 波田雅彦、23 阿部穣里)
相対論的電子状態および励起状態の理論の開発、理論による化学反応
解析を行う。また、分子物性の計算とデザインを行う。
(10 廣田耕志、17 田岡万悟、22 阿部拓也)
細胞内では染色体などの巨大DNA-蛋白質複合体や機能性RNA-蛋白質複
合超分子が働いている。それらが担う生体反応を分子レベルで解明す
るために、遺伝学手法から質量分析手法に至る幅広い手法を駆使して
研究を進める。
(12 大浦泰嗣、26 芝本幸平、27 白井直樹)
放射性核種を利用して、宇宙化学的、あるいは地球化学的な元素の移
動や循環を明らかにするとともに、その新たな手法の開発も行う。ま
た、天然の核現象についても扱う。
(13 久冨木志郎、21 秋山和彦)
メスバウアー分光法、ガンマ線スペクトロメトリーなどの放射化学的
手法を用いて導電性ガラス、フラーレンなどの機能性材料の構造と物
性の相関解明を行う。
(14 好村滋行、25 川端庸平)
ソフトマター（両親媒性分子、高分子、液晶、コロイドなどを含む集
合系）の構造、相挙動、ダイナミクスに関する実験的及び理論的研究
を行う。

別記様式第２号（その３の１）
（用紙

授
（理学研究科
科目
区分

化学専攻

業

科

目

の

概

日本工業規格Ａ４縦型）

要

博士前期課程）

授業科目の名称

講義等の内容

備考

2年次後半期。化学特別実験ⅡAに引き続き化学専攻の各研究室に分属 共同（一部）
し、各自が新規性のある課題について研究を行う。研究を進めるため
に、先行研究や関連する文献調査などを行う。研究の進捗状況につい
て、研究室内で定期的に報告して質疑応答を行い、必要に応じて個別
指導を受ける。また研究課題に関連した種々のセミナーに参加して、
研究成果を積極的に発表するとともに、最先端の研究について情報収
集を行う。研究成果を修士論文としてまとめる。
(1 伊藤隆、20 三島正規、24 池谷鉄兵)
NMRを用いた高分子量蛋白質、蛋白質複合体の解析法、膜タンパク質
の解析法の研究を行う。また、ln-cell NMRを用いた蛋白質の細胞内
動態の解析を行う。
(3 菊地耕一、15 兒玉健、30 松本淳)
有機ドナー分子からなる超伝導体の開発を、分子の合成から物性測定
まで含めて行う。また金属元素を内包したフラーレンの基礎的性質を
分光学的に明らかにする。さらに多価イオン衝突やイオン蓄積実験に
より反応素過程を研究する。
(4 清水敏夫、29 平林一徳)
カルコゲン原子を有する不飽和大環状化合物の合成、構造と機能に関
する研究を行う。光学活性力ルコゲン化合物の合成、立体(構造)化学
およびそれらのキラリティーを指標とした反応機構を解明する。ま
た、有機力ルコゲン化合物の特性を活かした新規有機合成反応の開発
を行う。
(6 杉浦健一)
多量化された金属ポルフィリン錯体の合成と機能評価を行う。また金
属ポルフィリンの新しい官能基化反応の開発を行う。
化
学
専
攻

化学特別実験ⅡB
（研究指導）

(7 竹川暢之、31 三澤健太郎）
都市域における二次エアロゾル生成過程に関する研究を行う。また、
ナノ粒子組成分析技術の開発と実大気への応用を行う。
(8 野村琴広、11 稲垣昭子、19 西長亨、16 佐藤総一、28 末木
俊輔)
高性能分子触媒による環境調和型の効率合成法の開発や高機能材料の
精密合成、新しいπ共役系化合物の設計・合成・機能評価、光を駆動
力とする光増感性有機金属触媒の開発、典型元素を基盤とした異常な
有機分子の創出とその性質の解明を行う。
(9 波田雅彦、23 阿部穣里)
相対論的電子状態および励起状態の理論の開発、理論による化学反応
解析を行う。また、分子物性の計算とデザインを行う。
(10 廣田耕志、17 田岡万悟、22 阿部拓也)
細胞内では染色体などの巨大DNA-蛋白質複合体や機能性RNA-蛋白質複
合超分子が働いている。それらが担う生体反応を分子レベルで解明す
るために、遺伝学手法から質量分析手法に至る幅広い手法を駆使して
研究を進める。
(12 大浦泰嗣、26 芝本幸平、27 白井直樹)
放射性核種を利用して、宇宙化学的、あるいは地球化学的な元素の移
動や循環を明らかにするとともに、その新たな手法の開発も行う。ま
た、天然の核現象についても扱う。
(13 久冨木志郎、21 秋山和彦)
メスバウアー分光法、ガンマ線スペクトロメトリーなどの放射化学的
手法を用いて導電性ガラス、フラーレンなどの機能性材料の構造と物
性の相関解明を行う。
(14 好村滋行、25 川端庸平)
ソフトマター（両親媒性分子、高分子、液晶、コロイドなどを含む集
合系）の構造、相挙動、ダイナミクスに関する実験的及び理論的研究
を行う。

別記様式第２号（その３の１）
（用紙

授
（理学研究科
科目
区分

化学専攻

業

科

目

の

概

日本工業規格Ａ４縦型）

要

博士前期課程）

授業科目の名称

講義等の内容

備考

1、2年時の前半期（重複履修可）。各研究室に分属し、英語による原 共同（一部）
著論文を中心とした外国語文献の精読および個別発表を行う通年の授
業の前半である。主に化学特別実験I、IIの内容と関連した科学論文
を対象とする。この授業では、外国語で書かれた原文献を読んで、そ
の内容を理解することが必要条件として要求される。外国語の能力お
よび専門知識の習熟、さらに専門分野における英語表現について学習
することを目的とする。また得られた知識を要約する技術、さらに質
疑応答を含めたプレゼンテーション能力を養うことを重視する。
(1 伊藤隆、20 三島正規)
NMRを用いた高分子量蛋白質、蛋白質複合体の解析法、膜タンパク質
の解析法の研究を行う。また、ln-cell NMRを用いた蛋白質の細胞内
動態の解析を行う。
(3 菊地耕一、15 兒玉健)
有機ドナー分子からなる超伝導体の開発を、分子の合成から物性測定
まで含めて行う。また金属元素を内包したフラーレンの基礎的性質を
分光学的に明らかにする。さらに多価イオン衝突やイオン蓄積実験に
より反応素過程を研究する。
(4 清水敏夫)
カルコゲン原子を有する不飽和大環状化合物の合成、構造と機能に関
する研究を行う。光学活性力ルコゲン化合物の合成、立体(構造)化学
およびそれらのキラリティーを指標とした反応機構を解明する。ま
た、有機力ルコゲン化合物の特性を活かした新規有機合成反応の開発
を行う。
(6 杉浦健一)
多量化された金属ポルフィリン錯体の合成と機能評価を行う。また金
属ポルフィリンの新しい官能基化反応の開発を行う。
化
学
専
攻

化学特別セミナーⅠ
（研究指導）

(7 竹川暢之、31 三澤健太郎）
都市域における二次エアロゾル生成過程に関する研究を行う。また、
ナノ粒子組成分析技術の開発と実大気への応用を行う。
(8 野村琴広、11 稲垣昭子、19 西長亨、16 佐藤総一)
高性能分子触媒による環境調和型の効率合成法の開発や高機能材料の
精密合成、新しいπ共役系化合物の設計・合成・機能評価、光を駆動
力とする光増感性有機金属触媒の開発、典型元素を基盤とした異常な
有機分子の創出とその性質の解明を行う。
(9 波田雅彦)
相対論的電子状態および励起状態の理論の開発、理論による化学反応
解析を行う。また、分子物性の計算とデザインを行う。
(10 廣田耕志、17 田岡万悟)
細胞内では染色体などの巨大DNA-蛋白質複合体や機能性RNA-蛋白質複
合超分子が働いている。それらが担う生体反応を分子レベルで解明す
るために、遺伝学手法から質量分析手法に至る幅広い手法を駆使して
研究を進める。
(12 大浦泰嗣)
放射性核種を利用して、宇宙化学的、あるいは地球化学的な元素の移
動や循環を明らかにするとともに、その新たな手法の開発も行う。ま
た、天然の核現象についても扱う。
(13 久冨木志郎)
メスバウアー分光法、ガンマ線スペクトロメトリーなどの放射化学的
手法を用いて導電性ガラス、フラーレンなどの機能性材料の構造と物
性の相関解明を行う。
(14 好村滋行)
ソフトマター（両親媒性分子、高分子、液晶、コロイドなどを含む集
合系）の構造、相挙動、ダイナミクスに関する実験的及び理論的研究
を行う。

別記様式第２号（その３の１）
（用紙

授
（理学研究科
科目
区分

化学専攻

業

科

目

の

概

日本工業規格Ａ４縦型）

要

博士前期課程）

授業科目の名称

講義等の内容

備考

1、2年時の後半期（重複履修可）。各研究室に分属し、英語による原 共同（一部）
著論文を中心とした外国語文献の精読および個別発表を行う通年の授
業の前半である。主に化学特別実験I、IIの内容と関連した科学論文
を対象とする。この授業では、外国語で書かれた原文献を読んで、そ
の内容を理解することが必要条件として要求される。外国語の能力お
よび専門知識の習熟、さらに専門分野における英語表現について学習
することを目的とする。また得られた知識を要約する技術、さらに質
疑応答を含めたプレゼンテーション能力を養うことを重視する。
(1 伊藤隆、20 三島正規)
NMRを用いた高分子量蛋白質、蛋白質複合体の解析法、膜タンパク質
の解析法の研究を行う。また、ln-cell NMRを用いた蛋白質の細胞内
動態の解析を行う。
(3 菊地耕一、15 兒玉健)
有機ドナー分子からなる超伝導体の開発を、分子の合成から物性測定
まで含めて行う。また金属元素を内包したフラーレンの基礎的性質を
分光学的に明らかにする。さらに多価イオン衝突やイオン蓄積実験に
より反応素過程を研究する。
(4 清水敏夫)
カルコゲン原子を有する不飽和大環状化合物の合成、構造と機能に関
する研究を行う。光学活性力ルコゲン化合物の合成、立体(構造)化学
およびそれらのキラリティーを指標とした反応機構を解明する。ま
た、有機力ルコゲン化合物の特性を活かした新規有機合成反応の開発
を行う。
(6 杉浦健一)
多量化された金属ポルフィリン錯体の合成と機能評価を行う。また金
属ポルフィリンの新しい官能基化反応の開発を行う。
化
学
専
攻

化学特別セミナーⅡ
（研究指導）

(7 竹川暢之、31 三澤健太郎）
都市域における二次エアロゾル生成過程に関する研究を行う。また、
ナノ粒子組成分析技術の開発と実大気への応用を行う。
(8 野村琴広、11 稲垣昭子、19 西長亨、16 佐藤総一)
高性能分子触媒による環境調和型の効率合成法の開発や高機能材料の
精密合成、新しいπ共役系化合物の設計・合成・機能評価、光を駆動
力とする光増感性有機金属触媒の開発、典型元素を基盤とした異常な
有機分子の創出とその性質の解明を行う。

(9 波田雅彦)
相対論的電子状態および励起状態の理論の開発、理論による化学反応
解析を行う。また、分子物性の計算とデザインを行う。
(10 廣田耕志、17 田岡万悟)
細胞内では染色体などの巨大DNA-蛋白質複合体や機能性RNA-蛋白質複
合超分子が働いている。それらが担う生体反応を分子レベルで解明す
るために、遺伝学手法から質量分析手法に至る幅広い手法を駆使して
研究を進める。
(12 大浦泰嗣)
放射性核種を利用して、宇宙化学的、あるいは地球化学的な元素の移
動や循環を明らかにするとともに、その新たな手法の開発も行う。ま
た、天然の核現象についても扱う。
(13 久冨木志郎)
メスバウアー分光法、ガンマ線スペクトロメトリーなどの放射化学的
手法を用いて導電性ガラス、フラーレンなどの機能性材料の構造と物
性の相関解明を行う。
(14 好村滋行)
ソフトマター（両親媒性分子、高分子、液晶、コロイドなどを含む集
合系）の構造、相挙動、ダイナミクスに関する実験的及び理論的研究
を行う。

別記様式第２号（その３の１）
（用紙

授
（理学研究科
科目
区分

化
学
専
攻

化学専攻

業

科

目

の

概

日本工業規格Ａ４縦型）

要

博士前期課程）

授業科目の名称

化学学外体験実習

放射線実験法Ⅰ

放射線実験法Ⅱ
共
通
科
目

物理化学特別講義Ⅰ

物理化学特別講義Ⅱ

講義等の内容

備考

化学の専門教育に関連した実習体験・研究体験・ボランティア活動な
どで一定の要件を満たしたものを履修授業科目として単位認定するこ
とで、学生が幅広い学力を身につけることを目的とする。実習は大学
院のカリキュラムレベルに相当する内容で、学外における30時間以上
の実習または研究活動であることを要件とする。

