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■LA101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA101／数理物理特論 １ 

(Special Topics in Mathematical Physics 1) 

担当者名 

（Instructor） 
中山 優(NAKAYAMA YU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5290 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

R101 数理物理特論１と合同授業 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は立教時間に掲載

するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

素粒子理論の理解に必要なリー代数を学ぶ 

 

To study the theory of Lie algebra in relation to particle physics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

輪講形式でリー代数，特に物理に必要な表現論を学ぶ。 

 

As a reading course, we discuss the representation theory of Lie algebra. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Lie group 

3. SU(2) 

4. Tensor operators 

5. Isospin 

6. Root and weights 

7. SU(3) 

8. Simple roots 

9. More SU(3) 

10. Tensor methods 

11. Young-Tableaux 

12. SU(N) 

13. Classical groups 

14. Classification Theorem 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表者はテキストの与えられた章の内容を１時間で発表できるように十分に予習すること。 

毎回問題から１問選んでレポートを提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

3 回以上の発表(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. H. Georgi. 1999. Lie Algebras In Particle Physics:. Westview Press (738202339) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA102／量子場理論 

(Quantum Field Theory) 

担当者名 

（Instructor） 
初田 泰之(HATSUDA YASUYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5490 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
RA102 量子場理論と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

場の量子論の基礎を理解することが目標です。 

 

The aim of this course is to learn basics on quantum field theory. 

 

授業の内容（Course Contents） 

場の量子論の摂動的取り扱いについて学びます。場の正準量子化、ファインマン図、量子電磁気学、輻射補正の計算、くり込み

などを扱う予定です。ゼミ形式で行います。英語のテキストを読むことで科学英語に慣れます。 

 

This course deals with a perturbative formulation of quantum field theory, mainly focusing on canonical quantizations, Feynman 

diagrams, QED, radiative corrections and renormalizations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Preliminaries 

2. The Klein-Gordon Field I 

3. The Klein-Gordon Field II 

4. The Dirac Field I 

5. The Dirac Field II 

6. The Dirac Field III 

7. Interacting Fields and Feynman Diagrams I 

8. Interacting Fields and Feynman Diagrams II 

9. Interacting Fields and Feynman Diagrams III 

10. Elementary Processes of Quantum Electrodynamics I 

11. Elementary Processes of Quantum Electrodynamics II 

12. Radiative Corrections I 

13. Radiative Corrections II 

14. Radiative Corrections III 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当者は式の導出や変形を含めて十分な発表準備を行って下さい。単に日本語に直訳するのではなく、内容を理解して要点を

抑えた発表をして下さい。非担当者も予習しておいて下さい。大学 3 年までに習う物理及び数学は既知であることを前提としま

す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

複数回の発表内容(50%)/授業内で指示する課題(25%)/議論への参加(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. M.E. Peskin and D.V. Schoeder. 2019. An Introduction to Quantum Field Theory. CRC Press (ISBN:0367320568) 

テキストのみで理解が難しい場合は適宜別の文献に当たって解決に努めて下さい。 

 

参考文献（Readings） 

1. A. Zee. 2010.  Quantum Field Theory in a nutshell . Princeton University Press (ISBN:0691140340) 

2. 坂本眞人、2014、『場の量子論』、裳華房 (ISBN:4785325119) 

3. 坂本眞人、2020、『場の量子論 (II)』、裳華房 (ISBN:4785325127) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA103／宇宙物理特論 １ 

(Special Topics in Cosmology 1) 

担当者名 

（Instructor） 
小林 努(KOBAYASHI TSUTOMU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
RA103 宇宙物理特論１と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will study modern cosmology. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course introduces modern cosmology. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 学生による発表 

2. 学生による発表 

3. 学生による発表 

4. 学生による発表 

5. 学生による発表 

6. 学生による発表 

7. 学生による発表 

8. 学生による発表 

9. 学生による発表 

10. 学生による発表 

11. 学生による発表 

12. 学生による発表 

13. 学生による発表 

14. 学生による発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ゼミ形式の授業なので、発表者は事前に十分に時間をかけて準備をする必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表の内容(70%)/議論への参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Scott Dodelson, Fabian Schmidt. 2020. Modern Cosmology (Second Edition). Academic Press (ISBN:0128159480) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA104／素粒子特論 １ 

(Special Topics in Particle Physics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
弦理論入門 

担当者名 

（Instructor） 
初田 泰之(HATSUDA YASUYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5490 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
RA104 素粒子特論１と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

弦理論の基礎を理解することを目指します。 

 

This course is an introduction to string theory. 

 

授業の内容（Course Contents） 

(超)弦理論は 4 つの基本的な力を統一しようという野心的な試みです。また双対性に基づいて、通常では発見することが難しい

様々な理論の間の関係を俯瞰的に予想することができます。弦理論の入門としてボソン的弦の基本的性質と共形場理論につい

てゼミ形式で学びます。 

 

(Super)String theory is a candidate of "Theory of Everything." Dualities in this theory implies many new perspectives that are 

usually hard to be found. We learn fundamental properties in bosonic string theory and conformal field theory. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Preliminaries 

2. The Relativistic String I 

3. The Relativistic String II 

4. The Quantum String I 

5. The Quantum String II 

6. The Quantum String III 

7. Open Strings and D-Branes 

8. Conformal Field Theory I 

9. Conformal Field Theory II 

10. Conformal Field Theory III 

11. The Polyakov Path Integral and Ghosts I 

12. The Polyakov Path Integral and Ghosts II 

13. String Interactions I 

14. String Interactions II 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

場の量子論と一般相対性理論の初等的事柄は習得済みであることが望ましいです。その他、大学 3 年までに習う物理と数学の

幅広い知識が必要です。担当者は十分な発表準備を行って下さい。高度な内容となるので自発的な予習・復習が必要となりま

す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(50%)/授業内に出す課題(25%)/授業への参加度(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

以下の講義ノートを使用します。予め印刷するなどして見られるようにしておいて下さい。 

David Tong, "String Theory - University of Cambridge Part III Mathematical Tripos - " 

https://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/string.html 

 

参考文献（Readings） 

1. 細道 和夫、2017、『弦とブレーン』、朝倉書店 (ISBN:978-4254138023) 

2. J. Polchinski. 2005.  String Theory, Vol.1 . Cambridge University Press (ISBN:978-0143113799) 

3. B. Zwiebach. 2009.  A First Course in String Theory . Cambridge University Press (ISBN:978-0521880329) 

講義ノートのみで理解が難しい場合は適宜参考文献に当たって解決に努めて下さい。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 6 - 

■LA105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA105／天体物理特論 

(Special Topics in Astrophysics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Theory of Gravitational Waves 

担当者名 

（Instructor） 
小林 努(KOBAYASHI TSUTOMU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
RA105 天体物理特論と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will study the basic aspects of gravitational waves in general relativity. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course introduces the basic aspects of gravitational waves in general relativity. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 学生による発表 

2. 学生による発表 

3. 学生による発表 

4. 学生による発表 

5. 学生による発表 

6. 学生による発表 

7. 学生による発表 

8. 学生による発表 

9. 学生による発表 

10. 学生による発表 

11. 学生による発表 

12. 学生による発表 

13. 学生による発表 

14. 学生による発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ゼミ形式の授業なので、発表者は事前に十分な時間をかけて準備をする必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表の内容(70%)/議論への参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Michele Maggiore. 2007. Gravitational Waves: Theory and Experiments. Oxford Univ Press (ISBN:0198570740) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA106／宇宙物理特論 ２ 

(Special Topics in Cosmology 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
相対論・重力理論における「ねじれ」を伴う現象 

担当者名 

（Instructor） 
石原 秀樹(ISHIHARA HIDEKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

集中講義：日程は理学部掲示板を確認すること 

RA106 宇宙物理特論２と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

相対論・重力理論における「ねじれ」を伴う現象について理解する． 

 

Understanding physical phenomena with twists in relativity and theories of gravity.  

 

授業の内容（Course Contents） 

一般相対論で用いる基礎的な幾何学的概念を整理し，その上で，「ねじれ」を伴う物理現象についていくつかのトピックスを扱う． 

 

We revisit geometrical fundamentals that are used in general relativity, and deal with some topics  

on physical phenomena with twists.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 数学的準備（１） 

2. 数学的準備（２） 

3. 数学的準備（３） 

4. 数学的準備（４） 

5. 幾何学的対称性と保存則（１） 

6. 幾何学的対称性と保存則（２） 

7. 幾何学的対称性と保存則（３） 

8. 角運動量と波動（１） 

9. 角運動量と波動（２） 

10. 角運動量と波動（３） 

11. 接触幾何と相対論（１） 

12. 接触幾何と相対論（２） 

13. 接触幾何と相対論（３） 

14. 接触幾何と相対論（４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

微分積分，線形数学の基礎知識を前提とする．また，解析力学，電磁気学の基礎は習得しているものとする． 

毎回の授業の復習を行うこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(70%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

.  

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA107／重力特論 

(Special Topics in Gravity) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
一般相対性理論の発展的内容 

担当者名 

（Instructor） 
原田 知広(HARADA TOMOHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5290 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
RA107 重力特論と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

一般相対論の基礎的および発展的内容を理解する。 

 

To learn the basics and advanced topic of general relativity and gravitation.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Einstein によって定式化された一般相対論は，非常に豊富な内容を含む重力の物理学へと多面的に発展してきた。ここでは，世

界的に標準的なテキストである Wald の"General Relativity"の Part Iを参加者によるゼミ形式で学習することを当面の目標とす

る。さらに余力があれば Part IIのいずれかの章に踏み込む。 

 

The studies of general relativity, which was proposed by Albert Einstein, have developed in different aspects to gravittaional 

physics including many fruitful contents. Students read a world-standard advanced textbook "General Relativity" by Robert M. 

Wald.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 参加者による報告（１） 

3. 参加者による報告（２） 

4. 参加者による報告（３） 

5. 参加者による報告（４） 

6. 参加者による報告（５） 

7. 参加者による報告（６） 

8. 参加者による報告（７） 

9. 参加者による報告（８） 

10. 参加者による報告（９） 

11. 参加者による報告（１０） 

12. 参加者による報告（１１） 

13. 参加者による報告（１２） 

14. 参加者による報告（１３） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

理論物理学講究１（相対論）の内容（一般相対論の基礎的な内容）は修得済か修得中であることが望ましい。内容の詳細につい

ては履修者の関心を考慮して選定する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表および議論への参加(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Robert M. Wald，. 1984. General Relativity. University of    Chicago Press (ISBN:0226870332) 

 

参考文献（Readings） 

1. E. Poisson，. 2004. A Relativist's Toolkit. Cambridge  University Press 

2. S. W. Hawking & G. F. R. Ellis. 1973. The large scale structure of spacetime. Cambridge University Press 

3. L.D. Landau & E.M. Lifshitz. 1971. The Classical Theory of Fields. Pergamon Press 

4. C. W. Misner, K. S. Thorne & J. A. Wheeler. 1973. Gravitation. W H Freeman & Co 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■LA108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA108／天体物理学 

(Astrophysics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

コンパクト天体と重力波 

(Compact objects and gravitational waves) 

担当者名 

（Instructor） 
祖谷 元(SOTANI HAJIME) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
RA108 天体物理学と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

重力波源としてのコンパクト天体の物理と重力波観測の基礎を理解することを目標とする。 

 

The aim of this course is to understand the physics of compact objects, which are considered to be gravitational wave sources, 

and fundamental part of gravitational wave observations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

重力波の直接観測を受け、重力波が天文学における新たな情報となった。そこで、重力波天文学に関する教科書（N. Andersson, 

``Gravitational-wave Astronomy"）を読み進めることで、コンパクト天体の物理とそこからの重力波について学ぶ。 

 

Owing to the direct detection of gravitational waves, now the gravitational waves become one of the important information in 

astronomy. So, in this course, the students will read the text book ``Gravitational-wave Astronomy" written by N. Andersson 

and learn the physics of compact objects and gravitational waves from such objects.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 参加者による発表（1）  

2. 参加者による発表（2）  

3. 参加者による発表（3）  

4. 参加者による発表（4）  

5. 参加者による発表（5）  

6. 参加者による発表（6）  

7. 参加者による発表（7）  

8. 参加者による発表（8）  

9. 参加者による発表（9）  

10. 参加者による発表(10）  

11. 参加者による発表（11）  

12. 参加者による発表（12）  

13. 参加者による発表（13）  

14. 参加者による発表（14）  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の予習と復習を行うこと。特に発表予定者は担当部分の文章と式について理解を深めておくとともに発表用ノートを作成して

備えること。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業における発表と議論への参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Nils Andersson. 2020. Gravitational-wave Astronomy. Oxford University Press (ISBN:978-0198568032) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA111／電子工学特論 

(Special Lecture on Electronics) 

担当者名 

（Instructor） 
馬場 秀忠(BABA HIDETADA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5590 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

医学物理学副専攻【選択必修Ａ】 

RA111 電子工学特論と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

放射線計測や原子核実験に必要なパルス回路，信号処理の基本について学ぶ。 

 

To learn the basic knowkedge on pulse circuits and signal processing which are necessary for radiation measurement and 

nuclear experiments. 

 

授業の内容（Course Contents） 

放射線計測で日常的に用いられるパルス回路や信号処理法についての講義を行う。より実践的な感覚を得るために講義の他に

簡単な電子回路を使った実習も行う。 

 

Pulse circuits and signal processing techniques, which are often used in radiation mesurements, will be the main topics of this 

lecture. To give students a practical sense, hands on work on electric circuit will be offered.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 電気信号が伝わるとは 

2. 抵抗，コンデンサ，コイルの役割 

3. 微分，積分回路 

4. 同軸ケーブル 

5. インピーダンスとは(講義) 

6. インピーダンスとは(実習) 

7. 電子回路を作るための部品(1) 

8. 電子回路を作るための部品(2) 

9. オペアンプを用いた回路(講義) 

10. オペアンプを用いた回路(実習) 

11. ADC について 

12. デジタル通信とは 

13. ノイズについて 

14. 最近のデジタル技術紹介 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

高校，大学で学んできた基本的な電子回路の知識。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への参加度(70%)/講義内発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. W.R.Leo，. 1994. Techniques for Nuclear and Particle  Physics Experiments. Springer-Verlag (ISBN:9.7835405728E12) 

 

参考文献（Readings） 

1. G.F. Knoll、2013、『放射線計測ハンドブック』、オーム社 (9.784274214493E12) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA112／放射線計測特論 

(Special Topics in Techniques for Nuclear and Radiation Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
素粒子・原子核物理学物理学の実験に必要な放射線計測技術 

担当者名 

（Instructor） 
川村 広和(KAWAMURA HIROKAZU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5990 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

医学物理学副専攻【選択必修Ｂ】 

RA112 放射線計測特論と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

素粒子・原子核物理学の研究に必要な放射線計測技術の基礎知識を身につけることを目標とする｡ 

 

The course objective is to learn the fundamental knowledge about the technique of the radiation measurement which is 

necessary to the researches of nuclear and particle physics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

放射線検出器の原理・応用を英文テキストを参考としつつ理解する。テキストの理解および各自担当分をまとめて発表する課題

を通じて、研究現場で即戦力となる知識を習得する。 

 

The course contents are to learn the principle and the application of the radiation detectors by referring a text written in 

English, as well as to give a presentation about their own understanding, leading to the ability useful to the research activities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 計測の一般論・統計 1 

2. 計測の一般論・統計 2 

3. 放射線と物質の相互作用 1 

4. 放射線と物質の相互作用 2 

5. 気体検出器 1 

6. 気体検出器 2 

7. シンチレーション検出器 1 

8. シンチレーション検出器 2 

9. 半導体検出器 

10. 時間、位置、エネルギー、運動量等の測定法 1 

11. 時間、位置、エネルギー、運動量等の測定法 2 

12. 複合検出器の具体例 1 

13. 複合検出器の具体例 2 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

原子核物理学に関する基礎知識 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

複数回の授業内課題(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

授業時の課題とその発表、授業ノート、レポートに 基づいて評価する｡ 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. W.R.Leo. 1994. Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments. Springer-Verlag (ISBN:3540572805) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA123 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA123／現代物理学特別講義 １ 

(Special Lecture in Modern Physics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
高次対称性入門 

担当者名 

（Instructor） 
日高 義将（HIDAKA YOSHIMASA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY6090 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代物理において対称性は重要な概念である．近年，点粒子に作用する大域的対称性は，渦糸やドメインウォールといった広が

りを持った物体に対する大域的対称性(高次対称性)に拡張され，その自発的破れやアノマリーなどを議論できるようなった．本講

義では，場の量子論における高次対称性の基礎的な概念とその応用方法の習得を目標にする． 

 

Symmetry is an important concept in modern physics. In recent years, global symmetry acting on point particles has been 

extended to global symmetry for extended objects such as vortices and domain walls (higher-form symmetry), and its 

spontaneous breaking and anomalies can be discussed. In this lecture, we will study the basic concept of higher-form symmetry 

in quantum field theory and its applications. 

 

授業の内容（Course Contents） 

通常の対称性に関する基礎から広がりを持った物体に対する対称性(高次対称性)及びその応用例について紹介する． 

 

We introduce the basics of ordinary symmetry, symmetry for extended objects, and its applications. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オーバービュー 

2. 数学的準備(微分形式，群，コホモロジー) 

3. 対称性の基礎(通常の対称性) 

4. 広がりを持った物体の対称性(高次対称性) 

5. アノマリー 

6. 対称性のゲージ化とアノマリー 

7. 対称性の創発と自発的破れ 

8. 対称性に保護されたトポロジカル相 

9. 高次対称性の自発的破れとトポロジカル秩序 

10. アノマリーマッチングと可能な量子相への制限 

11. 高次群 

12. 高次群のゲージ化 

13. 高次群のアノマリー 

14. 今後の展望 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて別途支持する． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/レポート(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA124 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA124／現代物理学特別講義 ２ 

(Special Lecture in Modern Physics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
マイクロ波背景輻射および中性水素 21cm 線による観測的宇宙論 

担当者名 

（Instructor） 
市來 淨與(ICHIKI KIYOTOMO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY6090 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

集中講義：日程は理学部掲示板を確認すること 

RA124 現代物理学特別講義２と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現在および近い将来に観測的宇宙論において中心的な役割を果たす宇宙マイクロ波背景放射および中性水素２１cm線を例に、

宇宙論モデルと観測を比較する手法を身につける。 

 

Using the specific examples of the cosmic microwave background radiation and the neutral hydrogen 21cm line, which will play a 

central role in observational cosmology, students will learn how to compare cosmological models with observations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

宇宙マイクロ波背景輻射および中性水素２１cm線観測の現状を紹介するとともに、これらのシグナルがどのような物理過程を経

て生成されているかについて講義する。 

 

After introducing the current status of observations of the cosmic microwave background radiation and the redshifted neutral 

hydrogen 21cm line, the physical processes by which these signals are generated will be discussed. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 観測的宇宙論の現状 

2. 膨張宇宙の基礎、フリードマン方程式、宇宙論的距離指標 

3. 宇宙論における線形摂動理論の定式化 

4. 宇宙論的密度揺らぎと背景重力波の時間進化 

5. 宇宙の晴れ上がりと宇宙マイクロ波背景放射温度(CMB)揺らぎ 

6. 宇宙マイクロ波背景放射偏光の生成 

7. 宇宙マイクロ波背景放射偏光揺らぎ 

8. 宇宙マイクロ波背景放射偏光揺らぎ観測における前景放射問題 

9. 電波の放射、吸収、輻射輸送 

10. 中性水素２１cm線 

11. 電波干渉計による観測 

12. スピン温度と WF効果 

13. ２１ｃｍ線の宇宙論的グローバルシグナルと EDGES 

14. 21cm 線パワースペクトルと 21cm 森 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

適宜、復習と成績評価を兼ねて授業で用いた式の導出や関連した小テストを課すので取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/授業中に指示した提出物(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

板書の講義中心とし、グラフ等は随時スライドを用いて説明をする。小テスト課題は授業中に告知する。 

 

注意事項（Notice） 

 



 - 15 - 

■LA133 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA133／素粒子特論 ２ 

(Special Topics in Particle Physics 2) 

担当者名 

（Instructor） 
中山 優(NAKAYAMA YU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5490 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
RA133 素粒子特論２と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代的な場の量子論の基礎を学ぶ。 

 

To learn the basics of modern quantum field theories. 

 

授業の内容（Course Contents） 

輪講形式で場の量子論，特に Yang-Mills 理論の量子化を議論する。 

 

We discuss quantizations of Yang-Mills theory as a reading course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Symmetry breaking 

3. Pion as Nambu-Goldston boson 

4. Effective Potential 

5. Magnetic Monopole 

6. NonAbelian gauge theory 

7. Anderson Higgs mechanism 

8. Chiral anomaly 

9. Quantizing Yang-Mills theory 

10. Electroweak unification 

11. Quantum chormodynamics 

12. Large N expansion 

13. Grand unification 

14. Protons are not forever 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

量子電磁力学の１ループくりこみができることを前提とする。 

毎回，与えられたトピックをテキストに従って１時間で解説できるように十分な予習を要求する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

3 回以上の発表(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. A. Zee. 2010. Quantum Field Theory in a nutshell. Princeton Univ Pr (691140340) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA134 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA134／量子場特論 

(Special Topics in Quantum Field Theory) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
曲がった時空上の場の量子論 

担当者名 

（Instructor） 
北村 比孝(KITAMURA TOMOTAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5490 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
RA134 量子場特論と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

曲がった時空に於ける場の量子論の基礎を理解し，その物理的な内容を学ぶ。 さらに、素粒子論、宇宙論、相対論に於ける

各々の立場から‘‘曲がった時空に於ける場の量子論’’を捉えられることを目指す。  

 

The aim is to learn the fundamentals of quantum field theory in curved spacetime. Furthermore, we try to comprehend ``the 

QFT in curved spacetime'' from various fields such as elementary particle physics, cosmology, and gravitational physics.  

 

授業の内容（Course Contents） 

曲がった時空に於ける場の量子論は，素粒子論、宇宙論や重力理論を理解する上で大きな役割を担う。特に、Black Hole 時空

や膨張宇宙といった重力の効果が顕著となる場合の量子論的現象を記述したり、AdS/CFT対応といった重力の量子論を理解す

るために重要な理論である。 

この授業では，まず曲がった時空上での場の量子論の概念や計算方法などの基礎的事項を理解し，膨張宇宙での量子揺らぎや

ホーキング輻射など強重力場中での粒子生成といった具体的な現象について学ぶ。 

さらに可能であれば、Trace Anomaly や AdS時空上での場の理論などにも触れる。曲がった時空に於ける場の量子論をより深く

理解する為に、素粒子論、宇宙論、相対論に於ける各々の立場から‘‘曲がった時空に於ける場の量子論’’を捉えられることを目

指す。  

 

Quantum field theory in curved spacetime has been an important role to understand elementary particle physics, cosmology, 

and gravitational physics. In particular, the QFT provides us powerful tools to explain quantum effects in strong gravity such as 

black hole spacetimes, an expanding universe, and to study quantum theories of gravity related to AdS/CFT correspondence. In 

this course, we deal with the fundamentals of quantum field theory in curved spacetime and examples of physical phenomena: 

quantum fluctuations in an expanding universe and particle creations in strong gravitational fields such as the Hawking radiation. 

We treat topics such as Trace Anomaly and field theories in AdS background if we have enough time. we try to comprehend 

``the QFT in curved spacetime'' from various fields such as particle physics, cosmology, and gravitational physics.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 場の理論の復習  

3. 強制調和振動子  

4. 調和振動子から場へ  

5. 古典場の復習  

6. 膨張宇宙での量子場 

7. Bogolyubov 変換 

8. de Sitter宇宙での量子場 

9. Unruh 効果 

10. Hawking 輻射 

11. Black Hole 熱力学  

12. 経路積分 

13. Trace Anomaly 

14. 発展的事項 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

輪読形式で行うため，発表担当者は事前の予習を必須とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業態度(35%)/発表回数(35%)/発表・質問・議論の内容(30%) 

RA134 量子場特論と合同授業 
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テキスト（Textbooks） 

1. V. F. Mukhanov, S. Winitzki. 2007. Introduction to Quantum effects in Gravity. Cambridge University Press 

(9.780521868341E12) 

 

参考文献（Readings） 

1. Bryce. S. De Witt. 1975. Quantum field theory in curved spacetime. ELSEVIER 

2. Fiorenzo Bastianelli, Peter van Nieuwenhuizen. 2009. Path Integrals and Anomalies in Curved Space. Cambrige University 

Press (ISBN:0521120500) 

3. N. D. Birrell, P. C. W. Davies. 1984. Quantum Fields in Curved Space. Cambrige University Press (ISBN:0521278589) 

適宜、内容に応じて参考文献のテキストを扱う 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA146 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA146／現代物理学特別講義 ３ 

(Special Lecture in Modern Physics 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中性子を用いて重力を探る 

担当者名 

（Instructor） 
神谷 好郎(KAMIYA YOSHIO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY6090 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

集中講義：日程は理学部掲示板を確認すること 

RA146 現代物理学特別講義３と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

素粒子・原子・原子核スケールの量子プローブを用いたいくつかの中小実験について概観し、重力の理解に向けた試みについて

実験的側面から議論する。 

 

We will give an overview of several small-size experiments using quantum probes, and discuss efforts to understand gravity 

from experimental perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1000 オングストローム程度の波長領域まで冷した中性子を超冷中性子と言う。地球重力場の下で量子束縛状態を形成し、一種

の量子プローブとして応用することが可能である。本授業では、上記量子プローブを用いた等価原理検証実験を主な題材とし、

適宜、関連する中小実験を紹介しながら、それら実験の背景となる物理と実験的・技術的側面とを集中して議論する。 

 

Neutrons cooled to a wavelength range of about 1000 angstroms are called ultracold neutrons. It is possible to form quantum 

bound states under the earth's gravitational field, and apply it as a kind of quantum probe. In this course, we will introduce the 

experiment of verification on the equivalence principle in the use of the quantum probe, and discuss on the physical and 

experimental/technical background while reviewing several small-size experiments as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 0.1 素粒子物理学から見た自然観 (と授業の進め方) 

2. 0.2 古典力学の数学的方法について 

3. 0.3 量子論の描像 

4. 0.4 場の量子論とファインマンダイアグラム 

5. 1.1 重力について 

6. 1.2 重力の逆二乗則検証実験 

7. 1.3 代替重力理論 - Scalar-Tensor model - の検証例 

8. 2. 統計分析の手法 

9. 3.1 重力による量子効果検証実験 1 - 冷中性子干渉計と超冷中性子の量子束縛状態について 

10. 3.2 重力による量子効果検証実験 2 -  擬確率関数と他実験的側面について 

11. 3.3 量子論の枠組みにおける弱い等価原理検証実験 

12. 3.4 等価原理検証実験のいろいろ 

13. 4. これまでのまとめ 

14. 5. 発展的ことがら 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

解析力学・量子力学の基本的な事項を復習しておくと良い。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

講義後のレポート(70%)/授業への参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■LA147 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA147／現代物理学特別講義 ４ 

(Special Lecture in Modern Physics 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
太陽系天体の起源と進化を理解する 

担当者名 

（Instructor） 
玄田 英典(GENDA HIDENORI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY6090 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

集中講義：日程は理学部掲示板を確認すること 

RA147 現代物理学特別講義４と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地球を含めた太陽系の天体の現在の姿を理解し、それら天体がいかにして作られて現在の姿にまでに進化してきたのかを学

ぶ。 

 

To recognize the current status of planetary bodies in our solar system, and to learn how these bodies formed and evolved. 

 

授業の内容（Course Contents） 

地球を含めた太陽系の天体の現在の姿を概観し、それら天体がいかにして作られて現在の姿にまでに進化してきたのかについ

て講義する。 

 

I will review the current status of planetary bodies in our solar system, and show how these bodies formed and evolved. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 概要 

2. 地球の姿（内部編） 

3. 地球の姿（表層編） 

4. 太陽・星の一生 

5. 太陽系の姿（惑星編） 

6. 太陽系の姿（小天体編） 

7. 地球の歴史（環境編） 

8. 地球の歴史（生命編） 

9. 惑星の作り方 

10. 月の科学 

11. 太陽系探査 

12. 系外惑星の発見と意義 

13. 宇宙で生命を探す 

14. まとめ・ふりかえり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

関連論文を読んでくる 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/毎回の授業で課す小レポート(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA148 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA148／惑星大気物理特論 

(Special Topics in Physics of Planetary Atmospheres) 

担当者名 

（Instructor） 
田口 真(TAGUCHI MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
RA148 惑星大気物理特論と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

履修者の研究テーマに関連する惑星大気現象について，研究に必要な知識を身につける。 

 

The aim of this course is to acquire knowledge of phenomena in planetary atmospheres concerning a study of each student. 

 

授業の内容（Course Contents） 

惑星大気に関連する学問分野の教科書や論文等の文献を読んで，修士課程での研究に必要な専門知識や手法を身につける。

文献の内容は，履修者の研究テーマを勘案し，最も有効と思われる領域を選定する。履修者はあらかじめ読んできた文献の内

容を紹介し，疑問点を担当教員が補足・解説する。 

［参考］これまでに読んだ文献： 

E. J. McCartney, Absorption and Emission by Atmospheric Gases 

G. G. Shepherd, Spectral Imaging of the Atmosphere 

S. J. Bauer and H. Lammer, Planetary Aeronomy 

G. W. Petty, A First Course in Atmospheric Radiation 

S. W. Bougher, D. M. Hunten, and R. J. Phillips, Venus II 

Perez-Hoyos et al., J. Geophys. Res., 10.1002/2017JE005406, 2018 

 

We read a textbook or a scientific paper on a study field concernng planetary atmospheres, and acquire expertise and technique 

required for a study in the master's course. The field that seems to be the most effective will be selected among a variety of 

studies by students. Students are requested to read the literature prior to a class and to introduce its content in a class. A 

lecturer comments on questions from the students. 

[Exapmles of literature] 

E. J. McCartney, Absorption and Emission by Atmospheric Gases 

G. G. Shepherd, Spectral Imaging of the Atmosphere 

S. J. Bauer and H. Lammer, Planetary Aeronomy 

G. W. Petty, A First Course in Atmospheric Radiation 

S. W. Bougher, D. M. Hunten, and R. J. Phillips, Venus II 

Perez-Hoyos et al., J. Geophys. Res., 10.1002/2017JE005406, 2018 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション，講読する文献の選定，講読分担の決定 

2. 講読１ 

3. 講読２ 

4. 講読３ 

5. 講読４ 

6. 講読５ 

7. 講読６ 

8. 講読７ 

9. 講読８ 

10. 講読９ 

11. 講読１０ 

12. 講読１１ 

13. 講読１２ 

14. 講読１３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文献を読んで理解してくること。理解できなかった箇所を整理してくること。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回の授業時に紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA149 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA149／惑星物理特論 

(Special Topics in Planetary Physics) 

担当者名 

（Instructor） 
亀田 真吾(KAMEDA SHINGO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
RA149 惑星物理特論と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

惑星物理に関する研究結果を調べ，惑星で起きている物理現象を理解する。 

 

The aim of this course is to understand the phenomena occurring on planets from the results of research on planetary physics 

and  

 

授業の内容（Course Contents） 

惑星に関する教科書あるいは総説論文を読み，最新の研究に向けて準備する。教材は，受講生の研究テーマに応じて選択す

る。基本的には小惑星に関する物理, 系外惑星に関する話題を扱う。受講生は教材を読み進め，理解が困難な部分については

担当教員がサポートする。 

 

We read textbooks or review papers on the planet, and prepare for the latest research. The materials are selected according to 

the research theme of the students. Basically, we deal with physics related to asteroids and topics related to exoplanets. 

Students will read through the materials, and the lecturer will support the parts that are difficult to understand. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 小惑星に関する論文講読(1) 

3. 小惑星に関する論文講読(2) 

4. 小惑星に関する論文講読(3) 

5. 小惑星に関する論文講読(4) 

6. 小惑星に関する論文講読(5) 

7. 小惑星に関する論文講読(6) 

8. 系外惑星に関する書籍講読(1) 

9. 系外惑星に関する書籍講読(2) 

10. 系外惑星に関する書籍講読(3) 

11. 系外惑星に関する書籍講読(4) 

12. 系外惑星に関する書籍講読(5) 

13. 系外惑星に関する論文講読(6) 

14. 系外惑星に関する論文講読(7) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

惑星科学や惑星探査に関する基礎的な知識が求められる。授業前に論文を要約して発表の準備を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

輪読時の参加度(20%)/輪読時の発表内容(40%)/各テーマ発表後のレポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA150 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA150／高エネルギー宇宙物理学特論 

(Special Topics in High Energy Astrophysics) 

担当者名 

（Instructor） 
山田 真也(YAMADA SHINYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5393 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
RA150 高エネルギー宇宙物理学特論と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では高エネルギー宇宙物理学の基礎の習得を目指す。宇宙現象の中で、ブラックホール、超新星残骸、パルサー、相

対論的ジェット、他、非熱的な宇宙現象について学び、高エネルギーの宇宙現象を見る目を養う。 

 

The course aims to deepen the understanding of high-energy processes occurring in black holes, supernovae remnants, pulsars, 

relativistic jets, and other sources of non-thermal emission. 

 

授業の内容（Course Contents） 

X 線、電波、ガンマ線の宇宙観測により、非熱的な激しい宇宙の描像が見えてきた。高エネルギーの粒子は、生成や伝搬を伴

い、地球へ宇宙線として辿りつく。この授業では、その基礎となる物理現象の理解を目指し、特殊相対論、輻射輸送、非熱的な放

射など、現実の例を織り交ぜながら、理解を深めてゆく。 

 

Radio, X-ray, and Gamma-ray observations revealed the existence of non-thermal Universe: a broad range of processes related 

to the creation and propagation of high-energy particles. In this course, one focuses on the foundation of phenomena critical for 

the understanding of processes taking place in various sources of high energy emission. This includes the special relativity, 

radiation transfer, and the most relevant non-thermal radiation processes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 高エネルギー宇宙現象の紹介 

2. 放射過程(1) 

3. 放射過程(2) 

4. 放射過程(3) 

5. 宇宙放射線検出器(1) 

6. 宇宙放射線検出器(2) 

7. 恒星質量ブラックホール 

8. 巨大質量ブラックホール 

9. 宇宙線 

10. 宇宙観測の基礎 

11. ブレーザー 

12. 超新星残骸 

13. 中性子星やコンパクト星 

14. 宇宙の大規模構造 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

物理学の基礎となる電磁気学、力学、流体力学を理解していることで、宇宙現象の理解も深まるため、基礎が曖昧な場合は適

宜、予習および復習で補うことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/最終テスト(Final Test)(25%)/in-class work(20%)/mid-term test(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは特に指定しません。 

 

参考文献（Readings） 

1. Hale Bradt. 2014. Astrophysics Processes: The Physics Of Astronomical Phenomena. Cambridge University Press (ISBN:978-

1107677241) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■LA201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA201／相対論 

(General Relativity) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
一般相対論入門 

担当者名 

（Instructor） 
原田 知広(HARADA TOMOHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
CB116 理論物理学講究１、RA201 相対論と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

一般相対論の基礎的な内容を理解する。 

 

This course introduces the basics of general relativity. 

