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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 

 

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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■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） 
田中 秀和(TANAKA HIDEKAZU) 

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） 

場の量子論の理解をはかる。 

 

The aim of this course is to learn quantum  field theories. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ゲージ場の量子論の基礎的な理解をはかる。 

主に，正準量子化法，輻射補正，Reduction formula，繰り込み，Ward identityなどを学ぶ。 

 

This course deals with the basics of quantum gauge field theories, mainly methods for canonical quantization，radiative 

corrections，reduction formula，renormalization methods and the Ward identity. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Klein-Gordon 場（１） 

2. Klein-Gordon 場（２） 

3. Dirac 場（１） 

4. Dirac 場（２） 

5. Dirac 場（３） 

6. 場の相互作用（１） 

7. 場の相互作用（２） 

8. 場の相互作用（３） 

9. 量子電磁力学の素過程（１） 

10. 量子電磁力学の素過程（２） 

11. 量子電磁力学の素過程（３） 

12. 輻射補正（１） 

13. 輻射補正（２） 

14. 輻射補正（３） 

 

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

ゼミナール形式で行う。予習は必ず行うこと。 

 

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，. 1995. An Introduction to Quantum Field Theory. Addison Wesley (201503972) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

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 

 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The goal of this course is to obtain basic knowledge about theoretical cosmology. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course introduces aspects of theoretical cosmology. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 学生による発表と議論 

2. 学生による発表と議論 

3. 学生による発表と議論 

4. 学生による発表と議論 

5. 学生による発表と議論 

6. 学生による発表と議論 

7. 学生による発表と議論 

8. 学生による発表と議論 

9. 学生による発表と議論 

10. 学生による発表と議論 

11. 学生による発表と議論 

12. 学生による発表と議論 

13. 学生による発表と議論 

14. 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） 

発表の準備のために十分な予習が必要。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表の質(50%)/議論への参加と貢献(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Gorbunov & Rubakov. 2011. Introduction to the Theory of the Early Universe: Cosmological Perturbations and Inflationary 

Theory. World Scientific (ISBN:9814343781) 

 

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） 
弱い相互作用 

担当者名 

（Instructor） 
田中 秀和(TANAKA HIDEKAZU) 

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） 

素粒子反応における弱い相互作用とワインバーグ・サラム理論の理解をはかる。 

 

The aim of this course is to learn the weak interaction and Weinberg-Salam theory. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、弱い相互作用による散乱と崩壊過程を取り扱う。 更に、電磁相互作用と弱い相互作用の統一理論であるワイン

バーグ・サラム理論を導出する。 

 

This course deals with scattering and decay processes caused by the weak interaction. We also derive the Weinberg-Salam 

theory, a unified theory of weak and electromagnetic interactions,. 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 弱い相互作用の発見、フェルミ相互作用 

2. レプトン相互作用、カレント-カレント相互作用 

3. ミューオン崩壊とパリティ 

4. 中性カレント 

5. ヒッグス機構、ヒッグス粒子 

6. ヤン・ミルズ理論 

7. ワインバーグ・サラム理論（1） 

8. ワインバーグ・サラム理論（2） 

9. レプトンの性質 

10. セミ-レプトニック崩壊とハドロン 

11. フレーバー混合のカビボの理論 

12. ベータ崩壊 

13. CP対称性の破れ 

14. 素粒子の統一理論 

 

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

授業はゼミナール形式で進めていくので、必ず予習を行ってくること。 

 

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. W. Greiner and B. Muller，. 2009. Gauge Theory of Weak Interactions. Springer 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA105／天体物理特論 

(Special Topics in Astrophysics) 

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） 

The goal of this course is to obtain basic knowledge about gravity. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course introduces aspects of gravity. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 学生による発表と議論 

2. 学生による発表と議論 

3. 学生による発表と議論 

4. 学生による発表と議論 

5. 学生による発表と議論 

6. 学生による発表と議論 

7. 学生による発表と議論 

8. 学生による発表と議論 

9. 学生による発表と議論 

10. 学生による発表と議論 

11. 学生による発表と議論 

12. 学生による発表と議論 

13. 学生による発表と議論 

14. 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） 

発表の準備のために十分な予習が必要。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表の質(50%)/議論への参加と貢献(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Poisson & Will. 2014. Gravity. Cambridge Univ. Press (ISBN:1107032865) 

 

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） 
宇宙初期の天体形成 

担当者名 

（Instructor） 
大向 一行(OMUKAI KAZUYUKI) 

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 

RA106 宇宙物理特論２と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代宇宙論・宇宙物理学の基礎概念および宇宙初期の天体形成過程を理解する。  

 

授業の内容（Course Contents） 

標準宇宙論を復習したのち、その枠組みにおける宇宙初期の天体形成過程を概観する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 概観 

2. 膨張宇宙の力学 

3. 宇宙の熱史 １ 

4. 宇宙の熱史 ２ 

5. 原始密度揺らぎとその線形成長 

6. 光る天体の形成  

7. 始原ガス中での微視的物理過程 

8. 自己重力雲の分裂過程 １ 

9. 自己重力雲の分裂過程 ２ 

10. 宇宙の初代星形成 １ 

11. 宇宙の初代星形成 ２ 

12. 第二世代星と初代銀河 

13. 巨大ブラックホール形成  １ 

14. 巨大ブラックホール形成   ２ 

 

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

講義の復習とレポートの作成 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(40%)/出席態度(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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■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 

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 

 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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，日

本語の特徴あるテキストである佐藤・小玉の「一般相対性理論」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。 

 

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

including many fruitful contents. Students read a Japanese advanced textbook "General Relativity". 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスと参加者による報告（１） 

2. 参加者による報告（２） 

3. 参加者による報告（３） 

4. 参加者による報告（４） 

5. 参加者による報告（５） 

6. 参加者による報告（６） 

7. 参加者による報告（７） 

8. 参加者による報告（８） 

9. 参加者による報告（９） 

10. 参加者による報告（１０） 

11. 参加者による報告（１１） 

12. 参加者による報告（１２） 

13. 参加者による報告（１３） 

14. 参加者による報告（１４） 

 

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。 

 

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. 佐藤 文隆, 小玉 英雄、2016、『一般相対性理論』、岩波書店 (ISBN:9784007304804) 

 

参考文献（Readings） 

1. R. Wald. 1984. General Relativity. University of    Chicago 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 

5. J. B. Griffiths & Jiri Podolsky. 2009. Exact Space-Times in Einstein's General Relativity. Cambridge University Press 
6. E. Poisson. 2004. A Relativist's Toolkit. Cambridge  University Press (521537800) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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） 
宇宙論におけるピーク理論 

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） 
RA108 天体物理学と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

宇宙物理学においてピーク理論の重要性が増している。この授業ではピーク理論とその宇宙物理学における応用について理解

することを目標とする。 

 

Peak theory plays a very important role in modern astrophysics. The aim of this course is to understand peak theory and its 

application to astrophysics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ピーク理論を原論文を中心にして学んでいく。J. M. Bardeen, J. R. Bond, N. Kaiser and A. S. Szalay, ``The Statistics of Peaks of 

Gaussian Random Fields,'' Astrophys.  J.   304 (1986) 15. doi:10.1086/164143 を読むことを当面の目標とする。必要な知識は

適宜 Peebles の教科書の主に第５章に戻って学習する。 

 

The students will read an original article and learn peak theory. The article is J. M. Bardeen, J. R. Bond, N. Kaiser and A. S. 

Szalay, ``The Statistics of Peaks of Gaussian Random Fields,'' Astrophys.  J.   304 (1986) 15. doi:10.1086/164143. They 

should get back to mainly Chapter 5 of Peebles's textbook to obtain required knowledge. 

 

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. Phillip James Edwin Peebles. 1993. Principles of Physical Cosmology. Princeton University Press (ISBN:978-0691019338) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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(KKAWAMURA HIROKAZUI) 

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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■LA115 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA115／宇宙放射線特論 

(Special Topics in Cosmic Radiation) 

担当者名 

（Instructor） 
北本 俊二(KITAMOTO SHUNJI) 

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） 

医学物理学副専攻【選択必修Ａ】 

RA115 宇宙放射線特論と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

原子の構造と電子のエネルギー準位を理解する。遷移過程を学習して，Ｘ線の輝線や吸収線を理解する。 

 

The aim of this course is understanding atomic structures.  State transitions as a X-ray emission- or a absorption- mechanism 

and X-ray line broadening mechanism are also included. 