放射線やRIの取扱い、法令に関する基礎的知識を修得し、法令に従い
RIの取扱いができるようになることを目的として、放射線や放射性同
位元素（RI)に関する基礎知識、安全取扱法、法令・管理などを学ぶ
ことにより、放射線やRIに対する科学リテラシーを養う。放射線・RI
の基礎的事項や法令・管理技術について、物理理系、化学系、生物系
などの各分野の専門家により講義する。
放射線やRIの取扱い、法令に関する基礎的知識を修得し、法令に従い
RIの取扱いができるようになることを目的として、密封及び非密封放
射線源の取扱いに関する以下の実習を行うことにより、放射線・RIに
ついての理解を深める。
・放射線の線量測定及び計測法（物理系実習）
・溶媒抽出法を用いた放射性核種の分離及び半減期測定（化学系実
習）
・S-35をトレーサとするインビトロタンパク質合成（生物系実習）
物理学と化学の両分野にまたがる講義で、主担当となる専攻以外が履
修する科目である。主担当専攻における授業科目名は以下のとおりで
ある。
物理学：物理実験学特論C、物理実験学特論D、ナノ・表面界面物性特
論I、ナノ・表面界面物性特論II、ソフトマター物性特論I、ソフトマ
ター物性特論II、物質科学ミニマム特論、物理化学特別講義I（集
中）
化学：物理化学特別講義I（集中）
物理学と化学の両分野にまたがる講義で、主担当となる専攻以外が履
修する科目である。主担当専攻における授業科目名は以下のとおりで
ある。
物理学：原子物理学、物性物理学I
化学：化学特論V、化学特論VI、化学特論VII、化学特別講義II（分光
光化学）

（注）
１ 開設する授業科目の数に応じ，適宜枠の数を増やして記入すること。
２ 私立の大学若しくは高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の認可を受けようとする場合若しくは届出を行おうとする場合，大学等
の設置者の変更の認可を受けようとする場合又は大学等の廃止の認可を受けようとする場合若しくは届出を行おうとする場合は，この書
類を作成する必要はない。

別記様式第２号（その３の１）
（用紙

授
（理学研究科
科目
区分

化学専攻

業

科

目

の

概

日本工業規格Ａ４縦型）

要

博士後期課程）

授業科目の名称

講義等の内容

化学特別講義Ⅰ

学外の研究者がその研究テーマに関連した最新の話題などを基礎か
ら解説する。複数開講され、重複履修が可である。各研究室におけ
る研究と関連した内容であり、当該研究室の大学院生は化学特別実
験I、IIに関係した知識を得ることができる。講義は当該研究室以外
の大学院生が専門に直接的に関連しない幅広い知識を得ることも目
的としており、入門的な解説から始めて、最新のトピックス紹介ま
でを行う。

備考

1年次前半期。化学専攻の各研究室に分属し、各自が学術的に意義の 共同（一部）
ある課題について研究を行う。研究を進めるために、先行研究や関
連する文献調査などを行う。研究の進捗状況について、研究室内で
定期的に報告して質疑応答を行い、必要に応じて個別指導を受け
る。また研究課題に関連した種々のセミナーに参加して、研究成果
を積極的に発表するとともに、最先端の研究について情報収集を行
う。研究成果は最終的に博士論文としてまとめる。
(1 伊藤隆、20 三島正規、24 池谷鉄兵)
NMRを用いた高分子量蛋白質、蛋白質複合体の解析法、膜タンパク質
の解析法の研究を行う。また、ln-cell NMRを用いた蛋白質の細胞内
動態の解析を行う。
(3 菊地耕一、15 兒玉健、30 松本淳)
有機ドナー分子からなる超伝導体の開発を、分子の合成から物性測
定まで含めて行う。また金属元素を内包したフラーレンの基礎的性
質を分光学的に明らかにする。さらに多価イオン衝突やイオン蓄積
実験により反応素過程を研究する。
(4 清水敏夫、29 平林一徳)
カルコゲン原子を有する不飽和大環状化合物の合成、構造と機能に
関する研究を行う。光学活性力ルコゲン化合物の合成、立体(構造)
化学およびそれらのキラリティーを指標とした反応機構を解明す
る。また、有機力ルコゲン化合物の特性を活かした新規有機合成反
応の開発を行う。

化
学
専
攻
化学特別実験ⅢA
（研究指導）

(6 杉浦健一)
多量化された金属ポルフィリン錯体の合成と機能評価を行う。また
金属ポルフィリンの新しい官能基化反応の開発を行う。
(7 竹川暢之、31 三澤健太郎）
都市域における二次エアロゾル生成過程に関する研究を行う。ま
た、ナノ粒子組成分析技術の開発と実大気への応用を行う。
(8 野村琴広、11 稲垣昭子、19 西長亨、16 佐藤総一、28 末
木俊輔)
高性能分子触媒による環境調和型の効率合成法の開発や高機能材料
の精密合成、新しいπ共役系化合物の設計・合成・機能評価、光を
駆動力とする光増感性有機金属触媒の開発、典型元素を基盤とした
異常な有機分子の創出とその性質の解明を行う。
(9 波田雅彦、23 阿部穣里)
相対論的電子状態および励起状態の理論の開発、理論による化学反
応解析を行う。また、分子物性の計算とデザインを行う。
(10 廣田耕志、17 田岡万悟、22 阿部拓也)
細胞内では染色体などの巨大DNA-蛋白質複合体や機能性RNA-蛋白質
複合超分子が働いている。それらが担う生体反応を分子レベルで解
明するために、遺伝学手法から質量分析手法に至る幅広い手法を駆
使して研究を進める。

別記様式第２号（その３の１）
（用紙

授
（理学研究科
科目
区分

化学専攻

業

科

目

の

概

日本工業規格Ａ４縦型）

要

博士後期課程）

授業科目の名称

講義等の内容
(12 大浦泰嗣、26 芝本幸平、27 白井直樹)
放射性核種を利用して、宇宙化学的、あるいは地球化学的な元素の
移動や循環を明らかにするとともに、その新たな手法の開発も行
う。また、天然の核現象についても扱う。

化学特別実験ⅢA
（研究指導）

(1 伊藤隆、19 三島正規、24 池谷鉄兵)
NMRを用いた高分子量蛋白質、蛋白質複合体の解析法、膜タンパク質
の解析法の研究を行う。また、ln-cell NMRを用いた蛋白質の細胞内
動態の解析を行う。
(3 菊地耕一、15 兒玉健、30 松本淳)
有機ドナー分子からなる超伝導体の開発を、分子の合成から物性測
定まで含めて行う。また金属元素を内包したフラーレンの基礎的性
質を分光学的に明らかにする。さらに多価イオン衝突やイオン蓄積
実験により反応素過程を研究する。

化学特別実験ⅢB
（研究指導）

共同（一部）

(13 久冨木志郎、21 秋山和彦)
メスバウアー分光法、ガンマ線スペクトロメトリーなどの放射化学
的手法を用いて導電性ガラス、フラーレンなどの機能性材料の構造
と物性の相関解明を行う。
(14 好村滋行、25 川端庸平)
ソフトマター（両親媒性分子、高分子、液晶、コロイドなどを含む
集合系）の構造、相挙動、ダイナミクスに関する実験的及び理論的
研究を行う。
1年次後半期。化学特別実験ⅢAに引き続き化学専攻の各研究室に分
属し、各自が学術的に意義のある課題について研究を行う。研究を
進めるために、先行研究や関連する文献調査などを行う。研究の進
捗状況について、研究室内で定期的に報告して質疑応答を行い、必
要に応じて個別指導を受ける。また研究課題に関連した種々のセミ
ナーに参加して、研究成果を積極的に発表するとともに、最先端の
研究について情報収集を行う。研究成果は最終的に博士論文として
まとめる。
ゲン化合物の特性を活かした新規有機合成反応の開発を行う。

化
学
専
攻

備考

(4 清水敏夫、28 平林一徳)
カルコゲン原子を有する不飽和大環状化合物の合成、構造と機能に
関する研究を行う。光学活性力ルコゲン化合物の合成、立体(構造)
化学およびそれらのキラリティーを指標とした反応機構を解明す
る。また、有機力ルコゲン化合物の特性を活かした新規有機合成反
応の開発を行う。
(6 杉浦健一)
多量化された金属ポルフィリン錯体の合成と機能評価を行う。また
金属ポルフィリンの新しい官能基化反応の開発を行う。
(7 竹川暢之、31 三澤健太郎）
都市域における二次エアロゾル生成過程に関する研究を行う。ま
た、ナノ粒子組成分析技術の開発と実大気への応用を行う。
(8 野村琴広、11 稲垣昭子、19 西長亨、16 佐藤総一、28 末
木俊輔)
高性能分子触媒による環境調和型の効率合成法の開発や高機能材料
の精密合成、新しいπ共役系化合物の設計・合成・機能評価、光を
駆動力とする光増感性有機金属触媒の開発、典型元素を基盤とした
異常な有機分子の創出とその性質の解明を行う。
(9 波田雅彦、23 阿部穣里)
相対論的電子状態および励起状態の理論の開発、理論による化学反
応解析を行う。また、分子物性の計算とデザインを行う。
(10 廣田耕志、17 田岡万悟、22 阿部拓也)
細胞内では染色体などの巨大DNA-蛋白質複合体や機能性RNA-蛋白質
複合超分子が働いている。それらが担う生体反応を分子レベルで解
明するために、遺伝学手法から質量分析手法に至る幅広い手法を駆
使して研究を進める。

共同（一部）

別記様式第２号（その３の１）
（用紙

授
（理学研究科
科目
区分

化学専攻

業

科

目

の

概

日本工業規格Ａ４縦型）

要

博士後期課程）

授業科目の名称

講義等の内容
(12 大浦泰嗣、26 芝本幸平、27 白井直樹)
放射性核種を利用して、宇宙化学的、あるいは地球化学的な元素の
移動や循環を明らかにするとともに、その新たな手法の開発も行
う。また、天然の核現象についても扱う。

化学特別実験ⅢB
（研究指導）

備考
共同（一部）

(13 久冨木志郎、21 秋山和彦)
メスバウアー分光法、ガンマ線スペクトロメトリーなどの放射化学
的手法を用いて導電性ガラス、フラーレンなどの機能性材料の構造
と物性の相関解明を行う。
(14 好村滋行、25 川端庸平)
ソフトマター（両親媒性分子、高分子、液晶、コロイドなどを含む
集合系）の構造、相挙動、ダイナミクスに関する実験的及び理論的
研究を行う。
2年次前半期。化学特別実験ⅢBに引き続き化学専攻の各研究室に分
属し、各自が学術的に意義のある課題について研究を行う。研究を
進めるために、先行研究や関連する文献調査などを行う。研究の進
捗状況について、研究室内で定期的に報告して質疑応答を行い、必
要に応じて個別指導を受ける。また研究課題に関連した種々のセミ
ナーに参加して、研究成果を積極的に発表するとともに、最先端の
研究について情報収集を行う。研究成果は最終的に博士論文として
まとめる。

化
学
専
攻

(1 伊藤隆、20 三島正規、24 池谷鉄兵)
NMRを用いた高分子量蛋白質、蛋白質複合体の解析法、膜タンパク質
の解析法の研究を行う。また、ln-cell NMRを用いた蛋白質の細胞内
動態の解析を行う。

化学特別実験ⅣA
（研究指導）

(3 菊地耕一、15 兒玉健、30 松本淳)
有機ドナー分子からなる超伝導体の開発を、分子の合成から物性測
定まで含めて行う。また金属元素を内包したフラーレンの基礎的性
質を分光学的に明らかにする。さらに多価イオン衝突やイオン蓄積
実験により反応素過程を研究する。
(4 清水敏夫、29 平林一徳)
カルコゲン原子を有する不飽和大環状化合物の合成、構造と機能に
関する研究を行う。光学活性力ルコゲン化合物の合成、立体(構造)
化学およびそれらのキラリティーを指標とした反応機構を解明す
る。また、有機力ルコゲン化合物の特性を活かした新規有機合成反
応の開発を行う。
(6 杉浦健一)
多量化された金属ポルフィリン錯体の合成と機能評価を行う。また
金属ポルフィリンの新しい官能基化反応の開発を行う。
(7 竹川暢之、31 三澤健太郎）
都市域における二次エアロゾル生成過程に関する研究を行う。ま
た、ナノ粒子組成分析技術の開発と実大気への応用を行う。

共同（一部）

別記様式第２号（その３の１）
（用紙

授
（理学研究科
科目
区分

化学専攻

業

科

目

の

概

日本工業規格Ａ４縦型）

要

博士後期課程）

授業科目の名称

講義等の内容
(8 野村琴広、11 稲垣昭子、19 西長亨、16 佐藤総一、28 末
木俊輔)
高性能分子触媒による環境調和型の効率合成法の開発や高機能材料
の精密合成、新しいπ共役系化合物の設計・合成・機能評価、光を
駆動力とする光増感性有機金属触媒の開発、典型元素を基盤とした
異常な有機分子の創出とその性質の解明を行う。