 

授業の内容（Course Contents） 

一般相対論は既に多くの精密な検証実験を通過した時空および重力に関する基礎理論であり，その基本的な考え方はあらゆる

分野の理論物理学者にとっては言うまでもなく重力関連分野の実験物理学者にとってももはや常識である。本授業は初学者向

けの一般相対論の基礎の講義であるので，幅広い専門分野の受講者を想定している。 

 

General relativity is a theory of spacetime and gravity that has passed many experimental tests with very high accuracy until 

now. In modern physics, not only theoretical physicists but also experimental physicists are supposed to know basic concepts in 

general relativity.  Since this is an introductory course to general relativity designed for beginners, it assumes students from all 

fields of physics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 一般相対論の概観 

2. 数学的準備（１） 

3. 数学的準備（２） 

4. 数学的準備（３） 

5. 数学的準備（４） 

6. 数学的準備（５） 

7. 重力の理論としての一般相対論（１） 

8. 重力の理論としての一般相対論（２） 

9. 一般相対論による重力物理学（１） 

10. 一般相対論による重力物理学（２） 

11. 一般相対論による重力物理学（３） 

12. 一般相対論による重力物理学（４） 

13. 一般相対論による重力物理学（５） 

14. 一般相対論による重力物理学（６） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「力学 1・2」・「微分積分 1・2」・「線形代数 1・2」・「電磁気学 1・2」・「物理数学 1・2」・「波動と量子」・「現代物理学序論」で扱われる

内容は修得済みであることを前提とする。さらに「流体力学」・「電気力学」で扱われる内容を修得済みあるいは修得中であること

が強く望まれる。毎回の授業の復習を必ず行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐々木節、1996、『一般相対論』、産業図書 (ISBN:4782812051) 

適宜プリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. エリ＝デ＝ランダウ・イェ＝エム＝リフシッツ、1978、『場の古典論 (原書第 6 版)』、東京図書 (ISBN:448901161X) 

2. 佐藤勝彦、1996、『相対性理論』、岩波書店 (ISBN:4000079298) 

3. バーナード＝F=シュッツ、2010、『第２版相対論入門 I 特殊相対論』、丸善 (ISBN:4621083104) 

4. バーナード=F=シュッツ、2010、『第２版相対論入門 II 一般相対論』、丸善 (ISBN:4621083112) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA202／素粒子論 

(Particle Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
場の量子論入門 

担当者名 

（Instructor） 
初田 泰之(HATSUDA YASUYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5490 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
CB117 理論物理学講究２、RA202 素粒子論と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代物理学において最も基本的な理論の一つである場の量子論について概観することが目標です。 

 

The aim of this course is to see an overview of quantum field theory. 

 

授業の内容（Course Contents） 

場の量子論の初歩を学びます。場の概念、正準量子化、経路積分量子化、ファインマン則、くり込み、ゲージ場の量子化などを扱

う予定です。4 月、5 月に２コマ連続してゼミナール形式の授業を行います。 

 

This course deals with an elementary level of quantum field theory. We learn the concept of fields, canonical quantizations, path 

integral quantizations, Feynman rules, renormalizations and quantizations of gauge fields. We have two consecutive classes in 

April and May. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 場の理論とは 

2. 正準量子化（１） 

3. 正準量子化（２） 

4. 正準量子化（３） 

5. 相互作用場の一般的性質 

6. 経路積分量子化（１） 

7. 経路積分量子化（２） 

8. 摂動論のファインマン則（１） 

9. 摂動論のファインマン則（２） 

10. 摂動論のファインマン則（３） 

11. くり込み（１） 

12. くり込み（２） 

13. ゲージ場の経路積分量子化（１） 

14. ゲージ場の経路積分量子化（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ゼミ形式のため、担当者は式の導出や変形を含めて十分な発表準備を行って下さい。単にテキストの内容をそのまま書き写すの

ではなく、噛み砕いてわかりやすい発表を心がけて下さい。非担当者も必ず予習しておいて下さい。解析力学と量子力学は既知

であるとします。上滑り学習にならないように学んだことをしっかり復習して下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

複数回の発表内容(50%)/授業内で指示する課題(25%)/議論への参加(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 坂井典佑、2002、『場の量子論』、裳華房 (ISBN:4785322128) 

 

参考文献（Readings） 

1. M.E. Peskin and D.V. Schoeder. 2019. An Introduction to Quantum Field Theory. CRC Press (ISBN:0367320568) 

2. A. Zee. 2010.  Quantum Field Theory in a nutshell . Princeton University Press (ISBN:0691140340) 

3. 坂本眞人、2014、『場の量子論』、裳華房 (ISBN:4785325119) 

4. 坂本眞人、2020、『場の量子論 (II)』、裳華房 (ISBN:4785325127) 

5. 長島順清、1998、『素粒子物理学の基礎Ⅰ』、朝倉書店 (ISBN:4254136730) 

テキストのみで理解が難しい場合は適宜参考文献に当たって解決に努めて下さい。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA203／宇宙物理学 

(Cosmology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Introduction to Physical Cosmology 

担当者名 

（Instructor） 
小林 努(KOBAYASHI TSUTOMU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
CB118 理論物理学講究３、RA203 宇宙物理学と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

物理学にもとづいた宇宙論の基礎的事項を身につける。英語のテキストを読んで理解し、自分の言葉で明快に説明する、という

学習スタイルに慣れる。 

 

The aim of this course is to help students understand the basic concepts of physical cosmology by reading a textbook written 

in English. 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語で書かれた宇宙論の基礎的テキストの輪講をおこなう。発表者は、事前に担当部分を読み込んですべての計算を追った上

で理解し、発表ノートを作成する。授業では、発表ノートをもとに板書をしながら自分の言葉で明快に説明する。発表者以外も事

前に予習をし、授業中に発表者に質問するなどして議論をしながら理解を深める。担当教員は適宜補足説明をおこない、履修者

の理解を助ける。 

 

This course deals with the basic concepts of physical cosmology. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 基本的な観測事実 1: 一様等方宇宙、赤方偏移 (学生による発表と議論) 

3. 基本的な観測事実 2: マイクロ波背景放射 (学生による発表と議論) 

4. ニュートン重力から一般相対論へ (学生による発表と議論) 

5. ロバートソン・ウォーカー計量と曲率 (学生による発表と議論) 

6. アインシュタイン方程式とフリードマン方程式 (学生による発表と議論) 

7. 宇宙論モデル 1 (学生による発表と議論) 

8. 宇宙論モデル 2 (学生による発表と議論) 

9. 宇宙論パラメータ (学生による発表と議論) 

10. ダークマター (学生による発表と議論) 

11. マイクロ波背景放射の物理 (学生による発表と議論) 

12. インフレーションと初期宇宙 (学生による発表と議論) 

13. 重力不安定性による構造形成 1 (学生による発表と議論) 

14. 重力不安定性による構造形成 2 (学生による発表と議論) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

一般相対論に関する知識は前提としないが、並行して理論物理学講究 1(相対論)を履修することを強く推奨する。力学や特殊相

対論、電磁気学、統計力学、量子力学に関する知識は前提とする。また、流体力学の知識があった方が望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表の内容(35%)/議論への参加度(35%)/数回のレポート課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Barbara Ryden. 2016. Introduction to Cosmology 2nd edition. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS (ISBN:1107154839) 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■LA205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA205／数理物理学 

(Mathematical Physics) 

担当者名 

（Instructor） 
中山 優(NAKAYAMA YU) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5290 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
CB120 理論物理学講究５、RA205 数理物理学と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経路積分を用いて場の量子論の初歩を学ぶ。 

 

The aim of this course is to learn the basics of quantum field theory by using path integral method. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代物理学の根幹をなす場の量子論を学ぶ。経路積分による量子電磁力学の定式化を目標に，現代的な場の量子論の構造を

理解する。６月・７月に２コマ連続して授業を行う｡  

 

Quantum field theory is the foundation of modern physics. In this course, we attempt to understand the structure of the modern 

quantum field theory, the final goal of which is to formulate quantum electrodynamics by using the path integral method. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション  

2. 古典場の理論と作用積分  

3. 経路積分１  

4. 経路積分２  

5. 相関関数の計算１  

6. 相関関数の計算２  

7. 物理量の計算１  

8. 物理量の計算２  

9. 対称性と保存則  

10. フェルミオン場の量子化  

11. 電磁場の量子化  

12. 量子電磁力学  

13. くりこみ理論１ 

14. くりこみ理論２  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「理論物理学講究２・素粒子論」の単位を取得していることが望ましい。毎週，出席確認を兼ねてレポート課題を提出してもらう。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

複数回のレポート(40%)/出席態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. A. Zee. 2010. Quantum Field Theory in a nutshell . Princeton Univ Pr (ISBN:0691140340) 
 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA206／統計物理学 

(Statistical Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
量子多体系入門 --格子模型を中心に-- 

担当者名 

（Instructor） 
桂 法称(KATSURA HOSHO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5290 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

集中講義：日程は理学部掲示板を確認すること 

CB121 理論物理学講究６（統計物理学）、RA206 統計物理学と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

量子多体系における非自明な現象の解析を行うための、基礎的概念・計算技術の習得を目指す。 特に、数値計算に載せること

が容易であり、また数学的にも取り扱いやすい格子模型を中心に行う。  

 

This course aims to provide the basic concepts and standard tools necessary for the analysis of quantum many-body systems. 

We will particularly focus on lattice models, as they are well-defined mathematically and easy to implement numerically.  

 

授業の内容（Course Contents） 

前半では、相互作用しないフェルミオン・ボゾンの一般論について学び、 それをいくつかの例に適用する。後半では、一体問題に

は帰着できない、 量子スピン系やハバード模型などの話題について学ぶ。 

 

In the first half, the lectures cover the theory of free fermions and free bosons. Applications of the theory to condensed matter 

systems will also be discussed. In the second half, we study quantum spin systems and Hubbard-type models, which are not 

reducible to free particles.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（連続系から格子系へ） 

2. グラフと固有値問題 

3. 自由フェルミオン系と二次形式 (1) 

4. 自由フェルミオン系と二次形式 (2) 

5. 自由ボゾン系と二次形式 

6. 磁性体中の素励起と熱ホール効果 

7. ここまでのまとめ 

8. 古典・量子イジング模型 

9. フラストレーション・フリー系 (1) 

10. フラストレーション・フリー系 (2) 

11. 相互作用のあるキタエフ鎖 

12. ボーズ・ハバード模型 

13. フェルミ・ハバード模型 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(35%)/中間レポート(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/hkatsura-lab/ 

 

注意事項（Notice） 
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■LA207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA207／原子核物理学 

(Nuclear Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
加速器を用いた素粒子・原子核物理学実験の基礎知識 

担当者名 

（Instructor） 
村田 次郎(MURATA JIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5490 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

医学物理学副専攻【選択必修Ａ】 

CB122 原子核・放射線物理学講究１、RA207 原子核物理学と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

加速器を用いた原子核・素粒子実験の基本知識を広く学ぶ。実験に必要な具体的な数値計算に慣れる。 

 

To learn basic knowledge of particle and nuclear physics for the accelerator experiments, including training of the numerical 

calculation required for experiments. 

 

授業の内容（Course Contents） 

20 世紀の物理学は分類による化学的手法，並びに顕微鏡的手法によって物質と力の基本構成要素に関する膨大な知識と理解

を築き上げることに成功した。この授業では，放射能の発見当時の基本的な知識から始め， 自然放射線，人工加速器を用いた

原子核からハドロン，クォーク・レプトンに至る，基本的な考え方を包括的に扱うことで自然の微視的構造を探る共通の手法を理

解することを目的とする。講義と並行して具体的な計算実習を交え，研究現場で直接役立つ知識を準備出来るようにする。 

 

The 20th century’s physics has succeeded in establishing the knowledge and understanding of the fundamental origin of matter 

and force, by using microscopic and chemical techniques. 

In this course, basic knowledge of what was known when radioactivity was discovered, properties of particle and nuclei from 

atomic nuclei to hadrons, quarks, and leptons investigated using natural radioactivity and accelerators will be lectured to 

understand the underlying common concepts. 

The students will be trained to start experimental research, by applying concrete examples together with the lectures. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 放射線の発見・加速器概観 

2. 線形加速器１・核反応 

3. 線形加速器２ 

4. サイクロトロン 

5. ラザフォード散乱 

6. 原子核の基本的性質 

7. 弱集束シンクロトロン 

8. 強集束シンクロトロン 

9. ハドロンの物理 

10. コライダー 

11. クォーク・レプトンの物理 

12. 弱い相互作用と対称性 

13. 標準模型とその先 

14. 重力の物理 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「原子核概論」，「素粒子概論」の内容 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業ノート(40%)/授業内課題(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA208／天体核物理学 

(Nuclear Astrophysics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
元素の合成を始めとする宇宙における原子核の役割 

担当者名 

（Instructor） 
山口 英斉(YAMAGUCHI HIDETOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
CB123 原子核・放射線物理学講究２、RA208 天体核物理学と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

宇宙の歴史, 星の進化といった大きなスケールの現象に, 原子核という小さな世界がかかわっている｡ 元素の合成や各種の爆

発現象など, 解明されていないことも多い宇宙での原子核の働きを学ぶ｡ 

 

The history of the universe and stellar evolution, which are huge-scale  phenomena, are related to the world of tiny particles, 

the atomic nuclei. This lecture is to study the role of atomic nuclei in the universe, including cutting-edge topics, such as 

nucleosynthesis and stellar explosions.  

 

授業の内容（Course Contents） 

宇宙の成り立ちや元素の起源に原子核が大きな役割を果たしていることがわかったのは，20 世紀中頃のことである｡この世界に

存在する様々な元素は，水素を材料として，原子核反応によって生成され，今も作られている｡これらの原子核反応の舞台は，ビ

ッグバン後 100 秒程度の初期宇宙，その後 100 億年あまりにわたって作られ壊されてきた恒星の内部が主である｡原子核の反

応はさらに，星を光らせ，超新星爆発にも至る星の進化をつかさどる｡このような原子核反応を地上で実験的に確かめる挑戦が

行われてきた｡たとえば，理化学研究所の RI ビームファクトリーでは，人類が未だ見たことがない不安定原子核を多数作り出し，

元素の起源を解明する試みが始まっている｡一旦解明されたと思われた重元素合成のメカニズムにも最近疑問が持たれて振り

出しに戻るなど，多くの課題も存在する｡天体での核現象と原子核のかかわりについて概説すると同時に，天体核物理学の研究

方法を紹介する｡ 

 

It was in the middle of 20th century that the atomic nuclei are found to play essential roles in the evolution of  the universe 

and origin of elements. A variety of elements  exist in this world have been synthesized through nuclear reactions from 

hydrogen atoms, which is on going even today. All these synthesis of elements mainly took place at the early universe (100 

seconds after Big bang), and in the main sequence stars that have been created and destroyed for 10 billion years. Nuclear 

reactions are also dominating the stellar evolution process in producing the energy to shine the stars, and eventually could 

induce a supernova explosion. Challenges have been made to study these nuclear reactions experimentally on the earth. For 

example, the RI beam factory (RIBF) at RIKEN, they create various nuclides which have never been produced by mankind 

before,  to know the origin of the elements. Our knowledge on the nucleosynthesis is still not complete,e.g., the synthesis of 

heavy elements was once considered to be well-known, but recent studies revealed some deficit in our understanding. In this 

lecture, an overview on the role of atomic nuclei in stellar phenomena is given, and the research method to study that is 

introduced. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 原子核とその安定性 

2. 宇宙での原子核の役割 

3. 元素合成と星 (宇宙) の進化 

4. 元素合成の核物理１：熱核反応とガモフのピーク 

5. 元素合成の核物理２：共鳴状態と連続状態 

6. 核融合による元素合成 - ビッグバン､ 主系列星 

7. 超新星爆発の謎と不安定原子核 

8. 天体核反応の実験研究 

9. 古くて新しい太陽ニュートリノ問題 

10. 間接測定：クーロン分解法， ANC 法， ｢トロイの木馬｣ 法 

11. 重い原子核がかかわる爆発的元素合成の研究法 

12. ｒ過程はどのくらい理解できたか - 研究の最先端 

13. 元素合成の全体像 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

立教時間でスライド配布予定です。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(25%×2 回)(50%)/出席態度(50%) 

レポートは学期中・学期末の２回出す予定です｡ 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. C. E. Rolfs and W. S. Rodney. 1988. Cauldrons in the Cosmos. Chicago (ISBN:0-226-72456-5) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

立教時間で必要に応じて授業情報を連絡する予定です。 

 

注意事項（Notice） 
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■LA209 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA209／原子・分子物理学 

(Atomic and MolecularPyhsics) 

担当者名 

（Instructor） 
中野 祐司(NAKANO YUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5290 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

医学物理学副専攻【選択必修Ａ】 

CB124 原子核・放射線物理学講究３、RA209 原子・分子物理学と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

原子や分子の基本的な構造と振る舞いを理解し，自然現象を原子分子レベルで直感的に理解できる知識と思考能力を身につけ

る。  

 

The aim of this course is to understand the basic structure and behavior of atoms and molecules based on quantum mechanics.  

 

授業の内容（Course Contents） 

電磁気学と量子力学の初歩知識の復習から入り，原子や分子の構造・電磁場との相互作用について古典論と量子論を比較しな

がら講義する。自然現象や宇宙観測との関連，および最先端の光技術，量子ビーム，計測技術についても概説する。 

 

The course outline: 

・Introduction to atomic, molecular and optical (AMO) physics 

・Atomic structure 

・Molecular structure 

・Atomic and molecular collision 

・Interaction with electromagnetic fields 

・Experimental methods 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション-原子分子の世界- 

2. イントロダクション-宇宙における原子分子過程- 

3. 水素原子（古典論・量子論） 

4. 水素原子（相対論） 

5. 原子と光の相互作用・レーザー 

6. 多電子原子（量子多体系） 

7. 原子-原子相互作用・２原子分子 

8. 分子の振動・回転 

9. 荷電粒子の運動 

10. 原子分子のイオン化法と質量分析 

11. 原子分子衝突 

12. イオントラップ・イオン蓄積リング 

13. 実験室宇宙物理・アストロケミストリー 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習・復習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度と複数回のレポート(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義資料は適宜アップロードあるいは授業中に配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 高柳 和夫、2000、『原子分子物理学』、朝倉書店 (ISBN:978-4254136814) 

2. Bransden and Joachain、2003、『Physics of Atoms and Molecules (英語)』、Benjamin Cummings (ISBN:978-0582356924) 
3. Hugh D. Young and Roger A. Freedman. 2019. University Physics with Modern Physics, 15th Edition. Pearson (ISBN:978-
0135159552) 
 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■LA211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA211／ハドロン物理学 

(Hadron Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
クォークレベルでのサブアトミック世界への誘い 

担当者名 

（Instructor） 
栗田 和好(KURITA KAZUYOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5490 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

医学物理学副専攻【選択必修Ａ】 

CB126 原子核・放射線物理学講究５、RA211 ハドロン物理学と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

相対論的運動学を用いて，反応後の粒子の運動量や閾エネルギー等を求められるようになること。ハドロン物理を理解するのに

必要な概念を身に付け，エネルギー，時間，運動量，サイズなどの物理量を概算できるようになること。 

 

Acquiring skills to calculate momenta and threshold energies using relativistic kinematics. Understanding the concepts of the 

hadron 

physics and mastering the order of magnitude estimations of energy, time, momentum and scale of the physics variables. 

 

授業の内容（Course Contents） 

強い相互作用をする粒子（ハドロン）の特性や，反応を量子色力学とパートンモデルの枠組みで理解するために必要な知識を最

近の興味深い研究成果を取り混ぜて講義を行う。 

 

Characteristics of strongly interacting hadrons are summarized and the 

reaction mechanisms are explained based on QCD and the parton model. 

Current topics of the field will be also touched upon in the course of 

the lecture. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 相対論 

2. スタンダードモデル 

3. 実験法 

4. 粒子と物質の相互作用 

5. 不変原理と保存則 

6. 離散的対称性 

7. 連続的対称性 

8. クォークモデル 

9. 電子対消滅反応 

10. 深部非弾性散乱 

11. 量子色力学 

12. クォークと相互作用 

13. 最近のトピック 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

原子核および素粒子の基礎知識をテキスト欄の原子核物理学や素粒子物理入門で事前に頭に入れておくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/初回レポート(20%)/中間レポート(20%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. E.M. Henley and A. Garcia，. 2007. Subatomic Physics (3rd ed). World Scientific (ISBN:978-9812700575) 

 

参考文献（Readings） 

1. 藤井忠男訳、1980、『サブアトミックフィジクス上・下』、産業図書 (9784782810064/978-4782810071) 

2. Donald H. Perkins，. 2000. Introduction to High Energy Physics. Cambridge University Press (ISBN:9780521621960) 

3. F. Halzen and A.D. Martin、1986、『クォークとレプトン』、培風館 (ISBN:4563021717) 

4. 八木浩輔、1971、『原子核物理学』、朝倉書店 (ISBN:9784254135428) 

5. 渡辺靖志、2002、『素粒子物理入門』、培風館 (ISBN:9784563024338) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA213 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA213／宇宙放射線物理学 

(Cosmic Radiation) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
X線天文学入門 

担当者名 

（Instructor） 
海老沢 研(EBISAWA KEN) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

集中講義：日程は理学部掲示板を確認すること 

CB128 宇宙地球系物理学講究１（宇宙放射線物理学）、RA213宇宙放射線物理学と合

同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学 3 年までに学ぶ物理、数学の知識だけを前提に、天文学の知識が全くない学生でも、ブラックホールからの X線放射に代表

されるような、宇宙で起きている様々な高エネルギー現象を大局的に理解できるようになる。天体からの X線放射メカニズムだけ

でなく、X線観測に必要な、人工衛星や観測装置の技術的な側面についても理解を深める。自然界における様々な定数や観測

量を有効数字一桁で覚えておくことで、日常生活と比較して、宇宙のスケールについての感覚を養う。本講義が、今まで学んだ物

理・数学の復習になるとともに、より高度な宇宙物理学を学ぶための準備となることを期待している。 

 

 Assuming that the students have only the knowledge of physics and mathematics at the junior level without prior knowledge of 

astronomy, they will broadly understand various high-energy phenomena occurring in the universe, such as X-ray radiation from 

black holes.  Students will deepen their understanding of the mechanism of X-ray emission from celestial objects and the 

technical aspects of satellites and instruments necessary for X-ray observation. By memorizing various constants and 

observables in nature in single significant digits, students will develop a sense of the universe's scale in comparison with their 

daily lives. I hope that this lecture will serve as a review of the physics and mathematics you have learned so far and prepare 

for studying more advanced astrophysics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず、今までに学んだ基礎的な物理を復習する。特に自然界のすべてが、3 つの物理定数の組み合わせだけで表されることを理

解する。 

次に、天文学の基礎である座標と時間、X線観測に必要な人工衛星や装置の技術的な側面について学ぶ。さらに、高エネルギ

ー現象や強重力場を理解する際に必須な特殊相対性理論を復習し、一般相対性理論を直感的に理解する。 

天文学は宇宙からの光子(輻射)を観測することで成り立っている学問であるので、輻射とその輸送について学ぶ。特に、熱的な

輻射と非熱的な輻射が存在すること、宇宙には効率的な加速機構が存在し、光速近くまで加速された非熱的電子が非熱的放射

を発することを理解する。 

宇宙における X線放射の例として、宇宙背景放射や降着円盤について学ぶ。最後に、電磁波に加え、宇宙線、ニュートリノ、重力

波という「メッセンジャー」を用いて天体現象を解明する、マルチメッセンジャー天文学について学ぶ。 

 

First, we will review the fundamental physics that we have learned so far. In particular, we will understand that a combination of 

only three physical constants can describe everything in nature. 

Next, we will learn about astronomy basics, such as coordinates and time, and the technical aspects of satellites and 

instruments needed for X-ray observations. We will also review the special theory of relativity, which is essential for 

understanding high-energy phenomena, and gain an intuitive understanding of general relativity  to describe strong gravitational 

fields,  

Since astronomy is a science relying on observing photons (radiation) from the universe, we will learn about radiation and its 

transfer. In particular, students will understand that there is thermal and non-thermal radiation in the universe. Efficient 

acceleration mechanisms exist to accelerate electrons nearly to the speed of light to emit non-thermal radiation. 

Students will learn about the cosmic background radiation and accretion disks as examples of X-ray radiation in the universe. 

Finally, we will learn about multi-messenger astronomy to study astronomical phenomena using "messengers" such as cosmic 

rays, neutrinos, and gravitational waves in addition to electromagnetic waves. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. X線によるブラックホールの観測 (公開セミナー) 

2. 自然界のスケール、基礎的な物理の復習(1) 

3. 基礎的な物理の復習(2) 

4. 天文学の基礎とブラックホール 

5. 天文学における座標と時間 

6. 人工衛星の姿勢と軌道 

7. Ｘ線観測装置 
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8. 特殊相対性理論・一般相対性理論 

9. 輻射輸送、黒体輻射 

10. 熱的プラズマからの放射、熱的逆コンプトン散乱 

熱的輻射、熱的逆コンプトン散乱 

11. 降着円盤 

12. 宇宙背景 X線放射、天の川からの X線放射 

13. 非熱的放射 (シンクロトロン放射、相対論的逆コンプトン散乱) 

14. 重力波とマルチメッセンジャー天文学 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

余裕のある学生には、以下で示すウェブページを参考に予習しておくことが期待される。 

講義ノートは講義の終了後に公開するので、復習に活用してほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

複数回の小テスト(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

私が宇宙科学研究所で 2010 年度に実施した演習(通年)の内容を以下のページにまとめています。 

http://www.isas.jaxa.jp/home/ebisawalab/ebisawa/TEACHING/XAE/2020XAE.html 

本講義は、ほぼ、この演習の内容に沿っています。以前の講義ノートや参考文献なども本ページに記載してあります。 

講義ではスライドを見せるだけでなく、できるだけ手書きを入れたいと思います。皆さんも、手書きでノートをとることを期待してい

ます。 

 

注意事項（Notice） 
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■LA221 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA221／放射線治療物理学 

(Radiation Therapy Physics) 

担当者名 

（Instructor） 
杉本 聡(SUGIMOTO SATORU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5590 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

医学物理学副専攻【必修】 

RA221 放射線治療物理学と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

がんの放射線治療を行う際に必要となる医学物理学の基礎を学ぶ。臨床現場で働く医学物理士に求められる基礎知識を得るこ

とが目標である。 

 

The aims of this course are to learn the basics of medical physics in radiotherapy for cancer and to obtain the knowledge 

necessary to work in a hospital as a medical physicist. 

 

授業の内容（Course Contents） 

放射線治療に必要な線量計測，線量計算，治療技術を学ぶとともに，臨床現場を見学することにより医学物理士が病院で行う業

務の実際にも触れる。 

見学が授業時間外になる場合は履修者と調整のうえ行う。 

 

This course will help you to understand the dose measurement, dose calculation and treatment techniques which are necessary 

for radiotherapy. In addition, you will participate in a field trip to a clinical site to observe the practice of medical physicists. 

The field trip will be scheduled according to your availability, if offered outside of class hours. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 放射線治療概論 

2. 放射線治療装置 

3. 放射線治療施設（X線・電子線，可能なら見学を行う） 

4. 放射線治療施設（陽子線・重粒子線，可能なら見学を行う） 

5. 放射線治療の治療計画 

6. 放射線治療に必要な基礎物理 

7. 放射線治療における吸収線量計測（可能なら実習を行う） 

8. 放射線治療における吸収線量計算 

9. 放射線治療における品質管理 

10. 強度変調放射線治療 

11. 画像誘導放射線治療 

12. 密封小線源治療 

13. 放射線治療における画像処理 

14. 放射線治療物理に関する研究・開発 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

IAEAが提供する放射線治療に関する講義資料(https://www.iaea.org/resources/rpop/resources/training-material#4)に目を通

す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席および講義内での発言(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Faiz M. Khan and John P. Gibbons. 2019. The Physics of Radiation Therapy 6th ed.. Lippincott Williams & Wilkins (ISBN:978-

1496397522) 

2. 唐澤久美子、小泉哲夫、小澤修一 編著、2009、『放射線治療分野の医学物理士のための基礎知識』、篠原出版新社 

(ISBN:978-4884123246) 

3. 荒木不次男 他 編著、2016、『放射線治療物理学』、国際文献社 (ISBN:978-4902590562) 

4. 納冨昭弘 他 編著、2015、『放射線計測学』、国際文献社 (ISBN:978-4902590418) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA223 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA223／医学概論 

(Introduction to Medicine) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
がん診療における放射線治療 （Radiotherapy in multidisciplinary treatment for cancer) 

担当者名 

（Instructor） 
鹿間 直人(SHIKAMA NAOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5940 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

随意科目，医学物理学副専攻【必修】 

CB331 医学概論・CK016 医学概論と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

がん診療における放射線治療の位置付けを理解し、理工系分野が医学に果たす役割を明らかにする。 

 

The role od radiotherapy in multidisciplinary treatment for cancer will be introduced, and the role of science and technology for 

medical science will be clarified. 

 

授業の内容（Course Contents） 

がんによる死亡は依然高い状況が続いており、国の重要な医療政策の一つとしてがん対策基本法が制定され本格的ながん対

策の取り組みが進んでいる。医療におけるがん診療は大きな比重を占め、がん診療における放射線治療を学ぶ際には生物学や

物理学、生物統計学などの知識が必要である。がん細胞の特徴、放射線感受性、毒性を軽減するための工夫、新規照射技術の

特徴などを理解しておくことが重要である。 

実臨床の現場では患者中心の医療を実践するため、医師のみならず、看護師、放射線技師、医学物理士、臨床工学技士、検査

技師など様々な医療スタッフとの密な連携が欠かせない。また、がんの治療法の開発には臨床試験が重要であり、生物統計学、

行動医学、医療判断学を含めた様々な学問の関りが必要であり、理工系分野のスタッフの関与が重要となってきた。様々な業種

の役割を理解しより良い医療を展開するため、理工系分野の積極的な貢献が望まれており、その可能性について共に考えてい

きたい。 

 

Mortality due to cancers are still high, and the basic law for cancer control has been enacted as one of the important medical 

policies. Knowledge of biology, physics, and biostatistics is required to learn radiation therapy in cancer treatment, and the 

characteristics of cancer cells, radiation sensitivity, ingenuity to reduce toxicity, characteristics of new radiotherapy technology, 

etc. In order to practice patient-centered medical care, close cooperation with various medical staffs such as medical doctors, 

nurses, radiologists, medical physicists, clinical engineers, and laboratory engineers is essential. Clinical trials are important for 

the development of cancer treatment strategy, and various academic fields including biostatistics, behavioral medicine, and 

medical judgment are required. In order to understand the roles of various medical staffs and develop better medical care, 

active contributions of the science and engineering fields are desired, and we would like to consider the possibility together. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「病気」とは何か？「がん」とは何か？ 

2. 医療スタッフと業務分担、そしてキャリア形成 

3. がん細胞の特徴と転移の機序 

4. 放射線感受性：低感受性の克服のための工夫 

5. 放射線治療後の毒性と毒性軽減のための工夫 

6. 毒性に対する対応策（医療現場での対応） 

7. 新規照射技術の特徴とその限界 

8. 動く臓器にどのように対応するか？ 

9. 集学的治療における放射線治療（手術療法、全身療法との併用） 

10. 遠隔転移例に対する放射線治療 

11. がんの治療成績（生存率曲線、ハザード比）を理解する 

12. 生物統計学、行動医学、医療判断学 

 なぜ人はガイドラインに従わないのか？ 

13. 臨床試験概論 臨床試験を日本で成功させるために 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前資料に必ず目を通しておくこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/授業内の小テスト（5％ x 14 回）(70%)/最終レポート(Final Report)(10%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 青木学 他、2016、『臨床放射線医学』、医学書院 (ISBN:978-4-260-02178-4) 

 

参考文献（Readings） 

1. 鷲野和美、2011、『チーム医療論』、医師薬出版 (978-4-263-23392-4 C3047) 

2. 大橋靖雄、2006、『臨床試験の進め方』、南江堂 (ISBN:4-524-23842-5) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

日本放射線腫瘍学会： https://www.jastro.or.jp/ 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 49 - 

■LA224 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／インターンシップ（医学物理士） 

(Internship(Medical Physicist)) 

担当者名 

（Instructor） 
栗田 和好(KURITA KAZUYOSHI) 

学期 

（Semester） 
春期間外 (Summer Session) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5940 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
随意科目，医学物理学副専攻【必修】 

 

授業の目標（Course Objectives） 

医学物理学副専攻科目である。医学物理士の実際の仕事がどのようなものかを医療現場において体験し，医学物理士について

理解を深める。 

 

This class is designed for the minor in medical physics. It enables student to deepen the understanding of the medical 

physicists by experiencing the actual tasks in clinical environment. 

 

授業の内容（Course Contents） 

集中で実習を行う。詳細については現場の指導者の指示に従うこと。2021 年度は順天堂大病院での実習を行う予定。 

 

This class is an intensive training course. Details will be given by the instructors at the organization. The training will be offered 

at Juntendo University Hospital in JFY2020.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 事前学習 

2. 病院実習（１） 

3. 病院実習（２） 

4. 病院実習（３） 

5. 病院実習（４） 

6. 病院実習（５） 

7. 病院実習（６） 

8. 病院実習（７） 

9. 病院実習（８） 

10. 病院実習（９） 

11. 病院実習（１０） 

12. 病院実習（１１） 

13. 病院実習（１２） 

14. 病院実習（１３） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

原則として長期休業期間中もしくは土曜の午後に集中で実施する。事前にプログラムへの登録が必要である。登録については掲

示が出るので注意すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

現場指導者からの報告と事後レポートで総合的に判断する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

なし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

医学物理学副専攻科目であり，大学院前期課程および後期課程の修了要件単位には算入されない。 

 

注意事項（Notice） 
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■LA226 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA226／惑星物理学 

(Planetary Physics) 

担当者名 

（Instructor） 
桑原 正輝(KUWABARA MASAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
CB139 宇宙地球系物理学講究８、RA226 惑星物理学と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は惑星物理に関する教科書を読み，研究に必要な知識を身につけると同時に，英語論文の読解に慣れることを目標とす

る． 

 

The aim of this course is to acquire the knowledge necessary for research on planetary physics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

惑星物理に関する教科書や論文等の文献を読み，研究に必要な専門知識や手法を身につける．教材は受講生の研究テーマに

応じて選択する．受講生は教科書・論文の一部が割り当てられるので、その部分を読み、内容を紹介する． 

 

We read a textbook or scientific paper on planetary physics, and acquire expertise and technique required for research. Course 

materials are selected according to the research theme of the students. The students are required to read the materials before 

class and to introduce its content in class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション，講読する文献の選定，講読分担の決定 

2. 惑星物理に関する文献講読１ 

3. 惑星物理に関する文献講読２ 

4. 惑星物理に関する文献講読３ 

5. 惑星物理に関する文献講読４ 

6. 惑星物理に関する文献講読５ 

7. 惑星物理に関する文献講読６ 

8. 惑星物理に関する文献講読７ 

9. 惑星物理に関する文献講読８ 

10. 惑星物理に関する文献講読９ 

11. 惑星物理に関する文献講読１０ 

12. 惑星物理に関する文献講読１１ 

13. 惑星物理に関する文献講読１２ 

14. 惑星物理に関する文献講読１３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当文献を授業前に読み，要約して発表の準備を行うこと．理解できなかった箇所を整理してくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(60%)/授業への参加度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回の授業で担当する文献を決める．初回の授業を欠席する場合は，事前に連絡すること． 

 

注意事項（Notice） 
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■LA352 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
自動登録／輪講１～４ 

担当者名 

（Instructor） 
物理学専攻全専任教員 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY6800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程輪講 A・B と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究分野に関する理解を深めるとともに，周辺分野に対する視野を拡げ，幅広い知識に触れることを目標とする。さらに自らの発

表技能の向上を目指す。 

 

The aim is to deepen the understanding of the research area of students, expand their interest and understanding to the 

surrounding areas and improve their presentation skills.   