 

授業の内容（Course Contents） 

宇宙を観測すると，画像をはじめ時間変動や光のエネルギー分布（エネルギースペクトル）等，いろいろな情報が得られる。最近

のＸ線天文学ではＸ線のエネルギースペクトルをたいへん詳しく取得できるようになってきた。そのため，観測から宇宙を理解する

ためには，基礎的なＸ線の放射過程，とくに輝線や吸収線についての素過程を理解することが非常に重要になってきた。この講

義で，Ｘ線放射機構についてエネルギー状態とその間の遷移，そして，輝線の形状を決定する因子を学習する。 

 

Observation of the Universe provides us various images, time variations, energy spectra and so on. Recent observation with X-

rays also gives us detailed spectral information and therefore we need detailed understanding of X-ray emission and absorption 

mechanisms in order to interpret the observed data. This course covers the study of atomic structure and the state transition, 

and the line broadening mechanism, in order to understand X-ray emission and absorption mechanism. 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. A Review of the Schrodinger Equation 

2. One-electron in a Central Field, Wave Functions, Spin 

3. Many-electron Systems, Statistics, The Pauli Principle, Hartree^Fock Approximation: Configurations, The Electrostatic 

Interaction 

4. Perturbations, Level Splittings and Term Diagram, Equivalent and Nonequivalent Electrons and Their Spectroscopic 

Terms, Parity, Spin-Orbit Coupling  

5. Zeeman Effect, Role of the Nucleus, Thermal Distribution of Energy Levels and Ionization, Thermal Equilibrium, The Saha 

Equation 

6. Semi-Classical Theory of Radiative Transitions, Electromagnetic Hamiltonian,   

7. The Transition Probability. The Dipole Approximation 

8. Einstein Coefficients and Oscillator Strengths 

9. Selection Rules 

10. Transition Rates, Bound-bound Transition for Hydrogen, Bound-free Transitions for Hydrogen, Radiative Recombination  

11. Line Broadening Mechanisms,  Doppler Broadening, Natural Broadening、Collisional Broadening, Combined Doppler and 

Lorentz Profile 

12. Topics 1 

13. Topics 2 

14. Topics 3 

 

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

テキストの内容を，他の受講者に説明できるよう，レジュメを準備すること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(100%) 

テキストの内容を互いに説明し議論することで，授業を進める予定である。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Rybicki and Lightman. 1985. Radiative Processes in Astrophysics. Wiley-Interscience (471827592) 

 

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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■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） 
アクシオンの物理/アクシオン宇宙論と重力波 

担当者名 

（Instructor） 
早田 次郎(SODA JIRO) 

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） 

アクシオンが、宇宙論や重力波物理においてどのような役割を果たすのかが理解できるようになり、具体的な計算を実行できる

ようになる。 

 

One can understand the role of axions in cosmology and gravitational wave physics and perform concrete calculations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アクシオン物理の基礎、アクシオン宇宙論、アクシオンと重力波の関係に関して講義する 

 

I will discuss the basics of axion physics, axion cosmology, the relation between axions and gravitational waves. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アクシオンとは何か？なぜアクシオンを考えるのか？アクシオンの何が面白いのか？ 

2. アクシオン実験の現状。現在稼働中の実験や将来計画のまとめと展望。 

3. アクシオン・光子転換現象とその宇宙論への応用。 

4. アクシオン暗黒物質の基本的な事項を解説する。 

5. アクシオンと共鳴現象の理解のための数学的な準備。 

6. アクシオン暗黒物質中での電磁波・重力波の伝播解析。 

7. アクシオン宇宙論の概観。 

8. アクシオンインフレーションと様々な予言。 

9. アクシオン宇宙におけるゆらぎの進化。 

10. アクシオンによる重力波生成。 

11. アクシオンとブラックホールのスピン。 

12. アクシオン暗黒物質の検出方法。 

13. アクシオンと量子性。 

14. まとめと展望。 

 

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

式の導出の詳細を演習問題として残すので、各自で計算すること。 

 

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%)/授業への参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜参考文献を紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

板書の講義を中心とするが、パワーポイントも併用する。授業では学生への質問も活発に行う予定なので、積極的な受講態度が

期待される。 

 

注意事項（Notice） 
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■LA128 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA128／原子・分子物理特論 

(Special Topics in Atomic Collisions) 

担当者名 

（Instructor） 
田沼 肇(TANUMA HAJIME) 

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） 
PHY5490 

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 

医学物理学副専攻【選択必修Ａ】 

RA128 原子・分子物理特論と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初歩的な古典力学と量子力学に基づいて，原子・分子の構造と分光，および原子衝突理論とその応用について，基本的な知識と

活用法を身に付ける。 

 

This course aims to build students' understanding of the structure and spectroscopy of atoms and diatomic molecules, 

dynamics of atoms and molecules in low energy collisions, and application of the atomic collision theory. 

 

授業の内容（Course Contents） 

水素原子の復習から初めて，多電子原子と二原子分子の電子構造について概観する。次に，原子・分子間の相互作用も触れた

後，ポテンシャル散乱を古典論・量子論・半古典論の立場で解説し，その応用として気体中のイオン移動度について紹介する。続

いて，原子衝突における電子状態の変化をもたらす非断熱過程を記述する理論的モデルについて触れて，最後にその応用とし

て太陽風多価イオンの電荷交換反応に関する研究例を示す。 

 

This course aims to present the following lecture topics:          One-electron atoms 

Electronic structure of many electron atoms 

Structure of diatomic molecules 

Interaction potential between atoms and molecules 

Scattering theory: classical, quantum, and semi-classical aspects 

Ion mobility in gases 

Non-adiabatic transition 

Electron capture of multiply charged ions 

Atomic physics related to solar winds 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 水素原子 

2. 多電子原子 (1) 

3. 多電子原子 (2) 

4. 二原子分子 (1) 

5. 二原子分子 (2) 

6. 粒子間ポテンシャル 

7. 重粒子散乱の古典論 

8. 重粒子散乱の量子論 

9. 重粒子散乱の半古典論 

10. 気体中のイオン移動度 

11. 非断熱遷移 (1) 

12. 非断熱遷移 (2) 

13. 多価イオンの電子捕獲反応 

14. 太陽風と原子物理 

 

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

参考文献を用いて予習を行うとともに，配布する資料を見直しながら復習すること。 

 

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） 
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1. 高柳和夫、1996、『電子・原子・分子の衝突』、培風館 (ISBN:4563-02450-3) 

2. 高柳和夫、2000、『原子分子物理学』、朝倉書店 (ISBN:4254-13681-1) 

3. 高柳和夫、2007、『原子衝突』、朝倉書店 (ISBN:4254-13684-6) 

4. 金子洋三郎、1999、『化学のための原子衝突入門』、培風館 

5. 藤永茂、1980、『分子軌道法』、岩波書店 (ISBN:4000-05920-3) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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） 

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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■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%)/発表数(35%)/発表・質問・議論の内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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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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■LA135 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA135／数理物理特論 ２ 

(Special Topics in Mathematical Physics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
超弦理論入門 

担当者名 

（Instructor） 
細道 和夫(HOSOMICHI KAZUO) 

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 

RA135 数理物理特論２と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この講義は超弦理論の成り立ちを丁寧にたどりつつ，現代的な超弦理論の全体像を素早く理解すること，特に双対性やブレーン

といった概念まで最短経路で到達することを目標とする． 

 

This course aims to introduce basic principles of superstring theory in a pedagogical but concise way and  to reach by the 

shortest possible route modern concepts such as string dualities and branes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半では南部・後藤の作用から出発して，まず閉じたボソン弦の量子化を通じて弦の世界面理論による定式化を学び，次いでタ

イプ II超弦理論が 10 次元の超重力理論を再現することをみる．後半ではまず開いた弦・向きのない弦の定式化をとおして D ブ

レーン，オリエンティフォルドなどの物体を導入する．ついでこれらの物体の性質をブレーン上の有効理論や超重力理論の観点

から学び，最後に超弦の 5 つの模型を関係付ける双対性や M理論について解説する． 

 

In its first half, this course discusses the worldsheet theory of closed strings, starting from Nambu-Goto's action for the 

bosonic string and then moving to type II superstrings. In its second half, the course first introduces objects called D-branes 

and orientifold planes using the string worldsheet theory; it then discusses their properties using their effective worldvolume 

theories and supergravity. Finally, it discusses how the five superstring theories relate to each other by dualities and M-theory.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 弦理論の基礎 

2. 2 次元共形場理論 

3. ワイル不変性とアノマリー 

4. BRSTゲージ固定とゴースト理論 

5. 散乱振幅 

6. 超対称な場の理論 

7. タイプ II超重力理論と超弦理論 

8. 開いた弦と D ブレーン 

9. １ループ振幅 

10. コンパクト化と T双対性 

11. D ブレーンの有効作用 

12. ブレーンの電荷と張力 

13. 超重力理論の古典解 

14. 弦の双対性と M 理論 

 

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

講義内容をよく復習し理解する． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/レポート 1(25%)/レポート 2(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 細道和夫、2017/02/25、『弦とブレーン』、朝倉書店 (ISBN:978-4-254-13802-3) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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） 
高エネルギー宇宙物理学概論 

担当者名 

（Instructor） 
榎戸 輝揚(ENOTO TERUAKI) 

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 

RA146 現代物理学特別講義３と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Ｘ線天文学やガンマ線天文学を研究する上での基礎知識を習得することを目標とする。 

 

The purpose of this course is to obtain the basic knowledge for the X-ray and gamma-ray astronomy.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Ｘ線天文学を中心に高エネルギー宇宙物理学を学ぶ上で必要になる放射メカニズム、多様なＸ線源の物理、観測手法や歴史、