備考
共同（一部）

(9 波田雅彦、23 阿部穣里)
相対論的電子状態および励起状態の理論の開発、理論による化学反
応解析を行う。また、分子物性の計算とデザインを行う。

化学特別実験ⅣA
（研究指導）

(10 廣田耕志、17 田岡万悟、22 阿部拓也)
細胞内では染色体などの巨大DNA-蛋白質複合体や機能性RNA-蛋白質
複合超分子が働いている。それらが担う生体反応を分子レベルで解
明するために、遺伝学手法から質量分析手法に至る幅広い手法を駆
使して研究を進める。
(12 大浦泰嗣、26 芝本幸平、27 白井直樹)
放射性核種を利用して、宇宙化学的、あるいは地球化学的な元素の
移動や循環を明らかにするとともに、その新たな手法の開発も行
う。また、天然の核現象についても扱う。
(13 久冨木志郎、21 秋山和彦)
メスバウアー分光法、ガンマ線スペクトロメトリーなどの放射化学
的手法を用いて導電性ガラス、フラーレンなどの機能性材料の構造
と物性の相関解明を行う。

化
学
専
攻

(14 好村滋行、25 川端庸平)
ソフトマター（両親媒性分子、高分子、液晶、コロイドなどを含む
集合系）の構造、相挙動、ダイナミクスに関する実験的及び理論的
研究を行う。
2年次後半期。化学特別実験ⅣAに引き続き化学専攻の各研究室に分
属し、各自が学術的に意義のある課題について研究を行う。研究を
進めるために、先行研究や関連する文献調査などを行う。研究の進
捗状況について、研究室内で定期的に報告して質疑応答を行い、必
要に応じて個別指導を受ける。また研究課題に関連した種々のセミ
ナーに参加して、研究成果を積極的に発表するとともに、最先端の
研究について情報収集を行う。研究成果は最終的に博士論文として
まとめる。
化学特別実験ⅣB
（研究指導）

(1 伊藤隆、20 三島正規、24 池谷鉄兵)
NMRを用いた高分子量蛋白質、蛋白質複合体の解析法、膜タンパク質
の解析法の研究を行う。また、ln-cell NMRを用いた蛋白質の細胞内
動態の解析を行う。
(3 菊地耕一、15 兒玉健、30 松本淳)
有機ドナー分子からなる超伝導体の開発を、分子の合成から物性測
定まで含めて行う。また金属元素を内包したフラーレンの基礎的性
質を分光学的に明らかにする。さらに多価イオン衝突やイオン蓄積
実験により反応素過程を研究する。

共同（一部）

別記様式第２号（その３の１）
（用紙

授
（理学研究科
科目
区分

化学専攻

業

科

目

の

概

日本工業規格Ａ４縦型）

要

博士後期課程）

授業科目の名称

講義等の内容
(4 清水敏夫、29 平林一徳)
カルコゲン原子を有する不飽和大環状化合物の合成、構造と機能に
関する研究を行う。光学活性力ルコゲン化合物の合成、立体(構造)
化学およびそれらのキラリティーを指標とした反応機構を解明す
る。また、有機力ルコゲン化合物の特性を活かした新規有機合成反
応の開発を行う。

備考
共同（一部）

(6 杉浦健一)
多量化された金属ポルフィリン錯体の合成と機能評価を行う。また
金属ポルフィリンの新しい官能基化反応の開発を行う。
(7 竹川暢之、31 三澤健太郎）
都市域における二次エアロゾル生成過程に関する研究を行う。ま
た、ナノ粒子組成分析技術の開発と実大気への応用を行う。

(8 野村琴広、11 稲垣昭子、19 西長亨、16 佐藤総一、28 末
木俊輔)
高性能分子触媒による環境調和型の効率合成法の開発や高機能材料
の精密合成、新しいπ共役系化合物の設計・合成・機能評価、光を
駆動力とする光増感性有機金属触媒の開発、典型元素を基盤とした
異常な有機分子の創出とその性質の解明を行う。
化学特別実験ⅣB
（研究指導）

(9 波田雅彦、23 阿部穣里)
相対論的電子状態および励起状態の理論の開発、理論による化学反
応解析を行う。また、分子物性の計算とデザインを行う。
(10 廣田耕志、17 田岡万悟、22 阿部拓也)
細胞内では染色体などの巨大DNA-蛋白質複合体や機能性RNA-蛋白質
複合超分子が働いている。それらが担う生体反応を分子レベルで解
明するために、遺伝学手法から質量分析手法に至る幅広い手法を駆
使して研究を進める。

化
学
専
攻

(12 大浦泰嗣、26 芝本幸平、27 白井直樹)
放射性核種を利用して、宇宙化学的、あるいは地球化学的な元素の
移動や循環を明らかにするとともに、その新たな手法の開発も行
う。また、天然の核現象についても扱う。
(13 久冨木志郎、21 秋山和彦)
メスバウアー分光法、ガンマ線スペクトロメトリーなどの放射化学
的手法を用いて導電性ガラス、フラーレンなどの機能性材料の構造
と物性の相関解明を行う。
(14 好村滋行、25 川端庸平)
ソフトマター（両親媒性分子、高分子、液晶、コロイドなどを含む
集合系）の構造、相挙動、ダイナミクスに関する実験的及び理論的
研究を行う。

化学特別セミナーⅢ
（研究指導）

1年次後半期。化学特別実験ⅠAに引き続き化学専攻の各研究室に分
属し、各自が新規性のある課題について研究を行う。研究を進める
ために、先行研究や関連する文献調査などを行う。研究の進捗状況
について、研究室内で定期的に報告して質疑応答を行い、必要に応
じて個別指導を受ける。また研究課題に関連した種々のセミナーに
参加して、研究成果を積極的に発表するとともに、最先端の研究に
ついて情報収集を行う。研究成果は最終的に修士論文としてまとめ
る。
(1 伊藤隆、20 三島正規、24 池谷鉄兵)
NMRを用いた高分子量蛋白質、蛋白質複合体の解析法、膜タンパク質
の解析法の研究を行う。また、ln-cell NMRを用いた蛋白質の細胞内
動態の解析を行う。

共同（一部）

別記様式第２号（その３の１）
（用紙

授
（理学研究科
科目
区分

化学専攻

業

科

目

の

概

日本工業規格Ａ４縦型）

要

博士後期課程）

授業科目の名称

講義等の内容
(3 菊地耕一、15 兒玉健、30 松本淳)
有機ドナー分子からなる超伝導体の開発を、分子の合成から物性測
定まで含めて行う。また金属元素を内包したフラーレンの基礎的性
質を分光学的に明らかにする。さらに多価イオン衝突やイオン蓄積
実験により反応素過程を研究する。
(4 清水敏夫、29 平林一徳)
カルコゲン原子を有する不飽和大環状化合物の合成、構造と機能に
関する研究を行う。光学活性力ルコゲン化合物の合成、立体(構造)
化学およびそれらのキラリティーを指標とした反応機構を解明す
る。また、有機力ルコゲン化合物の特性を活かした新規有機合成反
応の開発を行う。
(6 杉浦健一)
多量化された金属ポルフィリン錯体の合成と機能評価を行う。また
金属ポルフィリンの新しい官能基化反応の開発を行う。
(7 竹川暢之、31 三澤健太郎）
都市域における二次エアロゾル生成過程に関する研究を行う。ま
た、ナノ粒子組成分析技術の開発と実大気への応用を行う。

化
学
専
攻

化学特別セミナーⅢ
（研究指導）

(8 野村琴広、11 稲垣昭子、19 西長亨、16 佐藤総一、28 末
木俊輔)
高性能分子触媒による環境調和型の効率合成法の開発や高機能材料
の精密合成、新しいπ共役系化合物の設計・合成・機能評価、光を
駆動力とする光増感性有機金属触媒の開発、典型元素を基盤とした
異常な有機分子の創出とその性質の解明を行う。
(9 波田雅彦、23 阿部穣里)
相対論的電子状態および励起状態の理論の開発、理論による化学反
応解析を行う。また、分子物性の計算とデザインを行う。
(10 廣田耕志、17 田岡万悟、22 阿部拓也)
細胞内では染色体などの巨大DNA-蛋白質複合体や機能性RNA-蛋白質
複合超分子が働いている。それらが担う生体反応を分子レベルで解
明するために、遺伝学手法から質量分析手法に至る幅広い手法を駆
使して研究を進める。
(12 大浦泰嗣、26 芝本幸平、27 白井直樹)
放射性核種を利用して、宇宙化学的、あるいは地球化学的な元素の
移動や循環を明らかにするとともに、その新たな手法の開発も行
う。また、天然の核現象についても扱う。
(13 久冨木志郎、21 秋山和彦)
メスバウアー分光法、ガンマ線スペクトロメトリーなどの放射化学
的手法を用いて導電性ガラス、フラーレンなどの機能性材料の構造
と物性の相関解明を行う。
(14 好村滋行、25 川端庸平)
ソフトマター（両親媒性分子、高分子、液晶、コロイドなどを含む
集合系）の構造、相挙動、ダイナミクスに関する実験的及び理論的
研究を行う。

備考
共同（一部）

別記様式第２号（その３の１）
（用紙

授
（理学研究科
科目
区分

化学専攻

業

科

目

の

概

日本工業規格Ａ４縦型）

要

博士後期課程）

授業科目の名称

講義等の内容
2年次前半期。化学特別実験ⅠBに引き続き化学専攻の各研究室に分
属し、各自が新規性のある課題について研究を行う。研究を進める
ために、先行研究や関連する文献調査などを行う。研究の進捗状況
について、研究室内で定期的に報告して質疑応答を行い、必要に応
じて個別指導を受ける。また研究課題に関連した種々のセミナーに
参加して、研究成果を積極的に発表するとともに、最先端の研究に
ついて情報収集を行う。研究成果は最終的に修士論文としてまとめ
る。
(1 伊藤隆、20 三島正規、24 池谷鉄兵)
NMRを用いた高分子量蛋白質、蛋白質複合体の解析法、膜タンパク質
の解析法の研究を行う。また、ln-cell NMRを用いた蛋白質の細胞内
動態の解析を行う。
(3 菊地耕一、15 兒玉健、30 松本淳)
有機ドナー分子からなる超伝導体の開発を、分子の合成から物性測
定まで含めて行う。また金属元素を内包したフラーレンの基礎的性
質を分光学的に明らかにする。さらに多価イオン衝突やイオン蓄積
実験により反応素過程を研究する。

化
学
専
攻

化学特別セミナーⅣ
（研究指導）

(4 清水敏夫、29 平林一徳)
カルコゲン原子を有する不飽和大環状化合物の合成、構造と機能に
関する研究を行う。光学活性力ルコゲン化合物の合成、立体(構造)
化学およびそれらのキラリティーを指標とした反応機構を解明す
る。また、有機力ルコゲン化合物の特性を活かした新規有機合成反
応の開発を行う。
(6 杉浦健一)
多量化された金属ポルフィリン錯体の合成と機能評価を行う。また
金属ポルフィリンの新しい官能基化反応の開発を行う。
(7 竹川暢之、31 三澤健太郎）
都市域における二次エアロゾル生成過程に関する研究を行う。ま
た、ナノ粒子組成分析技術の開発と実大気への応用を行う。
(8 野村琴広、11 稲垣昭子、19 西長亨、16 佐藤総一、28 末
木俊輔)
高性能分子触媒による環境調和型の効率合成法の開発や高機能材料
の精密合成、新しいπ共役系化合物の設計・合成・機能評価、光を
駆動力とする光増感性有機金属触媒の開発、典型元素を基盤とした
異常な有機分子の創出とその性質の解明を行う。
(9 波田雅彦、23 阿部穣里)
相対論的電子状態および励起状態の理論の開発、理論による化学反
応解析を行う。また、分子物性の計算とデザインを行う。
(10 廣田耕志、17 田岡万悟、22 阿部拓也)
細胞内では染色体などの巨大DNA-蛋白質複合体や機能性RNA-蛋白質
複合超分子が働いている。それらが担う生体反応を分子レベルで解
明するために、遺伝学手法から質量分析手法に至る幅広い手法を駆
使して研究を進める。

備考
共同（一部）
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授業科目の名称

講義等の内容
(12 大浦泰嗣、26 芝本幸平、27 白井直樹)
放射性核種を利用して、宇宙化学的、あるいは地球化学的な元素の
移動や循環を明らかにするとともに、その新たな手法の開発も行
う。また、天然の核現象についても扱う。