 

授業の内容（Course Contents） 

研究分野に即した論文やテキストの紹介，ならびに研究内容に関しての発表を通して議論し理解を深める。 

 

Students deepen their understanding by reading and introducing the relevant papers and textbooks and by presentation and 

discussion on their research theme. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 輪講（１） 

2. 輪講（２） 

3. 輪講（３） 

4. 輪講（４） 

5. 輪講（５） 

6. 輪講（６） 

7. 輪講（７） 

8. 輪講（８） 

9. 輪講（９） 

10. 輪講（１０） 

11. 輪講（１１） 

12. 輪講（１２） 

13. 輪講（１３） 

14. 輪講（１４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業運営などについては配属された研究室の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

自らの発表や討論などによる授業への参加度(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

配属された研究室の指示に従うこと。 

 

参考文献（Readings） 

配属された研究室の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA561 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究（理論）・特別研究１～３（実験） 

(Research for Master's Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
物理学専攻全専任教員 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
３単位(3 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY6080 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自の研究に対する背景，目的，および方法を理解する。研究活動を通して，専門知識，技術，および理学的な思考能力を修得

し，問題解決能力を養う。さらには研究発表能力および質疑応答能力を身につける。 

 

The aim is to understand the background, purpose, and method of the research of each student. Through research activities, 

students acquire specialized knowledge, technique, and physical thinking ability, and develop problem-solving ability. Moreover, 

they will acquire skills for research presentation and response to questions and comments. 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員の指導のもとで，研究テーマを決定し，指定された研究課題に取組む。研究の背景，目的，および方法などを理解した

上で，研究を進める。得られた研究成果を精査し，適宜，指導教員との議論などを通してさらに高度な研究へとつなげていく。 

 

Under the guidance of a supervisor, students will determine the research theme of their own. They implement research after 

understanding the background, purpose and method of the research theme. They can proceed to more advanced theme through 

the careful investigation of the obtained results and the discussions with their supervisor. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究（１） 

2. 研究（２） 

3. 研究（３） 

4. 研究（４） 

5. 研究（５） 

6. 研究（６） 

7. 研究（７） 

8. 研究（８） 

9. 研究（９） 

10. 研究（１０） 

11. 研究（１１） 

12. 研究（１２） 

13. 研究（１３） 

14. 研究（１４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指導教員の指導のもとで，研究テーマの設定，研究方法の検討，研究計画の策定などを行い，それらに基づいて研究を遂行す

る。研究成果をもとに修士論文が構成されることを意識して筋道を立てて研究を進める。履修中に中間報告を行う。詳しい要領と

日時などは別途掲示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究活動の状況を総合的に判断する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA651 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／修士論文指導演習 

(Master's Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
物理学専攻全専任教員 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
３単位(3 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY6080 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究活動を通して，専門知識，技術，および理学的な思考を修得し，問題解決能力を養う。さらには発表能力，および質疑応答

能力を身につける。「特別研究（理論）」または「特別研究１〜３（実験）」で得られた研究成果をまとめ，修士論文を書き上げる。 

 

The aim is to understand the background, purpose, and method of the research of each student. Through research activities, 

students acquire specialized knowledge, technique, and physical thinking ability, and develop problem-solving ability. Moreover, 

they will acquire skills for research presentation and response to questions and comments. Students write master theses based 

on the research results in the course "Special Research (Theory)". 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員の指導のもとで，指定された研究課題に取組み，その成果を修士論文としてまとめる。 

 

Under the guidance of a supervisor, students will determine the research theme of their own. They write master theses based 

on the research results 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 修士論文課題研究（１） 

2. 修士論文課題研究（２） 

3. 修士論文課題研究（３） 

4. 修士論文課題研究（４） 

5. 修士論文課題研究（５） 

6. 修士論文課題研究（６） 

7. 修士論文課題研究（７） 

8. 修士論文作成（１） 

9. 修士論文作成（２） 

10. 修士論文作成（３） 

11. 修士論文作成（４） 

12. 修士論文作成（５） 

13. 修士論文作成（６） 

14. 修士論文作成（７） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「特別研究（理論）」または「特別研究１〜３（実験）」で得られた研究成果を精査してとりまとめ， 修士論文を作成，提出する。修

士論文に関する最終試験（口頭発表）を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文，最終研究発表および研究活動などの状況により総合的に判断する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LB101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LB101／分析化学基礎特論 

(Lecture on Analytical Chemistry) 

担当者名 

（Instructor） 

宮部 寛志(MIYABE KANJI) 

加藤 大(KATO MASARU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE5390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

高性能分離分析法（高速液体クロマトグラフィー，ガスクロマトグラフィーやキャピラリー電気泳動法等）の基礎，特徴や基本原理

（分離機構等）を理解すると共に，薬学分野におけるそれらの利用について学び，関連する様々な知見を修得する。 

 

To understand the basics, characteristics, and basic principles (separation mechanisms, etc.) of high-performance separation 

analysis methods (high-performance liquid chromatography, gas chromatography, capillary electrophoresis, etc.), and to learn 

about their use in the pharmaceutical field and acquire various related knowledge. 

 

授業の内容（Course Contents） 

先ず，機器分析法の一つとしての分離分析法の位置付けを概説し，高速液体クロマトグラフィー（HPLC）やガスクロマトグラフィー

の基本事項を説明する。次に，分離挙動の解析理論や実験装置の実際面を解説する。その後，更なる高性能高速分離法への

展開に関する最近の技術動向を説明する。さらに，キャピラリー電気泳動法について概説すると共に，分子間相互作用解析や界

面透過現象解析等への応用について解説する。後半では，薬学について，医薬品やその開発や評価，薬の基準書である日本薬

局方とその国際調和について解説する。また，高性能分離分析法の医療応用に関する様々な研究内容を紹介する。 

 

First, the position of separation analysis as one of the instrumental analysis methods is outlined, and the basics of high-

performance liquid chromatography (HPLC) and gas chromatography are explained. Next, the analytical theory of separation 

behavior and the practical aspects of experimental equipment are explained. This is followed by a discussion of recent 

technological trends in the development of high-performance, high-speed separation methods. In addition, capillary 

electrophoresis will be outlined, and its application to the analysis of intermolecular interactions and interfacial permeation 

phenomena will be explained. In the latter half of the lecture, we will discuss pharmaceutical products, their development and 

evaluation, and the Japanese Pharmacopoeia, which is a standard document for medicines, and its international harmonization. 

In the second half of the lecture, we will introduce various researches on medical applications of high performance separation 

analysis methods. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 高性能流通式分離分析法の概要 

2. 高速液体クロマトグラフィー 

3. 分離挙動解析理論 

4. 高性能高速分離法への展開 

5. ガスクロマトグラフィー 

6. キャピラリー電気泳動法 

7. 分子間相互作用や界面透過現象の解析 

8. 医薬品の開発と評価 

9. 医薬品やアミノ酸の光学分割 

10. ゾルーゲル法を利用した生体物質固定化カラム 

11. ナノ材料の分析・評価 

12. ナノ粒子分析用 HPLC モノリスカラム 

13. ナノ粒子の調製と医療応用 

14. バイオマーカーの探索法と早期診断への応用 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

学部の授業では取り扱わない先端的な話題も取り上げるので，講義内容の予習と復習を行い，学習内容を確実に修得すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

質疑応答等の授業態度(40%)/小テスト(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LB108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LB108／有機化学基礎特論 

(Lecture on Organic Chemistry) 

担当者名 

（Instructor） 

森本 正和(MORIMOTO MASAKAZU) 

山中 正浩(YAMANAKA MASAHIRO) 

箕浦 真生(MINOURA MAO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE5490 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

有機化学の基本原理を学ぶ。有機反応を理解するうえで重要な基本概念や法則について総復習する。 

 

Learn the basic principles of organic chemistry. Generally review the basic concepts and laws that are important for 

understanding organic reactions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

電子の動きに基づき，基本的な反応様式を原理から理解できるように解説する。まず，有機化学反応における電子の動きの基礎

を確認したあと，酸・塩基，求核付加反応，求核置換反応，求電子付加反応，求電子置換反応，脱離反応，酸化・還元など様々

な有機化学反応について解説し，置換基効果や溶媒効果についても触れる。さらには，有機合成における合成戦略のたて方に

ついて解説し，実際の合成報告例の解析を行う。 

 

The lecturer will explain the basic reaction patterns based on electron movement so that the students will understand it from 

principle. First, after confirming fundamental electron movement through organic chemical reactions, the lecturer will explain 

acids and bases, nucleophilic addition reaction, nucleophilic substitution reaction, electrophilic addition reaction, electrophilic 

substitution reaction, elimination reaction, oxidization and deoxidization, and various other organic chemical reactions, and also 

touch upon substituent effects and solvent effects. The lecturer will also explain how to plan rational synthetic strategies in 

organic synthesis. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 有機化学反応における電子の動きの基礎 

2. 酸と塩基，共鳴効果と誘起効果 

3. 求核付加反応 

4. カルボニル化合物の反応（１） 

5. カルボニル化合物の反応（２） 

中間テスト（１） 

6. 求核置換反応 

7. 脱離反応 

8. 求電子付加反応 

9. 求電子置換反応 

10. 酸化と還元 

中間テスト（２） 

11. 多段階合成（１）：合成戦略のたて方，骨格形成 

12. 多段階合成（２）：合成戦略のたて方，官能基形成 

13. 多段階合成（３）：合成戦略のたて方，実際の合成報告例の解析 

14. 多段階合成（４）：多段階合成まとめ 

中間テスト（３） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

学部の授業「有機化学１」および「有機化学２」の内容を事前に復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間テスト 1(35%)/中間テスト２(35%)/中間テスト３(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

板書・プリント資料・視覚教材（スクリーン投影）を用いる。 

演習問題などについて授業中に解説し，フィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■LB109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LB109／有機化学応用特論１ 

(Advanced Lecture on Organic Chemistry 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

有機典型元素化学・ケイ素化学 

（Organic main group element chemistry/Silicon Chemistry) 

担当者名 

（Instructor） 
岩本 武明(IWAMOTO TAKEAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE5490 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

集中講義：日程は理学部掲示板を確認すること 

RB108 有機化学応用特論１と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

典型元素を主構成元素とする有機化合物の構造と反応性の特徴を理解する。 

 

This class is aimed at understanding the structure and characteristics of organic compounds containing mainly main group 

elements. 

 

授業の内容（Course Contents） 

有機典型元素化合物の特徴を体系的に概説し、特に１，２，１３，１４族元素化合物の構造と性質およびそれらの特徴が生かされ

た反応等について解説する。１４族元素化合物の化学については、典型的な高周期 14 族元素であるケイ素の化学について焦点

を当て講義する。 

 

The characteristics of main group element compounds are briefly summarized and the chemistry of main group element 

compounds such as group 1, 2, 13, and 14 element compounds will be discussed in detail.  Especially, silicon chemistry will be 

focused as a chemistry of a typical heavier group-14 element. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 典型元素化学概説（１） 

2. 典型元素化学概説（２） 

3. １族元素化合物（１） 

4. １族元素化合物（２） 

5. ２族元素化合物（１） 

6. １３族元素化合物（１） 

7. １３族元素化合物（２） 

8. 高周期１４族元素化学概説（有機ケイ素化学概説） 

9. 高周期１４族元素化合物（１）単結合化合物 

10. 高周期１４族元素化合物（２）多重結合化合物化合物１ 

11. 高周期１４族元素化合物（２）多重結合化合物化合物２ 

12. 高周期１４族元素化合物（３）低配位化学種１ 

13. 高周期１４族元素化合物（３）低配位化学種２ 

14. 高周期１４族元素化合物（４）最近の研究から 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 秋葉欣哉、2008、『有機典型元素化学』、講談社 (ISBN:978-4-06-154337-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LB140 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LB140／物理化学基礎特論 

(Lecture on Physical Chemistrymistry) 

担当者名 

（Instructor） 

永野 修作(NAGANO SHUSAKU) 

望月 祐志(MOCHIZUKI YUJI) 

三井 正明(MITSUI MASAAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE5290 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

量子論に基づく分子の電子状態や分子と光（電磁波）の相互作用、凝縮系の物理化学の基本となる分子間力や分子組織構造の

解析について理解を深める。  

 

This class provides a deep understanding of molecular electronic states and interactions between molecules and light (i.e. 

electromagnetic waves) based on quantum theory. Besides, students will study the basic concepts for intermolecular forces as 

a basis for soft matter chemistry and structural analysis method of molecular ordered structure. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半部は、現代の計算化学の中で重要な一角を占める分子軌道法の解説と、その具体的応用事例を紹介する（機械学習や量

子コンピュータなどの最新の話題も含む）。中盤では、分子と光の相互作用について古典力学および量子力学の観点から考察

し、分子の光吸収・発光過程に対する理論的な理解を導く。後半部では、分子間力や表面力を取り扱い、分子の凝集構造の形成

とその解析手法を学ぶ。 

 

In the first part, the class explains several molecular orbital methods that play an essential role in modern computational 

chemistry and introduces concrete examples of their application (including recent topics such as machine learning and quantum 

computing). Students study the interaction between molecules and light in classical and quantum mechanics and theoretical 

understandings of molecular light absorption and emission processes in the middle part. In the latter part, the class covers 

intermolecular and surface forces, condensed phase of molecules, and structural analysis for soft matter. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 量子化学計算の概論 

2. 応用事例の紹介 1 

3. 応用事例の紹介 2 

4. 応用事例の紹介 3 

5. 演算子の交換関係 

6. 量子力学的トンネル運動 1 

7. 量子力学的トンネル運動 2 

8. 摂動論１ 

9. 摂動論 2 

10. 分子間相互作用と分子間力 

11. 分子の自己集合構造と液晶 

12. 粒子間に働く力とコロイド 

13. 高分子の性質 

14. 分子凝集構造の解析手法 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

前半部では、情報科学などの知識があるとよいので、適宜自習を勧めたい。中盤部では、量子論の復習をしておくこと。中盤部ま

では、量子力学の基礎を理解していることを想定しているので、不安な学生諸氏は学部時代の内容も含めて復習されるとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

前半部 4 回は、毎回リアクションペーパーの提出を求め、1 回のレポートと 合わせて評価する。中盤および後半部では毎回の授

業内の演習にて評価する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

資料を授業中に配付する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LB141 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LB141／物理化学応用特論１ 

(Advanced Lecture on Physical Chemistry 1) 

担当者名 

（Instructor） 
三井 正明(MITSUI MASAAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE5290 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
RB141 物理化学応用特論１と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

分子が光を吸収することによって生成する励起状態では，様々な光物理・光化学過程（発光，項間交差，内部転換，電子移動，

励起エネルギー移動など）が起こる。本講義では，それを理論的に理解していくための基礎事項の習得を目指す。 

 

Through the excited state produced by molecules absorbing light, various photophysical and photochemical processes occur 

(e.g. luminescence, intersystem crossing, internal conversion, electron transfer, excitation energy transfer, etc.). In the lecture, 

students will strive to master the fundamentals in order to acquire a theoretical understanding of that. 

 

授業の内容（Course Contents） 

分子の電子状態や電子状態間の遷移を理論的にどのように記述するかについて講義する。その際に必要となる量子論の基礎

事項（摂動論やトンネル効果など）についても適宜解説を行う。さらに，光合成や有機系太陽電池，有機エレクトロニクスデバイス

などにおいて重要な励起状態素過程である電子移動と励起エネルギー移動の基礎についても講義を行う。 

 

The lecturer will cover how to theoretically describe the electronic states and electronic transitions of molecules. At that time, 

the lecturer will also suitably explain the necessary fundamental quantum theory (e.g. perturbation theory, tunneling effect, etc.). 

Moreover, the lecturer will also explain the fundamental theory of several excited-state processes such as photo-induced 

electron transfer and excitation energy transfer, which play a crucial role in photosynthesis, organic solar cells, and organic 

electronic devices. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 光（電磁波）の性質 

2. 物質と光の相互作用の古典力学的描像１ 

3. 物質と光の相互作用の量子力学的描像１ 

4. 物質と光の相互作用の量子力学的描像２ 

5. 物質と光の相互作用の量子力学的描像３ 

6. 物質と光の相互作用の量子力学的描像４ 

7. 励起状態の緩和過程１ 

8. 励起状態の緩和過程２ 

9. 励起状態の緩和過程３ 

10. 励起状態の緩和過程４ 

11. 励起状態の緩和過程５ 

12. 励起状態の活用１ 

13. 励起状態の活用２ 

14. 励起状態の活用３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

量子化学の基礎を復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業への出席や取り組み姿勢(40%) 

理解を深めるために，授業内に適宜演習を実施する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 小谷正博，幸田清一郎，染田清彦、1997、『大学院講義物理化学』、東京化学同人 

2. N.J.Turro, V. Ramamurthy, J.C. Scaiano,. 2010. Modern Molecular Photochemistry of Organic Molecules. University Science 

Books (ISBN:1891389254) 

3. 小林宏、1997、『光電子移動』、丸善 (4-621-04342-0 C3043) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LB147 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LB147／有機化学応用特論４ 

(Advanced Lecture on Organic Chemistry 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
高分子科学の基礎と応用および光機能材料 

担当者名 

（Instructor） 
小西 玄一(KONISHI GENICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE5490 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
RB147 有機化学応用特論４と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

高分子の特徴、合成法、基礎物性、高分子工業のエッセンスを理解することを目標とします。  また、最先端の研究や材料開発

についても、ケーススタディを通して解説します。教職や産業界で役立つ内容を盛り込む予定です。 

 

The purpose of this course is to understand the characteristics of polymers, synthesis methods, basic physical properties, and 

the essence of the polymer industry.   

 

授業の内容（Course Contents） 

高分子の特徴、合成法、基礎物性、高分子工業のエッセンスを講義します。それらに加えて、製造のプロセス化学、最先端の研

究も紹介します。 

 

This lecture covers the characteristics of polymers, synthesis methods, basic physical properties, and the essence of the 

polymer industry. In addition, process chemistry of polymers is also introduced. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 高分子の特徴その１ 

2. 高分子の特徴その２ 

3. 縮合系高分子の合成法 

4. 高分子合成とプロセス化学 

5. エンジニアリングプラスチック 

6. 付加縮合その１ 

7. 付加縮合その２ 

8. 縮合系高分子の最先端その１ 

9. 縮合系高分子の最先端その２ 

10. 高分子のリサイクル 

11. 付加重合とその応用１ 

12. 付加重合とその応用２ 

13. 光機能材料その１ 

14. 光機能材料その２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習・復習は特に必要としません。ただし、個人的に勉強するための資料の提供とオフィスアワーを利用したディスカッションを用

意しますので、活用してください。兼任講師ですので、対面授業ではなく、オンライン授業になる場合もあります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

講義内での複数回の小テスト(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要資料は、PDFまたは印刷物として配布します。 

 

参考文献（Readings） 

特にありません 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

参考になる HP等がある場合は、講義内で示します。 

 

注意事項（Notice） 
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■LB152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LB152／特別講義 ２ 

(Special Lecture 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
有機立体化学と遷移金属触媒を用いた有機合成 

担当者名 

（Instructor） 

森 啓二(MORI KEIJI) 

鷹谷 絢(TAKAYA JUN) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE6090 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

集中講義：日程は理学部掲示板を確認すること 

RB152 特別講義２と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

精密有機合成において不可欠な立体選択的反応から遷移金属触媒反応について、その基礎から実際の利用法までを習得す

る。 

 

The purposes of this course are to learn stereochemistry and transition metal chemistry with emphasis on the application to 

synthetic organic reactions, which are indispensable knowledge in modern synthetic organic chemistry.  

udents will be able to acquire  

 

授業の内容（Course Contents） 

有機分子の三次元構造をいかに制御して構築するかは、精密有機合成を行う上での重要な課題である。また、遷移金属触媒を

用いる有機合成反応は、現代の物質合成を支える基盤技術としてその重要性が増している。本講義では、有機化合物の立体選

択的な構築法とそのメカニズムや遷移金属触媒反応における基本的な素過程（酸化的付加・還元的脱離・挿入など）について概

説し、それらの有機合成における様々な利用例を説明する。 

 

The stereoselective synthesis of organic architecture is major topic in synthetic organic chemistry. The importance of transition 

metal catalysis is increasing as a fundamental technology supporting modern material science. In this lecture, the 

stereoselective construction of organic compounds and their mechanisms as well as the basic transition metal-catalyzed 

reactions (oxidative addition, reductive elimination, insertion, etc.)  will be reviewed, and their various applications in organic 

synthesis will be explained. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 有機合成における立体選択性 

2. 有機合成における立体選択的三次元骨格構築１ 

3. 有機合成における立体選択的三次元骨格構築２ 

4. 有機合成における立体選択的三次元骨格構築３ 

5. 有機合成における立体選択的三次元骨格構築４ 

6. 有機合成における立体選択的三次元骨格構築５ 

7.  立体選択的三次元骨格構の最新研究 

8. 遷移金属触媒反応の基本原理 

9. 遷移金属触媒反応の合成への応用１ 

10. 遷移金属触媒反応の合成への応用２ 

11. 遷移金属触媒反応の合成への応用３ 

12. 遷移金属触媒反応の合成への応用４ 

13. 遷移金属触媒反応の合成への応用５ 

14. 遷移金属触媒反応の最新研究 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で紹介した研究について、原著論文や教科書を読んで理解を深めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 編集 野依良治、2019、『大学院講義 有機化学 第 2 版』、東京化学同人 (ISBN:978-4-8079-0820-2) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

2021/9/1～9/3 に集中講義として実施する予定である。詳細は後日掲示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■LB155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LB155／特別講義 ５ 

(Special Lecture 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
化学物質の危険性、有害性とリスク評価 

担当者名 

（Instructor） 
吉川 治彦(KIKKAWA HARUHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE6090 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
RB155 特別講義５と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

化学物質の安全は、環境問題をふまえた法規制による管理から、危険・有害性及び摂取量を考慮したリスク評価による管理へ変

わりつつある。本講義では、化学物質のリスク評価を理解し、専門的な職業を行う様々な局面において総合的に判断できる力を

身につける。 

 

The safe handling of chemical substances is in the process of changing from management through legal regulations based on 

environmental problems to management through risk assessment which takes into account hazardousness and toxicity as well 

as dietary intake. In the lecture, the students will understand the risk assessment of chemical substances, and acquire the 

ability to judge in general various situations which occur in technical professions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

化学物質の中には、爆発性や引火性などの危険性をもつもの、人の健康や環境中の生物に有害な影響を与えるものがある。化

学物質の法規制、危険性、有害性について解説し、さらに摂取量を考慮したリスク評価、リスクコミュニケーションへ展開する。リ

スクの考え方は、社会において専門的な判断をする際の幅広い考え方へ繋がることも講義する。 

 

Among chemical substances, there are those which carry the danger of explosiveness and inflammability, and those which pose 

a hazardous risk to human health and living organisms in the environment. The lecturer will explain the legal regulations, 

dangers, and toxicity of chemical substances, and furthermore broaden to risk assessment taking into account dietary intake 

and risk communication. The lecturer will lecture on the fact that the approach to risk is connected to a broad approach when 

making technical judgments regarding society.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 化学物質のリスクとは？ 

2. 環境問題の歴史と化学物質の法規制 

3. GHS と SDSによる情報伝達 

4. 物性はなぜ重要か 

5. 物理化学的危険性評価 

6. 危険性リスク評価 

7. 人の健康への影響評価 

8. 生態系への影響評価 

9. 環境暴露評価 

10. 消費者暴露評価 

11. 健康、環境リスク評価 

12. 労働者暴露評価、リスク評価 

13. リスクトレードオフ評価とリスク管理 

14. リスクコミュニケーションとリスクの心理 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

本講義では小テスト、小レポートを実施するので、返却後は復習に活用してほしい。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(40%)/授業小テスト(30%)/授業小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

印刷教材を配信する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介する。 



 - 67 - 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

印刷教材、小テスト、小レポート等は、立教時間に配信する。 

 

注意事項（Notice） 
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■LB158 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LB158／特別講義 ８ 

(Special Lecture 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

分子システムにおける光機能の物理化学 

Physical Chemistry of Optical Functions in Molecular Systems 

担当者名 

（Instructor） 
安池 智一(YASUIKE TOMOKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE6090 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
RB158 特別講義８と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

分子システムが示す光機能の背景にある様々な素過程を正しく区別し，それらを扱う理論的枠組みについて理解すること． 

 

The aim of this course is to enable students to correctly distinguish various elementary processes behind optical functions of 

molecular systems, and to understand theoretical frameworks for dealing with these processes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近年強く求められている高効率な人工光合成や太陽電池の実現のためには，分子システムにおける光機能がどのような素過程

に支えられているかを理解する必要がある．本講義では，分子および分子集合体による光吸収，励起エネルギー移動，および電

子移動を扱うための理論的な枠組みを解説する．また，人工光合成，太陽電池，有機半導体デバイスの最新の開発状況を概観

し，克服すべき問題点を明らかにする． 

 

In order to realize highly efficient artificial photosynthesis and solar cells, which have been strongly demanded in recent years, it 

is necessary to understand the elementary processes that support the optical functions in molecular systems. In this lecture, 

we will explain the theoretical frameworks to deal with light absorption, excitation energy transfer, and electron transfer in 

molecules and molecular assemblies. Recent developments in artificial photosynthesis, solar cells, and organic semiconductor 

devices will be reviewed, and problems to be overcome will be identified. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 分子システムが示すさまざまな光機能 

2. 光とはなにか 

3. 光と分子の相互作用 

4. ナノ粒子の強い光応答：プラズモン 

5. プラズモンによる光学過程の増強 

6. 分子の光励起と緩和過程 

7. 分子集合体とエキシトン 

8. 励起エネルギー移動 

9. 電子移動 

10. 界面におけるレドックス反応 

11. 光合成 

12. 人工光合成の現状と問題点 

13. 太陽電池の現状と問題点 

14. 有機半導体デバイスの現状と問題点 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

量子化学の基礎的なことが分かっていればよく，特段の予習は必要としない． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/授業への参加度(35%)/授業内の小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. V. May, O. Kühn. 2011. Charge and Energy Transfer Dynamics in Molecular Systems. Wiley-VCH (ISBN:9783527407323) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■LB159 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LB159／化学英語 

(Chemical English) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
English for Graduate Students 

担当者名 

（Instructor） 
宮本 恵子(MIYAMOTO KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE5993 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
RB159 化学英語と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語で論文を書き、学会発表するのに必要な知識とスキルを身につける。(2021.3.31 変更) 

 

【変更前】 

国際学会などで発表することを目指し，英語アカデミックプレゼンテーションを基礎から学ぶ． 

 

This course is designed to prepare students ready for writing an academic paper and presenting their research at a conference.  

Students will learn how to deliver an academic presentation in English and develop academic writing skills. (2021.3.31 変更） 

 

【変更前】 

This course is designed to prepare students ready for presenting their research at an international conference etc.  Students 

will learn how to deliver an academic presentation in English from basics.  

 

授業の内容（Course Contents） 

化学英語特有の文法の復習，スピーキング力向上にもつながるリスニング演習に加えて，論文読解を通じて語彙力と表現力を養

う．学生は各自の研究テーマに基づいたプレゼンテーション用ＰＰＴを英語で作成し，国際学会で発表するというシチュエーション

でのプレゼンテーション演習を行う. 

 

Students will review chemistry-specific grammar, perform listening exercises (through which they can also enhance their 

speaking ability), enrich their vocabulary and expressiveness through reading research papers.  Each student will prepare a 

PPT file based on his own research and deliver an oral presentation in English. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 化学英語とは 化学英語特有の文法 (2021.3.31 変更) 

 

【変更前】ガイダンス 化学英語とは．英語アカデミックプレゼンテーションとは． 

2. 論文の書き方 その１ (2021.3.31 変更) 

 

【変更前】化学英語特有の文法 

3. 論文の書き方 その２ (2021.3.31 変更) 

 

【変更前】論文読解 

4. 論文読解 (2021.3.31 変更) 

 

【変更前】中間試験 

5. 論文報告 (2021.3.31 変更) 

 

【変更前】研究内容を３分で発表する（日本語） 

6. 中間試験 (2021.3.31 変更) 

 

【変更前】研究内容を３分で発表する（英語） 

7. 研究内容を２分で発表する（日本語） (2021.3.31 変更) 

 

【変更前】英語でのプレゼンテーション用ＰＰＴの作成１ ； ストーリーボードを作る 

8. 研究内容を２分で発表する（英語） (2021.3.31 変更) 

 

【変更前】英語でのプレゼンテーション用ＰＰＴの作成２ ； テキスト，表，グラフ，ビジュアルエレメントの作成 

9. 英語プレゼンテーション用 PPTの作成その１ (2021.3.31 変更) 
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【変更前】英語でのプレゼンテーション用ＰＰＴの完成 

10. 英語プレゼンテーション用 PPTの作成その２ (2021.3.31 変更) 

 

【変更前】英語プレゼンテーションリハーサル 

11. 英語プレゼンテーションリハーサル (2021.3.31 変更) 

 

【変更前】国際会議を想定した英語プレゼンテーション１ 

12. 英語プレゼンテーションの改良 (2021.3.31 変更) 

 

【変更前】国際会議を想定した英語プレゼンテーション２ 

13. 英語プレゼンテーション本番 (2021.3.31 変更) 

 

【変更前】国際会議を想定した英語プレゼンテーション３ 

14. 国際会議を想定した英語プレゼンテーションと質疑応答 (2021.3.31 変更) 

 

【変更前】質疑応答の練習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書として使用する「化学英語 30 講」の中で授業で取り上げない部分については自習することが望ましい．質問歓迎．原則メ

ールにて（miyamoto.keiko@rikkyo.ac.jp) 

授業時間内に完成しなかった原稿や PPTは次回の授業までに完成させて持参すること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間テスト(30%)/論文報告(20%)/プレゼンテーションリハーサル(20%)/最終プレゼンテーション(20%)/授業態度（出席を含む）(10%) 

2021.3.31 付変更【変更前】中間テスト(20%) 、プレゼンテーションリハーサル(30%) 、授業態度（出席を含む）(20%) 、最終プレゼン

テーション(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 宮本惠子、『やさしい化学 30講シリーズ 5 化学英語 30 講』、朝倉書店 (ISBN:ISBN 978-4-254-14675-2) 

 

参考文献（Readings） 

適宜配付する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

https://scientificeng.blogspot.com/ 

https://scientificenglishclass.blogspot.com/ 

https://chemelmnts.blogspot.com/ 

 

注意事項（Notice） 
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■LB163 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LB163／特別講義１１ 

(Special Lecture 11) 

担当者名 

（Instructor） 
山中 正浩(YAMANAKA MASAHIRO)他 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE6090 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
RB163 特別講義１１と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

幅広い分野に亘る最先端の科学に触れ，それらの理解を深めながら，幅広い知識を修得する。 

 

The lecturer will touch upon advanced sciences stretching across a wide range of fields, and the students will master a broad 

knowledge while deepening their understanding. 

 

授業の内容（Course Contents） 

様々な分野で活躍されている兼任講師の先生方のご研究，ならびにそれに関連した分野について，最新の情報を講義する。 

 

Part-time lecturers engaged in various fields will lecture on recent information about both their research and the relevant fields. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 行本 万里子：「新規化学結合を有する典型元素化合物の最新の研究１」 

2. 行本 万里子：「新規化学結合を有する典型元素化合物の最新の研究２」 

3. 行本 万里子：「新規化学結合を有する典型元素化合物の最新の研究３」 

4. 小野 公輔：「自己組織化による新しいものづくり１」 

5. 小野 公輔：「自己組織化による新しいものづくり２」 

6. 河合 明雄：「光誘起電子スピン分極を利用した活性酸素やラジカルの反応観測法１」 

7. 河合 明雄：「光誘起電子スピン分極を利用した活性酸素やラジカルの反応観測法２」 

8. 古海 誓一：「有機材料の階層構造によるフォトニックデバイスの創製１」 

9. 古海 誓一：「有機材料の階層構造によるフォトニックデバイスの創製２」 

10. 石塚 智也：「ポルフィリンで見る金属錯体化学１」 

11. 石塚 智也：「ポルフィリンで見る金属錯体化学２」 

12. 石塚 智也：「ポルフィリンで見る金属錯体化学３」 

13. 島津 光仲：「臨床検査分野における遺伝子検査の現状１」 

14. 島津 光仲：「臨床検査分野における遺伝子検査の現状２」 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習は必要としない。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/各回のレポート（6 回）(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じてプリントを適宜配付する。 

 

参考文献（Readings） 

講義のときに紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各先生の日程については，後日掲示する。 

板書・プリント資料・視覚教材（スクリーン投影）を用いる。 

 

注意事項（Notice） 
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■LB165 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LB165／無機化学応用特論２ 

(Advanced Lecture on Inorganic Chemistry 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
遷移金属錯体の電気化学とエネルギー変換反応 

担当者名 

（Instructor） 
和田 亨(WADA TOHRU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE5590 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
RB165 無機化学応用特論２と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

エネルギー変換を主眼とした遷移金属錯体触媒の研究を検討することにより，金属錯体の構造と反応性に関する理解を深める。

さらに錯体化学に欠かすことのできない電気化学の基礎について学ぶ。 

 

The purpose of this class is to understand the relationship between reactivity and structure of transition-metal complex 

catalysts aiming for energy conversion. We also learn basic electrochemistry of transition-metal complexes.    

 

授業の内容（Course Contents） 

 電子移動をともなう触媒反応の研究には欠かすことの出来ない電気化学の基礎と測定原理，実際の測定方法について講義す

る。これを踏まえて，エネルギー変換を指向した遷移金属錯体の触媒反応について解説する。電気化学測定により明らかにされ

る錯体の酸化還元挙動や触媒活性の評価について，研究の具体例から学ぶ。数回の授業に渡り，一つの研究トピックスについ

て紹介し，その研究の背景と意義，そして精密に設計された錯体の構造がどのようにして機能を発現するか理解していく。 

 

In this class, basic principles of electrochemical measurement and its experimental methods, which are indispensable for the 

research for redox catalysts, will be described. Furthermore, catalytic reactions of transition-metal complexes aiming for energy 

conversion will be explained. We learn specific examples of research on the evaluation of redox behavior and catalytic activity of 

complexes revealed by electrochemical measurements. Over the course of several lessons, we will introduce one research topic 

and understand the background and significance of that research, and how the structure of a precisely designed complex 

expresses its function. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 電気化学の基礎１ 

2. 電気化学の基礎２ 

3. 電気化学の測定方法 

4. 水から酸素を発生する金属錯体１ 

5. 水から酸素を発生する金属錯体２ 

6. 水から酸素を発生する金属錯体３ 

7. 酸素を還元する触媒１ 

8. 酸素を還元する触媒２ 

9. 二酸化炭素はエネルギーの容器１ 

10. 二酸化炭素はエネルギーの容器２ 

11. 水素とプロトンの相互変換１ 

12. 水素とプロトンの相互変換２ 

13. 常温常圧で窒素からのアンモニア合成を目指す 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

電気化学を学ぶためには，物理化学の熱力学平衡論が必要である。復習しながら解説するが，各自，学部で学んだ熱力学の復

習をすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(50%)/複数回のレポート(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

スクリーンに投影する資料は配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 渡辺正，益田 秀樹，金村聖志，渡辺正義、2009、『電気化学（基礎科学コース）』、丸善 (ISBN:4621081128) 
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2. 大堺利行，桑畑進，加納健司、2000、『ベーシック電気化学』、化学同人 (ISBN:4759808612) 

3. 西原 寛，田中晃二，市村彰男、2013、『金属錯体の電子移動と電気化学』、三共出版 (ISBN:4782706995) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

板書とスクリーンを併用する。 

 

注意事項（Notice） 
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■LB166 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LB166／分析化学応用特論２ 

(Advanced Lecture on Analytical Chemistry 2) 

担当者名 

（Instructor） 
田渕 眞理(TABUCHI MARI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE5590 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
RB166 分析化学応用特論２と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生物無機分析におけるデータの統計的解析法を習得する。 

さらに生物無機試料の粒子の計測法を学ぶ。 

 

The students will learn methods of statistical data analysis in bioinorganic analysis. 

Moreover, the students will learn measuring techniques for particles of bioinorganic samples. 