実際の観測例などを講義する。講義担当者の専門である中性子星の観測的研究や、Ｘ線天文学の技術的なスピンオフである雷

からの放射線測定なども紹介する。 

 

This course includes a review on the high-energy astrophysics mainly on the X-ray astronomy: Radiation mechanism, various 

X-ray objects, observation methods and history, and several case studies of researches in this fields. Additional topics will be 

also introduced, such as observational diversity of neutron stars and radiation measurements of lighting, which are the main 

research topics of the instructor.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 雷や雷雲の放射線測定：Ｘ線天文学のスピンオフ研究 

2. 高エネルギー宇宙物理学の概観 

3. 高エネルギー宇宙物理学での放射メカニズム（１） 

4. 高エネルギー宇宙物理学での放射メカニズム（２） 

5. 高エネルギー宇宙物理学での放射メカニズム（３） 

6. さまざまな高エネルギー天体の物理（１） 

7. さまざまな高エネルギー天体の物理（２） 

8. さまざまな高エネルギー天体の物理（３） 

9. 高エネルギー宇宙物理学における観測手法と歴史（１） 

10. 高エネルギー宇宙物理学における観測手法と歴史（２） 

11. 高エネルギー宇宙物理学における観測手法と歴史（３） 

12. 中性子星の観測的研究（１） 

13. 中性子星の観測的研究（２） 

14. 中性子星の観測的研究（３） 

 

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

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%)/出席態度(60%) 

各講義の最後に簡単なフィードバックシートを配り出席確認とします。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は講義中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義形式が中心であるが、必要に応じて板書等も活用する。 

 

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） 
中性子過剰重原子核と宇宙核物理 

担当者名 

（Instructor） 
宮武 宇也(MIYATAKE HIROARI) 

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） 

重原子核の性質および天体における重元素生成過程を理解する 

 

Learning properties of heavy nuclei and astrophysical heavy element syntheses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

重元素はどこまであるのか？重元素はどこで、どのように生まれたのか？という２つの問は、２１世紀における原子核物理が答え

るべき重要な課題である。この問いに答えるために、必要とされる重原子核の知識、最先端の実験手法について学ぶ。 

はじめに原子核の基本的性質と重原子核の反応機構を理解した上で、中性子過剰な不安定重原子核の生成・分離・測定手法を

学ぶ。次に天体における様々な元素合成過程を把握した後、早い中性子捕獲過程による重原子核生成の起源天体解明に向け

た原子核実験について触れる。 

 

Where is the limit of heavy isotopes ? Where and when the heavy isotopes have been synthesized ? They are fundamental 

questions of this century to be solved in research field of nuclear physics. To understand present situation of modern nuclear 

physics, we will learn about physics knowledge of heavy isotopes and modern experimental approaches. 

At first, fundamental knowledge of nuclear structure and reaction mechanism between heavy isotopes are introduced to know 

experimental methods of producing, analyzing, and measuring unknown neutron-rich unstable heavy isotopes.  After leaning 

various astrophysical element syntheses, we will learn in more detail recent experimental approaches to pin down an 

astrophysical origin of heavy-element synthesis through rapid neutron-capture process. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 0-1 原子核の諸性質：質量公式 

2. 0-2 原子核の諸性質：殻構造 

3. 0-3 元素合成過程研究の出発点 

4. 1-1 原子核反応の運動学 

5. 1-2 様々な重イオン反応 

6. 1-3 低エネルギー重イオン反応断面積 

7. 1-4 融合反応 

8. 1-5 多核子移行反応 

9. 1-6 未知重原子核の分離・収集法 

10. 2-1 天体核反応の基礎 

11. 2-2 軽い元素合成過程 

12. 2-3 重い元素合成過程 

13. 2-4 早い中性子捕獲過程 

14. 2-5 KISS Project 

 

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

基本的な原子核物理の知識があることを前提にしている。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/授業内課題（３回）(60%)/出席態度(20%) 

 

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:0-226-72457-3) 

2. 滝川 昇、2013、『原子核物理学』、朝倉 (ISBN:978-4-254-13778-1) 
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3. 中村 隆司、2016、『不安定核の物理』、共立 (ISBN:978-4-320-03528-7) 

4. 住吉 光介、2018、『原子核から読み解く超新星爆発の世界』、共立 (ISBN:978-4-320-03541-6) 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (レポート 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) 
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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)） 

 

 

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) 

担当者名 

（Instructor） 
田中 秀和(TANAKA HIDEKAZU) 

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） 

相対論的量子力学と場の量子論の初歩的理解をはかる。 

 

The aim of this course is to learn the basics of relativistic quantum mechanics and quantum field theory. 

 

授業の内容（Course Contents） 

粒子と場の概念を学び，特殊相対性理論を考慮して量子力学を拡張する。特に，Dirac 方程式，および場の量子化の基礎を取り

扱う。更に，電子と光子の間の相互作用による素過程について学ぶ。 

4 月・5 月に２コマ連続して授業を行う。 

 

This course deals with the concepts of particles and fields, the Dirac equation and elementary processes by interaction 

between electrons and photons. Two consecutive lessons will be given in April and May. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 粒子と場 

2. 場の概念 

3. 量子力学の相対論化（１） 

4. 量子力学の相対論化（２） 

5. 量子力学の相対論化（３） 

6. Dirac 方程式とフェルミ粒子（１） 

7. Dirac 方程式とフェルミ粒子（２） 

8. Dirac 方程式とフェルミ粒子（３） 

9. 電磁場の量子化（１） 

10. 電磁場の量子化（２） 

11. 電磁場の量子化（３） 

12. 電子と光子の相互作用（１） 

13. 電子と光子の相互作用（２） 

14. 電子と光子の相互作用（３） 

 

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

ゼミナール形式で行う。議論への積極的な参加が求められるので，必ず予習しておくこと。 

 

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

 

参考文献（Readings） 

1. Greiner, W. 1990. Relativistic Quantum Mechanics. Springer (ISBN:0387509860) 

 

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(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)） 

 

 

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） 
情報科学への展開・機械学習と量子アニーリング 

担当者名 

（Instructor） 
大関 真之(OZEKI MASAYUKI) 

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 党系物理学と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

統計力学を計算手法のツールとして理解して、使える方法にする。 

その際に情報科学の諸問題を相手にすることで実用的な側面を理解する。 

 

Understanding statistical mechanics as an analytical tool and promoting it as a useful tool. 

We test our tools in various problems in information processing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

統計力学の基礎を復習したのち、情報統計力学の基礎となるスピングラス理論の詳細を学ぶ。 

さらに近年の話題である量子アニーリングの基礎を量子系の統計力学を導入した後に学ぶ。 

 

After reviewing fundamental aspects of statistical mechanics, we learn the detail of spin-glass theory. 

Furthermore we learn fundamental parts of quantum annealing after introduction of quantum statistical mechanics.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 統計力学の概説 

2. イジング模型と平均場近似 

3. 相転移現象 

4. スピングラス模型 

5. レプリカ法 

6. 情報統計力学の概説 

7. 機械学習との関係 

8. パーセプトロン 

9. スパースモデリング 

10. 圧縮センシングの情報統計力学 

11. マルコフ連鎖モンテカルロ法 

12. 熱アニーリングと量子アニーリング 

13. 量子モンテカルロ法によるシミュレーション 

14. D-Waveマシンによる量子シミュレーション 

 

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

適宜参考文献、論文のサーベイとレポートを課す 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/各回のレポート(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 西森秀稔・大関真之、2018、『量子アニーリングの基礎』、共立出版 

2. 西森秀稔、1999、『スピングラス理論と情報統計力学』、岩波書店 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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） 

Blackboard を使います｡ 
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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)） 

 

 

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. 2016. University Physics with Modern Physics, 14th Edition. Pearson 
(ISBN:9780133975987) 
 

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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■LA220 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA220／放射線生物学特論 

(Special Topics in Radiation Biology) 

担当者名 

（Instructor） 
小西 輝昭(KONISHI TERUAKI) 

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】 

RA220 放射線生物学特論と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

放射線生物学の基礎, 放射線による診断・治療などの医学的利用, 分析のための利用, 放射線リスクモデルに至るまでの体系

的な理解をはかる｡ 

 

To understand the basics of the radiation biology systematically from medial applications such as radiation diagnostics and 

radiotherapy, analitic utilization to the radiation risk models. 