化学特別セミナーⅣ
（研究指導）
化
学
専
攻

備考
共同（一部）

(13 久冨木志郎、21 秋山和彦)
メスバウアー分光法、ガンマ線スペクトロメトリーなどの放射化学
的手法を用いて導電性ガラス、フラーレンなどの機能性材料の構造
と物性の相関解明を行う。
(14 好村滋行、25 川端庸平)
ソフトマター（両親媒性分子、高分子、液晶、コロイドなどを含む
集合系）の構造、相挙動、ダイナミクスに関する実験的及び理論的
研究を行う。

化学学外体験実習

放射線実験法Ⅰ

化学の専門教育に関連した実習体験・研究体験・ボランティア活動
などで一定の要件を満たしたものを履修授業科目として単位認定す
ることで、学生が幅広い学力を身につけることを目的とする。実習
は大学院のカリキュラムレベルに相当する内容で、学外における30
時間以上の実習または研究活動であることを要件とする。実施開始
日より6週間以上前に指導教員に予備申請を行い、実習内容について
指導教員から許可を受けることが必要である。重複申請が可能であ
る。
放射線やRIの取扱い、法令に関する基礎的知識を修得し、法令に従
いRIの取扱いができるようになることを目的として、放射線や放射
性同位元素（RI)に関する基礎知識、安全取扱法、法令・管理などを
学ぶことにより、放射線やRIに対する科学リテラシーを養う。放射
線・RIの基礎的事項や法令・管理技術について、物理理系、化学
系、生物系などの各分野の専門家により講義する。

放射線実験法Ⅱ

放射線やRIの取扱い、法令に関する基礎的知識を修得し、法令に従
いRIの取扱いができるようになることを目的として、密封及び非密
封放射線源の取扱いに関する以下の実習を行うことにより、放射
線・RIについての理解を深める。
・放射線の線量測定及び計測法（物理系実習）
・溶媒抽出法を用いた放射性核種の分離及び半減期測定（化学系実
習）
・S-35をトレーサとするインビトロタンパク質合成（生物系実習）

物理化学特別講義Ⅰ

物理学と化学の両分野にまたがる講義で、主担当となる専攻以外が
履修する科目である。主担当専攻における授業科目名は以下のとお
りである。
物理学：物理実験学特論C、物理実験学特論D、ナノ・表面界面物性
特論I、ナノ・表面界面物性特論II、ソフトマター物性特論I、ソフ
トマター物性特論II、物質科学ミニマム特論、物理化学特別講義I
（集中）
化学：物理化学特別講義I（集中）

共
通
科
目

物理化学特別講義Ⅱ

物理学と化学の両分野にまたがる講義で、主担当となる専攻以外が
履修する科目である。主担当専攻における授業科目名は以下のとお
りである。
物理学：原子物理学、物性物理学I
化学：化学特論V、化学特論VI、化学特論VII、化学特別講義II（分
光光化学）

（注）
１ 開設する授業科目の数に応じ，適宜枠の数を増やして記入すること。
２ 私立の大学若しくは高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の認可を受けようとする場合若しくは届出を行おうとする場合，大学等
の設置者の変更の認可を受けようとする場合又は大学等の廃止の認可を受けようとする場合若しくは届出を行おうとする場合は，この書
類を作成する必要はない。
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授業科目の名称

講義等の内容
研究論文を通して神経の基礎を様々な実験動物を用いた研究で明ら
かにされて来た背景を紹介しつつ、最新の研究成果も交えて解説す
る。

生体情報学特論

生化学特論

備考
オムニバス方式
隔年開講

オムニバス方式（全15回）
（8 安藤香奈絵/4回）
脳・神経系の成り立ち、ニューロン（神経細胞）、シナプスの構造
など
（13 黒川信/4回）
ニューロンの興奮、シナプス伝達の生理学など
（14 坂井貴臣/4回）
ショウジョウバエの最先端の神経研究、生得的行動の制御、学習記
憶の獲得の神経機序など
（1 相垣敏郎/3回）
ショウジョウバエの代謝、老化など
現在の生化学・分子細胞生物学研究の多くは、過去の研究者の発見
を足場に展開されている。その経過を学習することは、現在の大学
院での研究テーマを進める上で役に立つだけでなく、広く問題設定
とその解決方法を広く理解する上で有用であると考えられる。受講
生は、単に知識を増やすだけでなく、過去の成功例から自身の今後
の研究展開に活かせるような形で学習を進めていってもらいたいと
考えている。

オムニバス方式
隔年開講

オムニバス方式（全15回）
（4 川原裕之/8回）
動物細胞を使った生化学・分子細胞生物学研究
（2 岡本龍史/7回）
植物を使った生化学・分子細胞生物学研究

生
命
科
学
専
攻

発生生物学の最新知識の習得および、論文の構造を理解し、批判的 オムニバス方式
に読む力、論文紹介を的確に行え、質問できる力の習得を目標とす 隔年開講
る。英語論文の構成、読み取り方、発表の仕方を学ぶ。発生生物学
に関する優れた論文を取り上げ、各自が論文を読み、発表を行い、
質疑応答を行う。各自最低2回の発表が要求される。発表時には参加
者全員に議論が求められる。
発生生物学特論
オムニバス方式（全15回）
（19 福田 公子/8回）
論文はどう読むか、論文の構成など
（16 髙鳥 直士/7回）
論文はどう発表するか、質疑応答の意義など
「遺伝学からみた進化生物学」をテーマに講義を行う。生物進化を オムニバス方式
理解するためには、その設計図となるDNA分子および遺伝子やゲノム 隔年開講
の進化を理解することが重要である。

進化遺伝学特論

オムニバス方式（全15回）
（5 田村浩一郎/8回）
実際に配列データを解析することによって分子進化・分子系統学に
おける解析手法の原理を学び、DNA分子や遺伝子・ゲノムの進化の根
底にある法則を理解する。
（17 髙橋文/7回）
生物集団における遺伝子の確率的・決定論的動向について考える。
特に、生物進化の種々の要因について、集団遺伝学による理論的背
景を理解し、実際の研究実践例に関して議論する。
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授業科目の名称

講義等の内容
「現代の生態学〜基本的な研究を例として〜」をテーマに講義を行
う。環境問題など応用的な課題を科学的な観点から理解できるよう
になると同時に、文献から知識を得るだけでなく、野外で生きた動
物の示す現象と向き合える術を修得することを目標とする。

生態学特論

生
命
科
学
専
攻

オムニバス方式
隔年開講

オムニバス方式（全15回）
（12 鐘ヶ江健/8回）
シダ植物の光センシングの研究、およびそこで使われた技術
（11 角川洋子/7回）
陸上植物のさまざま系統で進化し機能分化した植物細胞の研究、お
よびそこで使われた技術
植物系統分類学・進化学、動物系統分類学の基礎や最新研究につい
て講義する。

系統分類学特論

オムニバス方式
隔年開講

オムニバス方式（全15回）
（3 加藤 潤一/5回）
大腸菌の分子生物学、ゲノムサイエンス研究
（10 得平 茂樹/5回）
シアノバクテリアの分子生物学、ゲノムサイエンス研究
（18 春田 伸/5回）
環境中の微生物の分子生物学、ゲノムサイエンス研究
細胞生物学研究に用いられる技術や、それによって得られた研究成
果について、理解を深めることを目的とする。例とする研究およ
び、そこで使われた技術について解説したり、文献を調べたりす
る。受講者は選んだテーマに対し、どのような技術を使って研究す
ることができるかを考え、発表する。

細胞生物学特論

オムニバス方式
隔年開講

オムニバス方式（全15回）
（6 林文男/8回）
動物の生態を理解するための基本概念に関する授業を行い、野生動
物の生態の理解を深める。
（15 鈴木準一郎/7回）
環境問題など生態学の応用的課題の学習を通じて、生態学の重要な
概念を学び、受講者が、生態学的な観点から自然を理解する。2部で
は、学部レベルの生態学の知識を前提に講義を行う。

微生物を使った分子生物学の最新研究をテーマに講義を行う。塩基
配列決定法の進歩により、今や多くの生物のゲノム構造が明らかに
されている。そのようなゲノム情報に基づく分子生物学的、ゲノム
サイエンス的な手法は、基礎的な分野から、医療、産業面まで、幅
広く使われるようになっている。
分子生物学特論

備考

オムニバス方式（全15回）
（7 村上哲明/8回）
種は分類の最も基本的な単位ではあるが、種とは何かを定義するこ
とは非常に難しい。さらに、種分化、すなわち１つの種が２つの種
に分かれる過程は、生物多様性を生み出す最も重要なプロセスであ
ると考えられる。種と種分化についての英文総説を輪読すること
で、種についての理解を深める。
（9 江口克之/7回）
動物の既知種は130万種を越えるが、実際の種数は数千万種を超える
と見積もられている。動物の種多様性、種分化、隠蔽種、生物の分
布パターンとその背景（系統地理）などに関する研究紹介や英文文
献の輪読などを通じて、系統分類学や生物地理学における思考プロ
セスを理解する。

オムニバス方式
隔年開講
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授業科目の名称

講義等の内容
神経細胞および様々な細胞の情報交換の仕組みの最先端研究を理解
し、その発見や研究方法について議論を行う。ニューロンやシナプ
スなどに関する神経科学の基礎的事項を理解している事を前提とす
る。

細胞情報特別講義

生
命
科
学
専
攻

発生再生特別講義

オムニバス方式
隔年開講

オムニバス方式（全8回）
（8 安藤 香奈絵/2回）
神経研究の論文を読み、英語で発表する力を養う。
（13 黒川 信/2回）
軟体動物の行動を支配するニューロンを理解する。
（14 坂井 貴臣/2回）
ショウジョウバエにおける行動や学習・記憶の機構の分子機構を理
解する。
（1 相垣 敏郎/1回）
ショウジョウバエにおける老化の分子機構を理解する。
「タンパク質の代謝と生殖のメカニズム」をテーマに講義を行う。

生体分子特別講義

備考

オムニバス方式
隔年開講

オムニバス方式（全8回）
（4 川原裕之/4回）
細胞内タンパク質代謝の中核をなすユビキチン系に焦点を当て、そ
の歴史的発見から生物機能までを俯瞰したい。ユビキチン系に支配
される増殖・タンパク質品質管理・免疫応答について理解を深め
る。
（2 岡本龍史/4回）
生物の有性生殖機構について、配布するテキストを基にして、履修
者各自が興味ある生殖現象について調べ発表を行う。様々な生物に
おける生殖メカニズムについて理解を深める。
授業のテーマは「現代発生生物学研究」で、現代の発生生物学の基
礎的知識の習得、論文を批判的に読む習慣、的確に発表できる力を
つけることを目標にする。論文を批判的に読み、的確に発表し、質
問できる力をつけるため、発生生物学に関する優れた論文をとりあ
げ、それを読んだ後、その論文について発表を行い、質疑応答を行
う。受講生数にもよるが、各自数回の発表が要求されるはずであ
る。また発表時には参加者全員に発言が求められる。

オムニバス方式
隔年開講

オムニバス方式（全8回）
（19 福田公子/4回）
脊椎動物の発生機構に関わる論文を読み、発表する。
（16 髙鳥直士/4回）
無脊椎動物の発生機構に関わる論文を読み、発表する。
「集団遺伝学と進化遺伝学」をテーマに講義を行う。集団遺伝学、
進化遺伝学の基本的な考え方を知り、データ解析の実践についての
知識を身につける。生物集団の遺伝的変異に関して、その理論的な
扱い方を学ぶことは、ゲノム解析、システムバイオロジー、保全生
物学など多くの生物分野の基礎となる。
遺伝情報特別講義

オムニバス方式（全8回）
（5 田村 浩一郎/4回）
進化遺伝学の基本的な考え方及び、実際のデータ解析への応用
（17 髙橋 文/4回）
集団遺伝学の基本的な考え方及び、実際のデータ解析への応用

オムニバス方式
隔年開講
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授業科目の名称

講義等の内容
「動物群集の動態、植物群集の動態」をテーマに講義を行う。授業
内で適宜プリントや資料が配られる。成績評価はレポートや出席な
どで決められる。

生態科学特別講義

生
命
科
学
専
攻

オムニバス方式
隔年開講

オムニバス方式（全8回）
（12 鐘ヶ江 健/4回）
光センシングに関るフィトクロム、クリプトクロム、フォトトロピ
ン等の構造、機能、光シグナリングに関する分子機構について、こ
れまでの研究の背景と最近の研究成果などを紹介する。
（11 角川 洋子/4回）
陸上植物に関する系統進化学的研究において、生育環境と関連して
進化してきた形質についての研究を紹介する。
研究者がどのような手段、情報に基づいて生物の系統や進化を理解
するのか、その思考的プロセスを理解することを目標とする。