 

授業の内容（Course Contents） 

生物無機分析においては，得られたデータの統計的解析が重要となる。そこで第１回から第９回は，データの統計的解析法につ

いて習得する。一般に，繰り返し実験におけるデータはガウス分布に従うものとして解析される。しかし，生物試料においてはガ

ウス分布とは限らないしデータ数が少ない場合も多い。従って，前半では通常のパラメトリックな有意差検定，後半ではノンパラメ

トリック検定についても学ぶ。練習問題を実際に解きながら理解を深める（関数電卓を持参すること）。第１０回から第１３回は粒

子の測定法とその原理，実際について学ぶ。 

 

In bioinorganic analysis, the statistical data analysis obtained will become essential. Accordingly, the students will learn about 

methods of statistical data analysis from the 1st to the 9th class. Generally, the data in repeated experiments is analyzed as 

something which obeys Gaussian distribution. Nevertheless, in biological samples, there is not only Gaussian distribution, and 

there are also frequent instances where the data quantity is small. Therefore, in the first half, the students will learn about 

regular parametric significance tests, and in the latter half, nonparametric tests. By solving practice problems, students will 

deepen their understanding of the material (each student must bring a scientific calculator). From the 10th to the 13th class, 

the students will learn about measuring methods for particles and their principals and practice. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 有意差検定１ 

2. 有意差検定２ 

3. 有意差検定３ 

4. 誤差と信頼限界 

5. 分析測定の品質１ 

6. 分析測定の品質２ 

7. ノンパラメトリック検定１ 

8. ノンパラメトリック検定２ 

9. ノンパラメトリック検定３ 

10. 粒子の測定法１ ； 粒子測定の必要性 

11. 粒子の測定法２ ； 粒子測定法の種類 

12. 粒子の測定法３ ； 各種粒子測定法の原理 

13. 粒子の測定法４ ； 粒子測定の実際 

14. まとめ（試験） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

英語の文献の予習が必要である。 

毎回の練習問題の復習と課題を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回のレポート(100%) 

関数電卓を持参してください 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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1. R.A. Meyers. 2011. ENCYCLOPEDIA OF ANALYTICAL CHEMISTRY. WILEY (ISBN:978-0470973332) 

2. PHILIP. W. KUCHEL, GREGORY. B. RASTON. 1998. THEORY AND PROBLEM OF BIOCHEMISTRY. McGRAW-Hill 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

関数電卓を持参してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■LB301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／輪講１～４ 

(Colloquium) 

担当者名 

（Instructor） 
化学専攻全専任教員 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE6980 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程輪講 A・B と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

特別研究に関連する文献を精読し，理解した内容を発表することにより，研究遂行上必要な知識を習得するとともにプレゼンテー

ション能力などを養う。 

 

The students will carefully read literature concerning their specialized research, and by presenting their findings, master the 

necessary knowledge for conducting research along with cultivating their presentation skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

特別研究に関連した文献を精読する。理解した内容をまとめ，研究室ごとに設定される輪講の時間に発表を行う。その発表を基

に，研究指導教員ならびに研究室メンバーと活発な議論を行う。 

 

The students will carefully read literature concerning their specialized research. The students will arrange their findings and give 

presentations at the lectures in turn set for individual office. Based on those presentations, the students will engage in vigorous 

discussions with their mentor and individual office members. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 輪講１ 

2. 輪講２ 

3. 輪講３ 

4. 輪講４ 

5. 輪講５ 

6. 輪講６ 

7. 輪講７ 

8. 輪講８ 

9. 輪講９ 

10. 輪講１０ 

11. 輪講１１ 

12. 輪講１２ 

13. 輪講１３ 

14. 輪講１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

輪講のテーマとなる文献，および関連する文献を精読する。発表者は，レジュメや PPTの作成などの発表の準備を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各研究指導員の総合的判断による。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

研究指導教員との協議により自ら設定。 

 

参考文献（Readings） 

研究指導教員との協議により自ら設定。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 



 - 78 - 

  



 - 79 - 

■LB356 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／輪講１～４ 

(Colloquium) 

担当者名 

（Instructor） 
化学専攻全専任教員 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE6980 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程輪講 A・B と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

特別研究に関連する文献を精読し，理解した内容を発表することにより，研究遂行上必要な知識を習得するとともにプレゼンテー

ション能力などを養う。 

 

The students will carefully read literature concerning their specialized research, and by presenting their findings, master the 

necessary knowledge for conducting research along with cultivating their presentation skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

特別研究に関連した文献を精読する。理解した内容をまとめ，研究室ごとに設定される輪講の時間に発表を行う。その発表を基

に，研究指導教員ならびに研究室メンバーと活発な議論を行う。 

 

The students will carefully read literature concerning their specialized research. The students will arrange their findings and give 

presentations at the lectures in turn set for individual office. Based on those presentations, the students will engage in vigorous 

discussions with their mentor and individual office members. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 輪講１ 

2. 輪講２ 

3. 輪講３ 

4. 輪講４ 

5. 輪講５ 

6. 輪講６ 

7. 輪講７ 

8. 輪講８ 

9. 輪講９ 

10. 輪講１０ 

11. 輪講１１ 

12. 輪講１２ 

13. 輪講１３ 

14. 輪講１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

輪講のテーマとなる文献，および関連する文献を精読する。発表者は，レジュメや PPTの作成などの発表の準備を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各研究指導員の総合的判断による。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

研究指導教員との協議により自ら設定。 

 

参考文献（Readings） 

研究指導教員との協議により自ら設定。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 



 - 80 - 

  



 - 81 - 

■LB501 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究１～３ 

(Research for Master's Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
化学専攻全専任教員 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
３単位(3 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE6180 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自の研究課題について研究を行い，専門知識，技術，および理学的な思考能力を修得し，課題解決能力を養う。また，研究倫

理を身につけ，研究を遂行する。さらに，中間報告（口頭発表）を通して，研究発表能力および質疑応答能力を養成する。 

 

The students will conduct research on each topic, master the expertise, technique, as well as ability to think scientifically, and 

develop problem-solving skills. In addition, the students will carry out research after learning its relevant ethics. Moreover, 

through the midterm report (oral presentation), the students will cultivate their research presentation skills as well as their Q&A 

skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員との協議により研究テーマを設定し，研究方法の検討，研究計画の策定などを行い，それらに基づいて研究に主体的

に取り組む。得られた研究成果を精査し，指導教員との議論等を通して筋道を立てながら研究を進め，さらに高度な研究へつな

げていく。また，研究倫理講習会や安全教育を受講し，研究倫理を身につけ，実践する。履修中には，研究の進捗について中間

報告を行う。 

 

The students will set their research theme through consultation with their mentor, and carry out a discussion of their research 

method, the formulation of their research plan, etc., and based on those, proactively incorporate it into their research. The 

students will carefully examine the obtained research findings, and while organizing them through discussions with their mentor, 

proceed with their research, as well as link them to advanced research. In addition, the students will attend research ethics 

lecture classes and safety training, and acquire and practice research ethics. During the course, the students will give a 

midterm report about their research progress. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，研究倫理教育 

2. 指導教員の指導のもとで研究１ 

3. 指導教員の指導のもとで研究２ 

4. 指導教員の指導のもとで研究３ 

5. 指導教員の指導のもとで研究４ 

6. 指導教員の指導のもとで研究５ 

7. 指導教員の指導のもとで研究６ 

8. 指導教員の指導のもとで研究７ 

9. 指導教員の指導のもとで研究８ 

10. 指導教員の指導のもとで研究９ 

11. 指導教員の指導のもとで研究１０ 

12. 指導教員の指導のもとで研究１１ 

13. 指導教員の指導のもとで研究１２ 

14. 指導教員の指導のもとで研究１３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

研究テーマに関連した文献の精読。毎回の研究の方法の検討および計画の策定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究活動の状況により総合的に評価する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指導教員の指示に従うこと。 

 

参考文献（Readings） 

指導教員の指示に従うこと。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LB556 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究１～３ 

(Research for Master's Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
化学専攻全専任教員 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
３単位(3 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE6180 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自の研究課題について研究を行い，専門知識，技術，および理学的な思考能力を修得し，課題解決能力を養う。また，研究倫

理を身につけ，研究を遂行する。さらに，中間報告（口頭発表）を通して，研究発表能力および質疑応答能力を養成する。 

 

The students will conduct research on each topic, master the expertise, technique, as well as ability to think scientifically, and 

develop problem-solving skills. In addition, the students will carry out research after learning its relevant ethics. Moreover, 

through the midterm report (oral presentation), the students will cultivate their research presentation skills as well as their Q&A 

skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員との協議により研究テーマを設定し，研究方法の検討，研究計画の策定などを行い，それらに基づいて研究に主体的

に取り組む。得られた研究成果を精査し，指導教員との議論等を通して筋道を立てながら研究を進め，さらに高度な研究へつな

げていく。また，研究倫理講習会や安全教育を受講し，研究倫理を身につけ，実践する。履修中には，研究の進捗について中間

報告を行う。 

 

The students will set their research theme through consultation with their mentor, and carry out a discussion of their research 

method, the formulation of their research plan, etc., and based on those, proactively incorporate it into their research. The 

students will carefully examine the obtained research findings, and while organizing them through discussions with their mentor, 

proceed with their research, as well as link them to advanced research. In addition, the students will attend research ethics 

lecture classes and safety training, and acquire and practice research ethics. During the course, the students will give a 

midterm report about their research progress. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，研究倫理教育 

2. 指導教員の指導のもとで研究１ 

3. 指導教員の指導のもとで研究２ 

4. 指導教員の指導のもとで研究３ 

5. 指導教員の指導のもとで研究４ 

6. 指導教員の指導のもとで研究５ 

7. 指導教員の指導のもとで研究６ 

8. 指導教員の指導のもとで研究７ 

9. 指導教員の指導のもとで研究８ 

10. 指導教員の指導のもとで研究９ 

11. 指導教員の指導のもとで研究１０ 

12. 指導教員の指導のもとで研究１１ 

13. 指導教員の指導のもとで研究１２ 

14. 指導教員の指導のもとで研究１３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

研究テーマに関連した文献の精読。毎回の研究の方法の検討および計画の策定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究活動の状況により総合的に評価する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指導教員の指示に従うこと。 

 

参考文献（Readings） 

指導教員の指示に従うこと。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LB651 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／修士論文指導演習 

(Master's Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
化学専攻全専任教員 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
３単位(3 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE6180 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

特別研究 1～3で得られた研究成果を精査し，取りまとめることによって，論理的思考を身につけるとともに，修士論文を作成す

る。さらに，最終試験（口頭発表）を通して，研究発表能力および質疑応答能力を修得する。 

 

The students will carefully examine their obtained research findings from specialized research 1-3, and through their 

arrangement, acquire a logical mind as they prepare their master’s thesis. Moreover, through the final exam (oral presentation), 

the students will master their research presentation skills as well as their Q&A skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

特別研究 1～3で得られた研究成果を精査し，それを踏まえて指導教員との協議により設定したテーマについて主体的に研究を

行う。それらの研究から得られた成果を取りまとめて，修士論文を作成する。さらに，修士論文に関する最終試験（口頭発表）を

行う。 

 

The students will carefully examine their obtained research findings from specialized research 1-3, reflecting on which they will 

pursue their active study on the themes established during discussions with their mentors. The students will arrange the 

findings obtained from those research works and prepare their master’s thesis. Moreover, the students will take a final exam 

(oral presentation) concerning their master’s thesis. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 修士論文指導演習１ 

2. 修士論文指導演習２ 

3. 修士論文指導演習３ 

4. 修士論文指導演習４ 

5. 修士論文指導演習５ 

6. 修士論文指導演習６ 

7. 修士論文指導演習７ 

8. 修士論文指導演習８ 

9. 修士論文指導演習９ 

10. 修士論文指導演習１０ 

11. 修士論文指導演習１１ 

12. 修士論文指導演習１２ 

13. 修士論文指導演習１３ 

14. 修士論文指導演習１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

研究に関連した文献の精読。特別研究 1～3 の精査。それらを基にした研究計画，論文作成計画の策定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文，口頭発表および研究活動の状況により総合的に評価する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指導教員の指示に従うこと。 

 

参考文献（Readings） 

指導教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■LC021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／数学研究１～４ 

(Research in Mathematics) 

担当者名 

（Instructor） 
数学専攻全専任教員 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
３単位(3 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT6080 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の下で，主としてゼミ形式により各院生が専門分野の書物あるいは論文の解読を行う。必要に応じて，指導教員が講義

の形で専門知識を教授することもある。 

教員は，院生が問題意識を持って数学と向き合うことができるように指導していく。 

最終的には，修士論文を作成することを目標とする。そのため研究分野における適切な専門書あるいは論文を読みこなし，研究

課題を設定してこれを解決する。 

 

Under their supervisors, each graduate student will, according primarily to the seminar format, read either a book on their field 

of expertise or a paper. As needed, the supervisors will also teach expertise in the form of a lecture. 

The faculty will provide guidance so that the graduate students will be able to face mathematics with an awareness for 

problems. 

Ultimately, the goal will be to prepare a master’s thesis. Therefore, the students will digest either an appropriate technical book 

or paper regarding their research field, and set their research problems and solve them. 

 

授業の内容（Course Contents） 

数学研究１～４は院生が主体的に数学を研究していく場であり，指導教員は研究の方向に注意しながら助言および必要な知識

の伝授を行う。先ず，各院生は指導教員の助言の下で研究する分野の細目を決めその専門書を選定する。１, ２では主にその専

門書を読み研究に必要な知識を吸収する。３においては専門論文等を参考にして研究課題を設定する。３の後半から４にかけ

て，設定した課題に対する文献講読を通して問題解決に向けた考察を続ける。この過程が授業の最も重要な場面であり，指導教

員は院生との議論や助言によって考察を支援する。最後に，研究課題に対する結果を修士論文としてまとめ上げる指導を行う。 

 

In Research in Mathematics 1-4, the graduate students will proactively conduct mathematical research, and the supervisors will 

provide advice as well as instruction in the necessary knowledge while being mindful of research direction. First of all, each 

graduate student will, under the advice of their supervisors, decide the details of their research field and select a technical book 

on it. In 1 and 2, the students will read those technical books and absorb the necessary knowledge for research. In 3, the 

students will reference technical papers, etc. and set their research problems. From the latter half of 3 through 4, the students 

will continue their inquiries into problem solving through the reading of literature regarding their set problems. This stage is the 

most important part of the class, and the supervisors will support the students’ inquiries through debates with the graduate 

students and advice. Finally, the supervisors will provide guidance on bringing together the students’ findings regarding their 

research problems as master’s theses. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究指導(1) 

2. 研究指導(2) 

3. 研究指導(3) 

4. 研究指導(4) 

5. 研究指導(5) 

6. 研究指導(6) 

7. 研究指導(7) 

8. 研究指導(8) 

9. 研究指導(9) 

10. 研究指導(10) 

11. 研究指導(11) 

12. 研究指導(12) 

13. 研究指導(13) 

14. 研究指導(14) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各指導教員が指示する。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

ゼミでの発表・議論(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各指導教員が指示する。 

 

参考文献（Readings） 

各指導教員が指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LC081 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／プレゼンテーション演習 １ 

(Presentation Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 

西納 武男(NISHINO TAKEO) 

青木 昇(AOKI NOBORU) 

小森 靖(KOMORI YASUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT5090 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は Blackboard に掲

載するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学部の授業で習った代数，解析，幾何における基本的な内容を復習する。更に，関連する問題を解くことを通して論理的な文章

をきちんと書けるようにする。 

 

The students will review the fundamental contents in algebra, mathematical analysis, and geometry that they learned in classes 

in the department. Moreover, through solving pertinent problems, the students will be trained to skillfully write logical 

compositions.  

 

授業の内容（Course Contents） 

代数，解析，幾何について毎回基本的な内容を復習し，関連する演習問題を解き, 黒板で発表もしくはレポートとして提出しても

らい，それに対する解説や添削指導をする。代数，解析，幾何についてそれぞれ４回ないし５回程度行う予定。 

 

The supervisors will review the fundamental contents regarding algebra, mathematical analysis, and geometry each time, and 

have the students solve pertinent exercises, either by presenting at the blackboard or submitting their solutions as reports, and 

accordingly give explanations and corrective guidance. Regarding algebra, mathematical analysis, and geometry, the plan is to 

hold such sessions about four or five times each.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 線形代数と群論に関する問題（１） 

2. 線形代数と群論に関する問題（２） 

3. 線形代数と群論に関する問題（３） 

4. 線形代数と群論に関する問題（４） 

5. 数列の極限や級数の和および微分積分に関する問題（１） 

6. 数列の極限や級数の和および微分積分に関する問題（２） 

7. 数列の極限や級数の和および微分積分に関する問題（３） 

8. 数列の極限や級数の和および微分積分に関する問題（４） 

9. 数列の極限や級数の和および微分積分に関する問題（５） 

10. 位相空間論に関する問題（１） 

11. 位相空間論に関する問題（２） 

12. 位相空間論に関する問題（３） 

13. 位相空間論に関する問題（４） 

14. 位相空間論に関する問題（５） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて各回に対応する内容について復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート（14 回）(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

原則として全授業回対面実施予定。 

 

注意事項（Notice） 
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■LC082 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／プレゼンテーション演習 ２ 

(Presentation Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 

小森 靖(KOMORI YASUSHI) 

安田 雅哉(YASUDA MASAYA) 

西納 武男(NISHINO TAKEO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT5080 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

数学専攻の大学院生として必要とされるレベルのプレゼンテーション能力，すなわち，自分の研究内容を他の人に正しく伝える能

力を身につけることを目的とする｡ また，聴衆としてプレゼンテーションを聞いた上で，その内容について数学的コミュニケーショ

ンを行うことも目的である｡ 

 

The goal will be to acquire the communication skills necessary as a graduate student majoring in mathematics—that is to say, 

the skills to accurately communicate one’s research contents to others. Likewise, upon listening to a presentation as an 

audience member, another goal will be to mathematically engage in communication regarding those contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まずガイダンスとして, 担当教員より，数学のプレゼンテーションを行う上で基本となる事項を解説する｡ 次いで，担当教員の模

擬プレゼンテーションとそれに対するディスカッションを行う｡ その上で，受講者は，数学における諸問題の解法，各自の研究内

容，ないし，それに関連した文献紹介を通して，プレゼンテーションの様々なスキルを学ぶ｡ また，他の参加者のプレゼンテーショ

ンに対して，その内容に対するディスカッションおよびプレゼンテーションに対する批評を行うことで，相互の数学的コミュニケーシ

ョン能力を高め合う｡ 

 

At first, as guidance, the teacher in charge will explain the fundamental points for giving a mathematical presentation. 

Afterwards, the teacher in charge will give a model presentation and hold a discussion on it. Additionally, the class members will 

introduce solutions of various problems in mathematics, each of their research contents or the relevant literature, and learn the 

presentation skills through them. Furthermore, the students will help to improve each other’s mathematical communication skills 

by discussing the contents as well as criticizing the presentation of the other participants’ presentations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／教員による模擬プレゼンテーション 

2. 諸問題の解法（１） 

3. 諸問題の解法（２） 

4. 研究内容の紹介（１） 

5. 研究内容の紹介（２） 

6. 諸問題の解法（３） 

7. 諸問題の解法（４） 

8. 研究内容の紹介（３） 

9. 研究内容の紹介（４） 

10. 文献の紹介 

11. 諸問題の解法（５） 

12. 諸問題の解法（６） 

13. 研究内容の紹介（５） 

14. 研究内容の紹介（６） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表用のスライド，および，レジメの作成｡ 要領は講義において指示する｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー (毎回)(30%)/研究内容のプレゼンテーション (複数回)(50%)/発表内容に関するレポート (複数回)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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講義内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LC139 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LC139／解析学特論 １ 

(Special Lecture on Math. Analysis 1) 

担当者名 

（Instructor） 
山田 裕二(YAMADA YUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT6390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
CA203 解析学諸論１、RC139 解析学特論１と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1・2・3 年での微分積分・解析学での学習を踏まえ、より進んだ数学への理解を深める 

 

Using the knowledges of undergraduate course of analysis, we study more advenced course in mathematics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

自然数、特に素数に関する予想や定理は尽きることがない。 

素数が無限個存在することの証明はユークリッド以来知られているが、等差数列｛pn+q｝n∈N（p と qは互いに素)の中に無限個の

素数が存在することが証明されたのは 19 世紀のことであり、その証明には Dirichlet級数、L関数などの解析が用いられる。 

 

There are rich theorems and conjectures in munber theory, especially in about prime numbers. 

Though it is known since the era of Euclid that there are infinite number of primes, the theorem of arithmetic progressions of 

Dirichlet was proved recentli in the 19th century. The proof is done with using Dirichlet series and L-functions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自然数、素数、素数が無限個あること、素数に関するいろいろな予想 

2. 4n+1 の形の素数、4n+3 の形の素数 

3. Dirichlet級数とその収束 

4. 数論的関数 

5. Dirichlet級数の形式的性質 

6. ガンマ関数 

7. Riemann のゼータ関数 

8. 関数等式 

9. テータ関数 

10. 群の復習 

11. 巡回群 

12. 指標、L関数 

13. L関数の負の整数における値 

14. 算術級数定理 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

3 年までの解析学を十分復習しておくことが望ましい。授業後の復習は必ずすることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

複数回のレポート(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 小野 孝、1987、『数論序説』、裳華房 

2. 木内 敬、2030、『リーマン予想入門』、技術評論社 

3. D.B. ザギヤー、1990、『数論入門』、岩波書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

■LC147 
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科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LC147／代数学特論 １ 

(Special Lecture on Algebra 1) 

担当者名 

（Instructor） 
柴田 和樹(SHIBATA KAZUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT6190 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

CA194 代数学諸論４、RC147 代数学特論１と合同授業 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は Blackboard に掲

載するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多項式環のイデアルの特別な生成系であるグレブナー基底とその応用について学んでいく。 

 

Students learn a Groebner basis which is a special generating set for an ideal in a polynomial ring and its applications. 

 

授業の内容（Course Contents） 

多項式環のイデアルのグレブナー基底は様々な分野への応用が知られている。本講義では、前半にグレブナー基底の定義や基

本的性質について解説し、後半ではグレブナー基底の応用例について話していく。 

 

A Groebner basis for an ideal in a polynomial ring has several applications of other fields. In its first half, this course aims to 

lecture definitions and basic properties of Groebner bases. In its latter half, the course aims to lecture applications of Groebner 

bases. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 多項式環とイデアル 

2. 1 変数の場合における多項式の割り算 

3. 多変数の場合における多項式の割り算 

4. グレブナー基底の定義とその性質(1) 

5. グレブナー基底の定義とその性質(2) 

6. ブッフバーガーの判定法とアルゴリズム 

7. アフィン多様体とイデアルの関係性 

8. ヒルベルトの零点定理 

9. 消去定理 

10. 消去法による多項式系の解法 

11. 終結式の定義とその性質 

12. グラフの頂点彩色とグレブナー基底の関係性 

13. 環上のグレブナー基底の定義とその性質(1) 

14. 環上のグレブナー基底の定義とその性質(2) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「線形代数学 1・2」を予備知識とし、「代数学１」は履修中あるいは履修済みであることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(40%×2)(80%)/授業内演習(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

講義の中で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LC148 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LC148／代数学特論 ２ 

(Special Lecture on Algebra 2) 

担当者名 

（Instructor） 
柴田 和樹(SHIBATA KAZUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT6190 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
CA195 代数学諸論５、RC148 代数学特論２と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

様々なの分野への応用が広く知られているトーリック環とトーリックイデアルについて学ぶ。  

 

The purpose of this course is for students to learn toric rings and toric ideals that applications with other fields is known. 

 

授業の内容（Course Contents） 

トーリック環やトーリックイデアルは、組み合わせ論や代数統計の分野への応用が知られている。本講義では、前半はトーリック

環やトーリックイデアルの定義や基本的性質を講義した後、後半は組み合わせ論や代数統計への応用について解説する。  

 

Toric rings and toric ideals have several applications of other fields, for example, combinatrics and algebraic statistics. In its 

first half, this course aims to lecture definitions and basic properties of toric rings and toric ideals. In its latter half, the course 

aims to lecture applications of combinatorics and algebra statistics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 多項式環のイデアルの復習 

2. トーリック環とトーリックイデアルの定義とその性質(1) 

3. トーリック環とトーリックイデアルの定義とその性質(2) 

4. トーリック環とトーリックイデアルの定義とその性質(3) 

5. 凸多面体の三角形分割(1) 

6. 凸多面体の三角形分割(2) 

7. トーリックイデアルのイニシャルイデアルに対応する単体的複体(1) 

8. トーリックイデアルのイニシャルイデアルに対応する単体的複体(2) 

9. トーリック環のヒルベルト関数(1) 

10. トーリック環のヒルベルト関数(2) 

11. 整数計画への応用(1) 

12. 整数計画への応用(2) 

13. 実験計画への応用(1) 

14. 実験計画への応用(2) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「線形代数学 1・2」、「代数学１」を予備知識とする。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(40%×2)(80%)/授業内演習(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

講義の中で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LC167 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LC167／統計数学特論 １ 

(Special Lecture on Statistics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Markov Chains and Sampling 

担当者名 

（Instructor） 
間野 修平(MANO SHUHEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT6590 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

CA219 統計数学諸論１、RC167統計数学特論１と合同授業 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は立教時間に掲載

するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

To know sampling from discrete stochastic models by using Markov chains. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Introduce sampling algorithms from discrete stochastic model such as the Markov chain Monte Carlo, and explain assesments of 

the convergence by using coupling techniques. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Finite Markov Chains 

3. Markov Chain Monte Carlo 

4. Coupling 

5. Mixing of Markov Chains 

6. Coupling and Mixing Time 

7. Symmetric Group 

8. Character of Symmetric Group 

9. Sampling from Symmetric Group 

10. Transportation Metric 

11. Path Coupling 

12. Enumeration and Sampling 

13. Coupling from the Past 

14. Summary 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Study resume. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/中間レポート(midterm report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Diaconis. 1988. Group Representations in Probability and Statistics. Institute of Mathematical Statistics 

(ISBN:9780940600140) 

2. Fullton. 2013. Representation Theory: A First Course. Springer (ISBN:9780387974958) 

3. Levin, Peres. 2018. Markov Chains and Mixing Times, 2nd Ed.. American Mathematical Society (ISBN:9781470429621) 

4. Macdonald. 1999. Symmetric Functions and Hall Polynomials. Oxford (ISBN:9780198504504) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LC168 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LC168／統計数学特論 ２ 

(Special Lecture on Statistics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Graphical Models and Algebraic Methods 

担当者名 

（Instructor） 
間野 修平(MANO SHUHEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT6590 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
CA220 統計数学諸論２、RC168統計数学特論２と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

To know how algebraic methods are used to study graphical models. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Introduce graphical models, and explain algebraic methods to study several issues in study of graphical models, such as 

sampling, inference, and disclosure limitations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Contingency Tables 

3. Computational Algebra 

4. Hypergeometric Sampling 

5. Graphical Models 

6. Markov Property 

7. Conditional Independence 

8. Decomposable Models 

9. Exponential Families 

10. Markov Basis 

11. A-Hypergeometric System 

12. Bounds on Cell Entries 

13. Random Graph Models 

14. Summary 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Study resume. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/中間レポート(midterm report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Drton et al.. 2009. Lectures on Algebraic Statistics. Birkhauser (ISBN:9783764389048) 

2. Lauritzen. 1996. Graphical Models. Oxford (ISBN:9780198522195) 

3. Mano. 2018. Partitions, Hypergeometric Systems, and Dirichlet Processes in Statistics. Springer (ISBN:9784431558880) 

4. Sullivant. 2018. Algebraic Statistics. American Mathematical Society (ISBN:9781470435172) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LC171 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LC171／応用数学特論 １ 

(Special Lecture on Applied Mathematics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グラフ理論 

担当者名 

（Instructor） 
土屋 守正(TSUCHIYA MORIMASA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT6690 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

CA187 応用数学諸論３、RC171応用数学特論１と合同授業 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は立教時間に掲載

するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

離散数学のトピックのひとつであるグラフ理論を取り上げ，『問題対象を有限離散的に捉え解決するための基礎的方法・知識・技

術』を習得してもらうことが本講義の目的のひとつである。さらに，グラフ理論は様々な応用を持つ分野である。様々な応用例を通

して，『問題対象を有限離散的に捉え解決するための基礎的方法・知識・技術』の習得が数理科学や情報科学の問題解決に必

須であることを認識してもらう。これらを通して応用数学に関する発展的題材についての理解を得ることを目標とする。 

 

The aim of this course is to look at graph theory, learning methods, knowledge, and techniques that are necessary to grasp and 

solve problems in a finite and discrete manner. Furthermore, through practical examples, students are expected to come to 

perceive this knowledge as indispensable for solving problems in the mathematical and informational sciences. In doing so, this 

course aims for students to gain an understanding of various developing subjects within applied mathematics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

グラフ理論の基本的な概念をまず理解してもらい，様々な理論的な結果を紹介し、理解を深めてもらう。次に、それぞれの内容

が，日常生活等で具体的に現れる場面をできる限り紹介する。扱うトピックは，グラフ理論の基本的なトピックである周遊性（オイ

ラーグラフ、ハミルトングラフ）と，発展的なトピックである有向グラフと弦グラフ、区間グラフ等の交差グラフの理論である。 

 

First, this course covers the fundamental concept of graph theory, introducing its various features. We intend to introduce 

specific areas where the course content appears in our everyday lives whenever possible. Topics of this lecture are 

traversability (Euler graphs, Hamiltonian graphs), digraphs and intersection graphs such as chordal graphs, and interval graphs. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. グラフの定義と例  

2. 道と最短経路問題 

3. 次数と隣接行列 

4. オイラーグラフと中国人郵便配達人問題について 

5. ハミルトングラフについて 

6. ハミルトングラフと巡回セールスマン問題について 

7. グラフの周遊性と中間まとめ 

8. 有向グラフについて 

9. トーナメントについて 

10. 点彩色について 

11. 比較可能グラフと置換グラフについて 

12. 弦グラフについて 

13. 区間グラフとその応用について 

14. 有向グラフと交差グラフのまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書の演習問題を解くことで，内容の理解を深めることができる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間テスト(40%)/レポート 10%×2(20%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 恵羅博，土屋守正、２０１０、『グラフ理論 増補改訂版』、産業図書 (ISBN978-4-7828-5355-9 C3355) 

 

参考文献（Readings） 



 - 98 - 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

原則として全授業回対面実施予定。ただし、状況により変更する場合もある 

 

注意事項（Notice） 
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■LC181 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／数学特論 ７ 

(Special Lecture on Mathematics 7) 

担当者名 

（Instructor） 
 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT5090 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

数学専攻学生限定 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は Blackboard に掲

載するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学部の授業で習った代数，解析，幾何における基本的な内容を復習する。更に，関連する問題を解くことを通して論理的な文章

をきちんと書けるようにする。 

 

The students will review the fundamental contents in algebra, mathematical analysis, and geometry that they learned in classes 

in the department. Moreover, through solving pertinent problems, the students will be trained to skillfully write logical 

compositions.  

 

授業の内容（Course Contents） 

代数，解析，幾何について毎回基本的な内容を復習し，関連する演習問題を解き, 黒板で発表もしくはレポートとして提出しても

らい，それに対する解説や添削指導をする。代数，解析，幾何についてそれぞれ４回ないし５回程度行う予定。 

 

The supervisors will review the fundamental contents regarding algebra, mathematical analysis, and geometry each time, and 

have the students solve pertinent exercises, either by presenting at the blackboard or submitting their solutions as reports, and 

accordingly give explanations and corrective guidance. Regarding algebra, mathematical analysis, and geometry, the plan is to 

hold such sessions about four or five times each.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 線形代数と群論に関する問題（１） 

2. 線形代数と群論に関する問題（２） 

3. 線形代数と群論に関する問題（３） 

4. 線形代数と群論に関する問題（４） 

5. 数列の極限や級数の和および微分積分に関する問題（１） 

6. 数列の極限や級数の和および微分積分に関する問題（２） 

7. 数列の極限や級数の和および微分積分に関する問題（３） 

8. 数列の極限や級数の和および微分積分に関する問題（４） 

9. 数列の極限や級数の和および微分積分に関する問題（５） 

10. 位相空間論に関する問題（１） 

11. 位相空間論に関する問題（２） 

12. 位相空間論に関する問題（３） 

13. 位相空間論に関する問題（４） 

14. 位相空間論に関する問題（５） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて各回に対応する内容について復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート（14 回）(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

原則として全授業回対面実施予定。 

 

注意事項（Notice） 
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■LC182 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／数学特論 ８ 

(Special Lecture on Mathematics 8) 

担当者名 

（Instructor） 
 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT5080 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

数学専攻の大学院生として必要とされるレベルのプレゼンテーション能力，すなわち，自分の研究内容を他の人に正しく伝える能

力を身につけることを目的とする｡ また，聴衆としてプレゼンテーションを聞いた上で，その内容について数学的コミュニケーショ

ンを行うことも目的である｡ 

 

The goal will be to acquire the communication skills necessary as a graduate student majoring in mathematics—that is to say, 

the skills to accurately communicate one’s research contents to others. Likewise, upon listening to a presentation as an 

audience member, another goal will be to mathematically engage in communication regarding those contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まずガイダンスとして, 担当教員より，数学のプレゼンテーションを行う上で基本となる事項を解説する｡ 次いで，担当教員の模

擬プレゼンテーションとそれに対するディスカッションを行う｡ その上で，受講者は，数学における諸問題の解法，各自の研究内

容，ないし，それに関連した文献紹介を通して，プレゼンテーションの様々なスキルを学ぶ｡ また，他の参加者のプレゼンテーショ

ンに対して，その内容に対するディスカッションおよびプレゼンテーションに対する批評を行うことで，相互の数学的コミュニケーシ

ョン能力を高め合う｡ 

 

At first, as guidance, the teacher in charge will explain the fundamental points for giving a mathematical presentation. 

Afterwards, the teacher in charge will give a model presentation and hold a discussion on it. Additionally, the class members will 

introduce solutions of various problems in mathematics, each of their research contents or the relevant literature, and learn the 

presentation skills through them. Furthermore, the students will help to improve each other’s mathematical communication skills 

by discussing the contents as well as criticizing the presentation of the other participants’ presentations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／教員による模擬プレゼンテーション 

2. 諸問題の解法（１） 

3. 諸問題の解法（２） 

4. 研究内容の紹介（１） 

5. 研究内容の紹介（２） 

6. 諸問題の解法（３） 

7. 諸問題の解法（４） 

8. 研究内容の紹介（３） 

9. 研究内容の紹介（４） 

10. 文献の紹介 

11. 諸問題の解法（５） 

12. 諸問題の解法（６） 

13. 研究内容の紹介（５） 

14. 研究内容の紹介（６） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表用のスライド，および，レジメの作成｡ 要領は講義において指示する｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー (毎回)(30%)/研究内容のプレゼンテーション (複数回)(50%)/発表内容に関するレポート (複数回)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

講義内で適宜紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LC191 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LC191／情報科学特論 １ 

(Special Lecture on Information Science 1) 

担当者名 

（Instructor） 
篠原 直行(SHINOHARA NAOYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT6490 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

CA181 情報科学諸論３、RC191情報科学特論１と合同授業 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は立教時間に掲載

するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

SSL でよく使用される RSA 暗号の理解を深めることで, 公開鍵暗号の安全性評価について学ぶ。 

 

Cultivate a better understanding of RSA cryptography, which is commonly used in SSL, to learn about the safety value of public 

key encryption. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 SSL はインターネット上で情報を暗号化して送受信するプロトコルであり, その中では公開鍵暗号や秘密鍵暗号などが使用さ

れている｡ 特に公開鍵暗号では, 素因数分解の計算の困難性を安全性の基盤とする, RSA暗号が広く使用されており, 各国の

研究機関がその安全性評価の研究を行っている｡ 

 この講義では, RSA 暗号の実装と解読に関する各種のアルゴリズムを説明する。さらにこれらをフリーソフトである数式処理シ

ステム Risa/Asir を用いて実装して数値実験を行うか, アルゴリズムにそった手計算によって, これらのアルゴリズムの効率性

について学習する。 

 

SSL is a protocol that encrypts and transmits information over the Internet, which uses public key encryption and secret key 

cryptography. In particular, RSA cryptography is widely used for public key encryption with security based upon the difficulty of 

calculating prime factorization, and research institutes in each country are conducting research on its safety value. 