 

授業の内容（Course Contents） 

放射線生物学は物理学, 化学, 生物学, 医学といった複合領域であることから, 様々な観点からアプローチ・ディスカッションをし

ながら授業を行う｡ 放射線関連分野から,放射線生物学において重要な項目に関して授業内に適宜課題を出題する｡ 

 

Since radiation biology is an interdiciplinary field which includes physics, chemistry, biology, and medicine, multiple approaches 

will be discussed from variety of view points. Topics for reports will be given in the radiation related fields, in which radiation 

biology plays an important roles. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 放射線の産業・医学などの社会的利用の紹介及び規制について 

2. 放射線の概要 

3. 放射線生物学の概要 

4. 生物学の基礎  (ＤＮＡ, 遺伝子, 染色体, 細胞) 

5. 放射線の生物への作用 物質への作用・初期過程について 

6. 放射線誘発ＤＮＡ損傷 (１) 

7. 放射線誘発ＤＮＡ損傷 (２) どのように検出するのか, 実験的手法 

8. 染色体異常 (分類・実験的検出手法) 

9. 細胞致死と生存率曲線 

10. 重粒子線の生物効果 

11. 低線量放射線影響 (１) ＬＮＴモデルなど 

12. 低線量放射線影響 (２) マイクロビーム細胞照射装置の紹介 

13. 放射線誘発バイスタンダー効果 

14. まとめ 

 

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

D.T. Goodhead, J. Radiat. Res. Vol. 40 (1999), S1-S13 (doi:10.1269/jrr.40.S1)をダウンロードし, 予習すること｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(30%)/確認小テスト(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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■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. 2014. The Physics of Radiation Therapy 5th ed.. Lippincott Williams & Wilkins (ISBN:978-

1451182453) 

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） 

医学における理工系の役割 

（Physics in Medicine) 

担当者名 

（Instructor） 
笹井 啓資(SASAI 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） 
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） 

総合学問である医学について概説し，医学における理工系の役割を紹介する。 

 

This course will outline the composite field of medical science,introducing the roles that various sciences and technologies play 

in medicine. 

 

授業の内容（Course Contents） 

医学そのものが生物学，化学ばかりでなく人文科学も含めた多くの学問の一集大成である。特に物理学，工学の知識は医学に

おいてますます重要になっており、30 年前には想像もつかなかった診断法や治療法が通常の医療の中で行われている。医療は

医師，看護師のみで行われているように思われている。しかし、上述のように学際的であるため、実際は様々な職種の連携によ

るチーム医療が行われている。近年の高度に発達した医療では，チーム医療は欠くことができない。がんは本邦の死因第一位を

占め、約 50％はがんに罹患し、30％ががんで死亡している。がんの治療法としては、手術、化学療法とともに放射線治療が重要

な役割を担っている。適切な放射線治療を行うには、理学・工学系の専門家による機器の開発と精度管理が必須である。本講義

科目では，このような医学全体を概説し医療における理学、工学の重要性を理解する。授業にあたっては，各受講者からのフィ

ードバックを取りつつ確実に習得できるよう解説する 

 

The medicine is an integrated science based on not only biology and pharmacology, but also other many kinds of sciences, such 

as chemistry, physics, and even liberal arts. This course will outline the medical science, and introduce the role of technologies 

and physics in the interdisciplinary approach to health care. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 医学とは problem based learning(PBL) 

2. 医学と物理学 

3. 放射線の細胞への影響 

4. 体の構造 

5. 体の機能とその制御 

6. 病気とは 

7. がん（癌）とは 

8. 放射線の医学への応用 放射線治療 1 

9. 放射線の医学への応用 放射線治療 2 

10. 放射線の医学への応用 画像診断学 

11. 放射線診療にかかる法律 

12. 医療に関わる倫理 

13. チーム医療でのそれぞれの役割 

14. まとめ 

 

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

考える講義にしますので，議論に積極的に参加できるように準備してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/講義毎の小テスト(50%) 

講義での発言回数を考慮します 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 笹井 啓資、2017、『0 歳からのがん教育』、ロギカ書房 (ISBN:4909090045) 

2. 京極伸介 齋藤アンネ優子、2013、『臨床医学の基礎 (放射線診療を支える人のために)』、ピラールプレス 

(ISBN:4861940583) 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

一般財団法人 医学物理士認定機構 http://www.jbmp.org/ 

医学物理士会 http://www.geocities.co.jp/Technopolis/5207/ 

日本放射線腫瘍学会 http://www.jastro.or.jp/  

 

注意事項（Notice） 
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■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) 

杉本 聡（SUGIMOTO SATORU) 

黒河 千恵（KUROKAWA CHIE) 

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。2020 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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■LA225 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA225／惑星大気物理学 

(Physics of Planetary Atmospheres) 

担当者名 

（Instructor） 
吉岡 和夫(YOSHIOKA KAZUO) 

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 

CB138 宇宙地球系物理学講究７（惑星大気物理学）、RA225 惑星大気物理学と合同授

業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は惑星周辺の大気やプラズマの成り立ちや動的描像の理解を目的とする． 

 

This course aims for students to understand the formation and dynamics of atmospheres or plasmas around planets. 

 

授業の内容（Course Contents） 

惑星を取り巻く大気やプラズマについて最新の観測情報を基に紹介し，それらの成り立ちについて物理的な側面から解説する．

また，様々観測手法について紹介し，実際のデータを用いた解析も行う． 

 

This course aims to introduce the atmosphere and plasma around the planet based on the latest observation, along with various 

observation methods. Students engage in the practice by analyzing actual data. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（１．太陽系天体について） 

2. 導入（２．天体大気・プラズマの観測について） 

3. 様々な種類の天体大気（１．地球型大気天体） 

4. 様々な種類の天体大気（２．水星型大気天体） 

5. 惑星とプラズマについて（放射線帯の科学） 

6. 惑星観測の方法（光を用いた観測手法） 

7. 惑星大気・プラズマ観測例の紹介（ひさき衛星について） 

8. 最新の惑星観測研究の紹介（超小型探査について） 

9. 惑星観測ミッションの検討（１．実現可能なミッションについて） 

10. 惑星観測ミッションの検討（２．装置設計） 

11. 天体への大気供給について（１．星間塵と太陽系形成理論） 

12. 天体への大気供給について（２．星間塵の観測手法） 

13. 天体への大気供給について（３．データ解析演習） 

14. 講義まとめ 

 

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

特になし 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加態度(60%)/授業内の小テスト(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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■LA227 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA227／高エネルギー宇宙物理学 

(High Energy Astrophysics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
素過程から理解する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） 
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） 
CB140 宇宙地球系物理学講究９、RA227 高エネルギー宇宙物理学と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

高エネルギー宇宙物理学の基礎の習得を目標とする。 

 

The aim of this lecture is to understand high-energy astrophysical processes.  

 

授業の内容（Course Contents） 

高エネルギー宇宙物理学が扱うエネルギー領域は、光を光子として扱うため、光子の扱いを基礎的な物理学の観点とそれを検

出する方法について紹介する。ブラックホールや銀河団など、現実の例を扱い、理解を深めることを目指す。 

 

The energy range in high energy astrophysics is high so that a photon is treated as a particle. The photon detection and 

detectors are reviewed. Black holes, cluster of galaxies are used to depend the understanding of the high-energy astrophysics.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 宇宙の高エネルギー現象 

2. 宇宙観測の基礎(1) 

3. 宇宙観測の基礎(2) 

4. 放射過程(1) 

5. 放射過程(2) 

6. 銀河団と宇宙の大規模構造 

7. 宇宙精密 X線分光観測 

8. ブラックホール 

9. 粒子加速と非熱的現象 

10. コンパクト天体 

11. 巨大ブラックホール 

12. 高エネルギー天文学の観測および実験技術 

13. 多波長宇宙観測 

14. 相対論的宇宙現象 

 

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、流体力学の予習復習が理解に役立つ。 

 

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)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA301 

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） 
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） 
PHY6800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

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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■LA352 

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） 
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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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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■LA501 

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） 
春学期他(Spring 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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■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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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)） 
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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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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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■LA658 

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） 
春学期他(Spring 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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■LB102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LB102／分析化学応用特論１ 

(Advanced Lecture on Analytical Chemistry1) 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 直樹(SASAKI NAOKI) 

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） 
RB102 分析化学応用特論１と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生体物質の各種分析法の基本原理や特徴，応用例を理解できる。 

 

The goal of this course is to understand basic principles, characteristics, and applications of bioanalytical methods. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 生体物質の構造や機能，性質を調べる上で，或いは試料中の目的物質の同定と定量を行う上で，分析化学的手法は欠くこと

のできない存在となっている。本講義では，種々の生体物質を対象とする分析法について，その基本原理や特徴，応用例を解説

する。 

 具体的にはまず，DNAやタンパク質，細胞などの生体物質の分析法について説明する。次に，マイクロアレイやマイクロ流体デ

バイスなど，最新の分析プラットフォームについて概説し，その後各種分析への応用について個別に説明する。 

 

Analytical chemical methods are indispensable for investigating the structure, function, and properties of biological materials, 

and for identifying and quantifying the desired substances in samples. The aim of this course is to help students acquire basic 

principles, features, and applications of analytical methods for various biological materials. 