系統進化特別講義

オムニバス方式
隔年開講

オムニバス方式（全8回）
（3 加藤潤一/2回）
微生物ではゲノムの一次構造を利用し、基本的な増殖機構の全体像
の解明に向けて研究が進められている。細菌のゲノムの構造と複製
機構、細胞増殖機構について理解する。
（10 得平茂樹/3回）
代謝を制御する高度に統合されたネットワークは、微生物において
も未解明の部分が多く残されている。微生物の代謝制御の分子機構
を解明した最新の研究を紹介し、その手法を学ぶ。
（18 春田伸/3回）
微生物の生理機能の多様性を理解し、微生物と環境とのかかわり、
および、動物・植物との相互作用について議論する。環境変化への
応答／エネルギーと物質の循環／微生物群集機能と微生物生態系の
成立等を扱う。
研究者がどのような手段、情報に基づいて、植物の生理的反応や、
陸上植物のさまざま系統で進化した環境応答に関する現象を理解す
るのか、その思考的プロセスを理解する。

環境応答特別講義

オムニバス方式
隔年開講

オムニバス方式（全8回）
（6 林文男/4回）
動物群集の動態をどう把握するか、その手法を知る。動物群集の動
態に関する研究手法に関する研究発展の紹介と基本文献の講読を行
う。
（15 鈴木準一郎/4回）
植物群集で見られる種間相互作用・物質生産を理解する。植物群集
の動態に関する研究発展の紹介と基本文献の講読を行う。
「細菌の細胞増殖機構と代謝制御機構、多様性」をテーマに講義を
行う。

細胞科学特別講義

備考

オムニバス方式（全8回）
（7 村上哲明/4回）
シダ植物には有性生殖をやめて無配生殖と呼ばれる無性生殖を行う
ようになった種が少なくない。また、形態で区別するのは困難であ
るが。明確な生殖的隔離の見られる隠蔽種が多数存在するのもシダ
植物の特徴である。シダ植物の無配生殖種と隠蔽種に関する我々の
研究を概説する。
（9 江口克之/4回）
アリ科は昆虫綱膜翅目に属し、既知種約１万１千種を擁する。アリ
類の系統進化や多様な生活様式について概説するとともに、東南ア
ジアにおけるアリ類の多様性研究の現状と今後の展望について紹介
する。

オムニバス方式
隔年開講

別記様式第２号（その３の１）
（用紙

授
（理学研究科
科目
区分

生命科学専攻

業

科

目

の

概

日本工業規格Ａ４縦型）

要

博士前期課程）

授業科目の名称

生命科学特別演習Ⅰ

生命科学特別演習Ⅱ

企画経営演習１

企画経営演習２
生
命
科
学
専
攻
国際実践演習１

国際実践演習２

研究評価演習１

研究評価演習２

講義等の内容
生物科学の急速な進展と社会における重要性の増大に伴い、高等学
校の生物の授業においても生徒に新しい知識を正しく解説する必要
性が高まっている。高校教員を目指す大学院生、現職の高校教員、
および高校教育に関心のある受講生を対象に、最新生命科学、生物
科学の内容を高校でも取り上げることができるように、様々なテー
マで実験、実習を行う。
高校教員を目指す大学院生、現職の高校教員、および高校教育に関
心のある受講生を対象に、生徒が生物の授業で自ら主体的に学習し
問題を創造できるようになるための授業法を、各受講生が自分で開
発できるようになることを目指す。質問・課題を生徒が設定できる
ようになる方法や実験・観察から始まる授業を生徒が主体的に取り
組めるようにする方法を取り上げる。
学生の自発的な活動を援助し、それらの活動の中で研究や仕事をす
る上での基礎的な力の自主的育成をめざす。目的・到達目標 大学院
生が自ら「企画力」「実行力」「評価力」を身につけて、創造的な
研究力を強化し、研究者・開発企画者・教育者・経営管理者として
社会の様々な分野で活躍できるようにすることを将来的な目的とし
た演習である。諸企画を受講学生が企画し、学生相互で助言・評価
を行った上で実施する。実施結果について自己評価・相互評価を行
い、次の企画の改善に繋げる。前期開講。
学生の自発的な活動を援助し、それらの活動の中で研究や仕事をす
る上での基礎的な力の自主的育成をめざす。目的・到達目標 大学院
生が自ら「企画力」「実行力」「評価力」を身につけて、創造的な
研究力を強化し、研究者・開発企画者・教育者・経営管理者として
社会の様々な分野で活躍できるようにすることを将来的な目的とし
た演習である。諸企画を受講学生が企画し、学生相互で助言・評価
を行った上で実施する。実施結果について自己評価・相互評価を行
い、次の企画の改善に繋げる。後期開講。
国際的指導力をつけるための演習である。目標は討論ができる英語
力、国際的な指導力を身につけることである。国際指導力をつける
ために、自主的に弱点を克服し、力を伸ばすようなコースを作り、
それを受講する。海外のラボへの長期訪問、海外若手研究者の招
聘、国際シンポジウムの開催、交換留学などを含む。評価は報告書
で行う。前期開講。
国際的指導力をつけるための演習である。目標は討論ができる英語
力、国際的な指導力を身につけることである。国際指導力をつける
ために、自主的に弱点を克服し、力を伸ばすようなコースを作り、
それを受講する。海外のラボへの長期訪問、海外若手研究者の招
聘、国際シンポジウムの開催、交換留学などを含む。評価は報告書
で行う。後期開講。
他人の書いた複数の申請書、報告書を批判的に読むことを通じて、
より良い研究計画の立案や申請書の作成の方法を学ぶことができ
る。また、論理的に批判する技術やそれを伝える技術を演習から学
べる。研究計画報告書、研究報告書あるいは日本学術振興会特別研
究員の申請用紙など用いて、今後の在学期間の研究計画を作成し、
その内容を発表し、相互に批判する。その後、申請を改訂し、相互
にレフェリーとなり、自分以外の申請書を評価する。さらに申請者
に対し、その評価結果を理由とともに説明する。相互評価の結果を
集計し、評価者間で議論をし、申請書の順位を付ける。前期開講。
目的・到達目標 他人の研究発表の評価を通じて、より分かりやすい
発表とは何かを理解し、自らの発表能力を向上させることができ
る。授業計画・内容 学会あるいは研究発表会等に聴衆として参加
し、複数の発表を聞き、その内容を評価する。その結果を評価の根
拠とともにレポートとしてまとめる。なお、評価のポイントに関す
るガイダンスを発表会の前にkibacoを利用して実施する。後期開
講。

備考

別記様式第２号（その３の１）
（用紙

授
（理学研究科
科目
区分

生命科学専攻

業

科

目

の

概

日本工業規格Ａ４縦型）

要

博士前期課程）

授業科目の名称

生命科学特論

生命科学特別講義

生命科学特別セミナー１

生命科学特別セミナー２
生
命
科
学
専
攻
生命科学セミナー１

生命科学セミナー２

生命科学特別実験

生命科学特別実習I

講義等の内容
生物系のためのＲプログラミング入門。Ｒのプログラミングの基礎
を習得し、簡単なプログラムを自分で書いて実行できるようにす
る。Ｒで解析するデータを準備し、多量のデータを効率よく処理・
集計することや、データセットのタイプに応じて適切に図化するま
での基本的な流れを理解する。各自の研究にRを活用することを見据
え、基本的なパーツの組み合わせでさまざまな目的に応じた処理が
可能となることを理解する。
高校教員を目指す大学院生、現職の高校教員、および高校教育に関
心のある受講生を対象に、現代生物学の進歩を能率良く整理して修
得することを目指す。授業計画・内容 高校生物で扱われている内容
に密接に関係する最近の生物科学の進展を、各教員が特に重要な点
に絞って解説し、受講者の質問に答える。テーマは、できるだけ広
範に生物学の各分野をカバーするように選定する。
生物学教室セミナーとして、国内外のゲスト研究者および学科内の
研究者による、最新の生物科学分野における研究紹介が公開で適時
開催される。本セミナーを履修申請を行って聴講することによっ
て、授業科目として単位が認定される。修士、博士両課程の院生が
毎年履修することを推奨する。前期開講。

生物学教室セミナーとして、国内外のゲスト研究者および学科内の
研究者による、最新の生物科学分野における研究紹介が公開で適時
開催される。本セミナーを履修申請を行って聴講することによっ
て、授業科目として単位が認定される。修士、博士両課程の院生が
毎年履修することを推奨する。後期開講。

各研究室で行う、論文紹介、自分の研究紹介、講師の講演などのセ
ミナーで、原則として、すべての院生が自分が所属する研究室のセ
ミナーを履修することが強く求められる。同一研究室で各期に複数
のセミナーが開講されている場合や、関連する研究室のセミナーの
履修を希望する場合は、指導教員の履修指導を受けること。前期開
講。
各研究室で行う、論文紹介、自分の研究紹介、講師の講演などのセ
ミナーで、原則として、すべての院生が自分が所属する研究室のセ
ミナーを履修することが強く求められる。同一研究室で各期に複数
のセミナーが開講されている場合や、関連する研究室のセミナーの
履修を希望する場合は、指導教員の履修指導を受けること。後期開
講。
授業計画・内容 生命科学分野における基礎的実験法を習得する。主
に他専攻学生などを対象した科目。
基礎実験法１：生態学分野、微生物学分野
基礎実験法２：生化学分野、細胞生物学分野
基礎実験法３：神経生物学分野
基礎実験法４：発生生物学分野
基礎実験法５：分子生物学分野、遺伝学分野
基礎実験法６：系統分類学分野
授業計画・内容 生命科学分野における特に基礎的研究法を習得する
ための実習。生態学、微生物学、生化学、細胞生物学、分子生物
学、神経生物学、発生生物学、遺伝学、系統分類学、情報生物学な
どの様々な分野の基礎的研究手法を含む。

備考

別記様式第２号（その３の１）
（用紙

授
（理学研究科
科目
区分

生命科学専攻

業

科

目

の

概

日本工業規格Ａ４縦型）

要

博士前期課程）

授業科目の名称

生命科学特別実習Ⅱ

講義等の内容
特別な事情で受講する必要がある学生のための生命科学の実習で、
個々人に応じた内容で行われる。６つの分野に合わせて行う。
研究法１：生態学分野、微生物学分野
研究法２：生化学分野、細胞生物学分野
研究法３：神経生物学分野
研究法４：発生生物学分野
研究法５：分子生物学分野、遺伝学分野
研究法６：系統分類学分野

生命科学実験１

授業計画・内容 各研究室で行われる、各個人の研究に関連する実験
技術、調査技術などに関する実技指導で、配属当初にまとめて行わ
れる他、各個人の研究の進展に応じて行われる。実施は、かならず
しも時間割どおりでないので、各自の指導教員に問い合わせるこ
と。実験・調査に関する技術的な指導を受けている間は、所属研究
室での開講がある限り当該研究室の開講科目を履修することが期待
されている。ただし、研究指導を受ける部分は単位外であるため、
実験や調査に関する技術的な指導を受ける段階をほぼ終了している
者は履修する必要はない。前期開講。

生命科学実験２

授業計画・内容 各研究室で行われる、各個人の研究に関連する実験
技術、調査技術などに関する実技指導で、配属当初にまとめて行わ
れる他、各個人の研究の進展に応じて行われる。実施は、かならず
しも時間割どおりでないので、各自の指導教員に問い合わせるこ
と。実験・調査に関する技術的な指導を受けている間は、所属研究
室での開講がある限り当該研究室の開講科目を履修することが期待
されている。ただし、研究指導を受ける部分は単位外であるため、
実験や調査に関する技術的な指導を受ける段階をほぼ終了している
者は履修する必要はない。後期開講。

生
命
科
学
専
攻

生命科学放射線実習

生命科学学外体験実習１

生命科学学外体験実習２

非密封の放射性同位元素を新たに研究に利用しようとする大学院生 共同
を対象に、生物学の実験において放射性標識化合物を安全に取り扱
うための基礎的技術を習得させる。生物学の実験において放射性標
識化合物（非密封の放射性同位元素）を安全に取り扱うための基礎
的技術を習得する。授業計画・内容 放射線業務従事者としての認定
を受けた者のみを対象とする。安全性を確保するため履修人数を制
限する場合があるが、その際は放射性同位元素の使用計画が明らか
な初心者を優先する。

いわゆるインターンシップに相当する。平成13年度に新設された科
目で、企業、官庁、各種団体等など学外での自主的な就業体験、活
動体験、実習体験を奨励し、一定の要件を満たせば単位を認定する
ものである。受け入れ先は、学生が自分で見つける。生物学に関連
する実習体験で、おおむね30時間以上の実施があり、受け入れ先の
承諾が得られる必要がある。前期開講。
いわゆるインターンシップに相当する。平成13年度に新設された科
目で、企業、官庁、各種団体等など学外での自主的な就業体験、活
動体験、実習体験を奨励し、一定の要件を満たせば単位を認定する
ものである。受け入れ先は、学生が自分で見つける。生物学に関連
する実習体験で、おおむね30時間以上の実施があり、受け入れ先の
承諾が得られる必要がある。後期開講。