This lecture explains various algorithms related to implementing and deciphering RSA cryptography. Students learn the 

efficiency of them by either implementing them on the free software Risa/Asir and performing numerical experiments or hand 

calculation based on those algorithms. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに（SSL, RSA 暗号） 

2. 数式処理ソフト ASIR の使い方 

3. RSA 暗号の秘密鍵の生成 (試し割と計算量) 

4. エラトステネスの篩 

5. プログラミング演習 

6. Fermat test, Carmichael 数, 冪乗演算の高速化 

7. Miller-Rabin test 

8. 素数証明と素数生成 

9. プログラミング演習 

10. RSA 暗号の実装 (拡張 Euclid 互除法) 

11. 指数時間の素因数分解アルゴリズム (Fermat 法) 

12. 準指数時間の素因数分解アルゴリズム (二次篩法) 

13. 二次篩法の続き 

14. プログラミング演習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は, 必要に応じて別途指示する.。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(49%)/数回の小レポート(51%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 104 - 

■LC192 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LC192／情報科学特論 ２ 

(Special Lecture on Information Science 2) 

担当者名 

（Instructor） 
篠原 直行(SHINOHARA NAOYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT6490 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
CA182 情報科学諸論４、RC192情報科学特論２と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 現時点で実際に広く使用されている代表的な公開鍵暗号として楕円曲線暗号が挙げられる。楕円曲線暗号に関して理解を深

めることで, 公開鍵暗号とその安全性評価について学ぶ。 

 

Elliptic curve cryptography is a typical form of public key encryption which is currently widely used. Students cultivate a better 

understanding of elliptic curve cryptography to learn about public key encryption and its security value. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 SSL はインターネット上で情報を暗号化して送受信するプロトコルであり, その中では公開鍵暗号や共通鍵暗号などが使用さ

れている。特に公開鍵暗号では, 素因数分解の計算の困難性を安全性の基盤とする RSA暗号が広く使用されている。また, も

う一つの代表的な公開鍵暗号として, 楕円離散対数問題を解く計算の困難性を安全性の基盤とする楕円曲線暗号が知られてい

る。楕円曲線暗号の利点はある一定の安全性を実現するために必要な鍵の大きさが RSA 暗号に対して短いことである。 

 この講義では楕円曲線暗号の実装に必要な知識と楕円曲線暗号の安全性評価について学ぶ。さらにこれらをフリーソフトであ

る数式処理システム Risa/Asir を用いて実装して数値実験を行うか, アルゴリズムにそった手計算によって, これらのアルゴリズ

ムの効率性について学習する。 

 

 SSL is a protocol that encrypts and transmits information over the Internet, and public key encryption and symmetric key 

cryptography are used for this. In particular, public key encryption often uses RSA cryptography, whose security is based on the 

difficulty of prime factorization. Also, as another type of public key encryption, elliptic curve cryptography’s security value is 

based on the difficulty of the calculations to solve the elliptic curve discrete logarithm problem. An advantage of elliptic curve 

cryptography is that the key size required to achieve a certain degree of security is shorter than for RSA cryptography. 

 In this lecture, students learn the knowledge required to implement elliptic curve cryptography and study the security value of 

elliptic curve cryptography. Students learn the efficiency of them by either implementing them on the free software Risa/Asir 

and performing numerical experiments or hand calculation based on those algorithms. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

2. 数式処理ソフト ASIR の使い方 

3. 楕円曲線から与えられる加法群 

4. 楕円曲線暗号 

5. 平方剰余の相互法則 

6. プログラミング演習 

7. 有限体上の平方根の計算 

8. プログラミング演習 

9. 楕円曲線における加法演算の高速化 

10. 整数倍算の高速化 

11. プログラミング演習 

12. ρ法による楕円曲線上の離散対数問題の解法 

13. ρ法による楕円曲線上の離散対数問題の解法（続き） 

14. プログラミング演習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は, 必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(49%)/数回の小レポート(51%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LC199 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LC199／確率論１ 

(Probability Theory 1) 

担当者名 

（Instructor） 
横山 聡(YOKOYAMA SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT6590 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

CA233 確率論序論１、RC199 確率論１と合同授業 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は立教時間に掲載

するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この講義では微分積分学を履修した学生を対象に、確率論への入門を講義する。現在では確率論は解析学の一分野であり、ル

ベーグ測度論、積分論のもとに整備されている。確率論を理解するためには、そのための基本的な道具であるルベーグ測度論、

積分論の概念が不可欠である。本講義では必要に応じてそれらを手短かに紹介、補足しながら進め、極限定理までの理解を目

標とする。 

 

This lecture will give an introduction to probability theory for students who have taken calculus. 

Probability theory is now a field of analysis and we can say that it has developed based on the Lebesgue measure theory and 

the integral theory. In order to understand probability theory, the concepts of Lebesgue measure theory and integral theory, 

which are the basic tools for that, are indispensable. In this course, we plan to briefly introduce and supplement them as 

necessary as long as time permits, and we aim to understand the limit theorem. 

 

授業の内容（Course Contents） 

具体的には確率変数、期待値、分散、確率分布、独立性など基本的概念を学んだ後、極限定理である大数の法則、中心極限定

理までを解説したい。解析学をあまり得意としない学生に対しても配慮し、講義を進める予定である。 

 

Specifically, after learning basic concepts such as random variables, expectation, variances, probability distributions and 

independence, as our main goal of this lecture, I will explain up to the law of large numbers and the central limit theorem. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入、準備 

2. 確率空間 

3. 確率変数 

4. 確率分布 1 と具体的な計算 

5. 確率分布 2 と具体的な計算 

6. 独立性 

7. 確率収束、概収束、分布収束 

8. 大数の法則 1 

9. ボレル・カンテリの補題 

10. 大数の法則 2 

11. 特性関数 

12. 特性関数と分布収束 

13. 中心極限定理 

14. 中心極限定理、条件付き確率 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回とも各自で復習し、理解を深めるように学習することを期待する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/平常点、出席態度、問題への取り組みなど(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は講義開始後に改めてお知らせする予定 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■LC200 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LC200／確率論２ 

(Probability Theory 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
マルチンゲール理論 

担当者名 

（Instructor） 
須田 颯(SUDA HAYATE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT6590 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
CA234 確率論序論２、RC200 確率論２と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

確率過程論において最も基本的な概念であるマルチンゲールの基礎理論やその応用について理解することを目標とする.  

 

The aims of this course are (1) to understand some basic theory of martingales, which is one of the most fundamental concepts 

in the theory of stochastic processes ;  (2) to understand the applications of martingales.  

 

授業の内容（Course Contents） 

確率過程の重要なクラスであるマルチンゲールの基礎事項について講義する. 主に離散時間の場合を扱い, 条件付き期待値か

ら始め, 停止時刻と任意抽出定理, 各種のマルチンゲール不等式, 収束定理とこれらの応用について述べる. 連続時間マルチ

ンゲールについても簡単に触れる. 特に重要な具体例としてブラウン運動を取り上げ, その構成や性質について解説する. 確率

論 1 で扱われる測度論的確率論の基礎は仮定するが, 初回の授業で復習する.  

 

This course introduces some basic concepts of martingale theory. First, the course explains the theory of discrete-time 

martingales : conditional expectation, stopping time, optional sampling theorem, various martingale inequalities, the martingale 

convergence theorem and their applications. The course also explains the basic theory of continuous-time martingales. 

Brownian motion is introduced as one of the most important examples of continuous-time martingales. The construction and 

properties of Brownian motion is also introduced.  

Students are assumed to have some basic knowledge of measure-theoretic probability theory, which are explained in Probability 

Theory 1. In the first class we review some basic concepts of measure theory and probability theory. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 確率論における基礎概念の確認 (確率論序論 1, 確率論 1 の復習) 

2. 離散時間マルチンゲール, Doob 分解, 停止時刻 

3. Doob の任意抽出定理 

4. Doob の不等式 

5. 劣マルチンゲールの収束定理 

6. マルチンゲールのモーメント不等式 

7. 一様可積分性と L^1 収束 

8. 連続時間マルチンゲール 

9. 連続時間における停止時刻, 任意抽出定理, Doob の不等式 

10. Doob-Meyer 分解, 二次変分 

11. ブラウン運動の定義 

12. ブラウン運動の構成 

13. ブラウン運動の性質 

14. ポアソン過程 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各授業で扱った内容の復習をする. また, 授業中に提示する演習問題を解く. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題レポート(20%×4 回)(80%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし.  

 

参考文献（Readings） 

1. 舟木 直久、2004、『確率論』、朝倉書店 (ISBN:4254116004) 
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2. David Williams. 1991. Probability with Martingales. Cambridge University Press (ISBN:0521406056) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LC202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LC202／数理統計学１ 

(Mathematical Statistics 1) 

担当者名 

（Instructor） 
今野 良彦(KONNO YOSHIHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT6590 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
CA236 数理統計学序論１、RC202 数理統計学１と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ランダムネスを伴った現象に現れるデータからどのようにして情報を抽出するかが現代社会では重要である。データの背後に確

率モデルを想定して、その確率モデルをデータに基づいて推測する数学的な基礎を学んでいく。 

 

It is important in the modern society how to draw information from data generated by phenomenon with randomness. In this 

lecture we learn mathematical foundation on statistical inference. This method  consists of ingredients such as  probability 

models which generate random data and  inference of the models.  

 

授業の内容（Course Contents） 

初めに、確率空間、確率変数、期待値、および確率変数の収束のモードの定義を学ぶ。次に、代表的な統計モデリングと標本分

布論（特に正規分布理論）を説明する。これらの知識に基づき、点推定、区間推定、検定論の統計推測法（基本的な考え方と代

表的な手法）を学ぶ。最後に、これらの手法の精度の評価法についてのいくつかの代表的な話題について説明する。 

 

We start by the definition of probability space, random variables, their expectations, and mode of convergence of variables. Next 

we discuss popular statistical modelling and sampling distributions theory(mainly normal distribution theory). Based on these 

knowledge, we learn statistical inference such as point estimation, interval estimation, and hypothesis testing. Finally we learn 

how to evaluate the accuracy of these methods.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 確率 

2. 確率分布と期待値 

3. 代表的な確率分布 

4. 多次元の確率分布 

5. 統計量と標本分布論 

6. 正規母集団に関わる標本分布 

7. 確率変数列と確率分布列の収束 

8. 統計的推測の枠組み 

9. 点推定量の導出方法 

10. 点推定量の評価法 

11. 統計的仮説検定の考え方 

12. 正規母集団に関する検定 

13. 検定統計量の導出法 

14. 区間推定の考え方 

区間推定の考え方と構成方法 

 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

微積分と線形代数の基礎的な事項について復習をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/出席態度、複数回の課題レポートなど(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 久保川達也、2017、『現代数理統計学の基礎』、共立出版 (ISBN:9784320111660) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 



 - 111 - 

 

注意事項（Notice） 
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■LD102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LD102／分子生物学概論 

(Introduction to Molecular Biology) 

担当者名 

（Instructor） 
塩見 大輔(SHIOMI DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS5190 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
RD102 分子生物学概論と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

原核生物の運動，分裂と細胞形態形成制御機構などを学ぶ。どの制御もタンパク質超分子複合体によって行われており，これら

のタンパク質の機能や構造などについて理解を深める。 

 

Students will learn about regulatory mechanisms of motility, cell division, and morphogenesis in bacterial cells. These are 

regulated by supramolecular complexes. Students learn the functions and structures of supramolecular complexes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

原核生物の中でもとくに解析の進んでいる大腸菌を中心に講義する。必要に応じて，枯草菌，連鎖球菌，ブドウ球菌、好熱細菌

なども紹介する。原核生物の普遍的な運動，細胞分裂，形態形成制御機構や，個々の細胞に特異的な制御機構について講義す

る。また、最新の関連論文及び総説を輪読し、受講者で討論しながら進める。現象の生物学的な意義だけでなく、実験方法につ

いても学ぶ。 

 

The lecturer will lecture on prokaryotes, particularly with a focus on the advancing analysis of Escherichia coli. As needed, the 

lecturer will also introduce Bacillus subtilis, Streptococcus, Staphylococcus, thermophilic bacterium, etc. The lecturer will 

lecture about the motility, cell division, the regulatory mechanisms of morphogenesis and so on. Additionally, the students will 

read in turn recent, relevant papers as well as reviews, and  discuss with their class members. The students will not only learn 

about the biological significance of phenomena, but also experimental methods. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序論 

2. バクテリア細胞の構造 

3. バクテリア細胞におけるタンパク質の局在 

4. バクテリアの運動 

5. バクテリアの運動 

6. バクテリアの分裂制御 

7. バクテリアの分裂制御 

8. バクテリアの形態形成制御 

9. バクテリアの形態形成制御 

10. 関連論文の紹介と討論 

11. 関連論文の紹介と討論 

12. 関連論文の紹介と討論 

13. 関連論文の紹介と討論 

14. 関連論文の紹介と討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への取り組み，出席態度，発表，リアクションペーパーなど(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし 

 

参考文献（Readings） 

特になし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■LD105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LD105／細胞生物学概論 

(Introduction to Cell Biology) 

担当者名 

（Instructor） 
眞島 恵介(MASHIMA KEISUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS5390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
RD105 細胞生物学概論と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

動物細胞における細胞内シグナル伝達の分子機構を学ぶ。 

 

The students will learn the molecular mechanisms of intracellular signal transduction in animal cells. 

 

授業の内容（Course Contents） 

細胞は様々な細胞外からのシグナルを受けて，そのシグナルに応答する細胞内シグナル伝達機構を持っている。そこで，動物細

胞でのシグナル伝達の分子機構の基本を解説する。その後，免疫担当細胞のシグナル伝達機構について紹介する。また，後半

では種々の細胞のシグナル伝達に関連した文献あるいは専門書を読み，学生からのプレゼンテーション，それを受けてのディス

カッションを行う。 

 

Cells receive various signals from outside the cell and have intracellular signal transduction mechanisms that respond to those 

signals. Accordingly, the lecturer will explain the fundamentals of the molecular mechanisms of signal transduction in animal 

cells. Afterward, the lecturer will introduce the signal transduction mechanisms of immunocompetent cells. Additionally, in the 

latter half, the students will read literature or technical book regarding various kinds of cellular signal transduction, give 

presentations and hold discussions on them. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 動物細胞におけるシグナル伝達 主に G タンパク質を中心に 

2. 動物細胞におけるシグナル伝達 主に G タンパク質を中心に 

3. 動物細胞におけるシグナル伝達 主にタンパク質リン酸化酵素を中心に 

4. 動物細胞におけるシグナル伝達 主にタンパク質リン酸化酵素を中心に 

5. 動物細胞におけるシグナル伝達 主にタンパク質リン酸化酵素を中心に 

6. 動物細胞におけるシグナル伝達 カルシウムイオンを中心に 

7. 免疫細胞でのシグナル伝達 

8. 様々な細胞におけるシグナル伝達１（学生によるプレゼンテーション，ディスカッション） 

9. 様々な細胞におけるシグナル伝達２（学生によるプレゼンテーション，ディスカッション） 

10. 様々な細胞におけるシグナル伝達３（学生によるプレゼンテーション，ディスカッション） 

11. 様々な細胞におけるシグナル伝達４（学生によるプレゼンテーション，ディスカッション） 

12. 様々な細胞におけるシグナル伝達５（学生によるプレゼンテーション，ディスカッション） 

13. 様々な細胞におけるシグナル伝達６（学生によるプレゼンテーション，ディスカッション） 

14. 様々な細胞におけるシグナル伝達７（学生によるプレゼンテーション，ディスカッション） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じ参考資料を配付する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への取り組み（ディスカッションへの参加度を含む）(50%)/プレゼンテーション(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

特になし。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 



 - 115 - 

■LD108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LD108／分子生物学特論 ２ 

(Special Topics in Molecular Biology 2) 

担当者名 

（Instructor） 
関根 靖彦(SEKINE YASUHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS6190 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
RD108 分子生物学特論２と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生物ゲノムの可変性を生む機構とそれが生物の適応，進化にどのように関わってきたかを学ぶ。 

 

The students will learn about the mechanisms of the genomes of organisms that give rise to variability and how they have come 

to change the adaptation and evolution of organisms. 

 

授業の内容（Course Contents） 

生物は，遺伝情報を安定に維持し次の世代に引き継ぐ一方で，様々な突然変異を受け容れることによりゲノムを改変し多様化さ

せる仕組みを持っている。本講義では，DNA組換えによって引き起こされるゲノムのダイナミックな動態とその生物学的意義につ

いて解説する。また，ゲノム動態に関する英語の文献の講読も行う。 

 

Organisms securely maintain genetic information and pass it on to the next generation, and on the other hand, have 

mechanisms that change and diversify genomes by assimilating various spontaneous mutations. In the lecture, the lecturer will 

explain the dynamic kinetics of genomes caused by DNA recombination and their biological significance. Additionally, the 

students will read English literature regarding genome kinetics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. DNA組換えの概念・分類 

2. トランスポゾンの分類・転移機構 

3. トランスポゾンの転移により引き起こされる DNA組換え（１） 

4. トランスポゾンの転移により引き起こされる DNA組換え（２） 

5. レトロトランスポゾンの転移機構 

6. レトロトランスポゾンの転移により引き起こされる DNA組換え 

7. トランスポゾンが生物ゲノムの進化に与えたインパクト（１） 

8. トランスポゾンが生物ゲノムの進化に与えたインパクト（２） 

9. その他の DNA組換え（１） 

10. その他の DNA組換え（２） 

11. ゲノム動態に関する文献の講読（１） 

12. ゲノム動態に関する文献の講読（２） 

13. ゲノム動態に関する文献の講読（３） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

資料プリントを配付するので，事前に目を通してから授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(50%)/授業への取り組み(30%)/小テスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

なし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

リアクションペーパーに対するフィードバックは、次回の授業時に行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■LD109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LD109／細胞生物学特論 

(Special Topics in Cell Biology) 

担当者名 

（Instructor） 
樋口 麻衣子(HIGUCHI MAIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS6390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
RD109 細胞生物学特論と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

細胞増殖・細胞運動の分子メカニズムと生理学的意義について理解を深める。 

 

The aim of this course is to understand the molecular mechanisms and the physiological significance of cell proliferation and 

migration. 

 

授業の内容（Course Contents） 

細胞増殖・細胞運動に関する講義、論文の輪読、プレゼンテーションを行う。 

 

The course will use a combination of lectures, discussions of scientific papers and student-led presentations concerning about 

cell proliferation and migration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 細胞増殖の基礎 

2. 細胞増殖のメカニズムと生体における役割（１） 

3. 細胞増殖のメカニズムと生体における役割（２） 

4. 細胞増殖のメカニズムと生体における役割（３） 

5. 細胞増殖のメカニズムと生体における役割（４） 

6. 細胞増殖のメカニズムと生体における役割（５） 

7. 細胞増殖のメカニズムと生体における役割（６） 

8. 細胞運動の基礎 

9. 細胞運動のメカニズムと生体における役割（１） 

10. 細胞運動のメカニズムと生体における役割（２） 

11. 細胞運動のメカニズムと生体における役割（３） 

12. 細胞運動のメカニズムと生体における役割（４） 

13. 細胞運動のメカニズムと生体における役割（５） 

14. 細胞運動のメカニズムと生体における役割（６） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

関連する学術論文の理解とプレゼンテーションの準備を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への取り組み（複数回の発表内容（50%）、毎回のディスカッションへの参加（50%））(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし（関連する学術論文については授業内で紹介します。） 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LD111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LD111／生物化学特論 １ 

(Special Topics in Biochemistry 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
DNA複製と合成生物学 

担当者名 

（Instructor） 
末次 正幸(SUETSUGU MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS6290 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
RD111 生物化学特論１と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

DNA複製研究から合成生物学までの最先端に触れ，バイオテクノロジー（物質生産から医療まで）の進展について議論する。 

 

The students will learn about genome research and synthetic biology, research fields in life science that have made remarkable 

progress, and discuss next-generation life science research.  

 

授業の内容（Course Contents） 

遺伝情報を複製し，自分自身のコピーを作り出す能力（自己複製能）は生命の根幹をなす特徴の一つである。このため生命は実

に巧妙な DNA複製システムを備えている。前半はバクテリアの DNA複製を主とした基礎から最先端までを取り上げる。 

DNA研究の進展はまた，新たなバイオテクノロジーに結びつくものである。後半は，バイオテクノロジーの新潮流である合成生物

学について紹介するとともに，人工細胞、ゲノム合成、バイオ医療といった，合成生物学の先端と産業応用について紹介する。 

 

In the first half, the lecturer will explain, from the fundamental parts focusing on replication and repair of genome, which is the 

blueprints of life, and introduce research developments brought about by the birth of new technology derived from DNA 

research. In the latter half, the lecturer will explain “synthetic biology,” which attempts to constitutively understand life by 

experiments to artificially “modify” or “create” biological functions. Synthetic biology is one new trend in life science. The 

lecturer will take up topics such as artificial cellular research, and medical use of the synthetic biology.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 複製開始 

3. 複製フォーク 

4. 複製終結、分離 

5. 複製の制御、細胞内動態 

6. DNA修復、組換え 

7. 総合討論１ 

8. 合成生物学序論 

9. 合成生物学と物質生産 

10. セルフリー合成生物学 

11. 人工細胞、進化工学 

12. ゲノム編集、ゲノム合成、ゲノム移植 

13. 合成生物学とバイオ医療、デザイナー細胞 

14. 総合討論 2 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

レポートの内容は、前半内容と後半内容に関するものの計２回を予定しているので準備しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート１(35%)/レポート２(35%)/リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

学部で用いた分子生物学，生物化学の教科書。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■LD112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LD112／生物化学特論 ２ 

(Special Topics in Biochemistry 2) 

担当者名 

（Instructor） 
松山 伸一(MATSUYAMA SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS6290 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
RD112 生物化学特論２と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生体膜の構造と機能，細胞表層の構造と機能，タンパク質の膜透過・局在化機構，腸内細菌を中心としたマイクロバイオーム，代

謝と疾病などについて横断的に学ぶ。 

 

The students will inter-disciplinarily learn such topics as: the structures and mechanisms of biomembranes; the structures and 

mechanisms of cell surfaces; the mechanisms of membrane permeability and localization of proteins, etc.; microbiomes with a 

focus on enteric bacteria; and metabolism and disease. 

 

授業の内容（Course Contents） 

生体膜は膜内外の環境を分離するための区画形成機能のほかに，物質輸送，情報伝達，細胞分裂，エネルギー産生などの重

要な細胞機能を担っている。また，細胞表層の機能についても学び，タンパク質の膜透過・局在化機構，細胞外でのタンパク質の

立体構造形成など，具体的な機能の詳細を紹介する。後半では動物と共生関係にある原核生物の機能（マイクロバイオーム）を

学ぶとともに，学部で学んだ基礎的な代謝がどのように疾病と結びついているか考える。 

 

Biomembranes, besides the function of forming a partition separating the transmembrane environment, also carry such 

important cell functions as material transportation, information exchange, cell division, energy production, etc. Additionally, the 

students will also learn about the functions of cell surfaces, and the lecturer will introduce concrete functional details such as 

the mechanisms of membrane permeability and localization of proteins, the extracellular topogenic sequences of proteins, etc. In 

the latter half, along with learning the prokaryotic functions (microbiomes) in a symbiotic relationship with animals, the students 

will think about how basic metabolism, which they learned in the department, is associated with disease. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

2. 細菌細胞表層の構造 

3. 細菌細胞表層の機能 

4. タンパク質の膜透過 

5. タンパク質の細胞内局在化 

6. 脂質で修飾されたタンパク質の局在化 

7. タンパク質の S-S結合形成機構 

8. 細胞表層のストレス応答 

9. マイクロバイオーム 

10. 代謝の概要 

11. エネルギー代謝 

12. 代謝と疾病① 

13. 代謝と疾病② 

14. 授業のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書レベルの生物化学を復習して授業に臨むこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(50%)/授業への取り組み(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じてプリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

なし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■LD116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LD116／生命理学特別講義 ２ 

(Special Lecture in Life Science 2) 

担当者名 

（Instructor） 
塩見 大輔(SHIOMI DAISUKE)他 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS5190 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
RD116 生命理学特別講義２と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

最先端の研究について、深く理解する。 

 

The students will thoroughly understand leading-edge research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

最先端の研究について、実際に世界と戦っている一線の研究者から話を伺う。 

研究内容に加え、研究の進め方、考え方などを実際に追体験する。 

 

Regarding advanced research, the students will learn leading-edge research from world's top researchers. 

In addition to the research contents, the students will actually experience for themselves how to proceed with and approach 

research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（塩見 大輔） 

最少の生命と、生命／非生命の境界線に迫る（１）（柿澤 茂行） 

2. 最少の生命と、生命／非生命の境界線に迫る（２）（柿澤 茂行） 

3. 見やすいプレゼン資料の作り方ーデザインの基本から多様性への配慮まで（片山 なつ） 

4. 水生植物における特異な形態進化と分子進化速度の上昇（片山 なつ） 

5. ボトムアップ型のアプローチによる人工細胞の創成（１）（上田 卓也） 

6. ボトムアップ型のアプローチによる人工細胞の創成（２）（上田 卓也） 

7. 寄生虫の生物学 ー植物感染性線虫を例にー（１）（澤 進一郎） 

8. 寄生虫の生物学 ー植物感染性線虫を例にー（２）（澤 進一郎） 

9. 「精神疾患の病因・病態の理解～その現状と未来へ挑戦～」（１）精神疾患の現状と課題について（新井 誠） 

10. 「精神疾患の病因・病態の理解～その現状と未来へ挑戦～」（２）統合失調症の病態とその支援に向けた取り組み（新井 

誠） 

11. 局所的翻訳が担う長期記憶の形成（１）（椎名 伸之） 

12. 局所的翻訳が担う長期記憶の形成（２）（椎名 伸之） 

13. モデル生物 C.elegans を使った研究（１）初期発生における細胞内分解系の役割（佐藤 美由紀） 

14. モデル生物 C.elegans を使った研究（２）オートファジーによる父性ミトコンドリアの選択的分解機構（佐藤 美由紀） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業される先生の研究について、HPや論文などを見て、予習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の講義におけるリアクションペーパーの内容、議論への参加など(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 



 - 122 - 

  



 - 123 - 

■LD301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／輪講１～４ 

(Colloquium) 

担当者名 

（Instructor） 
生命理学専攻全専任教員 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS6880 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程 輪講Ａ・Ｂと合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各研究分野に関連する論文・総説等の精読や，卒業研究の進捗状況報告を行うことで，プレゼンテーション能力を養うと共に各

研究分野に対する理解を深める。 

 

In this course, students will engage in intensive reading of the literature of specific fields of research, which is relate to their 

own Graduation Research, while giving reports on the progress of their Graduation Research. In doing so, they will sharpen their 

presentation skills while deepening their knowledge of various fields. 

 

授業の内容（Course Contents） 

輪講は生命理学科における教育の最終年度において，卒業研究と表裏一体で行われるものである。そのため輪講では，卒業研

究の遂行に必要な，各研究分野に関する知識や論理的な考え方の習得，さらには発表能力の育成などを目的として，各指導教

員が個別に授業計画を設定し，その計画に従い，1 年間を通じて行う。 

 

This course should be taken in one’s final year studying in the Department of Life Science, and is supposed to be taken in 

conjunction with one’s Graduation Research. During this course, students are to obtain knowledge from various fields necessary 

to complete their Graduation Research while honing their ability to think in a logical manner. Students will also be able to 

sharpen their presentation skills. Each individual will be given a plan of study from a supervisor, which they are to follow over 

the course of the year. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 論文紹介・研究進捗状況報告 

2. 論文紹介・研究進捗状況報告 

3. 論文紹介・研究進捗状況報告 

4. 論文紹介・研究進捗状況報告 

5. 論文紹介・研究進捗状況報告 

6. 論文紹介・研究進捗状況報告 

7. 論文紹介・研究進捗状況報告 

8. 論文紹介・研究進捗状況報告 

9. 論文紹介・研究進捗状況報告 

10. 論文紹介・研究進捗状況報告 

11. 論文紹介・研究進捗状況報告 

12. 論文紹介・研究進捗状況報告 

13. 論文紹介・研究進捗状況報告 

14. 論文紹介・研究進捗状況報告 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定された文献は必ず読んでくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各研究分野に関する論文の読解力，発表能力，研究に対する取り組み姿勢等を各研究指導教員が総合的に評価。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教材等は指導教員が用意する。 

 

参考文献（Readings） 

指導教員が別途指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■LD356 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／輪講１～４ 

(Colloquium) 

担当者名 

（Instructor） 
生命理学専攻全専任教員 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS6880 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程 輪講Ａ・Ｂと合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各研究分野に関連する論文・総説等の精読や，卒業研究の進捗状況報告を行うことで，プレゼンテーション能力を養うと共に各

研究分野に対する理解を深める。 

 

In this course, students will engage in intensive reading of the literature of specific fields of research, which is relate to their 

own Graduation Research, while giving reports on the progress of their Graduation Research. In doing so, they will sharpen their 

presentation skills while deepening their knowledge of various fields. 

 

授業の内容（Course Contents） 

輪講は生命理学科における教育の最終年度において，卒業研究と表裏一体で行われるものである。そのため輪講では，卒業研

究の遂行に必要な，各研究分野に関する知識や論理的な考え方の習得，さらには発表能力の育成などを目的として，各指導教

員が個別に授業計画を設定し，その計画に従い，1 年間を通じて行う。 

 

This course should be taken in one’s final year studying in the Department of Life Science, and is supposed to be taken in 

conjunction with one’s Graduation Research. During this course, students are to obtain knowledge from various fields necessary 

to complete their Graduation Research while honing their ability to think in a logical manner. Students will also be able to 

sharpen their presentation skills. Each individual will be given a plan of study from a supervisor, which they are to follow over 

the course of the year. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 論文紹介・研究進捗状況報告 

2. 論文紹介・研究進捗状況報告 

3. 論文紹介・研究進捗状況報告 

4. 論文紹介・研究進捗状況報告 

5. 論文紹介・研究進捗状況報告 

6. 論文紹介・研究進捗状況報告 

7. 論文紹介・研究進捗状況報告 

8. 論文紹介・研究進捗状況報告 

9. 論文紹介・研究進捗状況報告 

10. 論文紹介・研究進捗状況報告 

11. 論文紹介・研究進捗状況報告 

12. 論文紹介・研究進捗状況報告 

13. 論文紹介・研究進捗状況報告 

14. 論文紹介・研究進捗状況報告 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定された文献は必ず読んでくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各研究分野に関する論文の読解力，発表能力，研究に対する取り組み姿勢等を各研究指導教員が総合的に評価。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教材等は指導教員が用意する。 

 

参考文献（Readings） 

指導教員が別途指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■LD501 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究１～３ 

(Research for Master's Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
生命理学専攻全専任教員 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
３単位(3 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS6880 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究計画の立案、実験の実施、結果・データのとりまとめ、結論と考察、研究発表といった一連の研究プロセスを身につける。 

 

The purpose of this class is to familiarize students with a series of research processes, including planning a research plan, 

conducting experiments, summarizing results and data, concluding and discussing the results, and presenting the results. 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究計画を議論し立案する。指導された実験方法を実施する。結果とデータを取りまとめる。結論と考察を議論しまとめる。研究

発表を行う。 

 

Discuss and develop a research plan. Carry out the experimental procedures as instructed. Compile the results and data. 

Discuss and summarize conclusions and discussion. Make a presentation of the research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究と実験計画の立案 

2. 実験の実施 

3. 実験の実施 

4. 実験の実施 

5. 実験の実施 

6. 実験の実施 

7. 実験の実施 

8. 実験の実施 

9. 実験の実施 

10. 実験の実施 

11. 実験の実施 

12. 結果・データのとりまとめ 

13. 結論と考察 

14. 研究発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

研究に必要な文献の検索、検討を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/日常の実験(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LD556 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究１～３ 

(Research for Master's Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
生命理学専攻全専任教員 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
３単位(3 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS6880 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究計画の立案、実験の実施、結果・データのとりまとめ、結論と考察、研究発表といった一連の研究プロセスを身につける。 

 

The purpose of this class is to familiarize students with a series of research processes, including planning a research plan, 

conducting experiments, summarizing results and data, concluding and discussing the results, and presenting the results. 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究計画を議論し立案する。指導された実験方法を実施する。結果とデータを取りまとめる。結論と考察を議論しまとめる。研究

発表を行う。 

 

Discuss and develop a research plan. Carry out the experimental procedures as instructed. Compile the results and data. 

Discuss and summarize conclusions and discussion. Make a presentation of the research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究と実験計画の立案 

2. 実験の実施 

3. 実験の実施 

4. 実験の実施 

5. 実験の実施 

6. 実験の実施 

7. 実験の実施 

8. 実験の実施 

9. 実験の実施 

10. 実験の実施 

11. 実験の実施 

12. 結果・データのとりまとめ 

13. 結論と考察 

14. 研究発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

研究に必要な文献の検索、検討を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/日常の実験(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LD651 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／修士論文指導演習 

(Master's Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
生命理学専攻全専任教員 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
３単位(3 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS6880 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究計画の立案、実験の実施、結果・データのとりまとめ、結論と考察、研究発表といった一連の研究プロセスを身につける。 

 

The purpose of this class is to familiarize students with a series of research processes, including planning a research plan, 

conducting experiments, summarizing results and data, concluding and discussing the results, and presenting the results. 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究計画を議論し立案する。指導された実験方法を実施する。結果とデータを取りまとめる。結論と考察を議論しまとめる。研究

発表を行う。 

 

Discuss and develop a research plan. Carry out the experimental procedures as instructed. Compile the results and data. 