To begin with, analysis methods of biological materials such as DNA, protein and cell are explained. Next, the latest analysis 

platform such as microarray and microfluidic device is outlined, and the application to various analysis is individually explained 

afterwards. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 生体分析化学概論 

2. DNA分析(1): PCR 法 

3. DNA分析(2): RCA法 

4. DNAシークエンシング 

5. タンパク質分析 

6. 細胞分析 

7. 細胞・組織染色 

8. バイオイメージング 

9. マイクロアレイ 

10. マイクロ流体デバイス 

11. マイクロ流体デバイスを用いる化学・生化学分析 

12. マイクロ流体デバイスを用いる細胞分析 

13. マイクロ血管モデル 

14. Organ-on-a-Chip 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/小レポート(40%) 

受講生は講義時に毎回小レポートを提出する(40%)。加えて、トピックを一つ選んでレポートを書き、学期末に提出する(60%)。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■LB103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LB103／無機化学基礎特論 

(Lecture on Inorganic Chemistry                                       ) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
結晶無機化学 

担当者名 

（Instructor） 
松下 信之(MATSUSHITA NOBUYUKI) 

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） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

講義の目的は，無機固体物質の結晶構造を理解すること，結晶構造解析の基礎となる結晶学を理解すること，ならびに，結晶構

造に基づいて，無機固体物質の物性について理解することである．そしてそれぞれを説明することが出来る能力を身に着け，さら

には研究に必要な考察する力を養う。 

 

The purpose of this course is for students to understand the crystal structure of inorganic solid materials, the crystallography 

underlying crystal structure andalysis, and the physical properties of inorganic solid materials based on crystal structure. 

Students acquire the ability to explain each of these and develop the necessary thinking power to conduct research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

無機固体の結晶構造を，最密充填構造，その他の基本構造，イオン結晶に分類して，その特徴と関連性について講義する．次

に，結晶構造を解析によって得るための学問的基礎である結晶学を回折学の観点で講義する．最後に，結晶構造から物性を理

解，説明する構造物性の基礎を講義する． 

 

This course is designed to classify crystal structures of inorganic solids into closest-packing structures, other basic structures, 

and ionic crystals and to lecture on their characteristics and relevance. Next, the course lectures on crystallography for 

obtaining crystal structures by analysis from the viewpoint of diffraction. Finally, the course explains the basics of structural 

properties, through which students can understand and explain properties based on crystal structure. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 無機固体の結晶構造（１）最密充填構造 

2. 無機固体の結晶構造（２）基本構造１ 

3. 無機固体の結晶構造（３）基本構造２ 

4. 無機固体の結晶構造（４）イオン結晶１ 

5. 無機固体の結晶構造（５）イオン結晶２ 

6. 結晶学の基礎（１）序 

7. 結晶学の基礎（２）実格子と逆格子 

8. 結晶学の基礎（３）ラウエ群と晶系 

9. 結晶学の基礎（４）回折と逆格子１ 

10. 結晶学の基礎（５）回折と逆格子２ 

11. 結晶学の基礎（６）原子散乱因子，結晶構造因子 

12. 結晶学の基礎（７）電子密度分布，回折強度 

13. 無機固体の構造物性（１）結晶軌道 

14. 無機固体の構造物性（２）バンド構造 

 

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

復習をして内容の理解を深めましょう． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席点(50%)/レポート(複数回)(50%) 

ただし，出席点とは単純に出席すれば与えられる点ではなく，実質的な出席に値する取り組みへの評価点である。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストなし 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LB104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LB104／無機化学応用特論１ 

(Advanced Lecture on Inorganic Chemistry 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

ナノスケールにおける物質化学 

(Nanomaterial Chemistry 1) 

担当者名 

（Instructor） 
根岸 雄一(NEGISHI YUICHI) 

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） 
CHE5590 

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 

RB104 無機化学応用特論１と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This special lecture aims to learn the nanomaterials, which are very important in the nanotechnology. Firstly, we learn the 

importance of the nanomaterials. Then, we learn the history, synthesis methods, and application of the represented 

nanomaterials, such as fullerenes, metal nanoclusters, and supramolecules. In the last lecture, we learn the application of the 

nanomaterials in the field of energy and environmental fields. 

 

授業の内容（Course Contents） 

By the end of this course, the students will be able to deeply know the state-of-the art information on the synthesis and 

application of the nanomaterials. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ナノの背景 

2. ナノスケールでの材料研究と材料操作 

 ・電子顕微鏡法 

 ・走査型プローブ顕微鏡法 

 ・光学顕微鏡法 

 ・X線回折法 

3. フラーレン 

 ・発見 

 ・合成 

 ・内包フラーレンの化学 

4. カーボンナノチューブ 

 ・発見 

 ・合成 

 ・電子構造 

 ・機械的/物理的性質 

5. 自己組織化単分子膜 

 ・金表面の単分子膜 

 ・自己組織化単分子膜の応用例 

6. 気相クラスター 

 ・クラスター形成 

 ・気相クラスターの検出と分析 

 ・クラスターの種類 

 ・クラスターの性質 

7. 半導体量子ドット 

 ・量子ドットの合成 

 ・量子ドットのサイズと性質の相関 

8. 単分子膜保護金属ナノ粒子 

 ・作製法 

 ・評価法 

 ・機能性金属ナノ粒子 

 ・応用 

9. コアシェル型ナノ粒子 

 ・コアシェル型ナノ粒子のタイプ 

 ・評価 

 ・性質 

 ・応用 

10. ナノ生物学 

 ・生体分子とナノ粒子表面の相互作用 
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 ・バイオ―ナノハイブリッドの合成に使用されている各種無機材料 

 ・生物学におけるナノの応用 

 ・ナノバイオテクノロジーの現状 

11. ナノセンサー 

 ・光学的性質に基づくナノセンサー 

 ・電気化学的性質に基づくナノセンサー 

 ・電気化学ナノセンサー 

 ・物理的性質に基づくナノセンサー 

 ・ナノバイオセンサー 

12. ナノ医療 

 ・ナノ医療を発展させているアプローチ 

 ・ナノ薬剤投与のプロトコル 

 ・診断応用におけるナノテクノロジー 

 ・診断と治療に用いられる物質 

13. 分子ナノマシン 

 ・分子モーターと分子ナノマシン 

 ・分子素子 

 ・単一分子素子 

14. ナノサイエンスとナノテクノロジーの社会的意義 

 ・第一次産業革命からナノ革命へ 

 ・ナノサイエンス・ナノテクノロジーと社会の関係 

 ・ナノ政策と制度 

 ・大衆の意識とナノとの関わり 

 

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

特に必要とはしてはいない 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(20%)/授業への参加度(25%)/授業内の小テスト(25%) 

 

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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■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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■LB110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LB110／有機化学応用特論２ 

(Advanced Lecture on Organic Chemistry 2) 

担当者名 

（Instructor） 
森本 正和(MORIMOTO MASAKAZU) 

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） 
RLB110 有機化学応用特論２と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

有機分子の電子励起状態が関わる化学，すなわち有機光化学の特徴を理解し，応用分野に関する知識を身につける。 

 

The purposes of this course are to understand the characteristics of organic photochemistry and to review related scientific 

fields. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学部で学んだ有機化学反応の多くは，基底状態における反応（熱反応）であった。本授業では，光の吸収により生成する電子励

起状態を経由する反応（光反応）など，有機光化学の基礎について講義するとともに，その応用分野を紹介する。まず，有機光化

学の基礎，すなわち電子励起状態の生成と性質，電子励起状態から起こる光物理過程（蛍光・りん光など）と光化学反応，エキシ

マーとエキシプレックス，励起エネルギー移動，光化学実験法などについて講義する。その後，有機光化学の応用的内容を含む

研究トピック，例えば超分子や分子結晶の光化学，可逆的光化学反応であるフォトクロミズム，光機能分子を用いたデバイスの

構築などを取り上げる。最後に，有機光化学に関連する文献紹介発表会を行う。 

 

This course is designed to lecture on organic photochemistry's basics and its adcenaced research topics. The course explains 

the basics of organic photochemistry, such as generation and properties of electronically excited states, photophysical 

processes (e.g., fluorescence, phosphorescence), photochemical reactions, excimers/exciplexes, excitation energy transfer, and 

photochemical experimental methods. Next, the course introduces several research topics on supramolecular photochemistry, 

solid-state photochemistry, photochromism, and photofunctional molecular devices. Finally, the course holds a presentation 

session on the literature related to organic photochemistry. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 有機光化学 

2. 電子励起状態の生成と性質 

3. 蛍光とりん光 

4. エキシマーとエキシプレックス 

5. 無放射過程 

6. 励起エネルギー移動 

7. 光化学反応 

8. 光化学実験法 

9. 超分子・分子結晶の光化学 

10. フォトクロミズム，光機能分子デバイス 

11. まとめ（１） 

12. 文献紹介（１） 

13. 文献紹介（２） 

14. まとめ（2） 

 

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

自分の専門分野内外の学術論文に興味を持ち，それらを検索・収集・閲覧することを，研究生活の習慣の 1 つとして定着させる。

授業中に学習した内容を各自で復習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内の小テスト(30%)/レポート（35%×2 回）(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Barltrop, Coyle. 1975 年. Excited States in Organic Chemistry. John Wiley & Sons (ISBN:0471049956) 

2. Turro, Ramamurthy, Scaiano. 2009 年. Principles of Molecular Photochemistry: An Introduction. University Science Books 
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(ISBN:9781891389573) 

その他，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・プリント資料・視覚教材（スクリーン投影）を用いる。 

文献紹介発表会について授業中に講評を行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■LB139 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LB139／有機化学応用特論３ 

(Advanced Lecture on Organic Chemistry 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
[遷移金属を活用する有機化学反応] 

担当者名 

（Instructor） 
熊谷 直哉(KUMAGAI NAOYA) 

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） 
RLB139 有機化学応用特論３と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

有機金属化学の基礎を習得し, 反応化学に応用するための思考法を養う。有機金属化合物の反応性, 構造特性, および触媒機

能を理解し，それらが化学産業・医薬品合成にどのように応用されているかを理解する。 

 

This course aims to provide students with in-depth understanding of the basics in organometallic chemistry. For students to 

learn their wide applicability in the chemical industry and medicinal chemistry, unique reactivity, structure, and function of 

organometallic compounds will be covered.  