備考

別記様式第２号（その３の１）
（用紙

授
（理学研究科
科目
区分

生命科学専攻

業

科

目

の

概

日本工業規格Ａ４縦型）

要

博士前期課程）

授業科目の名称

講義等の内容
博士前期課程を対象とする。
各研究室に所属し、研究室の教員の指導のもとで研究課題を設定・
遂行することを通して、問題の解決・論文の作成・研究成果の発表
等の能力を修得する。
（2 岡本龍史）
被子植物の受精および初期胚発生の過程を顕微鏡下で再現する実験
系を用いて、植物の生殖および発生機構を解明する。
（3 加藤潤一）
バクテリアを材料にして「増殖、生存」、「細胞分化」という生命
の普遍的なプロセスを分子レベルで理解することを目標に、様々な
遺伝子について解析する。
（4 川原裕之）
細胞の増殖・分化・癌化・死に関わる新規遺伝子産物の同定と解析
を進め、全体を細胞機能制御のための新しいシステムとして統合的
に理解する。

生
命
科
学
専
攻

（研究指導）

（5 田村浩一郎）
生物進化の原因となるゲノムや遺伝子の変化を分子レベルで解明す
るため、環境適応や種分化のメカニズムに焦点を当て解析する。
（6 林文男）
小型哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類、昆虫類、ダニ類など
様々な動物について、生態、行動、進化、保全の研究を行う。
（7 村上哲明）
高等植物や菌類（キノコ類）の多様性や進化の歴史、種分化過程の
解明を、フィールドでの標本資料の収集や調査・研究と実験室での
各種解析手法と結びつけて行う。
（8 安藤香奈絵）
神経細胞の分化、移動、シナプス活動、老化、細胞死など様々な神
経活動を制御する因子の活性調節と役割を手がかりにして、脳の仕
組みを解明する。
（9 江口克之）
昆虫やクモの新種の記載、系統関係の推定、分類体系の構築を行う
とともに、系統情報をベースとした比較形態学、比較行動学、生物
地理学的な解析を行う。

備考

別記様式第２号（その３の１）
（用紙

授
（理学研究科
科目
区分

生命科学専攻

業

科

目

の

概

日本工業規格Ａ４縦型）

要

博士前期課程）

授業科目の名称

講義等の内容
（12 鐘ヶ江健）
光によって調節される植物の形態形成や細胞内運動の光受容から信
号伝達、現象発現にいたるまでの過程を、細胞生物学、生理学、分
子生物学的に解析する。
（13 黒川信）
多様な無脊椎動物を実験動物として、行動とそれを支える内臓運動
の神経制御機構についてニューロンレベルで解析する。

生
命
科
学
専
攻

（14 坂井貴臣）
ショウジョウバエを使って、複雑な生命現象にかかわる遺伝子のは
たらきを解明する研究を行う。ターゲットは、老化、行動、ゲノム
の構造と機能である。
（研究指導）

（15 鈴木準一郎）
高等植物の生態現象をさまざまな時間的・空間的スケールで多角的
にとらえることをめざして、フィールド研究、実験的研究、および
シミュレーション等を行う。
（18 春田伸）
土壌や水圏、熱水など様々な環境における微生物の生理的・生態学
的特性の解明を通して、微生物機能の活用の方策を探る。
（19 福田公子）
受精卵から複雑な体ができる過程で、体の形や細胞の種類、様々な
機能の器官をつくるために、どのような遺伝子や分子が、いつ、ど
こで、どうやって働いているのかを解明する。

放射線実験法Ⅰ

放射線やRIの取扱い、法令に関する基礎的知識を修得し、法令に従
いRIの取扱いができるようになることを目的として、放射線や放射
性同位元素（RI)に関する基礎知識、安全取扱法、法令・管理などを
学ぶことにより、放射線やRIに対する科学リテラシーを養う。放射
線・RIの基礎的事項や法令・管理技術について、物理理系、化学
系、生物系などの各分野の専門家により講義する。

放射線実験法Ⅱ

放射線やRIの取扱い、法令に関する基礎的知識を修得し、法令に従
いRIの取扱いができるようになることを目的として、密封及び非密
封放射線源の取扱いに関する以下の実習を行うことにより、放射
線・RIについての理解を深める。
・放射線の線量測定及び計測法（物理系実習）
・溶媒抽出法を用いた放射性核種の分離及び半減期測定（化学系実
習）
・S-35をトレーサとするインビトロタンパク質合成（生物系実習）

物理化学特別講義Ⅰ

物理学と化学の両分野にまたがる講義で、主担当となる専攻以外が
履修する科目である。主担当専攻における授業科目名は以下のとお
りである。
物理学：物理実験学特論C、物理実験学特論D、ナノ・表面界面物性
特論I、ナノ・表面界面物性特論II、ソフトマター物性特論I、ソフ
トマター物性特論II、物質科学ミニマム特論、物理化学特別講義I
（集中）
化学：物理化学特別講義I（集中）

共
通
科
目

物理化学特別講義Ⅱ

物理学と化学の両分野にまたがる講義で、主担当となる専攻以外が
履修する科目である。主担当専攻における授業科目名は以下のとお
りである。
物理学：原子物理学、物性物理学I
化学：化学特論V、化学特論VI、化学特論VII、化学特別講義II（分
光光化学）

備考

別記様式第２号（その３の１）
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授業科目の名称

講義等の内容
研究論文を通して神経の基礎を様々な実験動物を用いた研究で明ら
かにされて来た背景を紹介しつつ、最新の研究成果も交えて解説す
る。

生体情報学特論

生化学特論

備考
オムニバス方式
隔年開講

オムニバス方式（全15回）
（8 安藤香奈絵/4回）
脳・神経系の成り立ち、ニューロン（神経細胞）、シナプスの構造
など
（13 黒川信/4回）
ニューロンの興奮、シナプス伝達の生理学など
（14 坂井貴臣/4回）
ショウジョウバエの最先端の神経研究、生得的行動の制御、学習記
憶の獲得の神経機序など
（1 相垣敏郎/3回）
ショウジョウバエの代謝、老化など
現在の生化学・分子細胞生物学研究の多くは、過去の研究者の発見
を足場に展開されている。その経過を学習することは、現在の大学
院での研究テーマを進める上で役に立つだけでなく、広く問題設定
とその解決方法を広く理解する上で有用であると考えられる。受講
生は、単に知識を増やすだけでなく、過去の成功例から自身の今後
の研究展開に活かせるような形で学習を進めていってもらいたいと
考えている。

オムニバス方式
隔年開講

オムニバス方式（全15回）
（4 川原裕之/8回）
動物細胞を使った生化学・分子細胞生物学研究
（2 岡本龍史/7回）
植物を使った生化学・分子細胞生物学研究

生
命
科
学
専
攻

発生生物学の最新知識の習得および、論文の構造を理解し、批判的 オムニバス方式
に読む力、論文紹介を的確に行え、質問できる力の習得を目標とす 隔年開講
る。英語論文の構成、読み取り方、発表の仕方を学ぶ。発生生物学
に関する優れた論文を取り上げ、各自が論文を読み、発表を行い、
質疑応答を行う。各自最低2回の発表が要求される。発表時には参加
者全員に議論が求められる。
発生生物学特論
オムニバス方式（全15回）
（19 福田 公子/8回）
論文はどう読むか、論文の構成など
（16 髙鳥 直士/7回）
論文はどう発表するか、質疑応答の意義など
「遺伝学からみた進化生物学」をテーマに講義を行う。生物進化を オムニバス方式
理解するためには、その設計図となるDNA分子および遺伝子やゲノム 隔年開講
の進化を理解することが重要である。

進化遺伝学特論

オムニバス方式（全15回）
（5 田村浩一郎/8回）
実際に配列データを解析することによって分子進化・分子系統学に
おける解析手法の原理を学び、DNA分子や遺伝子・ゲノムの進化の根
底にある法則を理解する。
（17 髙橋文/7回）
生物集団における遺伝子の確率的・決定論的動向について考える。
特に、生物進化の種々の要因について、集団遺伝学による理論的背
景を理解し、実際の研究実践例に関して議論する。

別記様式第２号（その３の１）
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授業科目の名称

講義等の内容
「現代の生態学〜基本的な研究を例として〜」をテーマに講義を行
う。環境問題など応用的な課題を科学的な観点から理解できるよう
になると同時に、文献から知識を得るだけでなく、野外で生きた動
物の示す現象と向き合える術を修得することを目標とする。

生態学特論

生
命
科
学
専
攻

オムニバス方式
隔年開講

オムニバス方式（全15回）
（12 鐘ヶ江健/8回）
シダ植物の光センシングの研究、およびそこで使われた技術
（11 角川洋子/7回）
陸上植物のさまざま系統で進化し機能分化した植物細胞の研究、お
よびそこで使われた技術
植物系統分類学・進化学、動物系統分類学の基礎や最新研究につい
て講義する。

系統分類学特論

オムニバス方式
隔年開講

オムニバス方式（全15回）
（3 加藤 潤一/5回）
大腸菌の分子生物学、ゲノムサイエンス研究
（10 得平 茂樹/5回）
シアノバクテリアの分子生物学、ゲノムサイエンス研究
（18 春田 伸/5回）
環境中の微生物の分子生物学、ゲノムサイエンス研究
細胞生物学研究に用いられる技術や、それによって得られた研究成
果について、理解を深めることを目的とする。例とする研究およ
び、そこで使われた技術について解説したり、文献を調べたりす
る。受講者は選んだテーマに対し、どのような技術を使って研究す
ることができるかを考え、発表する。

細胞生物学特論

オムニバス方式
隔年開講

オムニバス方式（全15回）
（6 林文男/8回）
動物の生態を理解するための基本概念に関する授業を行い、野生動
物の生態の理解を深める。
（15 鈴木準一郎/7回）
環境問題など生態学の応用的課題の学習を通じて、生態学の重要な
概念を学び、受講者が、生態学的な観点から自然を理解する。2部で
は、学部レベルの生態学の知識を前提に講義を行う。

微生物を使った分子生物学の最新研究をテーマに講義を行う。塩基
配列決定法の進歩により、今や多くの生物のゲノム構造が明らかに
されている。そのようなゲノム情報に基づく分子生物学的、ゲノム
サイエンス的な手法は、基礎的な分野から、医療、産業面まで、幅
広く使われるようになっている。
分子生物学特論

備考

オムニバス方式（全15回）
（7 村上哲明/8回）
種は分類の最も基本的な単位ではあるが、種とは何かを定義するこ
とは非常に難しい。さらに、種分化、すなわち１つの種が２つの種
に分かれる過程は、生物多様性を生み出す最も重要なプロセスであ
ると考えられる。種と種分化についての英文総説を輪読すること
で、種についての理解を深める。
（9 江口克之/7回）
動物の既知種は130万種を越えるが、実際の種数は数千万種を超える
と見積もられている。動物の種多様性、種分化、隠蔽種、生物の分
布パターンとその背景（系統地理）などに関する研究紹介や英文文
献の輪読などを通じて、系統分類学や生物地理学における思考プロ
セスを理解する。

オムニバス方式
隔年開講
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授業科目の名称

講義等の内容
神経細胞および様々な細胞の情報交換の仕組みの最先端研究を理解
し、その発見や研究方法について議論を行う。ニューロンやシナプ
スなどに関する神経科学の基礎的事項を理解している事を前提とす
る。

細胞情報特別講義

生
命
科
学
専
攻

発生再生特別講義

オムニバス方式
隔年開講

オムニバス方式（全8回）
（8 安藤 香奈絵/2回）
神経研究の論文を読み、英語で発表する力を養う。
（13 黒川 信/2回）
軟体動物の行動を支配するニューロンを理解する。
（14 坂井 貴臣/2回）
ショウジョウバエにおける行動や学習・記憶の機構の分子機構を理
解する。
（1 相垣 敏郎/1回）
ショウジョウバエにおける老化の分子機構を理解する。
「タンパク質の代謝と生殖のメカニズム」をテーマに講義を行う。

生体分子特別講義

備考

オムニバス方式（全8回）
（4 川原裕之/4回）
細胞内タンパク質代謝の中核をなすユビキチン系に焦点を当て、そ
の歴史的発見から生物機能までを俯瞰したい。ユビキチン系に支配
される増殖・タンパク質品質管理・免疫応答について理解を深め
る。
（2 岡本龍史/4回）
生物の有性生殖機構について、配布するテキストを基にして、履修
者各自が興味ある生殖現象について調べ発表を行う。様々な生物に
おける生殖メカニズムについて理解を深める。
授業のテーマは「現代発生生物学研究」で、現代の発生生物学の基
礎的知識の習得、論文を批判的に読む習慣、的確に発表できる力を
つけることを目標にする。論文を批判的に読み、的確に発表し、質
問できる力をつけるため、発生生物学に関する優れた論文をとりあ
げ、それを読んだ後、その論文について発表を行い、質疑応答を行
う。受講生数にもよるが、各自数回の発表が要求されるはずであ
る。また発表時には参加者全員に発言が求められる。