Discuss and summarize conclusions and discussion. Make a presentation of the research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究と実験計画の立案 

2. 実験の実施 

3. 実験の実施 

4. 実験の実施 

5. 実験の実施 

6. 実験の実施 

7. 実験の実施 

8. 実験の実施 

9. 実験の実施 

10. 実験の実施 

11. 実験の実施 

12. 結果・データのとりまとめ 

13. 結論と考察 

14. 研究発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

研究に必要な文献の検索、検討を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/日常の実験(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RA101／数理物理特論１ 

(Special Topics in Mathematical Physics 1) 

担当者名 

（Instructor） 
中山 優(NAKAYAMA YU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7290 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

LA101 数理物理特論１と合同授業 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は立教時間に掲載

するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

素粒子理論の理解に必要なリー代数を学ぶ 

尚、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする 

 

授業の内容（Course Contents） 

輪講形式でリー代数，特に物理に必要な表現論を学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Lie group 

3. SU(2) 

4. Tensor operators 

5. Isospin 

6. Root and weights 

7. SU(3) 

8. Simple roots 

9. More SU(3) 

10. Tensor methods 

11. Young-Tableaux 

12. SU(N) 

13. Classical groups 

14. Classification Theorem 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表者はテキストの与えられた章の内容を１時間で発表できるように十分に予習すること。 

毎回問題から１問選んでレポートを提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

3 回以上の発表(100%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する 

 

テキスト（Textbooks） 

1. H. Georgi. 1999. Lie Algebras In Particle Physics:. Westview Press (738202339) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RA102／量子場理論 

(Quantum Field Theory) 

担当者名 

（Instructor） 
初田 泰之(HATSUDA YASUYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7490 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LA102 量子場理論と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

場の量子論の基礎を理解することが目標です。 

尚、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

場の量子論の摂動的取り扱いについて学びます。場の正準量子化、ファインマン図、量子電磁気学、輻射補正の計算、くり込み

などを扱う予定です。ゼミ形式で行います。英語のテキストを読むことで科学英語に慣れます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Preliminaries 

2. The Klein-Gordon Field I 

3. The Klein-Gordon Field II 

4. The Dirac Field I 

5. The Dirac Field II 

6. The Dirac Field III 

7. Interacting Fields and Feynman Diagrams I 

8. Interacting Fields and Feynman Diagrams II 

9. Interacting Fields and Feynman Diagrams III 

10. Elementary Processes of Quantum Electrodynamics I 

11. Elementary Processes of Quantum Electrodynamics II 

12. Radiative Corrections I 

13. Radiative Corrections II 

14. Radiative Corrections III 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当者は式の導出や変形を含めて十分な発表準備を行って下さい。単に日本語に直訳するのではなく、内容を理解して要点を

抑えた発表をして下さい。非担当者も予習しておいて下さい。大学 3 年までに習う物理及び数学は既知であることを前提としま

す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

複数回の発表内容(50%)/授業内で指示する課題(25%)/議論への参加(25%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求します。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. M.E. Peskin and D.V. Schoeder. 2019. An Introduction to Quantum Field Theory. CRC Press (ISBN:0367320568) 

テキストのみで理解が難しい場合は適宜別の文献に当たって解決に努めて下さい。 

 

参考文献（Readings） 

1. A. Zee. 2010.  Quantum Field Theory in a nutshell . Princeton University Press (ISBN:0691140340) 

2. 坂本眞人、2014、『場の量子論』、裳華房 (ISBN:4785325119) 

3. 坂本眞人、2020、『場の量子論 (II)』、裳華房 (ISBN:4785325127) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RA103／宇宙物理特論１ 

(Special Topics in Cosmology 1) 

担当者名 

（Instructor） 
小林 努(KOBAYASHI TSUTOMU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LA103 宇宙物理特論１と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will study advanced cosmology. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course introduces advanced cosmology. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 学生による発表 

2. 学生による発表 

3. 学生による発表 

4. 学生による発表 

5. 学生による発表 

6. 学生による発表 

7. 学生による発表 

8. 学生による発表 

9. 学生による発表 

10. 学生による発表 

11. 学生による発表 

12. 学生による発表 

13. 学生による発表 

14. 学生による発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ゼミ形式の授業なので、発表者は事前に十分に時間をかけて準備をする必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表の内容(70%)/議論への参加(30%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Scott Dodelson, Fabian Schmidt. 2020. Modern Cosmology (Second Edition). Academic Press (ISBN:0128159480) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RA104／素粒子特論１ 

(Special Topics in Particle Physics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
弦理論入門 

担当者名 

（Instructor） 
初田 泰之(HATSUDA YASUYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7490 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LA104 素粒子特論１と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

弦理論の基礎を理解することを目指します。 

尚、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

(超)弦理論は 4 つの基本的な力を統一しようという野心的な試みです。また双対性に基づいて、通常では発見することが難しい

様々な理論の間の関係を俯瞰的に予想することができます。弦理論の入門としてボソン的弦の基本的性質と共形場理論につい

てゼミ形式で学びます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Preliminaries 

2. The Relativistic String I 

3. The Relativistic String II 

4. The Quantum String I 

5. The Quantum String II 

6. The Quantum String III 

7. Open Strings and D-Branes 

8. Conformal Field Theory I 

9. Conformal Field Theory II 

10. Conformal Field Theory III 

11. The Polyakov Path Integral and Ghosts I 

12. The Polyakov Path Integral and Ghosts II 

13. String Interactions I 

14. String Interactions II 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

場の量子論と一般相対性理論の初等的事柄は習得済みであることが望ましいです。その他、大学 3 年までに習う物理と数学の

幅広い知識が必要です。担当者は十分な発表準備を行って下さい。高度な内容となるので自発的な予習・復習が必要となりま

す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(50%)/授業内に出す課題(25%)/授業への参加度(25%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求します。 

 

テキスト（Textbooks） 

以下の講義ノートを使用します。予め印刷するなどして見られるようにしておいて下さい。 

David Tong, "String Theory - University of Cambridge Part III Mathematical Tripos - " 

https://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/string.html 

 

参考文献（Readings） 

1. 細道 和夫、2017、『弦とブレーン』、朝倉書店 (ISBN:978-4254138023) 

2. J. Polchinski. 2005.  String Theory, Vol.1 . Cambridge University Press (ISBN:978-0143113799) 

3. B. Zwiebach. 2009.  A First Course in String Theory . Cambridge University Press (ISBN:978-0521880329) 

講義ノートのみで理解が難しい場合は適宜参考文献に当たって解決に努めて下さい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■RA105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RA105／天体物理特論 

(Special Topics in Astrophysics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Theory of Gravitational Waves 

担当者名 

（Instructor） 
小林 努(KOBAYASHI TSUTOMU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LA105 天体物理特論と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will study the advanced topics of gravitational waves in general relativity. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course introduces the advanced topics of gravitational waves in general relativity. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 学生による発表 

2. 学生による発表 

3. 学生による発表 

4. 学生による発表 

5. 学生による発表 

6. 学生による発表 

7. 学生による発表 

8. 学生による発表 

9. 学生による発表 

10. 学生による発表 

11. 学生による発表 

12. 学生による発表 

13. 学生による発表 

14. 学生による発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ゼミ形式の授業なので、発表者は事前に十分な時間をかけて準備をする必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表の内容(70%)/議論への参加(30%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Michele Maggiore. 2007. Gravitational Waves: Theory and Experiments. Oxford Univ Press (ISBN:0198570740) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RA106／宇宙物理特論２ 

(Special Topics in Cosmology 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
相対論・重力理論における「ねじれ」を伴う現象 

担当者名 

（Instructor） 
石原 秀樹(ISHIHARA HIDEKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

集中講義：日程は理学部掲示板を確認すること 

LA106 宇宙物理特論２と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

相対論・重力理論における「ねじれ」を伴う現象について理解する． 

尚、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする． 

 

授業の内容（Course Contents） 

一般相対論で用いる基礎的な幾何学的概念を整理し，その上で，「ねじれ」を伴う物理現象についていくつかのトピックスを扱う． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 数学的準備（１） 

2. 数学的準備（２） 

3. 数学的準備（３） 

4. 数学的準備（４） 

5. 幾何学的対称性と保存則（１） 

6. 幾何学的対称性と保存則（２） 

7. 幾何学的対称性と保存則（３） 

8. 角運動量と波動（１） 

9. 角運動量と波動（２） 

10. 角運動量と波動（３） 

11. 接触幾何と相対論（１） 

12. 接触幾何と相対論（２） 

13. 接触幾何と相対論（３） 

14. 接触幾何と相対論（４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

微分積分，線形数学の基礎知識を前提とする．また，解析力学，電磁気学の基礎は習得しているものとする． 

毎回の授業の復習を行うこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(70%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する． 

 

テキスト（Textbooks） 

.  

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RA107／重力特論 

(Special Topics in Gravity) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
一般相対性理論 

担当者名 

（Instructor） 
原田 知広(HARADA TOMOHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7290 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LA107 重力特論と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

一般相対論の基礎的および発展的内容を理解する。 

尚、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

Einstein によって定式化された一般相対論は，非常に豊富な内容を含む重力の物理学へと多面的に発展してきた。ここでは，世

界的に標準的なテキストである Wald の"General Relativity"の Part Iを参加者によるゼミ形式で学習することを当面の目標とす

る。さらに余力があれば Part IIのいずれかの章に踏み込む。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 参加者による報告（１） 

3. 参加者による報告（２） 

4. 参加者による報告（３） 

5. 参加者による報告（４） 

6. 参加者による報告（５） 

7. 参加者による報告（６） 

8. 参加者による報告（７） 

9. 参加者による報告（８） 

10. 参加者による報告（９） 

11. 参加者による報告（１０） 

12. 参加者による報告（１１） 

13. 参加者による報告（１２） 

14. 参加者による報告（１３） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

理論物理学講究１（相対論）の内容（一般相対論の基礎的な内容）は修得済か修得中であることが望ましい。内容の詳細につい

ては履修者の関心を考慮して選定する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表および議論への参加(60%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. R. Wald，. 1984. General Relativity. University of    Chicago Press (ISBN:0226870332) 

 

参考文献（Readings） 

1. E. Poisson，. 2004. A Relativist's Toolkit. Cambridge  University Press 

2. S. W. Hawking & G. F. R. Ellis. 1973. The large scale structure of spacetime. Cambridge University Press 

3. L.D. Landau & E.M. Lifshitz. 1971. The Classical Theory of Fields. Pergamon Press 

4. C. W. Misner, K. S. Thorne & J. A. Wheeler. 1973. Gravitation. W H Freeman & Co 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RA108／天体物理学 

(Astrophysicscs in Quantum Gravitys) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

コンパクト天体と重力波 

(Compact objects and gravitational waves) 

担当者名 

（Instructor） 
祖谷 元(SOTANI HAJIME) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LA108 天体物理学と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

重力波源としてのコンパクト天体の物理と重力波観測の基礎を理解することを目標とする。 

尚、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

重力波の直接観測を受け、重力波が天文学における新たな情報となった。そこで、重力波天文学に関する教科書（N. Andersson, 

``Gravitational-wave Astronomy"）を読み進めることで、コンパクト天体の物理とそこからの重力波について学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 参加者による発表（1）  

2. 参加者による発表（2）  

3. 参加者による発表（3）  

4. 参加者による発表（4）  

5. 参加者による発表（5）  

6. 参加者による発表（6）  

7. 参加者による発表（7）  

8. 参加者による発表（8）  

9. 参加者による発表（9）  

10. 参加者による発表(10）  

11. 参加者による発表（11）  

12. 参加者による発表（12）  

13. 参加者による発表（13）  

14. 参加者による発表（14）  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の予習と復習を行うこと。特に発表予定者は担当部分の文章と式について理解を深めておくとともに発表用ノートを作成して

備えること。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業における発表と議論への参加度(60%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Nils Andersson. 2020. Gravitational-wave Astronomy. Oxford University Press (ISBN:978-0198568032) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RA111／電子工学特論 

(Special Lecture on Electronicsics) 

担当者名 

（Instructor） 
馬場 秀忠(BABA HIDETADA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7590 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

医学物理学副専攻【選択必修Ａ】 

LA111 電子工学特論と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

放射線計測や原子核実験に必要なパルス回路，信号処理の基本について学ぶ。 

なお、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

放射線計測で日常的に用いられるパルス回路や信号処理法についての講義を行う。より実践的な感覚を得るために講義の他に

簡単な電子回路を使った実習も行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 電気信号が伝わるとは 

2. 抵抗，コンデンサ，コイルの役割 

3. 微分，積分回路 

4. 同軸ケーブル 

5. インピーダンスとは(講義) 

6. インピーダンスとは(実習) 

7. 電子回路を作るための部品(1) 

8. 電子回路を作るための部品(2) 

9. オペアンプを用いた回路(講義) 

10. オペアンプを用いた回路(実習) 

11. ADC について 

12. デジタル通信とは 

13. ノイズについて 

14. 最近のデジタル技術紹介 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

高校，大学で学んできた基本的な電子回路の知識。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への参加度(70%)/講義内発表(30%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. W.R.Leo，. 1994. Techniques for Nuclear and Particle  Physics Experiments. Springer-Verlag (ISBN:9.7835405728E12) 

 

参考文献（Readings） 

1. G.F. Knoll、2013、『放射線計測ハンドブック』、オーム社 (9.784274214493E12) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RA112／放射線計測特論 

(Special Topics in Techniques for Nuclear and Radiation Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
素粒子・原子核物理学物理学の実験に必要な放射線計測技術 

担当者名 

（Instructor） 
川村 広和(KAWAMURA HIROKAZU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7990 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

医学物理学副専攻【選択必修Ｂ】 

LA112 放射線計測特論と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

素粒子・原子核物理学の研究に必要な放射線計測技術の基礎知識を身につけることを目標とする｡ 

尚、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

放射線検出器の原理・応用を英文テキストを参考としつつ理解する。テキストの理解および各自担当分をまとめて発表する課題

を通じて、研究現場で即戦力となる知識を習得する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 計測の一般論・統計 1 

2. 計測の一般論・統計 2 

3. 放射線と物質の相互作用 1 

4. 放射線と物質の相互作用 2 

5. 気体検出器 1 

6. 気体検出器 2 

7. シンチレーション検出器 1 

8. シンチレーション検出器 2 

9. 半導体検出器 

10. 時間、位置、エネルギー、運動量等の測定法 1 

11. 時間、位置、エネルギー、運動量等の測定法 2 

12. 複合検出器の具体例 1 

13. 複合検出器の具体例 2 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

原子核物理学に関する基礎知識 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

複数回の授業内課題(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

授業時の課題とその発表、授業ノート、レポートに 基づいて評価する｡<BR>すべての評価方法において高度な達成水準を要求

する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. W.R.Leo. 1994. Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments. Springer-Verlag (ISBN:3540572805) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA123 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RA123／現代物理学特別講義１ 

(Special Lecture in Modern Physics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
高次対称性入門 

担当者名 

（Instructor） 
日高 義将（HIDAKA YOSHIMASA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7090 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代物理において対称性は重要な概念である．近年，点粒子に作用する大域的対称性は，渦糸やドメインウォールといった広が

りを持った物体に対する大域的対称性(高次対称性)に拡張され，その自発的破れやアノマリーなどを議論できるようなった．本講

義では，場の量子論における高次対称性の基礎的な概念とその応用方法の習得を目標にする． 

尚、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする． 

 

授業の内容（Course Contents） 

通常の対称性に関する基礎から広がりを持った物体に対する対称性(高次対称性)及びその応用例について紹介する． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オーバービュー 

2. 数学的準備(微分形式，群，コホモロジー) 

3. 対称性の基礎(通常の対称性) 

4. 広がりを持った物体の対称性(高次対称性) 

5. アノマリー 

6. 対称性のゲージ化とアノマリー 

7. 対称性の創発と自発的破れ 

8. 対称性に保護されたトポロジカル相 

9. 高次対称性の自発的破れとトポロジカル秩序 

10. アノマリーマッチングと可能な量子相への制限 

11. 高次群 

12. 高次群のゲージ化 

13. 高次群のアノマリー 

14. 今後の展望 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて別途支持する． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/レポート(50%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する． 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA124 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RA124／現代物理学特別講義２ 

(Special Lecture in Modern Physics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
マイクロ波背景輻射および中性水素 21cm 線による観測的宇宙論 

担当者名 

（Instructor） 
市來 淨與(ICHIKI KIYOTOMO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7090 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

集中講義：日程は理学部掲示板を確認すること 

LA124 現代物理学特別講義２と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現在および近い将来に観測的宇宙論において中心的な役割を果たす宇宙マイクロ波背景放射および中性水素２１cm線を例に、

宇宙論モデルと観測を比較する手法を身につける。 

尚、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

宇宙マイクロ波背景輻射および中性水素２１cm線観測の現状を紹介するとともに、これらのシグナルがどのような物理過程を経

て生成されているかについて講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 観測的宇宙論の現状 

2. 膨張宇宙の基礎、フリードマン方程式、宇宙論的距離指標 

3. 宇宙論における線形摂動理論の定式化 

4. 宇宙論的密度揺らぎと背景重力波の時間進化 

5. 宇宙の晴れ上がりと宇宙マイクロ波背景放射温度(CMB)揺らぎ 

6. 宇宙マイクロ波背景放射偏光の生成 

7. 宇宙マイクロ波背景放射偏光揺らぎ 

8. 宇宙マイクロ波背景放射偏光揺らぎ観測における前景放射問題 

9. 電波の放射、吸収、輻射輸送 

10. 中性水素２１cm線 

11. 電波干渉計による観測 

12. スピン温度と WF効果 

13. ２１ｃｍ線の宇宙論的グローバルシグナルと EDGES 

14. 21cm 線パワースペクトルと 21cm 森 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

適宜、復習と成績評価を兼ねて授業で用いた式の導出や関連した小テストを課すので取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/授業中に指示した提出物(20%) 

全ての評価方法において、高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

板書の講義中心とし、グラフ等は随時スライドを用いて説明をする。小テスト課題は授業中に告知する。 

 

注意事項（Notice） 
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■RA133 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RA133／素粒子特論２ 

(Special Topics in Particle Physics 2) 

担当者名 

（Instructor） 
中山 優(NAKAYAMA YU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7490 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LA133 素粒子特論２と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代的な場の量子論の基礎を学ぶ。 

尚、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

輪講形式で場の量子論，特に Yang-Mills 理論の量子化を議論する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Symmetry breaking 

3. Pion as Nambu-Goldston boson 

4. Effective Potential 

5. Magnetic Monopole 

6. NonAbelian gauge theory 

7. Anderson Higgs mechanism 

8. Chiral anomaly 

9. Quantizing Yang-Mills theory 

10. Electroweak unification 

11. Quantum chormodynamics 

12. Large N expansion 

13. Grand unification 

14. Protons are not forever 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

量子電磁力学の１ループくりこみができることを前提とする。 

毎回，与えられたトピックをテキストに従って１時間で解説できるように十分な予習を要求する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

3 回以上の発表(100%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. A. Zee. 2010. Quantum Field Theory in a nutshell. Princeton Univ Pr (691140340) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA134 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RA134／量子場特論 

(Special Topics in Quantum Field Theory) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
曲がった時空上の場の量子論 

担当者名 

（Instructor） 
北村 比孝(KITAMURA TOMOTAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7490 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LA134 量子場特論と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

曲がった時空に於ける場の量子論の基礎を理解し，その物理的な内容を学ぶ。 さらに、素粒子論、宇宙論、相対論に於ける

各々の立場から‘‘曲がった時空に於ける場の量子論’’を捉えられることを目指す。  

尚、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

曲がった時空に於ける場の量子論は，素粒子論、宇宙論や重力理論を理解する上で大きな役割を担う。特に、Black Hole 時空

や膨張宇宙といった重力の効果が顕著となる場合の量子論的現象を記述したり、AdS/CFT対応といった重力の量子論を理解す

るために重要な理論である。 

この授業では，まず曲がった時空上での場の量子論の概念や計算方法などの基礎的事項を理解し，膨張宇宙での量子揺らぎや

ホーキング輻射など強重力場中での粒子生成といった具体的な現象について学ぶ。 

さらに可能であれば、Trace Anomaly や AdS時空上での場の理論などにも触れる。曲がった時空に於ける場の量子論をより深く

理解する為に、素粒子論、宇宙論、相対論に於ける各々の立場から‘‘曲がった時空に於ける場の量子論’’を捉えられることを目

指す。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 場の理論の復習  

3. 強制調和振動子  

4. 調和振動子から場へ  

5. 古典場の復習  

6. 膨張宇宙での量子場 

7. Bogolyubov 変換 

8. de Sitter宇宙での量子場 

9. Unruh 効果 

10. Hawking 輻射 

11. Black Hole 熱力学  

12. 経路積分 

13. Trace Anomaly 

14. 発展的事項 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

輪読形式で行うため，発表担当者は事前の予習を必須とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業態度(35%)/発表回数(35%)/発表・質問・議論の内容(30%) 

LA134 量子場特論と合同授業<BR>すべての評価方法において高度な達成水準を要求する 

 

テキスト（Textbooks） 

1. V. F. Mukhanov, S. Winitzki. 2007. Introduction to Quantum effects in Gravity. Cambridge University Press 

(9.780521868341E12) 

 

参考文献（Readings） 

1. Bryce. S. De Witt. 1975. Quantum field theory in curved spacetime. ELSEVIER 

2. Fiorenzo Bastianelli, Peter van Nieuwenhuizen. 2009. Path Integrals and Anomalies in Curved Space. Cambrige University 

Press (ISBN:0521120500) 

3. N. D. Birrell, P. C. W. Davies. 1984. Quantum Fields in Curved Space. Cambrige University Press (ISBN:0521278589) 
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適宜、内容に応じて参考文献のテキストを扱う 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA146 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RA146／現代物理学特別講義３ 

(Special Lecture in Modern Physics 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中性子を用いて重力を探る 

担当者名 

（Instructor） 
神谷 好郎(KAMIYA YOSHIO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7090 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

集中講義：日程は理学部掲示板を確認すること 

LA146 現代物理学特別講義３と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

素粒子・原子・原子核スケールの量子プローブを用いたいくつかの中小実験について概観し、重力の理解に向けた試みについて

実験的側面から議論する。 

尚、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

1000 オングストローム程度の波長領域まで冷した中性子を超冷中性子と言う。地球重力場の下で量子束縛状態を形成し、一種

の量子プローブとして応用することが可能である。本授業では、上記量子プローブを用いた等価原理検証実験を主な題材とし、

適宜、関連する中小実験を紹介しながら、それら実験の背景となる物理と実験的・技術的側面とを集中して議論する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 0.1 素粒子物理学から見た自然観 (と授業の進め方) 

2. 0.2 古典力学の数学的方法について 

3. 0.3 量子論の描像 

4. 0.4 場の量子論とファインマンダイアグラム 

5. 1.1 重力について 

6. 1.2 重力の逆二乗則検証実験 

7. 1.3 代替重力理論 - Scalar-Tensor model - の検証例 

8. 2. 統計分析の手法 

9. 3.1 重力による量子効果検証実験 1 - 冷中性子干渉計と超冷中性子の量子束縛状態について 

10. 3.2 重力による量子効果検証実験 2 -  擬確率関数と他実験的側面について 

11. 3.3 量子論の枠組みにおける弱い等価原理検証実験 

12. 3.4 等価原理検証実験のいろいろ 

13. 4. これまでのまとめ 

14. 5. 発展的ことがら 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

解析力学・量子力学の基本的な事項を復習しておくと良い。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

講義後のレポート(70%)/授業への参加度(30%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA147 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RA147／現代物理学特別講義４ 

(Special Lecture in Modern Physics 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
太陽系天体の起源と進化を理解する 

担当者名 

（Instructor） 
玄田 英典(GENDA HIDENORI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7090 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

集中講義：日程は理学部掲示板を確認すること 

LA147 現代物理学特別講義４と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地球を含めた太陽系の天体の現在の姿を理解し、それら天体がいかにして作られて現在の姿にまでに進化してきたのかを学

ぶ。尚、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

地球を含めた太陽系の天体の現在の姿を概観し、それら天体がいかにして作られて現在の姿にまでに進化してきたのかについ

て講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 概要 

2. 地球の姿（内部編） 

3. 地球の姿（表層編） 

4. 太陽・星の一生 

5. 太陽系の姿（惑星編） 

6. 太陽系の姿（小天体編） 

7. 地球の歴史（環境編） 

8. 地球の歴史（生命編） 

9. 惑星の作り方 

10. 月の科学 

11. 太陽系探査 

12. 系外惑星の発見と意義 

13. 宇宙で生命を探す 

14. まとめ・ふりかえり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

関連論文を読んでくる 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/毎回の授業で課す小レポート(70%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA148 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RA148／惑星大気物理特論 

(Special Topics in Physics of Planetary Atmospheres) 

担当者名 

（Instructor） 
田口 真(TAGUCHI MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

履修者の研究テーマに関連する惑星大気現象について，研究に必要な知識を身につける。 

尚、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

惑星大気に関連する学問分野の教科書や論文等の文献を読んで，修士課程での研究に必要な専門知識や手法を身につける。

文献の内容は，履修者の研究テーマを勘案し，最も有効と思われる領域を選定する。履修者はあらかじめ読んできた文献の内

容を紹介し，疑問点を担当教員が補足・解説する。 

［参考］これまでに読んだ文献： 

E. J. McCartney, Absorption and Emission by Atmospheric Gases 

G. G. Shepherd, Spectral Imaging of the Atmosphere 

S. J. Bauer and H. Lammer, Planetary Aeronomy 

G. W. Petty, A First Course in Atmospheric Radiation 

S. W. Bougher, D. M. Hunten, and R. J. Phillips, Venus II 

Perez-Hoyos et al., J. Geophys. Res., 10.1002/2017JE005406, 2018 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション，講読する文献の選定，講読分担の決定 

2. 講読１ 

3. 講読２ 

4. 講読３ 

5. 講読４ 

6. 講読５ 

7. 講読６ 

8. 講読７ 

9. 講読８ 

10. 講読９ 

11. 講読１０ 

12. 講読１１ 

13. 講読１２ 

14. 講読１３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文献を読んで理解してくること。理解できなかった箇所を整理してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(100%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

初回の授業時に紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA149 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RA149／惑星物理特論 

(Special Topics in Planetary Physics) 

担当者名 

（Instructor） 
亀田 真吾(KAMEDA SHINGO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LA149 惑星物理特論と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

惑星物理に関する研究結果を調べ，惑星で起きている物理現象を理解する。 

なお、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

惑星に関する教科書あるいは総説論文を読み，最新の研究に向けて準備する。教材は，受講生の研究テーマに応じて選択す

る。基本的には小惑星に関する物理, 系外惑星に関する話題を扱う。受講生は教材を読み進め，理解が困難な部分については

担当教員がサポートする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 小惑星に関する論文講読(1) 

3. 小惑星に関する論文講読(2) 

4. 小惑星に関する論文講読(3) 

5. 小惑星に関する論文講読(4) 

6. 小惑星に関する論文講読(5) 

7. 小惑星に関する論文講読(6) 

8. 系外惑星に関する書籍講読(1) 

9. 系外惑星に関する書籍講読(2) 

10. 系外惑星に関する書籍講読(3) 

11. 系外惑星に関する書籍講読(4) 

12. 系外惑星に関する書籍講読(5) 

13. 系外惑星に関する論文講読(6) 

14. 系外惑星に関する論文講読(7) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

惑星科学や惑星探査に関する基礎的な知識が求められる。授業前に論文を要約して発表の準備を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

輪読時の参加度(20%)/輪読時の発表内容(40%)/各テーマ発表後のレポート(40%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA150 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RA150／高エネルギー宇宙物理学特論 

(Special Topics in High Energy Astrophysics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
高エネルギー宇宙物理学の基礎 

担当者名 

（Instructor） 
山田 真也(YAMADA SHINYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7393 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
LA150 高エネルギー宇宙物理学特論と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では高エネルギー宇宙物理学の基礎の習得を目指す。宇宙現象の中で、ブラックホール、超新星残骸、パルサー、相

対論的ジェット、他、非熱的な宇宙現象について学び、高エネルギーの宇宙現象を見る目を養う。なお、前期課程よりも高度な知

識と、応用力を身につけることを要求する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

X 線、電波、ガンマ線の宇宙観測により、非熱的な激しい宇宙の描像が見えてきた。高エネルギーの粒子は、生成や伝搬を伴

い、地球へ宇宙線として辿りつく。この授業では、その基礎となる物理現象の理解を目指し、特殊相対論、輻射輸送、非熱的な放

射など、現実の例を織り交ぜながら、理解を深めてゆく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 高エネルギー宇宙現象の紹介 

2. 放射過程(1) 

3. 放射過程(2) 

4. 放射過程(3) 

5. 宇宙放射線検出器(1) 

6. 宇宙放射線検出器(2) 

7. 恒星質量ブラックホール 

8. 巨大質量ブラックホール 

9. 宇宙線 

10. 宇宙観測の基礎 

11. ブレーザー 

12. 超新星残骸 

13. 中性子星やコンパクト星 

14. 宇宙の大規模構造 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

物理学の基礎となる電磁気学、力学、流体力学を理解していることで、宇宙現象の理解も深まるため、基礎が曖昧な場合は適

宜、予習および復習で補うことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/最終テスト(Final Test)(25%)/in-class work(20%)/mid-term test(25%) 

すべての評価方法において、高い理解度と表現能力を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは特に指定しません。 

 

参考文献（Readings） 

1. Hale Bradt. 2014. Astrophysics Processes: The Physics Of Astronomical Phenomena. Cambridge University Press (ISBN:978-

1107677241) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RA201／相対論 

(General Relativity) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
一般相対論入門 

担当者名 

（Instructor） 
原田 知広(HARADA TOMOHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
CB116 理論物理学講究１、LA201 相対論と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

一般相対論の基礎的な内容を理解する。 

尚、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

一般相対論は既に多くの精密な検証実験を通過した時空および重力に関する基礎理論であり，その基本的な考え方はあらゆる

分野の理論物理学者にとっては言うまでもなく重力関連分野の実験物理学者にとってももはや常識である。本授業は初学者向

けの一般相対論の基礎の講義であるので，幅広い専門分野の受講者を想定している。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 一般相対論の概観 

2. 数学的準備（１） 

3. 数学的準備（２） 

4. 数学的準備（３） 

5. 数学的準備（４） 

6. 数学的準備（５） 

7. 重力の理論としての一般相対論（１） 

8. 重力の理論としての一般相対論（２） 

9. 一般相対論による重力物理学（１） 

10. 一般相対論による重力物理学（２） 

11. 一般相対論による重力物理学（３） 

12. 一般相対論による重力物理学（４） 

13. 一般相対論による重力物理学（５） 

14. 一般相対論による重力物理学（６） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「力学 1・2」・「微分積分 1・2」・「線形代数 1・2」・「電磁気学 1・2」・「物理数学 1・2」・「波動と量子」・「現代物理学序論」で扱われる

内容は修得済みであることを前提とする。さらに「流体力学」・「電気力学」で扱われる内容を修得済みあるいは修得中であること

が強く望まれる。毎回の授業の復習を必ず行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐々木節、1996、『一般相対論』、産業図書 (ISBN:4782812051) 

適宜プリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. エリ＝デ＝ランダウ・イェ＝エム＝リフシッツ、1978、『場の古典論 (原書第 6 版)』、東京図書 (ISBN:448901161X) 

2. 佐藤勝彦、1996、『相対性理論』、岩波書店 (ISBN:4000079298) 

3. バーナード＝F=シュッツ、2010、『第２版相対論入門 I 特殊相対論』、丸善 (ISBN:4621083104) 

4. バーナード=F=シュッツ、2010、『第２版相対論入門 II 一般相対論』、丸善 (ISBN:4621083112) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■RA202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RA202／素粒子論 

(Particle Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
場の量子論入門 

担当者名 

（Instructor） 
初田 泰之(HATSUDA YASUYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7490 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
CB117 理論物理学講究２、LA202 素粒子論と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代物理学において最も基本的な理論の一つである場の量子論について概観することが目標です。 

尚、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

場の量子論の初歩を学びます。場の概念、正準量子化、経路積分量子化、ファインマン則、くり込み、ゲージ場の量子化などを扱

う予定です。4 月、5 月に２コマ連続してゼミナール形式の授業を行います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 場の理論とは 

2. 正準量子化（１） 

3. 正準量子化（２） 

4. 正準量子化（３） 

5. 相互作用場の一般的性質 

6. 経路積分量子化（１） 

7. 経路積分量子化（２） 

8. 摂動論のファインマン則（１） 

9. 摂動論のファインマン則（２） 

10. 摂動論のファインマン則（３） 

11. くり込み（１） 

12. くり込み（２） 

13. ゲージ場の経路積分量子化（１） 

14. ゲージ場の経路積分量子化（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ゼミ形式のため、担当者は式の導出や変形を含めて十分な発表準備を行って下さい。単にテキストの内容をそのまま書き写すの

ではなく、噛み砕いてわかりやすい発表を心がけて下さい。非担当者も必ず予習しておいて下さい。解析力学と量子力学は既知

であるとします。上滑り学習にならないように学んだことをしっかり復習して下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

複数回の発表内容(50%)/授業内で指示する課題(25%)/議論への参加(25%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 坂井典佑、2002、『場の量子論』、裳華房 (ISBN:4785322128) 

 

参考文献（Readings） 

1. M.E. Peskin and D.V. Schoeder. 2019. An Introduction to Quantum Field Theory. CRC Press (ISBN:0367320568) 

2. A. Zee. 2010.  Quantum Field Theory in a nutshell . Princeton University Press (ISBN:0691140340) 

3. 坂本眞人、2014、『場の量子論』、裳華房 (ISBN:4785325119) 

4. 坂本眞人、2020、『場の量子論 (II)』、裳華房 (ISBN:4785325127) 

5. 長島順清、1998、『素粒子物理学の基礎Ⅰ』、朝倉書店 (ISBN:4254136730) 

テキストのみで理解が難しい場合は適宜参考文献に当たって解決に努めて下さい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■RA203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RA203／宇宙物理学 

(Cosmology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Introduction to Physical Cosmology 

担当者名 

（Instructor） 
小林 努(KOBAYASHI TSUTOMU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
CB118 理論物理学講究３、LA203 宇宙物理学と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

主として宇宙論分野にこれまで習熟してこなかった学生が、物理学にもとづいた宇宙論の基礎的事項を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語で書かれた宇宙論の基礎的テキストの輪講をおこなう。発表者は、事前に担当部分を読み込んですべての計算を追った上

で理解し、発表ノートを作成する。授業では、発表ノートをもとに板書をしながら自分の言葉で明快に説明する。発表者以外も事

前に予習をし、授業中に発表者に質問するなどして議論をしながら理解を深める。担当教員は適宜補足説明をおこない、履修者

の理解を助ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 基本的な観測事実 1: 一様等方宇宙、赤方偏移 (学生による発表と議論) 

3. 基本的な観測事実 2: マイクロ波背景放射 (学生による発表と議論) 

4. ニュートン重力から一般相対論へ (学生による発表と議論) 

5. ロバートソン・ウォーカー計量と曲率 (学生による発表と議論) 

6. アインシュタイン方程式とフリードマン方程式 (学生による発表と議論) 

7. 宇宙論モデル 1 (学生による発表と議論) 

8. 宇宙論モデル 2 (学生による発表と議論) 

9. 宇宙論パラメータ (学生による発表と議論) 

10. ダークマター (学生による発表と議論) 

11. マイクロ波背景放射の物理 (学生による発表と議論) 

12. インフレーションと初期宇宙 (学生による発表と議論) 

13. 重力不安定性による構造形成 1 (学生による発表と議論) 

14. 重力不安定性による構造形成 2 (学生による発表と議論) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

一般相対論に関する知識は前提としないが、並行して理論物理学講究 1(相対論)を履修することを強く推奨する。力学や特殊相

対論、電磁気学、統計力学、量子力学に関する知識は前提とする。また、流体力学の知識があった方が望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表の内容(35%)/議論への参加度(35%)/数回のレポート課題(30%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する. 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Barbara Ryden. 2016. Introduction to Cosmology 2nd edition. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS (ISBN:1107154839) 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RA205／数理物理学 

(Mathematical Physicsgh) 

担当者名 

（Instructor） 
中山 優(NAKAYAMA YU) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7290 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

LA205 数理物理学と合同授業 CB120 理論物理学講究５、LA205 数理物理学と合同授

業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経路積分を用いて場の量子論の初歩を学ぶ。 

尚、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代物理学の根幹をなす場の量子論を学ぶ。経路積分による量子電磁力学の定式化を目標に，現代的な場の量子論の構造を

理解する。６月・７月に２コマ連続して授業を行う｡  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション  

2. 古典場の理論と作用積分  

3. 経路積分１  

4. 経路積分２  

5. 相関関数の計算１  

6. 相関関数の計算２  

7. 物理量の計算１  

8. 物理量の計算２  

9. 対称性と保存則  

10. フェルミオン場の量子化  

11. 電磁場の量子化  

12. 量子電磁力学  

13. くりこみ理論１ 

14. くりこみ理論２  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「理論物理学講究２・素粒子論」の単位を取得していることが望ましい。毎週，出席確認を兼ねてレポート課題を提出してもらう。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

複数回のレポート(40%)/出席態度(60%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. A. Zee. 2010. Quantum Field Theory in a nutshell . Princeton Univ Pr (ISBN:0691140340) 
 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RA206／統計物理学 

(Statistical Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
量子多体系入門 --格子模型を中心に-- 

担当者名 

（Instructor） 
桂 法称(KATSURA HOSHO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7290 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

集中講義：日程は理学部掲示板を確認すること 

CB121 理論物理学講究６、LA206 党系物理学と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

量子多体系における非自明な現象の解析を行うための、基礎的概念・計算技術の習得を目指す。 特に、数値計算に載せること

が容易であり、また数学的にも取り扱いやすい格子模型を中心に行う。  

尚、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半では、相互作用しないフェルミオン・ボゾンの一般論について学び、 それをいくつかの例に適用する。後半では、一体問題に

は帰着できない、 量子スピン系やハバード模型などの話題について学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（連続系から格子系へ） 

2. グラフと固有値問題 

3. 自由フェルミオン系と二次形式 (1) 

4. 自由フェルミオン系と二次形式 (2) 

5. 自由ボゾン系と二次形式 

6. 磁性体中の素励起と熱ホール効果 

7. ここまでのまとめ 

8. 古典・量子イジング模型 

9. フラストレーション・フリー系 (1) 

10. フラストレーション・フリー系 (2) 

11. 相互作用のあるキタエフ鎖 

12. ボーズ・ハバード模型 

13. フェルミ・ハバード模型 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(35%)/中間レポート(25%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/hkatsura-lab/ 

 

注意事項（Notice） 
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■RA207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RA207／原子核物理学 

(Nuclear Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
加速器を用いた素粒子・原子核物理学実験の基礎知識 

担当者名 

（Instructor） 
村田 次郎(MURATA JIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7490 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

医学物理学副専攻【選択必修Ａ】 

CB122 原子核・放射線物理学講究１、LA207 原子核物理学と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

加速器を用いた原子核・素粒子実験の基本知識を広く学ぶ。実験に必要な具体的な数値計算に慣れる。なお、前期課程よりも高

度な知識・スキルを身に付けることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

20 世紀の物理学は分類による化学的手法，並びに顕微鏡的手法によって物質と力の基本構成要素に関する膨大な知識と理解

を築き上げることに成功した。この授業では，放射能の発見当時の基本的な知識から始め， 自然放射線，人工加速器を用いた

原子核からハドロン，クォーク・レプトンに至る，基本的な考え方を包括的に扱うことで自然の微視的構造を探る共通の手法を理

解することを目的とする。講義と並行して具体的な計算実習を交え，研究現場で直接役立つ知識を準備出来るようにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 放射線の発見・加速器概観 

2. 線形加速器１・核反応 

3. 線形加速器２ 

4. サイクロトロン 

5. ラザフォード散乱 

6. 原子核の基本的性質 

7. 弱集束シンクロトロン 

8. 強集束シンクロトロン 

9. ハドロンの物理 

10. コライダー 

11. クォーク・レプトンの物理 

12. 弱い相互作用と対称性 

13. 標準模型とその先 

14. 重力の物理 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「原子核概論」，「素粒子概論」の内容 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業ノート(40%)/授業内課題(20%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RA208／天体核物理学 