 

授業の内容（Course Contents） 

有機金属化学は有機化学と無機化学の境界領域の研究分野であり，比較的新しい学問領域である。しかしながら，有機金属化

学は合成化学において今やなくてはならない存在であり，様々な有用化学物質の創製に広く貢献している。これから有機合成化

学を志すものにとって，有機金属化学は避けては通れない道である。 

本講義では，有機金属化合物を典型金属化合物と遷移金属化合物に分類し，それぞれの合成・構造およびその反応性を解説す

る。金属化合物を理解する上で根幹となる概念を概説し，個々の金属化合物の構造特性・代表的な化学的特性を概観する。ま

た，習得した基礎知識をもとに, 触媒反応を反応機構も含めて包括的に理解する。学習した内容が実際の工業生産や有機合成

化学の発展にどのように寄与してきたかを紹介しつつ講義を進める。 

 

Organometallic chemistry is an interdisciplinary field between organic and inorganic chemistry. Since organometallic compounds 

exhibit unique and otherwise unattainable chemical properties in synthetic chemistry, this class of compounds is indispensable 

in modern and fine chemical synthesis. Thus, this course aims to cover chemistry of typical- and transition-metal elements and 

their complexes with organic compounds. The course also introduces fundamentals for understanding the structure and 

reactivity of organometallic compounds, along with their specific applications in stoichiometric and catalytic chemical 

transformations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 有機金属化学の概略 

2. 典型有機金属化合物: 構造と反応－１（1 族，2 族） 

3. 典型有機金属化合物: 構造と反応－２（13 族） 

4. 典型有機金属化合物: 構造と反応－３（13 族，14 族） 

5. 遷移金属錯体の基礎－１（構造） 

6. 遷移金属錯体の基礎－２（基本的な錯体素反応） 

7. 遷移金属錯体の反応形式－１ 

8. 遷移金属錯体の反応形式－２ 

9. 遷移金属錯体の反応形式－３ 

10. 遷移金属錯体を用いる合成反応－１（遷移金属を用いる炭素－炭素結合形成反応） 

11. 遷移金属錯体を用いる合成反応－２（遷移金属を用いる炭素－炭素結合形成反応） 

12. 遷移金属錯体を用いる合成反応－３（遷移金属を用いる炭素－炭素結合形成反応） 

13. 有機金属触媒を用いた不斉触媒反応 

14. 各論の補足的事項 

 

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

典型元素が関与する基本的有機化学反応に習熟していることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業内小テスト(40%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (出席時の小テスト 40%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 野依良治 他、2019、『大学院講義有機化学 第 2 版  I  分子構造と反応・有機金属化学』、東京化学同人 

(ISBN:9784807908202) 

2. 辻二郎、2008、『有機合成のための遷移金属触媒反応』、東京化学同人 (ISBN:480790681X) 

3. László Kürti, Barbara Czakó,. 2005. Strategic Application of Named Reactions in Organic Synthesis. Elsevier Academic Press 

(ISBN:0124297854) 

4. Louis S. Hegedus,. 2009. Transition Metals in the Synthesis of Complex Organic Molecules. University Science Book 

(ISBN:1891389599) 

 

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 Chemistry) 

担当者名 

（Instructor） 

三井 正明(MITSUI MASAAKI) 

望月 祐志(MOCHIZUKI YUJI) 

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）の相互作用について理解を深める。 

 

Students will deepen their understanding about molecular electronic states and interactions between molecules and light (i.e. 

electromagnetic waves) based on quantum theory. 

 

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）。後半部は，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。 

 

In the first half, the lecturer will explain several molecular orbital methods constituting an important core component of modern 

computational chemistry, and introduce realistic examples of application (including recent topics such as machine learning and 

quantum computing). In the latter half, the lecturer will examine the interaction of molecules and light at the standpoints of both 

classical mechanics and quantum mechanics, leading the students to theoretical understandings of molecular light absorption 

and emission processes.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 分子軌道理論の概説 

2. 現代の分子軌道法１－並列処理、高精度計算、励起状態 

3. 現代の分子軌道法２－密度汎関数法、相対論効果 

4. 現代の分子軌道法３－新しい流れ（機械学習、量子コンピュータなど） 

5. 分子軌道計算の応用１－分光定数 

6. 分子軌道計算の応用２－化学反応  

7. 分子軌道計算の応用３－巨大系と凝集系 

8. 量子論の基礎１ 

9. 量子論の基礎２  

10. 量子力学的トンネル運動１ 

11. 量子力学的トンネル運動２ 

12. 時間に依存しない摂動論１ 

13. 時間に依存しない摂動論２ 

14. 時間に依存する摂動論 

 

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。後半部では，量子論の復習をしておくこと。全体とし

て，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） 

前半部は毎回リアクションペーパーの提出を求め、2 回のレポートと 合わせて評価する，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。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■LB142 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LB142／物理化学応用特論２ 

(Advanced Lecture on Physical Chemistry 2) 

担当者名 

（Instructor） 
永野 修作(NAGANO SHUSAKU) 

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） 
RB142 物理化学応用特論２と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

コロイド化学、界面科学、高分子化学を基盤とした、ソフトマテリアル（界面活性分子、液晶や高分子）集合体の振る舞いとその機

能を学ぶ。 

 

In this course, students study the behavior and functions of soft materials (surfactants, liquid crystals and polymers) based on 

colloid chemistry, interface science and polymer chemistry.  

 

授業の内容（Course Contents） 

高分子、液晶、ゲル、分子膜等のソフトマテリアルは、強い協同作用を発現するため、基礎・実用の両面にわたり極めて魅力的な

組織構造や材料システムを構築できる。これらを設計するうえで、分子組織に関る化学の理解は必須である。本講義では、コロイ

ド・界面科学を基盤として、分子や高分子の集合体の振る舞い、その組織化手法、構造・特性、速度論、機能（主に光機能）等に

ついて論ずる。基礎的な項目と最新の研究動向との関連性を常に意識して講義を進める予定である。 

 

Soft matter (soft materials) such as polymers, liquid crystals, gels, and molecular films exhibit strong synergistic effects and 

provides fascinating molecular organized structures and material systems in both basic science and practical applications. For 

designing the soft mater, understanding chemistry on the molecular organization is essential. In this class, students study the 

behavior of molecular and macromolecular aggregates based on colloid/interface science, organization process, structures, 

properties, functions (mainly photofunctions), etc. The class will cover the basics and the latest research topics on molecular 

organizations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 分子組織化学とは（ソフトマテリアルの協同性と階層構造）  

2. 分子間力と界面化学の基礎 

3. Langmuir-Blodgett膜とその機能 

4. 自己集合単分子膜 とその機能 

5. 液晶と歴史 

6. 液晶材料とその機能（サーモトロピック液晶、リオトロピック液晶） 

7. 分子組織と配向手法 

8. 分子組織体の配向構造解析手法 

9. 高分子化学の基礎 

10. 機能性高分子 

11. 高分子の自己集合構造と分子配向制御 

12. ミクロ相分離構造と配向制御 

13. 薄膜表面からの高分子配向制御 

14. 粒子集積と機能 

 

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

有機化学、物理化学、高分子合成化学、高分子物理化学、界面科学、光化学等バックグラウンドとなる化学分野を復習しておくこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/毎回の授業の演習問題（5 点×14 回）(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし、必要に応じてプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. J.N.イスラエルアチヴィリ、2013、『分子間力と表面力 第 3 版』、朝倉書店 

2. Hans-Jurgen Butt, Karlheinz Graf, Michael Kappl、2016、『界面の物理と化学』、丸善 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LB146 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LB146／物理化学応用特論３ 

(Advanced Lecture on Physical Chemistry 3) 

担当者名 

（Instructor） 
枝元 一之(EDAMOTO KAZUYUKI) 

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） 
CHE5290 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
RB146 物理化学応用特論３と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

固体の物性を統一的に理解し，物質の持つ多様な機能性の起源を理解することを目標とする。 

 

This course aims to provide the comprehensive understanding about solids' physical properties necessary for understanding the 

origins of a variety of solids' functionalities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

固体の示す物性の多くは，固体中の電子の状態により決まる。本講義では，固体の電子状態の理論を述べ，それを基に電気伝

導性と光学的性質を統一的に説明する。また，化学的に興味深い固体表面の電子状態と反応性について述べる。 

 

Many physical properties of solids are determined by electronic structures in solids. This course aims to explain theories of 

electronic structures in solids and to discuss electrical conduction and optical properties of solids on the basis of the theories. 