オムニバス方式
隔年開講

オムニバス方式
隔年開講

オムニバス方式（全8回）
（19 福田公子/4回）
脊椎動物の発生機構に関わる論文を読み、発表する。
（16 髙鳥直士/4回）
無脊椎動物の発生機構に関わる論文を読み、発表する。
「集団遺伝学と進化遺伝学」をテーマに講義を行う。集団遺伝学、
進化遺伝学の基本的な考え方を知り、データ解析の実践についての
知識を身につける。生物集団の遺伝的変異に関して、その理論的な
扱い方を学ぶことは、ゲノム解析、システムバイオロジー、保全生
物学など多くの生物分野の基礎となる。
遺伝情報特別講義

オムニバス方式（全8回）
（5 田村 浩一郎/4回）
進化遺伝学の基本的な考え方及び、実際のデータ解析への応用
（17 髙橋 文/4回）
集団遺伝学の基本的な考え方及び、実際のデータ解析への応用

オムニバス方式
隔年開講
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授業科目の名称

講義等の内容
「動物群集の動態、植物群集の動態」をテーマに講義を行う。授業
内で適宜プリントや資料が配られる。成績評価はレポートや出席な
どで決められる。

生態科学特別講義

生
命
科
学
専
攻

オムニバス方式
隔年開講

オムニバス方式（全8回）
（12 鐘ヶ江 健/4回）
光センシングに関るフィトクロム、クリプトクロム、フォトトロピ
ン等の構造、機能、光シグナリングに関する分子機構について、こ
れまでの研究の背景と最近の研究成果などを紹介する。
（11 角川 洋子/4回）
陸上植物に関する系統進化学的研究において、生育環境と関連して
進化してきた形質についての研究を紹介する。
研究者がどのような手段、情報に基づいて生物の系統や進化を理解
するのか、その思考的プロセスを理解することを目標とする。

系統進化特別講義

オムニバス方式
隔年開講

オムニバス方式（全8回）
（3 加藤潤一/2回）
微生物ではゲノムの一次構造を利用し、基本的な増殖機構の全体像
の解明に向けて研究が進められている。細菌のゲノムの構造と複製
機構、細胞増殖機構について理解する。
（10 得平茂樹/3回）
代謝を制御する高度に統合されたネットワークは、微生物において
も未解明の部分が多く残されている。微生物の代謝制御の分子機構
を解明した最新の研究を紹介し、その手法を学ぶ。
（18 春田伸/3回）
微生物の生理機能の多様性を理解し、微生物と環境とのかかわり、
および、動物・植物との相互作用について議論する。環境変化への
応答／エネルギーと物質の循環／微生物群集機能と微生物生態系の
成立等を扱う。
研究者がどのような手段、情報に基づいて、植物の生理的反応や、
陸上植物のさまざま系統で進化した環境応答に関する現象を理解す
るのか、その思考的プロセスを理解する。

環境応答特別講義

オムニバス方式
隔年開講

オムニバス方式（全8回）
（6 林文男/4回）
動物群集の動態をどう把握するか、その手法を知る。動物群集の動
態に関する研究手法に関する研究発展の紹介と基本文献の講読を行
う。
（15 鈴木準一郎/4回）
植物群集で見られる種間相互作用・物質生産を理解する。植物群集
の動態に関する研究発展の紹介と基本文献の講読を行う。
「細菌の細胞増殖機構と代謝制御機構、多様性」をテーマに講義を
行う。

細胞科学特別講義

備考

オムニバス方式（全8回）
（7 村上哲明/4回）
シダ植物には有性生殖をやめて無配生殖と呼ばれる無性生殖を行う
ようになった種が少なくない。また、形態で区別するのは困難であ
るが。明確な生殖的隔離の見られる隠蔽種が多数存在するのもシダ
植物の特徴である。シダ植物の無配生殖種と隠蔽種に関する我々の
研究を概説する。
（9 江口克之/4回）
アリ科は昆虫綱膜翅目に属し、既知種約１万１千種を擁する。アリ
類の系統進化や多様な生活様式について概説するとともに、東南ア
ジアにおけるアリ類の多様性研究の現状と今後の展望について紹介
する。

オムニバス方式
隔年開講
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授業科目の名称

生命科学特別演習Ⅰ

生命科学特別演習Ⅱ

企画経営演習１

生
命
科
学
専
攻

科

日本工業規格Ａ４縦型）

企画経営演習２

国際実践演習１

国際実践演習２

研究評価演習１

講義等の内容
生物科学の急速な進展と社会における重要性の増大に伴い、高等学
校の生物の授業においても生徒に新しい知識を正しく解説する必要
性が高まっている。高校教員を目指す大学院生、現職の高校教員、
および高校教育に関心のある受講生を対象に、最新生命科学、生物
科学の内容を高校でも取り上げることができるように、様々なテー
マで実験、実習を行う。
高校教員を目指す大学院生、現職の高校教員、および高校教育に関
心のある受講生を対象に、生徒が生物の授業で自ら主体的に学習し
問題を創造できるようになるための授業法を、各受講生が自分で開
発できるようになることを目指す。質問・課題を生徒が設定できる
ようになる方法や実験・観察から始まる授業を生徒が主体的に取り
組めるようにする方法を取り上げる。
学生の自発的な活動を援助し、それらの活動の中で研究や仕事をす
る上での基礎的な力の自主的育成をめざす。目的・到達目標 大学院
生が自ら「企画力」「実行力」「評価力」を身につけて、創造的な
研究力を強化し、研究者・開発企画者・教育者・経営管理者として
社会の様々な分野で活躍できるようにすることを将来的な目的とし
た演習である。諸企画を受講学生が企画し、学生相互で助言・評価
を行った上で実施する。実施結果について自己評価・相互評価を行
い、次の企画の改善に繋げる。前期開講。
学生の自発的な活動を援助し、それらの活動の中で研究や仕事をす
る上での基礎的な力の自主的育成をめざす。目的・到達目標 大学院
生が自ら「企画力」「実行力」「評価力」を身につけて、創造的な
研究力を強化し、研究者・開発企画者・教育者・経営管理者として
社会の様々な分野で活躍できるようにすることを将来的な目的とし
た演習である。諸企画を受講学生が企画し、学生相互で助言・評価
を行った上で実施する。実施結果について自己評価・相互評価を行
い、次の企画の改善に繋げる。後期開講。
国際的指導力をつけるための演習である。目標は討論ができる英語
力、国際的な指導力を身につけることである。国際指導力をつける
ために、自主的に弱点を克服し、力を伸ばすようなコースを作り、
それを受講する。海外のラボへの長期訪問、海外若手研究者の招
聘、国際シンポジウムの開催、交換留学などを含む。評価は報告書
で行う。前期開講。
国際的指導力をつけるための演習である。目標は討論ができる英語
力、国際的な指導力を身につけることである。国際指導力をつける
ために、自主的に弱点を克服し、力を伸ばすようなコースを作り、
それを受講する。海外のラボへの長期訪問、海外若手研究者の招
聘、国際シンポジウムの開催、交換留学などを含む。評価は報告書
で行う。後期開講。
他人の書いた複数の申請書、報告書を批判的に読むことを通じて、
より良い研究計画の立案や申請書の作成の方法を学ぶことができ
る。また、論理的に批判する技術やそれを伝える技術を演習から学
べる。研究計画報告書、研究報告書あるいは日本学術振興会特別研
究員の申請用紙など用いて、今後の在学期間の研究計画を作成し、
その内容を発表し、相互に批判する。その後、申請を改訂し、相互
にレフェリーとなり、自分以外の申請書を評価する。さらに申請者
に対し、その評価結果を理由とともに説明する。相互評価の結果を
集計し、評価者間で議論をし、申請書の順位を付ける。前期開講。

備考

別記様式第２号（その３の１）
（用紙

授
（理学研究科
科目
区分

生命科学専攻

業

目

の

概

要

博士後期課程）

授業科目の名称

研究評価演習２

生命科学特論

生命科学特別講義

生命科学特別セミナー１
生
命
科
学
専
攻

科

日本工業規格Ａ４縦型）

生命科学特別セミナー２

生命科学セミナー１

生命科学セミナー２

生命科学特別実験

講義等の内容
目的・到達目標 他人の研究発表の評価を通じて、より分かりやすい
発表とは何かを理解し、自らの発表能力を向上させることができ
る。授業計画・内容 学会あるいは研究発表会等に聴衆として参加
し、複数の発表を聞き、その内容を評価する。その結果を評価の根
拠とともにレポートとしてまとめる。なお、評価のポイントに関す
るガイダンスを発表会の前にkibacoを利用して実施する。後期開
講。
生物系のためのＲプログラミング入門。Ｒのプログラミングの基礎
を習得し、簡単なプログラムを自分で書いて実行できるようにす
る。Ｒで解析するデータを準備し、多量のデータを効率よく処理・
集計することや、データセットのタイプに応じて適切に図化するま
での基本的な流れを理解する。各自の研究にRを活用することを見据
え、基本的なパーツの組み合わせでさまざまな目的に応じた処理が
可能となることを理解する。
高校教員を目指す大学院生、現職の高校教員、および高校教育に関
心のある受講生を対象に、現代生物学の進歩を能率良く整理して修
得することを目指す。授業計画・内容 高校生物で扱われている内容
に密接に関係する最近の生物科学の進展を、各教員が特に重要な点
に絞って解説し、受講者の質問に答える。テーマは、できるだけ広
範に生物学の各分野をカバーするように選定する。
生物学教室セミナーとして、国内外のゲスト研究者および学科内の
研究者による、最新の生物科学分野における研究紹介が公開で適時
開催される。本セミナーを履修申請を行って聴講することによっ
て、授業科目として単位が認定される。修士、博士両課程の院生が
毎年履修することを推奨する。前期開講。
生物学教室セミナーとして、国内外のゲスト研究者および学科内の
研究者による、最新の生物科学分野における研究紹介が公開で適時
開催される。本セミナーを履修申請を行って聴講することによっ
て、授業科目として単位が認定される。修士、博士両課程の院生が
毎年履修することを推奨する。後期開講。

各研究室で行う、論文紹介、自分の研究紹介、講師の講演などのセ
ミナーで、原則として、すべての院生が自分が所属する研究室のセ
ミナーを履修することが強く求められる。同一研究室で各期に複数
のセミナーが開講されている場合や、関連する研究室のセミナーの
履修を希望する場合は、指導教員の履修指導を受けること。前期開
講。
各研究室で行う、論文紹介、自分の研究紹介、講師の講演などのセ
ミナーで、原則として、すべての院生が自分が所属する研究室のセ
ミナーを履修することが強く求められる。同一研究室で各期に複数
のセミナーが開講されている場合や、関連する研究室のセミナーの
履修を希望する場合は、指導教員の履修指導を受けること。後期開
講。
授業計画・内容 生命科学分野における基礎的実験法を習得する。主
に他専攻学生などを対象した科目。
基礎実験法１：生態学分野、微生物学分野
基礎実験法２：生化学分野、細胞生物学分野
基礎実験法３：神経生物学分野
基礎実験法４：発生生物学分野
基礎実験法５：分子生物学分野、遺伝学分野
基礎実験法６：系統分類学分野

備考

別記様式第２号（その３の１）
（用紙

授
（理学研究科
科目
区分

生命科学専攻

業

目

の

概

要

博士後期課程）

授業科目の名称

講義等の内容

生命科学特別実習I

授業計画・内容 生命科学分野における特に基礎的研究法を習得する
ための実習。生態学、微生物学、生化学、細胞生物学、分子生物
学、神経生物学、発生生物学、遺伝学、系統分類学、情報生物学な
どの様々な分野の基礎的研究手法を含む。