(Nuclear Astrophysicss) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
元素の合成を始めとする宇宙における原子核の役割 

担当者名 

（Instructor） 
山口 英斉(YAMAGUCHI HIDETOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
CB123 原子核・放射線物理学講究２、LA208 天体核物理学と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

宇宙の歴史, 星の進化といった大きなスケールの現象に, 原子核という小さな世界がかかわっている｡ 元素の合成や各種の爆

発現象など, 解明されていないことも多い宇宙での原子核の働きを学ぶ｡ 

尚、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

宇宙の成り立ちや元素の起源に原子核が大きな役割を果たしていることがわかったのは，20 世紀中頃のことである｡この世界に

存在する様々な元素は，水素を材料として，原子核反応によって生成され，今も作られている｡これらの原子核反応の舞台は，ビ

ッグバン後 100 秒程度の初期宇宙，その後 100 億年あまりにわたって作られ壊されてきた恒星の内部が主である｡原子核の反

応はさらに，星を光らせ，超新星爆発にも至る星の進化をつかさどる｡このような原子核反応を地上で実験的に確かめる挑戦が

行われてきた｡たとえば，理化学研究所の RI ビームファクトリーでは，人類が未だ見たことがない不安定原子核を多数作り出し，

元素の起源を解明する試みが始まっている｡一旦解明されたと思われた重元素合成のメカニズムにも最近疑問が持たれて振り

出しに戻るなど，多くの課題も存在する｡天体での核現象と原子核のかかわりについて概説すると同時に，天体核物理学の研究

方法を紹介する｡ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 原子核とその安定性 

2. 宇宙での原子核の役割 

3. 元素合成と星 (宇宙) の進化 

4. 元素合成の核物理１：熱核反応とガモフのピーク 

5. 元素合成の核物理２：共鳴状態と連続状態 

6. 核融合による元素合成 - ビッグバン､ 主系列星 

7. 超新星爆発の謎と不安定原子核 

8. 天体核反応の実験研究 

9. 古くて新しい太陽ニュートリノ問題 

10. 間接測定：クーロン分解法， ANC 法， ｢トロイの木馬｣ 法 

11. 重い原子核がかかわる爆発的元素合成の研究法 

12. ｒ過程はどのくらい理解できたか - 研究の最先端 

13. 元素合成の全体像 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

立教時間でスライド配布予定です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(25%×2 回)(50%)/出席態度(50%) 

レポートは学期中・学期末の２回出す予定です｡<BR>すべての評価方法において高度な達成水準を要求します。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. C. E. Rolfs and W. S. Rodney. 1988. Cauldrons in the Cosmos. Chicago (ISBN:0-226-72456-5) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

立教時間で必要に応じて授業情報を連絡する予定です。 
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注意事項（Notice） 
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■RA209 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RA209／原子・分子物理学 

(Atomic and MolecularPyhsics) 

担当者名 

（Instructor） 
中野 祐司(NAKANO YUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7290 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

医学物理学副専攻【選択必修Ａ】 

CB124 原子核・放射線物理学講究３、LA209 原子・分子物理学と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

原子や分子の基本的な構造と振る舞いを理解し，自然現象を原子分子レベルで直感的に理解できる知識と思考能力を身につけ

る。 なお、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

電磁気学と量子力学の初歩知識の復習から入り，原子や分子の構造・電磁場との相互作用について古典論と量子論を比較しな

がら講義する。自然現象や宇宙観測との関連，および最先端の光技術，量子ビーム，計測技術についても概説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション-原子分子の世界- 

2. イントロダクション-宇宙における原子分子過程- 

3. 水素原子（古典論・量子論） 

4. 水素原子（相対論） 

5. 原子と光の相互作用・レーザー 

6. 多電子原子（量子多体系） 

7. 原子-原子相互作用・２原子分子 

8. 分子の振動・回転 

9. 荷電粒子の運動 

10. 原子分子のイオン化法と質量分析 

11. 原子分子衝突 

12. イオントラップ・イオン蓄積リング 

13. 実験室宇宙物理・アストロケミストリー 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習・復習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度と複数回のレポート(100%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

講義資料は適宜アップロードあるいは授業中に配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 高柳 和夫、2000、『原子分子物理学』、朝倉書店 (ISBN:978-4254136814) 

2. Bransden and Joachain、2003、『Physics of Atoms and Molecules (英語)』、Benjamin Cummings (ISBN:978-0582356924) 
3. Hugh D. Young and Roger A. Freedman. 2019. University Physics with Modern Physics, 15th Edition. Pearson (ISBN:978-
0135159552) 
 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RA211／ハドロン物理学 

(Hadron Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
クォークレベルでのサブアトミック世界への誘い 

担当者名 

（Instructor） 
栗田 和好(KURITA KAZUYOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7490 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

医学物理学副専攻【選択必修Ａ】 

CB126 原子核・放射線物理学講究５、LA211 ハドロン物理学と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

相対論的運動学を用いて，反応後の粒子の運動量や閾エネルギー等を求められるようになること。ハドロン物理を理解するのに

必要な概念を身に付け，エネルギー，時間，運動量，サイズなどの物理量を概算できるようになること。 

尚、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

強い相互作用をする粒子（ハドロン）の特性や，反応を量子色力学とパートンモデルの枠組みで理解するために必要な知識を最

近の興味深い研究成果を取り混ぜて講義を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 相対論 

2. スタンダードモデル 

3. 実験法 

4. 粒子と物質の相互作用 

5. 不変原理と保存則 

6. 離散的対称性 

7. 連続的対称性 

8. クォークモデル 

9. 電子対消滅反応 

10. 深部非弾性散乱 

11. 量子色力学 

12. クォークと相互作用 

13. 最近のトピック 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

原子核および素粒子の基礎知識をテキスト欄の原子核物理学や素粒子物理入門で事前に頭に入れておくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/初回レポート(20%)/中間レポート(20%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. E.M. Henley and A. Garcia，. 2007. Subatomic Physics (3rd ed). World Scientific (ISBN:978-9812700575) 

 

参考文献（Readings） 

1. 藤井忠男訳、1980、『サブアトミックフィジクス上・下』、産業図書 (9784782810064/978-4782810071) 

2. Donald H. Perkins，. 2000. Introduction to High Energy Physics. Cambridge University Press (ISBN:9780521621960) 

3. F. Halzen and A.D. Martin、1986、『クォークとレプトン』、培風館 (ISBN:4563021717) 

4. 八木浩輔、1971、『原子核物理学』、朝倉書店 (ISBN:9784254135428) 

5. 渡辺靖志、2002、『素粒子物理入門』、培風館 (ISBN:9784563024338) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA213 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RA213／宇宙放射線物理学 

(Cosmic Radiation) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
X線天文学入門 

担当者名 

（Instructor） 
海老沢 研(EBISAWA KEN) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

集中講義：日程は理学部掲示板を確認すること 

CB128 宇宙地球系物理学講究１（宇宙放射線物理学）、LA213宇宙放射線物理学と合

同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学 3 年までに学ぶ物理、数学の知識だけを前提に、天文学の知識が全くない学生でも、ブラックホールからの X線放射に代表

されるような、宇宙で起きている様々な高エネルギー現象を大局的に理解できるようになる。天体からの X線放射メカニズムだけ

でなく、X線観測に必要な、人工衛星や観測装置の技術的な側面についても理解を深める。自然界における様々な定数や観測

量を有効数字一桁で覚えておくことで、日常生活と比較して、宇宙のスケールについての感覚を養う。本講義が、今まで学んだ物

理・数学の復習になるとともに、より高度な宇宙物理学を学ぶための準備となることを期待している。 

尚、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず、今までに学んだ基礎的な物理を復習する。特に自然界のすべてが、3 つの物理定数の組み合わせだけで表されることを理

解する。 

次に、天文学の基礎である座標と時間、X線観測に必要な人工衛星や装置の技術的な側面について学ぶ。さらに、高エネルギ

ー現象や強重力場を理解する際に必須な特殊相対性理論を復習し、一般相対性理論を直感的に理解する。 

天文学は宇宙からの光子(輻射)を観測することで成り立っている学問であるので、輻射とその輸送について学ぶ。特に、熱的な

輻射と非熱的な輻射が存在すること、宇宙には効率的な加速機構が存在し、光速近くまで加速された非熱的電子が非熱的放射

を発することを理解する。 

宇宙における X線放射の例として、宇宙背景放射や降着円盤について学ぶ。最後に、電磁波に加え、宇宙線、ニュートリノ、重力

波という「メッセンジャー」を用いて天体現象を解明する、マルチメッセンジャー天文学について学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. X線によるブラックホールの観測 (公開セミナー) 

2. 自然界のスケール、基礎的な物理の復習(1) 

3. 基礎的な物理の復習(2) 

4. 天文学の基礎とブラックホール 

5. 天文学における座標と時間 

6. 人工衛星の姿勢と軌道 

7. Ｘ線観測装置 

8. 特殊相対性理論・一般相対性理論 

9. 輻射輸送、黒体輻射 

10. 熱的プラズマからの放射、熱的逆コンプトン散乱 

熱的輻射、熱的逆コンプトン散乱 

11. 降着円盤 

12. 宇宙背景 X線放射、天の川からの X線放射 

13. 非熱的放射 (シンクロトロン放射、相対論的逆コンプトン散乱) 

14. 重力波とマルチメッセンジャー天文学 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

余裕のある学生には、以下で示すウェブページを参考に予習しておくことが期待される。 

講義ノートは講義の終了後に公開するので、復習に活用してほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

複数回の小テスト(100%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

私が宇宙科学研究所で 2010 年度に実施した演習(通年)の内容を以下のページにまとめています。 

http://www.isas.jaxa.jp/home/ebisawalab/ebisawa/TEACHING/XAE/2020XAE.html 

本講義は、ほぼ、この演習の内容に沿っています。以前の講義ノートや参考文献なども本ページに記載してあります。 

講義ではスライドを見せるだけでなく、できるだけ手書きを入れたいと思います。皆さんも、手書きでノートをとることを期待してい

ます。 

 

注意事項（Notice） 
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■RA221 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RA221／放射線治療物理学 

(Radiation Therapy Physics) 

担当者名 

（Instructor） 
杉本 聡(SUGIMOTO SATORU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7590 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

医学物理学副専攻【必修】 

LA221 放射線治療物理学と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

がんの放射線治療を行う際に必要となる医学物理学の基礎を学ぶ。臨床現場で働く医学物理士に求められる基礎知識を得るこ

とが目標である。 

尚、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

放射線治療に必要な線量計測，線量計算，治療技術を学ぶとともに，臨床現場を見学することにより医学物理士が病院で行う業

務の実際にも触れる。 

見学が授業時間外になる場合は履修者と調整のうえ行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 放射線治療概論 

2. 放射線治療装置 

3. 放射線治療施設（X線・電子線，可能なら見学を行う） 

4. 放射線治療施設（陽子線・重粒子線，可能なら見学を行う） 

5. 放射線治療の治療計画 

6. 放射線治療に必要な基礎物理 

7. 放射線治療における吸収線量計測（可能なら実習を行う） 

8. 放射線治療における吸収線量計算 

9. 放射線治療における品質管理 

10. 強度変調放射線治療 

11. 画像誘導放射線治療 

12. 密封小線源治療 

13. 放射線治療における画像処理 

14. 放射線治療物理に関する研究・開発 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

IAEAが提供する放射線治療に関する講義資料(https://www.iaea.org/resources/rpop/resources/training-material#4)に目を通

す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席および講義内での発言(60%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Faiz M. Khan and John P. Gibbons. 2019. The Physics of Radiation Therapy 6th ed.. Lippincott Williams & Wilkins (ISBN:978-

1496397522) 

2. 唐澤久美子、小泉哲夫、小澤修一 編著、2009、『放射線治療分野の医学物理士のための基礎知識』、篠原出版新社 

(ISBN:978-4884123246) 

3. 荒木不次男 他 編著、2016、『放射線治療物理学』、国際文献社 (ISBN:978-4902590562) 

4. 納冨昭弘 他 編著、2015、『放射線計測学』、国際文献社 (ISBN:978-4902590418) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA226 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RA226／惑星物理学 

(Planetary Physics) 

担当者名 

（Instructor） 
桑原 正輝(KUWABARA MASAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
CB139 宇宙地球系物理学講究８、LA226 惑星物理学と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は惑星物理に関する教科書を読み，研究に必要な知識を身につけると同時に，英語論文の読解に慣れることを目標とす

る． 

尚、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする． 

 

授業の内容（Course Contents） 

惑星物理に関する教科書や論文等の文献を読み，研究に必要な専門知識や手法を身につける．教材は受講生の研究テーマに

応じて選択する．受講生は教科書・論文の一部が割り当てられるので、その部分を読み、内容を紹介する． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション，講読する文献の選定，講読分担の決定 

2. 惑星物理に関する文献講読１ 

3. 惑星物理に関する文献講読２ 

4. 惑星物理に関する文献講読３ 

5. 惑星物理に関する文献講読４ 

6. 惑星物理に関する文献講読５ 

7. 惑星物理に関する文献講読６ 

8. 惑星物理に関する文献講読７ 

9. 惑星物理に関する文献講読８ 

10. 惑星物理に関する文献講読９ 

11. 惑星物理に関する文献講読１０ 

12. 惑星物理に関する文献講読１１ 

13. 惑星物理に関する文献講読１２ 

14. 惑星物理に関する文献講読１３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当文献を授業前に読み，要約して発表の準備を行うこと．理解できなかった箇所を整理してくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(60%)/授業への参加度(40%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する． 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回の授業で担当する文献を決める．初回の授業を欠席する場合は，事前に連絡すること． 

 

注意事項（Notice） 
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■RA301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／輪講Ａ・Ｂ 

(Colloquium) 

担当者名 

（Instructor） 
物理学専攻全専任教員 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
前期課程 輪講１～４と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究分野に関する理解を深めるとともに，周辺分野に対する視野を拡げ，幅広い知識に触れることを目標とする。さらに自らの発

表技能の向上を目指す。なお、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究分野に即した論文やテキストの紹介，ならびに研究内容に関しての発表を通して議論し理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 輪講（１） 

2. 輪講（２） 

3. 輪講（３） 

4. 輪講（４） 

5. 輪講（５） 

6. 輪講（６） 

7. 輪講（７） 

8. 輪講（８） 

9. 輪講（９） 

10. 輪講（１０） 

11. 輪講（１１） 

12. 輪講（１２） 

13. 輪講（１３） 

14. 輪講（１４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業運営などについては配属された研究室の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

自らの発表や討論などによる授業への参加度(100%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

配属された研究室の指示に従うこと。 

 

参考文献（Readings） 

配属された研究室の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA352 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／輪講Ａ・Ｂ 

(Colloquium) 

担当者名 

（Instructor） 
物理学専攻全専任教員 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
前期課程 輪講１～４と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究分野に関する理解を深めるとともに，周辺分野に対する視野を拡げ，幅広い知識に触れることを目標とする。さらに自らの発

表技能の向上を目指す。なお、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究分野に即した論文やテキストの紹介，ならびに研究内容に関しての発表を通して議論し理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 輪講（１） 

2. 輪講（２） 

3. 輪講（３） 

4. 輪講（４） 

5. 輪講（５） 

6. 輪講（６） 

7. 輪講（７） 

8. 輪講（８） 

9. 輪講（９） 

10. 輪講（１０） 

11. 輪講（１１） 

12. 輪講（１２） 

13. 輪講（１３） 

14. 輪講（１４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業運営などについては配属された研究室の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

自らの発表や討論などによる授業への参加度(100%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

配属された研究室の指示に従うこと。 

 

参考文献（Readings） 

配属された研究室の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RB109／有機化学応用特論１ 

(Advanced Lecture on Organic Chemistry 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

有機典型元素化学・ケイ素化学 

（Organic main group element chemistry/Silicon Chemistry) 

担当者名 

（Instructor） 
岩本 武明(IWAMOTO TAKEAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7490 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

集中講義：日程は理学部掲示板を確認すること 

LB109 有機化学応用特論１と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

典型元素を主構成元素とする有機化合物の構造と反応性の特徴を理解する。 

尚、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

有機典型元素化合物の特徴を体系的に概説し、特に１，２，１３，１４族元素化合物の構造と性質およびそれらの特徴が生かされ

た反応等について解説する。１４族元素化合物の化学については、典型的な高周期 14 族元素であるケイ素の化学について焦点

を当て講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 典型元素化学概説（１） 

2. 典型元素化学概説（２） 

3. １族元素化合物（１） 

4. １族元素化合物（２） 

5. ２族元素化合物（１） 

6. １３族元素化合物（１） 

7. １３族元素化合物（２） 

8. 高周期１４族元素化学概説（有機ケイ素化学概説） 

 

9. 高周期１４族元素化合物（１）単結合化合物 

10. 高周期１４族元素化合物（２）多重結合化合物化合物１ 

11. 高周期１４族元素化合物（２）多重結合化合物化合物２ 

12. 高周期１４族元素化合物（３）低配位化学種１ 

13. 高周期１４族元素化合物（３）低配位化学種２ 

14. 高周期１４族元素化合物（４）最近の研究から 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(60%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 秋葉欣哉、2008、『有機典型元素化学』、講談社 (ISBN:978-4-06-154337-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB141 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RB141／物理化学応用特論１ 

(Advanced Lecture on Physical Chemistry 1) 

担当者名 

（Instructor） 
三井 正明(MITSUI MASAAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7290 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LB141 物理化学応用特論１と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

分子が光を吸収することによって生成する励起状態では，様々な光物理・光化学過程（発光，項間交差，内部転換，電子移動，

励起エネルギー移動など）が起こる。本講義では，それを理論的に理解していくための基礎事項の習得を目指す。 

尚、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

分子の電子状態や電子状態間の遷移を理論的にどのように記述するかについて講義する。その際に必要となる量子論の基礎

事項（摂動論やトンネル効果など）についても適宜解説を行う。さらに，光合成や有機系太陽電池，有機エレクトロニクスデバイス

などにおいて重要な励起状態素過程である電子移動と励起エネルギー移動の基礎についても講義を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 光（電磁波）の性質 

2. 物質と光の相互作用の古典力学的描像１ 

3. 物質と光の相互作用の量子力学的描像１ 

4. 物質と光の相互作用の量子力学的描像２ 

5. 物質と光の相互作用の量子力学的描像３ 

6. 物質と光の相互作用の量子力学的描像４ 

7. 励起状態緩和過程１ 

8. 励起状態緩和過程２ 

9. 励起状態緩和過程３ 

10. 励起状態緩和過程４ 

11. 励起状態緩和過程５ 

12. 励起状態の活用１ 

13. 励起状態の活用２ 

14. 励起状態の活用３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

量子化学の基礎を復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業への出席や取り組み姿勢(40%) 

理解を深めるために，授業内に適宜演習を実施する。<BR>すべての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 小谷正博，幸田清一郎，染田清彦、1997、『大学院講義物理化学』、東京化学同人 

2. N.J.Turro, V. Ramamurthy, J.C. Scaiano,. 2010. Modern Molecular Photochemistry of Organic Molecules. University Science 

Books (ISBN:1891389254) 

3. 小林宏、1997、『光電子移動』、丸善 (4-621-04342-0 C3043) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 171 - 

■RB147 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RB147／有機化学応用特論４ 

(Advanced Lecture on Organic Chemistry 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
高分子科学の基礎と応用および光機能材料 

担当者名 

（Instructor） 
小西 玄一(KONISHI GENICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7490 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LB147 有機化学応用特論４と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

高分子の特徴、合成法、基礎物性、高分子工業のエッセンスを理解することを目標とします。  また、最先端の研究や材料開発

についても、ケーススタディを通して解説します。教職や産業界で役立つ内容を盛り込む予定です。 

尚、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

高分子の特徴、合成法、基礎物性、高分子工業のエッセンスを講義します。それらに加えて、製造のプロセス化学、最先端の研

究も紹介します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 高分子の特徴その１ 

2. 高分子の特徴その２ 

3. 縮合系高分子の合成法 

4. 高分子合成とプロセス化学 

5. エンジニアリングプラスチック 

6. 付加縮合その１ 

7. 付加縮合その２ 

8. 縮合系高分子の最先端その１ 

9. 縮合系高分子の最先端その２ 

10. 高分子のリサイクル 

11. 付加重合とその応用１ 

12. 付加重合とその応用２ 

13. 光機能材料その１ 

14. 光機能材料その２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習・復習は特に必要としません。ただし、個人的に勉強するための資料の提供とオフィスアワーを利用したディスカッションを用

意しますので、活用してください。兼任講師ですので、対面授業ではなく、オンライン授業になる場合もあります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

講義内での複数回の小テスト(100%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求します。 

 

テキスト（Textbooks） 

必要資料は、PDFまたは印刷物として配布します。 

 

参考文献（Readings） 

特にありません 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

参考になる HP等がある場合は、講義内で示します。 

 

注意事項（Notice） 
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■RB152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RB152／特別講義２ 

(Special Lecture 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
有機立体化学と遷移金属触媒を用いた有機合成 

担当者名 

（Instructor） 

森 啓二(MORI KEIJI) 

鷹谷 絢(TAKAYA JUN) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7090 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

集中講義：日程は理学部掲示板を確認すること 

LB152 特別講義２と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

精密有機合成において不可欠な立体選択的反応から遷移金属触媒反応について、その基礎から実際の利用法までを習得す

る。 

尚、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

有機分子の三次元構造をいかに制御して構築するかは、精密有機合成を行う上での重要な課題である。また、遷移金属触媒を

用いる有機合成反応は、現代の物質合成を支える基盤技術としてその重要性が増している。本講義では、有機化合物の立体選

択的な構築法とそのメカニズムや遷移金属触媒反応における基本的な素過程（酸化的付加・還元的脱離・挿入など）について概

説し、それらの有機合成における様々な利用例を説明する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 有機合成における立体選択性 

2. 有機合成における立体選択的三次元骨格構築１ 

3. 有機合成における立体選択的三次元骨格構築２ 

4. 有機合成における立体選択的三次元骨格構築３ 

5. 有機合成における立体選択的三次元骨格構築４ 

6. 有機合成における立体選択的三次元骨格構築５ 

7.  立体選択的三次元骨格構の最新研究 

8. 遷移金属触媒反応の基本原理 

9. 遷移金属触媒反応の合成への応用１ 

10. 遷移金属触媒反応の合成への応用２ 

11. 遷移金属触媒反応の合成への応用３ 

12. 遷移金属触媒反応の合成への応用４ 

13. 遷移金属触媒反応の合成への応用５ 

14. 遷移金属触媒反応の最新研究 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で紹介した研究について、原著論文や教科書を読んで理解を深めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(60%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 編集 野依良治、2019、『大学院講義 有機化学 第 2 版』、東京化学同人 (ISBN:978-4-8079-0820-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

2021/9/1～9/3 に集中講義として実施する予定である。詳細は後日掲示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■RB155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RB155／特別講義５ 

(Special Lecture 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
化学物質の危険性、有害性とリスク評価 

担当者名 

（Instructor） 
吉川 治彦(KIKKAWA HARUHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7090 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LB155 特別講義５と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

化学物質の安全は、環境問題をふまえた法規制による管理から、危険・有害性及び摂取量を考慮したリスク評価による管理へ変

わりつつある。本講義では、化学物質のリスク評価を理解し、専門的な職業を行う様々な局面において総合的に判断できる力を

身につける。 

尚、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

化学物質の中には、爆発性や引火性などの危険性をもつもの、人の健康や環境中の生物に有害な影響を与えるものがある。化

学物質の法規制、危険性、有害性について解説し、さらに摂取量を考慮したリスク評価、リスクコミュニケーションへ展開する。リ

スクの考え方は、社会において専門的な判断をする際の幅広い考え方へ繋がることも講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 化学物質のリスクとは？ 

2. 環境問題の歴史と化学物質の法規制 

3. GHS と SDSによる情報伝達 

4. 物性はなぜ重要か 

5. 物理化学的危険性評価 

6. 危険性リスク評価 

7. 人の健康への影響評価 

8. 生態系への影響評価 

9. 環境暴露評価 

10. 消費者暴露評価 

11. 健康、環境リスク評価 

12. 労働者暴露評価、リスク評価 

13. リスクトレードオフ評価とリスク管理 

14. リスクコミュニケーションとリスクの心理 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

本講義では小テスト、小レポートを実施するので、返却後は復習に活用してほしい。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(40%)/授業小テスト(30%)/授業小レポート(30%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

印刷教材を配信する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

印刷教材、小テスト、小レポート等は、立教時間に配信する。 

 

注意事項（Notice） 
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■RB158 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RB158／特別講義８ 

(Special Lecture 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

分子システムにおける光機能の物理化学 

Physical Chemistry of Optical Functions in Molecular Systems 

担当者名 

（Instructor） 
安池 智一(YASUIKE TOMOKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7090 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LB158 特別講義８と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

分子システムが示す光機能の背景にある様々な素過程を正しく区別し，それらを扱う理論的枠組みについて理解すること． 

尚、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする． 

 

授業の内容（Course Contents） 

近年強く求められている高効率な人工光合成や太陽電池の実現のためには，分子システムにおける光機能がどのような素過程

に支えられているかを理解する必要がある．本講義では，分子および分子集合体による光吸収，励起エネルギー移動，および電

子移動を扱うための理論的な枠組みを解説する．また，人工光合成，太陽電池，有機半導体デバイスの最新の開発状況を概観

し，克服すべき問題点を明らかにする． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 分子システムが示すさまざまな光機能 

2. 光とはなにか 

3. 光と分子の相互作用 

4. ナノ粒子の強い光応答：プラズモン 

5. プラズモンによる光学過程の増強 

6. 分子の光励起と緩和過程 

7. 分子集合体とエキシトン 

8. 励起エネルギー移動 

9. 電子移動 

10. 界面におけるレドックス反応 

11. 光合成 

12. 人工光合成の現状と問題点 

13. 太陽電池の現状と問題点 

14. 有機半導体デバイスの現状と問題点 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

量子化学の基礎的なことが分かっていればよく，特段の予習は必要としない． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/授業への参加度(35%)/授業内の小テスト(30%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する． 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. V. May, O. Kühn. 2011. Charge and Energy Transfer Dynamics in Molecular Systems. Wiley-VCH (ISBN:9783527407323) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 175 - 

■RB159 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RB159／化学英語 

(Chemical English) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
English for Graduate Students 

担当者名 

（Instructor） 
宮本 恵子(MIYAMOTO KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7993 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
LB159 化学英語と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語で論文を書き、学会発表するのに必要な知識とスキルを身につける。過去に行ってきたプレゼンテーションを振り返り、より

優れたものに改善するなど、前期課程よりも高度な知識・スキルを身につけることを目標にする。(2021.3.31 変更) 

 

【変更前】 

国際学会などで発表することを目指し，英語アカデミックプレゼンテーションを学ぶ．過去に行ってきたプレゼンテーションを振り返

り，より優れたプレゼンテーションへと改善するなど、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする 

 

授業の内容（Course Contents） 

化学英語特有の文法の復習，スピーキング力向上にもつながるリスニング演習に加えて，論文読解を通じて語彙力と表現力を養

う．学生は各自の研究テーマに基づいたプレゼンテーション用ＰＰＴを英語で作成し，国際学会で発表するというシチュエーション

でのプレゼンテーション演習と質疑応答の演習を行う. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 化学英語とは 化学英語特有の文法 (2021.3.31 変更) 

 

【変更前】ガイダンス 化学英語とは．英語アカデミックプレゼンテーションとは． 

2. 論文の書き方 その１ (2021.3.31 変更) 

 

【変更前】化学英語特有の文法 

3. 論文の書き方 その２ (2021.3.31 変更) 

 

【変更前】論文読解 

4. 論文読解 (2021.3.31 変更) 

 

【変更前】中間試験 

5. 論文報告 (2021.3.31 変更) 

 

【変更前】研究内容を３分で発表する（日本語） 

6. 中間試験 (2021.3.31 変更) 

 

【変更前】研究内容を３分で発表する（英語） 

7. 研究内容を２分で発表する（日本語） (2021.3.31 変更) 

 

【変更前】英語でのプレゼンテーション用ＰＰＴの作成１ ； ストーリーボードを作る 

8. 研究内容を２分で発表する（英語） (2021.3.31 変更) 

 

【変更前】英語でのプレゼンテーション用ＰＰＴの作成２ ； テキスト，表，グラフ，ビジュアルエレメントの作成 

9. 英語プレゼンテーション用 PPTの作成その１ (2021.3.31 変更) 

 

【変更前】英語でのプレゼンテーション用ＰＰＴの完成 

10. 英語プレゼンテーション用 PPTの作成その２ (2021.3.31 変更) 

 

【変更前】英語プレゼンテーションリハーサル 

11. 英語プレゼンテーションリハーサル (2021.3.31 変更) 

 

【変更前】国際会議を想定した英語プレゼンテーション１ 

12. 英語プレゼンテーションの改良 (2021.3.31 変更) 
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【変更前】国際会議を想定した英語プレゼンテーション２ 

13. 英語プレゼンテーション本番 (2021.3.31 変更) 

 

【変更前】国際会議を想定した英語プレゼンテーション３ 

14. 国際会議を想定した英語プレゼンテーションと質疑応答 (2021.3.31 変更) 

 

【変更前】質疑応答の練習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書として使用する「化学英語 30 講」の中で授業で取り上げない部分については自習することが望ましい．質問歓迎．原則メ

ールにて（miyamoto.keiko@rikkyo.ac.jp) 

授業時間内に完成しなかった原稿や PPTは次回の授業までに完成させて持参すること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間テスト(30%)/論文報告(20%)/プレゼンテーションリハーサル(20%)/最終プレゼンテーション(20%)/授業態度（出席を含む）(10%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する.<BR><BR>2021.3.31 付変更【変更前】中間テスト(20%) 、プレゼンテーシ

ョンリハーサル(30%) 、授業態度（出席を含む）(20%) 、最終プレゼンテーション(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 宮本惠子、『やさしい化学 30講シリーズ 5 化学英語 30 講』、朝倉書店 (ISBN:ISBN 978-4-254-14675-2) 

 

参考文献（Readings） 

適宜配付する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

https://scientificeng.blogspot.com/ 

https://scientificenglishclass.blogspot.com/ 

https://chemelmnts.blogspot.com/ 

 

注意事項（Notice） 
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■RB163 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RB163／特別講義１１ 

(Special Lecture 11) 

担当者名 

（Instructor） 
山中 正浩(YAMANAKA MASAHIRO)他 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7090 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LB163 特別講義１１と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

幅広い分野に亘る最先端の科学に触れ，それらの理解を深めながら，幅広い知識を修得する。 

尚、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

様々な分野で活躍されている兼任講師の先生方のご研究，ならびにそれに関連した分野について，最新の情報を講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 行本 万里子：「新規化学結合を有する典型元素化合物の最新の研究１」 

2. 行本 万里子：「新規化学結合を有する典型元素化合物の最新の研究２」 

3. 行本 万里子：「新規化学結合を有する典型元素化合物の最新の研究３」 

4. 小野 公輔：「自己組織化による新しいものづくり１」 

5. 小野 公輔：「自己組織化による新しいものづくり２」 

6. 河合 明雄：「光誘起電子スピン分極を利用した活性酸素やラジカルの反応観測法１」 

7. 河合 明雄：「光誘起電子スピン分極を利用した活性酸素やラジカルの反応観測法２」 

8. 古海 誓一：「有機材料の階層構造によるフォトニックデバイスの創製１」 

9. 古海 誓一：「有機材料の階層構造によるフォトニックデバイスの創製２」 

10. 石塚 智也：「ポルフィリンで見る金属錯体化学１」 

11. 石塚 智也：「ポルフィリンで見る金属錯体化学２」 

12. 石塚 智也：「ポルフィリンで見る金属錯体化学３」 

13. 島津 光仲：「臨床検査分野における遺伝子検査の現状１」 

14. 島津 光仲：「臨床検査分野における遺伝子検査の現状２」 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習は必要としない。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/各回のレポート（6 回）(50%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じてプリントを適宜配付する。 

 

参考文献（Readings） 

講義のときに紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各先生の日程については，後日掲示する。 

板書・プリント資料・視覚教材（スクリーン投影）を用いる。 

 

注意事項（Notice） 
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■RB165 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RB165／無機化学応用特論２ 

(Advanced Lecture on Inorganic Chemistry 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
遷移金属錯体の電気化学とエネルギー変換反応 

担当者名 

（Instructor） 
和田 亨(WADA TOHRU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7590 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LB165 無機化学応用特論２と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

エネルギー変換を主眼とした遷移金属錯体触媒の研究を検討することにより，金属錯体の構造と反応性に関する理解を深める。

さらに錯体化学に欠かすことのできない電気化学の基礎について学ぶ。電気化学測定の結果から、錯体の特性と反応性を読み

解けるようにする。 

なお、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 電子移動をともなう触媒反応の研究には欠かすことの出来ない電気化学の基礎と測定原理，実際の測定方法について講義す

る。これを踏まえて，エネルギー変換を指向した遷移金属錯体の触媒反応について解説する。電気化学測定により明らかにされ

る錯体の酸化還元挙動や触媒活性の評価について，研究の具体例から学ぶ。数回の授業に渡り，一つの研究トピックスについ

て紹介し，その研究の背景と意義，そして精密に設計された錯体の構造がどのようにして機能を発現するか理解していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 電気化学の基礎１ 

2. 電気化学の基礎２ 

3. 電気化学の測定方法 

4. 水から酸素を発生する金属錯体１ 

5. 水から酸素を発生する金属錯体２ 

6. 水から酸素を発生する金属錯体３ 

7. 酸素を還元する触媒１ 

8. 酸素を還元する触媒２ 

9. 二酸化炭素はエネルギーの容器１ 

10. 二酸化炭素はエネルギーの容器２ 

11. 水素とプロトンの相互変換１ 

12. 水素とプロトンの相互変換２ 

13. 常温常圧で窒素からのアンモニア合成を目指す 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

電気化学を学ぶためには，物理化学の熱力学平衡論が必要である。復習しながら解説するが，各自，学部で学んだ熱力学の復

習をすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(50%)/複数回のレポート(50%) 

レポートでは、電気化学測定と、錯体の特性・反応性の関係性を深く理解していることを求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

スクリーンに投影する資料は配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 渡辺正，益田 秀樹，金村聖志，渡辺正義、2009、『電気化学（基礎科学コース）』、丸善 (ISBN:4621081128) 

2. 大堺利行，桑畑進，加納健司、2000、『ベーシック電気化学』、化学同人 (ISBN:4759808612) 

3. 西原 寛，田中晃二，市村彰男、2013、『金属錯体の電子移動と電気化学』、三共出版 (ISBN:4782706995) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

板書とスクリーンを併用する。 
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注意事項（Notice） 
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■RB166 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RB166／分析化学応用特論２ 

(Advanced Lecture on Analytical Chemistry 2) 

担当者名 

（Instructor） 
田渕 眞理(TABUCHI MARI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7590 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LB166 分析化学応用特論２と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生物無機分析におけるデータの統計的解析法を習得する。 

さらに生物無機試料の粒子の計測法を学ぶ。 

尚、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

生物無機分析においては，得られたデータの統計的解析が重要となる。そこで第１回から第９回は，データの統計的解析法につ

いて習得する。一般に，繰り返し実験におけるデータはガウス分布に従うものとして解析される。しかし，生物試料においてはガ

ウス分布とは限らないしデータ数が少ない場合も多い。従って，前半では通常のパラメトリックな有意差検定，後半ではノンパラメ

トリック検定についても学ぶ。練習問題を実際に解きながら理解を深める（関数電卓を持参すること）。第１０回から第１３回は粒

子の測定法とその原理，実際について学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 有意差検定１ 

2. 有意差検定２ 

3. 有意差検定３ 

4. 誤差と信頼限界 

5. 分析測定の品質１ 

6. 分析測定の品質２ 

7. ノンパラメトリック検定１ 

8. ノンパラメトリック検定２ 

9. ノンパラメトリック検定３ 

10. 粒子の測定法１ ； 粒子測定の必要性 

11. 粒子の測定法２ ； 粒子測定法の種類 

12. 粒子の測定法３ ； 各種粒子測定法の原理 

13. 粒子の測定法４ ； 粒子測定の実際 

14. まとめ（試験） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

英語の文献の予習が必要である。 

毎回の練習問題の復習と課題を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回のレポート(100%) 