Additionally, the course discusses electronic structures and reactivities of surfaces, interesting especially from a chemical 

viewpoint. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 結晶の構造（単位格子の概念、逆格子） 

2. 一次元原子鎖の電子状態（強結合法） 

3. 一次元原子鎖の電子状態（自由電子近似） 

4. 二次元結晶のバンド構造と状態密度（グラフェンにおけるディラックコーン） 

5. 半導体（pn 接合、光起電力） 

6. 電気伝導性（オームの法則、光伝導性、巨大磁気抵抗） 

7. 電子気体モデル（プラズモン、トーマス・フェルミ遮蔽、プラズモニクス） 

8. 固体の光学的性質（エキシトン、F-中心、透明電極） 

9. 固体電子状態の測定法（光電子分光、逆光電子分光） 

10. 固体電子状態の測定法（光吸収分光、X線発光分光） 

11. 反磁性と常磁性（スピンの本質、超伝導におけるマイスナー効果） 

12. 強磁性と反強磁性（キュリー・ワイスの法則、スピントロニクス） 

13. 結晶表面の構造と電子状態（表面緩和と表面再構成、表面準位） 

14. 結晶表面の反応性（LH 機構と ER 機構） 

 

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が望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

数次のレポート(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. P. A. Cox、2001、『固体の電子構造と化学』、技報堂出版 (ISBN:4-7655-0371-2) 

2. C. Kittel、2012、『固体物理学入門（上）』、丸善 (ISBN:978-4-621-07653-8) 

3. C. Kittel、2012、『固体物理学入門（下）』、丸善 (ISBN:978-4-621-07654-5) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LB151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LB151／特別講義 １ 

(Special Lecture 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
有機典型元素化合物の合成，構造，性質 

担当者名 

（Instructor） 
石井 昭彦(ISHII AKIHIKO) 

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 

RB151 特別講義１と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

高周期典型元素を含む不飽和結合や超原子価典型元素などを有する典型元素化合物の合成，構造，化学的および物理的性質

について学び，典型元素化合物（ヘテロ原子化合物）の特徴を理解する。 

 

The purposes of this course are to learn syntheses, structures, and chemical and physical properties of compounds, for 

example, with unsaturated bonds formed by heavy main group element(s) or hypervalent main group elements in the structure 

and to understand the nature of main group element compounds (heteroatom compounds). 

 

授業の内容（Course Contents） 

典型元素化合物の基本的な性質を説明しながら，高周期典型元素を含む不飽和結合を有する化合物や超原子価典型元素を有

する化合物など，典型元素化合物に特徴的な構造を有する化合物の合成，構造，および性質について概観し，典型元素が形成

する化学結合の特徴について論ずる。また，特徴的な物性（特に光物性）を発現する典型元素化合物について紹介する。 

 

The purposes of this course include (1) introduction of basic properties of main group element compounds; (2) overview of the 

syntheses, structures, and properties of compounds with characteristic structures such as unsaturated bonds formed by heavy 

main group element(s) or hypervalent main group elements; (3) discussion on  characteristics of chemical bonds formed by 

main group elements; and, in addition, (4) introduction of main group element compounds exhibiting characteristic physical 

properties, especially optical properties. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序：有機典型元素化合物の紹介 

2. 高周期典型元素を含む不飽和結合を有する典型元素化合物の合成，構造，性質（１） 

3. 高周期典型元素を含む不飽和結合を有する典型元素化合物の合成，構造，性質（２） 

4. 高周期典型元素を含む不飽和結合を有する典型元素化合物の合成，構造，性質（３） 

5. 高周期典型元素を含む不飽和結合を有する典型元素化合物の合成，構造，性質（４） 

6. 超原子価典型元素を含む典型元素化合物の合成，構造，性質（１） 

7. 超原子価典型元素を含む典型元素化合物の合成，構造，性質（２） 

8. 超原子価典型元素を含む典型元素化合物の合成，構造，性質（３） 

9. 超原子価典型元素を含む典型元素化合物の合成，構造，性質（４） 

10. その他の特徴的な構造を有する典型元素化合物の合成，構造，性質（１） 

11. その他の特徴的な構造を有する典型元素化合物の合成，構造，性質（２） 

12. 典型元素が形成する化学結合の特徴のまとめ 

13. 特徴的な物性（特に光物性）を発現する典型元素化合物（１） 

14. 特徴的な物性（特に光物性）を発現する典型元素化合物（２） 

 

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の原著論文を読み，より一層理解を深めること。 

 

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) 

2. 秋葉欽哉、2008、『有機典型元素化学』、講談社サイエンティフィク (ISBN:978-4-06-154337-9) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LB154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LB154／特別講義 ４ 

(Special Lecture 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

分子認識と超分子（前半） 

両親媒性分子の化学（後半） 

担当者名 

（Instructor） 

早下 隆士(HAYASHITA TAKASHI) 

豊田 太郎(TOYOTA TARO) 

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） 
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 

RB154 特別講義４と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義の前半では、最先端の分子認識化学および超分子化学に関する基礎と応用を理解し、分析化学研究に必要な基礎知識

を身につけることを目標とする。後半では、水にも油にも可溶な両親媒性分子が水中でつくる自己集合体に着目した最先端の分

析化学研究の基礎と応用を理解し、身につけることを目標とする。 

 

The purposes of this course, in its first half, are for students to understand the fundamentals and applications of modern 

molecular recognition chemistry and to acquire basic knowledge necessary for analytical chemistry research. The purpose of 

the second half of the course is for students to learn fundamentals and applications for modern analytical chemistry on 

molecular assembly of amphiphile (molecules soluble in both water and oil). 

 

授業の内容（Course Contents） 

分析化学は、分離と計測の学問である。本講義の前半では最先端の分子認識化学および超分子化学の基礎と応用について解

説し、分析化学研究の中の分析試薬および化学センサーの設計に関する基礎知識を習得する。受講者は、講義を理解した上で

最先端の分子認識化学、超分子化学に関わる分析試薬、化学センサーの研究を調査し、そのレポートを報告する。本講義の後

半では、両親媒性分子の性質およびミセルやベシクルなどの自己集合体について解説し、それに基づいた最先端の分析化学研

究の基礎知識を習得する。受講者は、講義内容について講義ごとに具体例を含む小課題に取り組み、それをレポートとしてまと

める。 

 

Analytical chemistry is the science of separation and sensing. The course's first half aims to explain the basics and applications 

of modern molecular recognition chemistry and supramolecular chemistry and to help students acquire basic knowledge on the 

design of analytical reagents and chemical sensors in analytical chemistry research. Students study research papers on modern 

molecular recognition chemistry and analytical reagents related to supramolecular chemistry and chemical sensors after 

understanding the lecture and summarizing a paper. The course's second half aims to explain fundamentals and applications of 

amphiphiles and their self-assembly. Students are required to have basic knowledge of modern analytical chemistry. After 

understanding the lecture and using amphiphiles, they summarize the report on examples and practices in the modern analytical 

chemistry of amphiphiles and their self-assembly. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義の進め方、評価方法の説明、先端分離分析研究の紹介を行う。 

2. クラウンエーテル化合物の発見と分子認識化学の解説を行う。 

3. カリックスアレーン化合物、およびスフェランド化合物の設計と応用に関する解説を行う。 

4. シクロデキストリン化学の基礎と応用に関する解説を行う。 

5. 分子認識と超分子に基づく最先端研究の紹介を行う。 

6. 分子認識、超分子化学に基づく分析試薬、化学センサーに関する文献調査と発表、レポート作成を行う。（輪講形式） 

7. 分子認識、超分子化学に基づく分析試薬、化学センサーに関する文献調査と発表、レポート作成を行う。（輪講形式） 

8. 両親媒性分子とその性質に関する解説を行う。 

9. 両親媒性分子が形成する自己集合体に関する解説を行う。小課題についてレポートをまとめる。 

10. 両親媒性分子が形成する界面を利用した分析化学の基礎と応用を解説する。 

11. 脂質二分子膜とベシクルを利用した分析化学の基礎と応用を解説する。小課題についてレポートをまとめる。 

12. ベシクルを基盤とする人工細胞の基礎と応用に関する解説を行う。 

13. ベシクルを基盤とする人工細胞の最先端の研究の紹介を行う。 

14. ベシクルを基盤とする人工細胞の最先端の研究の紹介を行う。小課題についてレポートをまとめる。 

 

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)(20%)/講義内での発表（講義前半）(20%)/授業への参加度（講義前半）(20%)/講義内でのレポート提出
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（講義後半）(20%)/授業への参加度（講義後半）(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 早下隆士・築部 浩、2007、『分子認識と超分子』、三共出版 (ISBN:978-4-7827-0548-3) 

2. 北原文雄、1994、『界面・コロイド化学の基礎』、講談社サイエンティフィック (ISBN:978-4-06-153360-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LB157 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LB157／特別講義 ７ 

(Special Lecture 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
X線吸収分光法の基礎と応用/機能性材料の構造解析 

担当者名 

（Instructor） 
山添 誠司(YAMAZOE SEIJI) 

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） 
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 

RB157 特別講義７と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では X線吸収分光法および機能性材料（特にクラスター）の基礎知識とその応用に関する知見の習得を目標にする．応