生命科学特別実習Ⅱ

生命科学実験１

生
命
科
学
専
攻

科

日本工業規格Ａ４縦型）

生命科学実験２

生命科学放射線実習

生命科学学外体験実習１

生命科学学外体験実習２

特別な事情で受講する必要がある学生のための生命科学の実習で、
個々人に応じた内容で行われる。６つの分野に合わせて行う。
研究法１：生態学分野、微生物学分野
研究法２：生化学分野、細胞生物学分野
研究法３：神経生物学分野
研究法４：発生生物学分野
研究法５：分子生物学分野、遺伝学分野
研究法６：系統分類学分野
授業計画・内容 各研究室で行われる、各個人の研究に関連する実験
技術、調査技術などに関する実技指導で、配属当初にまとめて行わ
れる他、各個人の研究の進展に応じて行われる。実施は、かならず
しも時間割どおりでないので、各自の指導教員に問い合わせるこ
と。実験・調査に関する技術的な指導を受けている間は、所属研究
室での開講がある限り当該研究室の開講科目を履修することが期待
されている。ただし、研究指導を受ける部分は単位外であるため、
実験や調査に関する技術的な指導を受ける段階をほぼ終了している
者は履修する必要はない。前期開講。
授業計画・内容 各研究室で行われる、各個人の研究に関連する実験
技術、調査技術などに関する実技指導で、配属当初にまとめて行わ
れる他、各個人の研究の進展に応じて行われる。実施は、かならず
しも時間割どおりでないので、各自の指導教員に問い合わせるこ
と。実験・調査に関する技術的な指導を受けている間は、所属研究
室での開講がある限り当該研究室の開講科目を履修することが期待
されている。ただし、研究指導を受ける部分は単位外であるため、
実験や調査に関する技術的な指導を受ける段階をほぼ終了している
者は履修する必要はない。後期開講。
非密封の放射性同位元素を新たに研究に利用しようとする大学院生 共同
を対象に、生物学の実験において放射性標識化合物を安全に取り扱
うための基礎的技術を習得させる。生物学の実験において放射性標
識化合物（非密封の放射性同位元素）を安全に取り扱うための基礎
的技術を習得する。授業計画・内容 放射線業務従事者としての認定
を受けた者のみを対象とする。安全性を確保するため履修人数を制
限する場合があるが、その際は放射性同位元素の使用計画が明らか
な初心者を優先する。
いわゆるインターンシップに相当する。平成13年度に新設された科
目で、企業、官庁、各種団体等など学外での自主的な就業体験、活
動体験、実習体験を奨励し、一定の要件を満たせば単位を認定する
ものである。受け入れ先は、学生が自分で見つける。生物学に関連
する実習体験で、おおむね30時間以上の実施があり、受け入れ先の
承諾が得られる必要がある。前期開講。
いわゆるインターンシップに相当する。平成13年度に新設された科
目で、企業、官庁、各種団体等など学外での自主的な就業体験、活
動体験、実習体験を奨励し、一定の要件を満たせば単位を認定する
ものである。受け入れ先は、学生が自分で見つける。生物学に関連
する実習体験で、おおむね30時間以上の実施があり、受け入れ先の
承諾が得られる必要がある。後期開講。

備考

別記様式第２号（その３の１）
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要

博士後期課程）

授業科目の名称

講義等の内容
博士後期課程を対象とする。
各研究室に所属し、研究室の教員の指導のもとで研究課題を設定・
遂行することを通して、問題の解決・論文の作成・研究成果の発表
等の能力を修得する。
（2 岡本龍史）
被子植物の受精および初期胚発生の過程を顕微鏡下で再現する実験
系を用いて、植物の生殖および発生機構を解明する。
（3 加藤潤一）
バクテリアを材料にして「増殖、生存」、「細胞分化」という生命
の普遍的なプロセスを分子レベルで理解することを目標に、様々な
遺伝子について解析する。
（4 川原裕之）
細胞の増殖・分化・癌化・死に関わる新規遺伝子産物の同定と解析
を進め、全体を細胞機能制御のための新しいシステムとして統合的
に理解する。
（5 田村浩一郎）
生物進化の原因となるゲノムや遺伝子の変化を分子レベルで解明す
るため、環境適応や種分化のメカニズムに焦点を当て解析する。

生
命
科
学
専
攻

（研究指導）

（6 林文男）
小型哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類、昆虫類、ダニ類など
様々な動物について、生態、行動、進化、保全の研究を行う。
（7 村上哲明）
高等植物や菌類（キノコ類）の多様性や進化の歴史、種分化過程の
解明を、フィールドでの標本資料の収集や調査・研究と実験室での
各種解析手法と結びつけて行う。
（8 安藤香奈絵）
神経細胞の分化、移動、シナプス活動、老化、細胞死など様々な神
経活動を制御する因子の活性調節と役割を手がかりにして、脳の仕
組みを解明する。
（9 江口克之）
昆虫やクモの新種の記載、系統関係の推定、分類体系の構築を行う
とともに、系統情報をベースとした比較形態学、比較行動学、生物
地理学的な解析を行う。
（12 鐘ヶ江健）
光によって調節される植物の形態形成や細胞内運動の光受容から信
号伝達、現象発現にいたるまでの過程を、細胞生物学、生理学、分
子生物学的に解析する。

備考

別記様式第２号（その３の１）
（用紙
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授業科目の名称

講義等の内容
（13 黒川信）
多様な無脊椎動物を実験動物として、行動とそれを支える内臓運動
の神経制御機構についてニューロンレベルで解析する。
（14 坂井貴臣）
ショウジョウバエを使って、複雑な生命現象にかかわる遺伝子のは
たらきを解明する研究を行う。ターゲットは、老化、行動、ゲノム
の構造と機能である。

生
命
科
学
専
攻

（研究指導）

（15 鈴木準一郎）
高等植物の生態現象をさまざまな時間的・空間的スケールで多角的
にとらえることをめざして、フィールド研究、実験的研究、および
シミュレーション等を行う。
（18 春田伸）
土壌や水圏、熱水など様々な環境における微生物の生理的・生態学
的特性の解明を通して、微生物機能の活用の方策を探る。
（19 福田公子）
受精卵から複雑な体ができる過程で、体の形や細胞の種類、様々な
機能の器官をつくるために、どのような遺伝子や分子が、いつ、ど
こで、どうやって働いているのかを解明する。

放射線実験法Ⅰ

放射線実験法Ⅱ
共
通
科
目

物理化学特別講義Ⅰ

物理化学特別講義Ⅱ

放射線やRIの取扱い、法令に関する基礎的知識を修得し、法令に従
いRIの取扱いができるようになることを目的として、放射線や放射
性同位元素（RI)に関する基礎知識、安全取扱法、法令・管理などを
学ぶことにより、放射線やRIに対する科学リテラシーを養う。放射
線・RIの基礎的事項や法令・管理技術について、物理理系、化学
系、生物系などの各分野の専門家により講義する。
放射線やRIの取扱い、法令に関する基礎的知識を修得し、法令に従
いRIの取扱いができるようになることを目的として、密封及び非密
封放射線源の取扱いに関する以下の実習を行うことにより、放射
線・RIについての理解を深める。
・放射線の線量測定及び計測法（物理系実習）
・溶媒抽出法を用いた放射性核種の分離及び半減期測定（化学系実
習）
・S-35をトレーサとするインビトロタンパク質合成（生物系実習）
物理学と化学の両分野にまたがる講義で、主担当となる専攻以外が
履修する科目である。主担当専攻における授業科目名は以下のとお
りである。
物理学：物理実験学特論C、物理実験学特論D、ナノ・表面界面物性
特論I、ナノ・表面界面物性特論II、ソフトマター物性特論I、ソフ
トマター物性特論II、物質科学ミニマム特論、物理化学特別講義I
（集中）
化学：物理化学特別講義I（集中）
物理学と化学の両分野にまたがる講義で、主担当となる専攻以外が
履修する科目である。主担当専攻における授業科目名は以下のとお
りである。
物理学：原子物理学、物性物理学I
化学：化学特論V、化学特論VI、化学特論VII、化学特別講義II（分
光光化学）

備考

公立大学法人首都大学東京 設置認可等に関わる組織の移行表
平成29年度

入学
定員

編入学
定員

収容
定員

首都大学東京
都市教養学部
都市教養学科

都市環境学部
都市環境学科

システムデザイン学部
システムデザイン学科

平成30年度

計
専攻科
助産学専攻科
計

900

3年次
8

3,616

0

収容
定員

変更の事由

110
90

-

200

-

200

-

45
47
48
60

-

0 平成30年4月学生募集停止
学部の設置（届出）
440
360
学部の設置（届出）
800
学部の設置（届出）
800
学部の設置（届出）
180
188
192
240

0
30
50
50
60
30
35

-

0
120
200
200
240
120
140

情報科学科

0
50

-

0 平成30年4月学生募集停止
200 学科の設置（学則変更）

電子情報システム工学科

85

3年次

90

3年次

人文社会学部
人間社会学科
人文学科
法学部
法学科
経済経営学部
経済経営学科
理学部
数理科学科
物理学科
化学科
生命科学科
都市環境学部
200

800
地理環境学科
都市基盤環境学科
建築学科
環境応用化学科
観光科学科
都市政策科学科
システムデザイン学部

270

1,080

80
40
40
40

-

320
160
160
160

1,570

8

6,296

10

-

10

10

-

10

首都大学東京大学院
人文科学研究科
社会行動学専攻(M)
社会行動学専攻(D)
人間科学専攻(M)
人間科学専攻(D)
文化基礎論専攻(M)
文化基礎論専攻(D)
文化関係論専攻(M)
文化関係論専攻(D)

編入学
定員

首都大学東京

機械システム工学科

健康福祉学部
看護学科
理学療法学科
作業療法学科
放射線学科

入学
定員

航空宇宙システム工学科
インダストリアルアート学科
健康福祉学部
看護学科
理学療法学科
作業療法学科
放射線学科
計
専攻科
助産学専攻科
計

0

4

-

28
30
34
18
26
15
10
12

人文科学研究科
社会行動学専攻(M)
社会行動学専攻(D)
人間科学専攻(M)
人間科学専攻(D)
文化基礎論専攻(M)
文化基礎論専攻(D)
文化関係論専攻(M)
文化関係論専攻(D)

学科の設置（学則変更）
学科の設置（学則変更）
学科の設置（学則変更）
学科の設置（学則変更）
学科の設置（学則変更）
学科の設置（学則変更）

348 学科の設置（学則変更）
368 学科の設置（学則変更）

45
50

4
-

80
35
40
40

-

1,570

8

6,296

10

-

10

10

-

10

14
10
17
6
13
5
5
4

-

28
30
34
18
26
15
10
12

180 学科の設置（学則変更）
200 学科の設置（学則変更）
320
140 定員変更（△5）
160
160

首都大学東京大学院

14
10
17
6
13
5
5
4

平成30年4月学生募集停止

公立大学法人首都大学東京 設置認可等に関わる組織の移行表
平成29年度
社会科学研究科
法学政治学専攻(M)
法学政治学専攻(D)
法曹養成専攻（専門職学位課程）

経営学専攻(M)
経営学専攻(D)

入学
定員

編入学
定員

収容
定員

平成30年度

6
4
52
40
5

-

12
12
156
80
15

法曹養成専攻（専門職学位課程）

経営学研究科
経営学専攻(M)
経営学専攻(D)

都市環境科学研究科
都市環境科学専攻(M)
都市環境科学専攻(D)
システムデザイン研究科
システムデザイン専攻(M)
システムデザイン専攻(D)
人間健康科学研究科
人間健康科学専攻(M)
人間健康科学専攻(D)
計

編入学
定員

収容
定員

変更の事由
平成30年4月学生募集停止

法学政治学研究科
法学政治学専攻(M)
法学政治学専攻(D)

理工学研究科
数理情報科学専攻(M)
数理情報科学専攻(D)
物理学専攻(M)
物理学専攻(D)
分子物質化学専攻(M)
分子物質化学専攻(D)
生命科学専攻(M)
生命科学専攻(D)
電気電子工学専攻(M)
電気電子工学専攻(D)
機械工学専攻(M)
機械工学専攻(D)

入学
定員

0
0
0
0
0

-

0
0
0
0
0

6
4
52

-

12
12
156

50
5

-

100
15

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

25
8
35
10
35
9
40
16

-

50
24
70
30
70
27
80
48

165
29

-

330 定員変更（2）
87 定員変更（△2）

215
26

-

430 定員変更（43）
78 定員変更（2）

70
25

-

140 定員変更（20）
75 定員変更（3）

899

-

研究科の設置（届出）

研究科の設置（届出）

平成30年4月学生募集停止

25
8
33
9
33
9
40
16
32
6
32
6

-

50
24
66
27
66
27
80
48
64
18
64
18

163
31

-

326
93

172
24

-

344
72

50
22

-

100
66

892

-

2001

理学研究科
数理科学専攻(M)
数理科学専攻(D)
物理学専攻(M)
物理学専攻(D)
化学専攻(M)
化学専攻(D)
生命科学専攻(M)
生命科学専攻(D)
都市環境科学研究科
都市環境科学専攻(M)
都市環境科学専攻(D)
システムデザイン研究科
システムデザイン専攻(M)
システムデザイン専攻(D)
人間健康科学研究科
人間健康科学専攻(M)
人間健康科学専攻(D)
計

研究科の設置（届出）

2007

公立大学法人首都大学東京 設置認可等に関わる組織の移行表
平成29年度

入学
定員

編入学
定員

収容
定員

産業技術大学院大学

創造技術専攻（専門職学位）
計

計
専攻科
創造工学専攻
計

編入学
定員

収容
定員

産業技術研究科
50
50

-

100
100

情報アーキテクチャ専攻（専門職学位）

100

-

200

計

東京都立産業技術高等専門学校
ものづくり工学科

入学
定員

産業技術大学院大学

産業技術研究科
情報アーキテクチャ専攻（専門職学位）

平成30年度

創造技術専攻（専門職学位）

50
50

-

100
100

100

-

200

320

-

1600

320

-

1600

32

-

64

32

-

64

東京都立産業技術高等専門学校
320

-

1600

320

-

1600

32

-

64

32

-

64

ものづくり工学科
計
専攻科
創造工学専攻
計

変更の事由