関数電卓を持参してください。<BR>すべての評価方法において高度な達成水準を要求します。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. R.A. Meyers. 2011. ENCYCLOPEDIA OF ANALYTICAL CHEMISTRY. WILEY (ISBN:978-0470973332) 

2. PHILIP. W. KUCHEL, GREGORY. B. RASTON. 1998. THEORY AND PROBLEM OF BIOCHEMISTRY. McGRAW-Hill 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

関数電卓を持参してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■RB301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／輪講Ａ・Ｂ 

(Colloquium) 

担当者名 

（Instructor） 
化学専攻全専任教員 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7980 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
前期課程 輪講１～４と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

特別研究に関連する文献を精読し，理解した内容を発表することにより，専門とする研究分野において最先端で活躍できる専門

知識を習得するとともに、プレゼンテーション能力、英語能力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

特別研究に関連した文献を精読する。理解した内容をまとめ，研究室ごとに設定される輪講の時間に発表を行う。その発表を基

に，研究指導教員ならびに研究室メンバーと活発な議論を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 輪講１ 

2. 輪講２ 

3. 輪講３ 

4. 輪講４ 

5. 輪講５ 

6. 輪講６ 

7. 輪講７ 

8. 輪講８ 

9. 輪講９ 

10. 輪講１０ 

11. 輪講１１ 

12. 輪講１２ 

13. 輪講１３ 

14. 輪講１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

輪講のテーマとなる文献，および関連する文献を精読する。発表者は，レジュメや PPTの作成などの発表の準備を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各研究指導員の総合的判断による。すべての評価方法において高度な達成水準を要求する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

研究指導教員との協議により自ら設定。 

 

参考文献（Readings） 

研究指導教員との協議により自ら設定。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB356 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／輪講Ａ・Ｂ 

(Colloquium) 

担当者名 

（Instructor） 
化学専攻全専任教員 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7980 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
前期課程 輪講１～４と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

特別研究に関連する文献を精読し，理解した内容を発表することにより，専門とする研究分野において最先端で活躍できる専門

知識を習得するとともに、プレゼンテーション能力、英語能力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

特別研究に関連した文献を精読する。理解した内容をまとめ，研究室ごとに設定される輪講の時間に発表を行う。その発表を基

に，研究指導教員ならびに研究室メンバーと活発な議論を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 輪講１ 

2. 輪講２ 

3. 輪講３ 

4. 輪講４ 

5. 輪講５ 

6. 輪講６ 

7. 輪講７ 

8. 輪講８ 

9. 輪講９ 

10. 輪講１０ 

11. 輪講１１ 

12. 輪講１２ 

13. 輪講１３ 

14. 輪講１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

輪講のテーマとなる文献，および関連する文献を精読する。発表者は，レジュメや PPTの作成などの発表の準備を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各研究指導員の総合的判断による。すべての評価方法において高度な達成水準を要求する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

研究指導教員との協議により自ら設定。 

 

参考文献（Readings） 

研究指導教員との協議により自ら設定。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC139 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RC139／解析学特論１ 

(Special Lecture on Math. Analysis 1) 

担当者名 

（Instructor） 
山田 裕二(YAMADA YUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
CA203 解析学諸論１、LC139 解析学特論１と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1・2・3 年での微分積分・解析学での学習を踏まえ、より進んだ数学への理解を深める 

尚、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする 

 

授業の内容（Course Contents） 

自然数、特に素数に関する予想や定理は尽きることがない。 

素数が無限個存在することの証明はユークリッド以来知られているが、等差数列｛pn+q｝n∈N（p と qは互いに素)の中に無限個の

素数が存在することが証明されたのは 19 世紀のことであり、その証明には Dirichlet級数、L関数などの解析が用いられる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自然数、素数、素数が無限個あること、素数に関するいろいろな予想 

2. 4n+1 の形の素数、4n+3 の形の素数 

3. Dirichlet級数とその収束 

4. 数論的関数 

5. Dirichlet級数の形式的性質 

6. ガンマ関数 

7. Riemann のゼータ関数 

8. 関数等式 

9. テータ関数 

10. 群の復習 

11. 巡回群 

12. 指標、L関数 

13. L関数の負の整数における値 

14. 算術級数定理 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

3 年までの解析学を十分復習しておくことが望ましい。授業後の復習は必ずすることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

複数回のレポート(100%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 小野 孝、1987、『数論序説』、裳華房 

2. 木内 敬、2030、『リーマン予想入門』、技術評論社 

3. D.B. ザギヤー、1990、『数論入門』、岩波書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC147 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RC147／代数学特論１ 

(Special Lecture on Algebra 1) 

担当者名 

（Instructor） 
柴田 和樹(SHIBATA KAZUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7190 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

CA194 代数学諸論４、LC147 代数学特論１と合同授業 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は Blackboard に掲

載するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多項式環のイデアルの特別な生成系であるグレブナー基底とその応用について学んでいく。 

尚、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

多項式環のイデアルのグレブナー基底は様々な分野への応用が知られている。本講義では、前半にグレブナー基底の定義や基

本的性質について解説し、後半ではグレブナー基底の応用例について話していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 多項式環とイデアル 

2. 1 変数の場合における多項式の割り算 

3. 多変数の場合における多項式の割り算 

4. グレブナー基底の定義とその性質(1) 

5. グレブナー基底の定義とその性質(2) 

6. ブッフバーガーの判定法とアルゴリズム 

7. アフィン多様体とイデアルの関係性 

8. ヒルベルトの零点定理 

9. 消去定理 

10. 消去法による多項式系の解法 

11. 終結式の定義とその性質 

12. グラフの頂点彩色とグレブナー基底の関係性 

13. 環上のグレブナー基底の定義とその性質(1) 

14. 環上のグレブナー基底の定義とその性質(2) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「線形代数学 1・2」を予備知識とし、「代数学１」は履修中あるいは履修済みであることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(40%×2)(80%)/授業内演習(20%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

講義の中で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC148 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RC148／代数学特論２ 

(Special Lecture on Algebra 2) 

担当者名 

（Instructor） 
柴田 和樹(SHIBATA KAZUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7190 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
CA195 代数学諸論５、LC148 代数学特論２と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

様々なの分野への応用が広く知られているトーリック環とトーリックイデアルについて学ぶ。  

尚、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

トーリック環やトーリックイデアルは、組み合わせ論や代数統計の分野への応用が知られている。本講義では、前半はトーリック

環やトーリックイデアルの定義や基本的性質を講義した後、後半は組み合わせ論や代数統計への応用について解説する。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 多項式環のイデアルの復習 

2. トーリック環とトーリックイデアルの定義とその性質(1) 

3. トーリック環とトーリックイデアルの定義とその性質(2) 

4. トーリック環とトーリックイデアルの定義とその性質(3) 

5. 凸多面体の三角形分割(1) 

6. 凸多面体の三角形分割(2) 

7. トーリックイデアルのイニシャルイデアルに対応する単体的複体(1) 

8. トーリックイデアルのイニシャルイデアルに対応する単体的複体(2) 

9. トーリック環のヒルベルト関数(1) 

10. トーリック環のヒルベルト関数(2) 

11. 整数計画への応用(1) 

12. 整数計画への応用(2) 

13. 実験計画への応用(1) 

14. 実験計画への応用(2) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「線形代数学 1・2」、「代数学１」を予備知識とする。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(40%×2)(80%)/授業内演習(20%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

講義の中で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC167 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RC167／統計数学特論１ 

(Special Lecture on Statistics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Markov Chains and Sampling 

担当者名 

（Instructor） 
間野 修平(MANO SHUHEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7590 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

CA219 統計数学諸論１、LC167統計数学特論１と合同授業 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は立教時間に掲載

するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

To know sampling from discrete stochastic models by using Markov chains. 

尚、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする 

 

授業の内容（Course Contents） 

Introduce sampling algorithms from discrete stochastic model such as the Markov chain Monte Carlo, and explain assesments of 

the convergence by using coupling techniques. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Finite Markov Chains 

3. Markov Chain Monte Carlo 

4. Coupling 

5. Mixing of Markov Chains 

6. Coupling and Mixing Time 

7. Symmetric Group 

8. Character of Symmetric Group 

9. Sampling from Symmetric Group 

10. Transportation Metric 

11. Path Coupling 

12. Enumeration and Sampling 

13. Coupling from the Past 

14. Summary 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Study resume. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/中間レポート(midterm report)(30%) 

Achievement with high standard is needed. 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Diaconis. 1988. Group Representations in Probability and Statistics. Institute of Mathematical Statistics 

(ISBN:9780940600140) 

2. Fullton. 2013. Representation Theory: A First Course. Springer (ISBN:9780387974958) 

3. Levin, Peres. 2018. Markov Chains and Mixing Times, 2nd Ed.. American Mathematical Society (ISBN:9781470429621) 

4. Macdonald. 1999. Symmetric Functions and Hall Polynomials. Oxford (ISBN:9780198504504) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC168 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RC168／統計数学特論２ 

(Special Lecture on Statistics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Graphical Models and Algebraic Methods 

担当者名 

（Instructor） 
間野 修平(MANO SHUHEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7590 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
CA220 統計数学諸論２、LC168統計数学特論２と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

To know how algebraic methods are used to study graphical models. 

尚、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする 

 

授業の内容（Course Contents） 

Introduce graphical models, and explain algebraic methods to study several issues in study of graphical models, such as 

sampling, inference, and disclosure limitations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Contingency Tables 

3. Computational Algebra 

4. Hypergeometric Sampling 

5. Graphical Models 

6. Markov Property 

7. Conditional Independence 

8. Decomposable Models 

9. Exponential Families 

10. Markov Basis 

11. A-Hypergeometric System 

12. Bounds on Cell Entries 

13. Random Graph Models 

14. Summary 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Study resume. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/中間レポート(midterm report)(30%) 

Achievement with high standard is needed. 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Drton et al.. 2009. Lectures on Algebraic Statistics. Birkhauser (ISBN:9783764389048) 

2. Lauritzen. 1996. Graphical Models. Oxford (ISBN:9780198522195) 

3. Mano. 2018. Partitions, Hypergeometric Systems, and Dirichlet Processes in Statistics. Springer (ISBN:9784431558880) 

4. Sullivant. 2018. Algebraic Statistics. American Mathematical Society (ISBN:9781470435172) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC171 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RC171／応用数学特論１ 

(Special Lecture on Applied Mathematics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グラフ理論 

担当者名 

（Instructor） 
土屋 守正(TSUCHIYA MORIMASA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7690 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

CA187 応用数学諸論３、LC171応用数学特論１と合同授業 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は立教時間に掲載

するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

離散数学のトピックのひとつであるグラフ理論を取り上げ，『問題対象を有限離散的に捉え解決するための基礎的方法・知識・技

術』を習得してもらうことが本講義の目的のひとつである。さらに，グラフ理論は様々な応用を持つ分野である。様々な応用例を通

して，『問題対象を有限離散的に捉え解決するための基礎的方法・知識・技術』の習得が数理科学や情報科学の問題解決に必

須であることを認識してもらう。これらを通して応用数学に関する発展的題材についての理解を得ることを目標とする。なお、前期

課程よりも高度な知識・スキルを身につけることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

グラフ理論の基本的な概念をまず理解してもらい，様々な理論的な結果を紹介し、理解を深めてもらう。次に、それぞれの内容

が，日常生活等で具体的に現れる場面をできる限り紹介する。扱うトピックは，グラフ理論の基本的なトピックである周遊性（オイ

ラーグラフ、ハミルトングラフ）と，発展的なトピックである有向グラフと弦グラフ、区間グラフ等の交差グラフの理論である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. グラフの定義と例  

2. 道と最短経路問題 

3. 次数と隣接行列 

4. オイラーグラフと中国人郵便配達人問題について 

5. ハミルトングラフについて 

6. ハミルトングラフと巡回セールスマン問題について 

7. グラフの周遊性と中間まとめ 

8. 有向グラフについて 

9. トーナメントについて 

10. 点彩色について 

11. 比較可能グラフと置換グラフについて 

12. 弦グラフについて 

13. 区間グラフの応用について 

14. 有向グラフと交差グラフのまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書の演習問題を解くことで，内容の理解を深めることができる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間テスト(40%)/レポート 10％×2(20%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 恵羅博，土屋守正、２０１０、『グラフ理論 増補改訂版』、産業図書 (ISBN978-4-7828-5355-9 C3355) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

原則として全授業対面実施予定。ただし、状況により変更する場合もある 

 

注意事項（Notice） 
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■RC191 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RC191／情報科学特論１ 

(Special Lecture on Information Science 1) 

担当者名 

（Instructor） 
篠原 直行(SHINOHARA NAOYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7490 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

CA181 情報科学諸論３、LC191情報科学特論１と合同授業 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は立教時間に掲載

するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

SSL でよく使用される RSA 暗号の理解を深めることで, 公開鍵暗号の安全性評価について学ぶ。なお、前期課程よりも高度な

知識・スキルを身に付けることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 SSL はインターネット上で情報を暗号化して送受信するプロトコルであり, その中では公開鍵暗号や秘密鍵暗号などが使用さ

れている｡ 特に公開鍵暗号では, 素因数分解の計算の困難性を安全性の基盤とする, RSA暗号が広く使用されており, 各国の

研究機関がその安全性評価の研究を行っている｡ 

 この講義では, RSA 暗号の実装と解読に関する各種のアルゴリズムを説明する。さらにこれらをフリーソフトである数式処理シ

ステム Risa/Asir を用いて実装して数値実験を行うか, アルゴリズムにそった手計算によって, これらのアルゴリズムの効率性

について学習する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに（SSL, RSA 暗号） 

2. 数式処理ソフト ASIR の使い方 

3. RSA 暗号の秘密鍵の生成 (試し割と計算量) 

4. エラトステネスの篩 

5. プログラミング演習 

6. Fermat test, Carmichael 数, 冪乗演算の高速化 

7. Miller-Rabin test 

8. 素数証明と素数生成 

9. プログラミング演習 

10. RSA 暗号の実装 (拡張 Euclid 互除法) 

11. 指数時間の素因数分解アルゴリズム (Fermat 法) 

12. 準指数時間の素因数分解アルゴリズム (二次篩法) 

13. 二次篩法の続き 

14. プログラミング演習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は, 必要に応じて別途指示する.。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(49%)/数回の小レポート(51%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC192 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RC192／情報科学特論２ 

(Special Lecture on Information Science 2) 

担当者名 

（Instructor） 
篠原 直行(SHINOHARA NAOYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7490 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
CA182 情報科学諸論４、LC192情報科学特論２と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 現時点で実際に広く使用されている代表的な公開鍵暗号として楕円曲線暗号が挙げられる。楕円曲線暗号に関して理解を深

めることで, 公開鍵暗号とその安全性評価について学ぶ。なお、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 SSL はインターネット上で情報を暗号化して送受信するプロトコルであり, その中では公開鍵暗号や共通鍵暗号などが使用さ

れている。特に公開鍵暗号では, 素因数分解の計算の困難性を安全性の基盤とする RSA暗号が広く使用されている。また, も

う一つの代表的な公開鍵暗号として, 楕円離散対数問題を解く計算の困難性を安全性の基盤とする楕円曲線暗号が知られてい

る。楕円曲線暗号の利点はある一定の安全性を実現するために必要な鍵の大きさが RSA 暗号に対して短いことである。 

 この講義では楕円曲線暗号の実装に必要な知識と楕円曲線暗号の安全性評価について学ぶ。さらにこれらをフリーソフトであ

る数式処理システム Risa/Asir を用いて実装して数値実験を行うか, アルゴリズムにそった手計算によって, これらのアルゴリズ

ムの効率性について学習する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

2. 数式処理ソフト ASIR の使い方 

3. 楕円曲線から与えられる加法群 

4. 楕円曲線暗号 

5. 平方剰余の相互法則 

6. プログラミング演習 

7. 有限体上の平方根の計算 

8. プログラミング演習 

9. 楕円曲線における加法演算の高速化 

10. 整数倍算の高速化 

11. プログラミング演習 

12. ρ法による楕円曲線上の離散対数問題の解法 

13. ρ法による楕円曲線上の離散対数問題の解法（続き） 

14. プログラミング演習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は, 必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(49%)/数回の小レポート(51%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC199 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RC199／確率論１ 

(Probability Theory 1) 

担当者名 

（Instructor） 
横山 聡(YOKOYAMA SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7590 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

CA233 確率論序論１、LC199 確率論１と合同授業 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は立教時間に掲載

するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この講義では微分積分学を履修した学生を対象に、確率論への入門を講義する。現在では確率論は解析学の一分野であり、ル

ベーグ測度論、積分論のもとに整備されている。確率論を理解するためには、そのための基本的な道具であるルベーグ測度論、

積分論の概念が不可欠である。本講義では必要に応じてそれらを手短かに紹介、補足しながら進め、極限定理までの理解を目

標とする。 

尚、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

具体的には確率変数、期待値、分散、確率分布、独立性など基本的概念を学んだ後、極限定理である大数の法則、中心極限定

理までを解説したい。解析学をあまり得意としない学生に対しても配慮し、講義を進める予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入、準備 

2. 確率空間 

3. 確率変数 

4. 確率分布 1 と具体的な計算 

5. 確率分布 2 と具体的な計算 

6. 独立性 

7. 確率収束、概収束、分布収束 

8. 大数の法則 1 

9. ボレル・カンテリの補題 

10. 大数の法則 2 

11. 特性関数 

12. 特性関数と分布収束 

13. 中心極限定理 

14. 中心極限定理、条件付き確率 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回とも各自で復習し、理解を深めるように学習することを期待する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/平常点、出席態度、問題への取り組みなど(40%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は講義開始後に改めてお知らせする予定 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC200 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RC200／確率論２ 

(Probability Theory 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
マルチンゲール理論 

担当者名 

（Instructor） 
須田 颯(SUDA HAYATE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7590 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
CA234 確率論序論２、LC200 確率論２と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

確率過程論において最も基本的な概念であるマルチンゲールの基礎理論やその応用について理解することを目標とする.  

尚、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする.  

 

授業の内容（Course Contents） 

確率過程の重要なクラスであるマルチンゲールの基礎事項について講義する. 主に離散時間の場合を扱い, 条件付き期待値か

ら始め, 停止時刻と任意抽出定理, 各種のマルチンゲール不等式, 収束定理とこれらの応用について述べる. 連続時間マルチ

ンゲールについても簡単に触れる. 特に重要な具体例としてブラウン運動を取り上げ, その構成や性質について解説する. 確率

論 1 で扱われる測度論的確率論の基礎は仮定するが, 初回の授業で復習する.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 確率論における基礎概念の確認 (確率論序論 1, 確率論 1 の復習) 

2. 離散時間マルチンゲール, Doob 分解, 停止時刻 

3. Doob の任意抽出定理 

4. Doob の不等式 

5. 劣マルチンゲールの収束定理 

6. マルチンゲールのモーメント不等式 

7. 一様可積分性と L^1 収束 

8. 連続時間マルチンゲール 

9. 連続時間における停止時刻, 任意抽出定理, Doob の不等式 

10. Doob-Meyer 分解, 二次変分 

11. ブラウン運動の定義 

12. ブラウン運動の構成 

13. ブラウン運動の性質 

14. ポアソン過程 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各授業で扱った内容の復習をする. また, 授業中に提示する演習問題を解く. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(20%×4 回)(80%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する. 

 

テキスト（Textbooks） 

なし.  

 

参考文献（Readings） 

1. 舟木 直久、2004、『確率論』、朝倉書店 (ISBN:4254116004) 

2. David Williams. 1991. Probability with Martingales. Cambridge University Press (ISBN:0521406056) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RC202／数理統計学１ 

(Mathematical Statistics 1) 

担当者名 

（Instructor） 
今野 良彦(KONNO YOSHIHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7590 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
CA236 数理統計学序論１、LC202 数理統計学１と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ランダムネスを伴った現象に現れるデータからどのようにして情報を抽出するかが現代社会では重要である。データの背後に確

率モデルを想定して、その確率モデルをデータに基づいて推測する数学的な基礎を学んでいく。 

尚、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

初めに、確率空間、確率変数、期待値、および確率変数の収束のモードの定義を学ぶ。次に、代表的な統計モデリングと標本分

布論（特に正規分布理論）を説明する。これらの知識に基づき、点推定、区間推定、検定論の統計推測法（基本的な考え方と代

表的な手法）を学ぶ。最後に、これらの手法の精度の評価法についてのいくつかの代表的な話題について説明する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 確率空間と確率変数の復習 

2. 確率分布と期待値の復習 

3. 代表的な確率分布 

4. 多次元の確率分布 

5. 統計量と標本分布論 

6. 正規母集団に関わる標本分布 

7. 確率変数列と確率分布列の収束 

8. 統計的推測の枠組み 

9. 点推定量の導出方法 

10. 点推定量の評価法 

11. 統計的仮説検定の考え方 

12. 正規母集団に関する検定 

13. 検定統計量の導出法 

14. 区間推定の考え方と構成法 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

微積分と線形代数の基礎的な事項について復習をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/出席態度、複数回の課題レポートなど(70%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 久保川達也、2017、『現代数理統計学の基礎』、共立出版 (ISBN:9784320111660) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RD102／分子生物学概論 

(Introduction to Molecular Biology) 

担当者名 

（Instructor） 
塩見 大輔(SHIOMI DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7190 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LD102 分子生物学概論と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

原核生物の運動，分裂と細胞形態形成制御機構などを学ぶ。どの制御もタンパク質超分子複合体によって行われており，これら

のタンパク質の機能や構造などについて理解を深める。 

尚、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

原核生物の中でもとくに解析の進んでいる大腸菌を中心に講義する。必要に応じて，枯草菌，連鎖球菌，ブドウ球菌、好熱細菌

なども紹介する。原核生物の普遍的な運動，細胞分裂，形態形成制御機構や，個々の細胞に特異的な制御機構について講義す

る。また、最新の関連論文及び総説を輪読し、受講者で討論しながら進める。現象の生物学的な意義だけでなく、実験方法につ

いても学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序論 

2. バクテリア細胞の構造 

3. バクテリア細胞におけるタンパク質の局在 

4. バクテリアの運動 

5. バクテリアの運動 

6. バクテリアの分裂制御 

7. バクテリアの分裂制御 

8. バクテリアの形態形成制御 

9. バクテリアの形態形成制御 

10. 関連論文の紹介と討論 

11. 関連論文の紹介と討論 

12. 関連論文の紹介と討論 

13. 関連論文の紹介と討論 

14. 関連論文の紹介と討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への取り組み，出席態度，発表，リアクションペーパーなど(100%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし 

 

参考文献（Readings） 

特になし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RD105／細胞生物学概論 

(Introduction to Cell Biology) 

担当者名 

（Instructor） 
眞島 恵介(MASHIMA KEISUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LD105 細胞生物学概論と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

動物細胞における細胞内シグナル伝達の分子機構を学ぶ。 

尚、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

細胞は様々な細胞外からのシグナルを受けて，そのシグナルに応答する細胞内シグナル伝達機構を持っている。そこで，動物細

胞でのシグナル伝達の分子機構の基本を解説する。その後，免疫担当細胞のシグナル伝達機構について紹介する。また，後半

では種々の細胞のシグナル伝達に関連した文献あるいは専門書を読み，学生からのプレゼンテーション，それを受けてのディス

カッションを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 動物細胞におけるシグナル伝達 主に G タンパク質を中心に 

2. 動物細胞におけるシグナル伝達 主に G タンパク質を中心に 

3. 動物細胞におけるシグナル伝達 主にタンパク質リン酸化酵素を中心に 

4. 動物細胞におけるシグナル伝達 主にタンパク質リン酸化酵素を中心に 

5. 動物細胞におけるシグナル伝達 主にタンパク質リン酸化酵素を中心に 

6. 動物細胞におけるシグナル伝達 カルシウムイオンを中心に 

7. 免疫細胞でのシグナル伝達 

8. 様々な細胞におけるシグナル伝達１（学生によるプレゼンテーション，ディスカッション） 

9. 様々な細胞におけるシグナル伝達２（学生によるプレゼンテーション，ディスカッション） 

10. 様々な細胞におけるシグナル伝達３（学生によるプレゼンテーション，ディスカッション） 

11. 様々な細胞におけるシグナル伝達４（学生によるプレゼンテーション，ディスカッション） 

12. 様々な細胞におけるシグナル伝達５（学生によるプレゼンテーション，ディスカッション） 

13. 様々な細胞におけるシグナル伝達６（学生によるプレゼンテーション，ディスカッション） 

14. 様々な細胞におけるシグナル伝達７（学生によるプレゼンテーション，ディスカッション） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じ参考資料を配付する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への取り組み（ディスカッションへの参加度を含む）(50%)/プレゼンテーション(50%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

特になし。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RD108／分子生物学特論２ 

(Special Topics in Molecular Biology 2) 

担当者名 

（Instructor） 
関根 靖彦(SEKINE YASUHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7190 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LD108 分子生物学特論２と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生物ゲノムの可変性を生む機構とそれが生物の適応，進化にどのように関わってきたかを学ぶ。 

尚、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

生物は，遺伝情報を安定に維持し次の世代に引き継ぐ一方で，様々な突然変異を受け容れることによりゲノムを改変し多様化さ

せる仕組みを持っている。本講義では，DNA組換えによって引き起こされるゲノムのダイナミックな動態とその生物学的意義につ

いて解説する。また，ゲノム動態に関する英語の文献の講読も行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. DNA組換えの概念・分類 

2. トランスポゾンの分類・転移機構 

3. トランスポゾンの転移により引き起こされる DNA組換え（１） 

4. トランスポゾンの転移により引き起こされる DNA組換え（２） 

5. レトロトランスポゾンの転移機構 

6. レトロトランスポゾンの転移により引き起こされる DNA組換え 

7. トランスポゾンが生物ゲノムの進化に与えたインパクト（１） 

8. トランスポゾンが生物ゲノムの進化に与えたインパクト（２） 

9. その他の DNA組換え（１） 

10. その他の DNA組換え（２） 

11. ゲノム動態に関する文献の講読（１） 

12. ゲノム動態に関する文献の講読（２） 

13. ゲノム動態に関する文献の講読（３） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

資料プリントを配付するので，事前に目を通してから授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(50%)/授業への取り組み(30%)/小テスト(20%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

なし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

リアクションペーパーに対するフィードバックは、次回の授業時に行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■RD109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RD109／細胞生物学特論 

(Special Topics in Cell Biology) 

担当者名 

（Instructor） 
樋口 麻衣子(HIGUCHI MAIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LD109 細胞生物学特論と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

細胞増殖・細胞運動の分子メカニズムと生理学的意義について理解を深める。 

尚、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

細胞増殖・細胞運動に関する講義、論文の輪読、プレゼンテーションを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 細胞増殖の基礎 

2. 細胞増殖のメカニズムと生体における役割（１） 

3. 細胞増殖のメカニズムと生体における役割（２） 

4. 細胞増殖のメカニズムと生体における役割（３） 

5. 細胞増殖のメカニズムと生体における役割（４） 

6. 細胞増殖のメカニズムと生体における役割（５） 

7. 細胞増殖のメカニズムと生体における役割（６） 

8. 細胞運動の基礎 

9. 細胞運動のメカニズムと生体における役割（１） 

10. 細胞運動のメカニズムと生体における役割（２） 

11. 細胞運動のメカニズムと生体における役割（３） 

12. 細胞運動のメカニズムと生体における役割（４） 

13. 細胞運動のメカニズムと生体における役割（５） 

14. 細胞運動のメカニズムと生体における役割（６） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

関連する学術論文の理解とプレゼンテーションの準備を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への取り組み（複数回の発表内容（50%）、毎回のディスカッションへの参加（50%））(100%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし（関連する学術論文については授業内で紹介します。） 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RD111／生物化学特論１ 

(Special Lecture on Biochemistry 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
DNA複製と合成生物学 

担当者名 

（Instructor） 
末次 正幸(SUETSUGU MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7290 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LD111 生物化学特論１と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

DNA複製研究から合成生物学までの最先端に触れ，バイオテクノロジー（物質生産から医療まで）の進展について議論する。 

尚、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

遺伝情報を複製し，自分自身のコピーを作り出す能力（自己複製能）は生命の根幹をなす特徴の一つである。このため生命は実

に巧妙な DNA複製システムを備えている。前半はバクテリアの DNA複製を主とした基礎から最先端までを取り上げる。 

DNA研究の進展はまた，新たなバイオテクノロジーに結びつくものである。後半は，バイオテクノロジーの新潮流である合成生物

学について紹介するとともに，人工細胞、ゲノム合成、バイオ医療といった，合成生物学の先端と産業応用について紹介する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 複製開始 

3. 複製フォーク 

4. 複製終結、分離 

5. 複製の制御、細胞内動態 

6. DNA修復、組換え 

7. 総合討論１ 

8. 合成生物学序論 

9. 合成生物学と物質生産 

10. セルフリー合成生物学 

11. 人工細胞、進化工学 

12. ゲノム編集、ゲノム合成、ゲノム移植 

13. 合成生物学とバイオ医療、デザイナー細胞 

14. 総合討論 2 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

レポートの内容は、前半内容と後半内容に関するものの計２回を予定しているので準備しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート１(35%)/レポート２(35%)/リアクションペーパー(30%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

学部で用いた分子生物学，生物化学の教科書。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RD112／生物化学特論２ 

(Special Lecture on Biochemistry 2) 

担当者名 

（Instructor） 
松山 伸一(MATSUYAMA SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7290 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LD112 生物化学特論２と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生体膜の構造と機能，細胞表層の構造と機能，タンパク質の膜透過・局在化機構，腸内細菌を中心としたマイクロバイオーム，代

謝と疾病などについて横断的に学び、自らの研究に活かせるようにより深く理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

生体膜は膜内外の環境を分離するための区画形成機能のほかに，物質輸送，情報伝達，細胞分裂，エネルギー産生などの重

要な細胞機能を担っている。また，細胞表層の機能についても学び，タンパク質の膜透過・局在化機構，細胞外でのタンパク質の

立体構造形成など，具体的な機能の詳細を紹介する。後半では動物と共生関係にある原核生物の機能（マイクロバイオーム）を

学ぶとともに，学部で学んだ基礎的な代謝がどのように疾病と結びついているか考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

2. 細菌細胞表層の構造 

3. 細菌細胞表層の機能 

4. タンパク質の膜透過 

5. タンパク質の細胞内局在化 

6. 脂質で修飾されたタンパク質の局在化 

7. タンパク質の S-S結合形成機構 

8. 細胞表層のストレス応答 

9. マイクロバイオーム 

10. 代謝の概要 

11. エネルギー代謝 

12. 代謝と疾病① 

13. 代謝と疾病② 

14. 授業のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書レベルの生物化学を復習して授業に臨むこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(50%)/授業への取り組み(50%) 

高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じてプリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

なし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RD116／生命理学特別講義２ 

(Special Lecture in Life Science 2) 

担当者名 

（Instructor） 
塩見 大輔(SHIOMI DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7190 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LD116 生命理学特別講義２と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

最先端の研究について、深く理解する。 

尚、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

最先端の研究について、実際に世界と戦っている一線の研究者から話を伺う。 

研究内容に加え、研究の進め方、考え方などを実際に追体験する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（塩見 大輔） 

最少の生命と、生命／非生命の境界線に迫る（1）（柿澤 茂行） 

2. 最少の生命と、生命／非生命の境界線に迫る（２）（柿澤 茂行） 

3. 見やすいプレゼン資料の作り方ーデザインの基本から多様性への配慮まで（片山 なつ） 

4. 水生植物における特異な形態進化と分子進化速度の上昇（片山 なつ） 

5. ボトムアップ型のアプローチによる人工細胞の創成（１）（上田 卓也） 

6. ボトムアップ型のアプローチによる人工細胞の創成（2）（上田 卓也） 

7. 寄生虫の生物学 ー植物感染性線虫を例にー（１）（澤 進一郎） 

8. 寄生虫の生物学 ー植物感染性線虫を例にー（２）（澤 進一郎） 

9. 「精神疾患の病因・病態の理解～その現状と未来へ挑戦～」（１）精神疾患の現状と課題について（新井 誠） 

10. 「精神疾患の病因・病態の理解～その現状と未来へ挑戦～」（２）統合失調症の病態とその支援に向けた取り組み（新井 

誠） 

11. 局所的翻訳が担う長期記憶の形成（１）（椎名 伸之） 

12. 局所的翻訳が担う長期記憶の形成（２）（椎名 伸之） 

13. モデル生物 C.elegans を使った研究（１）初期発生における細胞内分解系の役割（佐藤 美由紀） 

14. モデル生物 C.elegans を使った研究（２）オートファジーによる父性ミトコンドリアの選択的分解機構（佐藤 美由紀） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業される先生の研究について、HPや論文などを見て、予習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の講義におけるリアクションペーパーの内容、議論への参加など(100%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／輪講Ａ・Ｂ 

(Colloquium) 

担当者名 

（Instructor） 
生命理学専攻全専任教員 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7880 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
前期課程 輪講１～４と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各研究分野に関連する論文・総説等の精読や，卒業研究の進捗状況報告を行うことで，プレゼンテーション能力を養うと共に各

研究分野に対する理解を深める。 

尚、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

輪講は生命理学科における教育の最終年度において，卒業研究と表裏一体で行われるものである。そのため輪講では，卒業研

究の遂行に必要な，各研究分野に関する知識や論理的な考え方の習得，さらには発表能力の育成などを目的として，各指導教

員が個別に授業計画を設定し，その計画に従い，1 年間を通じて行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 論文紹介・研究進捗状況報告 

2. 論文紹介・研究進捗状況報告 

3. 論文紹介・研究進捗状況報告 

4. 論文紹介・研究進捗状況報告 

5. 論文紹介・研究進捗状況報告 

6. 論文紹介・研究進捗状況報告 

7. 論文紹介・研究進捗状況報告 

8. 論文紹介・研究進捗状況報告 

9. 論文紹介・研究進捗状況報告 

10. 論文紹介・研究進捗状況報告 

11. 論文紹介・研究進捗状況報告 

12. 論文紹介・研究進捗状況報告 

13. 論文紹介・研究進捗状況報告 

14. 論文紹介・研究進捗状況報告 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定された文献は必ず読んでくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各研究分野に関する論文の読解力，発表能力，研究に対する取り組み姿勢等を各研究指導教員が総合的に評価。(100%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

教材等は指導教員が用意する。 

 

参考文献（Readings） 

指導教員が別途指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／輪講Ａ・Ｂ 

(Colloquium) 

担当者名 

（Instructor） 
生命理学専攻全専任教員 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7880 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
前期課程 輪講１～４と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各研究分野に関連する論文・総説等の精読や，卒業研究の進捗状況報告を行うことで，プレゼンテーション能力を養うと共に各

研究分野に対する理解を深める。 

尚、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

輪講は生命理学科における教育の最終年度において，卒業研究と表裏一体で行われるものである。そのため輪講では，卒業研

究の遂行に必要な，各研究分野に関する知識や論理的な考え方の習得，さらには発表能力の育成などを目的として，各指導教

員が個別に授業計画を設定し，その計画に従い，1 年間を通じて行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 論文紹介・研究進捗状況報告 

2. 論文紹介・研究進捗状況報告 

3. 論文紹介・研究進捗状況報告 

4. 論文紹介・研究進捗状況報告 

5. 論文紹介・研究進捗状況報告 

6. 論文紹介・研究進捗状況報告 

7. 論文紹介・研究進捗状況報告 

8. 論文紹介・研究進捗状況報告 

9. 論文紹介・研究進捗状況報告 

10. 論文紹介・研究進捗状況報告 

11. 論文紹介・研究進捗状況報告 

12. 論文紹介・研究進捗状況報告 

13. 論文紹介・研究進捗状況報告 

14. 論文紹介・研究進捗状況報告 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定された文献は必ず読んでくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各研究分野に関する論文の読解力，発表能力，研究に対する取り組み姿勢等を各研究指導教員が総合的に評価。(100%) 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

教材等は指導教員が用意する。 

 

参考文献（Readings） 

指導教員が別途指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 



 

 

 

 