用では，実際の研究例を交えながら，X線吸収分光法から得られる機能性材料の電子状態や局所構造を使った機能発現機構

解明に関する知見の習得を目指す． 

 

授業の内容（Course Contents） 

X 線吸収分光法は材料の電子状態，局所構造に関する情報を元素選択的に得ることができるため，固体や溶液中の金属錯体，

クラスター，無機固体材料の構造を知る上で強力な解析手法である．本講義では，X線吸収分光法の基礎と応用，機能性材料

（金属錯体，クラスター，固体材料）の基礎と物性について解説するとともに，X線吸収分光法を用いた機能性材料の研究につい

て紹介する． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. X線吸収分光法の歴史・放射光施設 

2. X線吸収分光法の基礎：XANES 

3. X線吸収分光法の基礎：EXAFS 

4. XAFS測定法 

5. XAFS解析 

6. 機能性材料の化学：金属錯体 

7. 機能性材料の化学：バルク材料 

8. 機能性材料の化学：クラスター 

9. 機能性材料の化学：金属クラスター 

10. 機能性材料の化学：金属酸化物クラスター 

11. X線吸収分光法を用いた錯体触媒の解析 

12. X線吸収分光法を用いた金属クラスターの解析 

13. X線吸収分光法を用いた金属酸化物クラスターの解析 

14. X線吸収分光法を用いたバルク材料の解析 

 

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

テキストを参考に X線吸収分光法に関する予習をしておくこと． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト(60%)/レポート(40%) 

小テストは各講義日の最後に実施します（計 3 回）． 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 日本 XAFS研究会、2017、『XAFS の基礎と応用』、講談社 (ISBN:978-4-06-153295-3) 

2. 近藤保，市橋正彦、2010、『クラスター入門』、裳華房 (ISBN:978-4-7853-2916-7) 

3. A.R. ウエスト、2016、『ウエスト固体化学 基礎と応用』、講談社 (ISBN:978-4-06-154390-4) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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 

 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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 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．英語アカデミックプレゼンテーションとは． 

2. 化学英語特有の文法 

3. 論文読解 

4. 中間試験 

5. 研究内容を３分で発表する（日本語） 

6. 研究内容を３分で発表する（英語） 

7. 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. 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リハーサル 

11. 国際会議を想定した英語プレゼンテーション（１） 

12. 国際会議を想定した英語プレゼンテーション（２） 

13. 国際会議を想定した英語プレゼンテーション（３） 

14. 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(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。 
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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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■LB160 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LB160／物理化学応用特論４ 

(Advanced Lecture on Physical Chemistry 4) 

担当者名 

（Instructor） 

望月 祐志(MOCHIZUKI YUJI) 

安池 智一(YASUIKE TOMOKAZU) 

都築 誠二(TSUZUKI SEIJI) 

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） 
CHE5690 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
RB160 物理化学応用特論４と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

量子化学・計算化学の理論と実装，さらに応用事例を学ぶ。 

 

The purpose of this course is for students to learn theories, implementations, and applications of theoretical and computational 

chemistry. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半では，量子化学の代表手法である分子軌道法について，最新の理論と高速化の技法までを概説する。また後半では，例示

的な応用計算について紹介する（特に分子間相互作用解析に力点を置く）。この授業は計算と実験とのインタープレイを知る機会

になるとも思われる。 

 

In its first half, this course aims to review the molecular orbital method as a representative framework of quantum chemistry, 

from fundamentals (say, basic equations) to modern technologies (including high-speed processing). In its latter half, the course 

aims to introduce illustrative applications, especially on molecular interactions. Several examples of interplay between 

experiments and calculations are provided. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ハートリーフォック法： 平均場近似、自己無撞着場 （望月） 

2. 電子相関理論１： 配置間相互作用(CI)と多体摂動論(MBPT) （望月） 

3. 電子相関理論２： 結合クラスター展開(CC)と直接距離依存法(F12） （望月） 

4. 密度汎関数法： 各種汎関数の紹介と精度(B3LYPや B97D など) （望月） 

5. 基底関数： Pople 系基底と Dunning 系基底 （望月） 

6. エネルギー微分と応答理論： 解析的微分と分子構造最適化，励起エネルギーや物性値 （望月）  

7. 計算の高速化： 行列積型アルゴリズム、並列分散処理、ファイル無処理  （望月） 

8. 相互作用解析１： 分子間相互作用の種類と計算方法（超分子法と基底関数重ね合わせ誤差） （都築） 

9. 相互作用解析２： 分子間相互作用の計算精度：基底関数系と電子相関の補正法の影響 （都築） 

10. 相互作用解析３： 種々の分子間相互作用の解析（π/π、CH/π 相互作用、水素結合、ハロゲン結合など） （都築） 

11. 応用編１：光と分子の相互作用（いくつかの特徴的な励起状態） （安池） 

12. 応用編２：大域的ポテンシャル面の構築法（静的・動的電子相関と多参照電子相関理論） （安池） 

13. 応用編３：波動関数のさまざまな解析法（自然軌道，NTO, NBO，集団性指標） （安池） 

14. まとめと補足(QM/MM や FMO) （望月） 

 

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

前半の内容では数式を使った解説が多くなるので，適切に理解するには自習が必要となるかもしれない。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回、リアクションペーパーの提出を求める。また、授業中に複数回のレポート提出を課す。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

テキストは特に指定しないが，学部で「分子軌道論」を履修した学生は適宜復習することを薦める。なお，資料や論文などの配付

も行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■LB162 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LB162／特別講義１０ 

(Special Lecture 10) 

担当者名 

（Instructor） 
箕浦 真生(MINOURA MAO)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） 

スケジュール等は以下の URLより確認すること。 

http://s.rikkyo.ac.jp/7508dfc 

 

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. 松本 剛昭：「レーザー分光と多変量解析の融合によるクラスター科学」（１） 

2. 松本 剛昭：「レーザー分光と多変量解析の融合によるクラスター科学」（２） 

3. 松本 剛昭：「レーザー分光と多変量解析の融合によるクラスター科学」（３） 

4. 土岐 将太郎：「企業(製造業や研究職)で働くとは」（１） 

5. 土岐 将太郎：「企業(製造業や研究職)で働くとは」（２） 

6. 宮野 博：「アミノ酸のもつ無限の可能性の追求」（１） 

7. 宮野 博：「アミノ酸のもつ無限の可能性の追求」（２） 

8. 宮野 博：「アミノ酸のもつ無限の可能性の追求」（３） 

9. 貞清 正彰：「結晶性多孔体を利用した新たな固体イオニクス材料」（１） 

10. 貞清 正彰：「結晶性多孔体を利用した新たな固体イオニクス材料」（２） 

11. 湊 雄一郎：「みんなの量子コンピュータ」（１） 

12. 湊 雄一郎：「みんなの量子コンピュータ」（２） 

13. 中村 貴志：「超分子金属錯体の構築法と機能」（１） 

14. 中村 貴志：「超分子金属錯体の構築法と機能」（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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■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） 
 

 

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） 
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■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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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） 
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■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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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） 

 

 

  



 - 90 - 

■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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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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■LC001 

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） 
春学期他(Spring 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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■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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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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■LC147 

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） 
CA191 代数学諸論１、RC147 代数学特論１と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

可換環論の基礎を学ぶ。可換環の定義や基本的性質を学んだ後，具体例として次数付き環を講義し，可換環論のより深い理解

を目指す。 

 

The purpose of this course is for students to learn the basics of commutative algebra. After students learn the definition and 

basic properties of commutative rings, the course explains specific examples of graded rings to facilitate students' deeper 

understanding of commutative algebra. 

 

授業の内容（Course Contents） 

可換環論は多様体や組合せ論などの他分野と深い関わりがあり，今日までに多くの研究結果があり，今なお盛んに研究されて

いる分野である。本講義では，前半で可換環に関する定義や性質を講義した後，後半では組合せ論的可換環をテーマとし，具体

的な例をいくつか挙げて環の性質について解説する。  

 

Commutative algebra has a deep relationship with other fields such as manifolds and combinatorics. The field is actively 

researched and has produced many recent  findings. In its first half, this course aims to lecture on the definition and properties 

of commutative rings. In its latter half, the course aims to cover combinatorial commutative rings, and their properties are 

described through concrete examples.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 環の定義 

2. 環準同型写像 

3. イデアル，剰余環 

4. 加群の定義とその性質 

5. 加群の準同型写像 

6. 加群の系列，完全列 

7. 加群のテンソル積 

8. イデアルの準素イデアルへの分解(1) 

9. イデアルの準素イデアルへの分解(2) 

10. ネーター環と準素分解 

11. 次数付き環と次数付き加群 

12. 半群環の定義およびその性質(1) 

13. 半群環の定義およびその性質(2) 

14. まとめ 

 

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」を予備知識とする。特に，ベクトル空間については既知とし，話を進めていく。また，「代数学 1」は履修中，ある

いは履修済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)） 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 98 - 

■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） 
CA192 代数学諸論２、RC148 代数学特論２と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

可換環，特に次数付き環について学ぶ。具体的にスタンレー・ライスナー環やトーリック環など組合せ論と深い関わりのある環に

ついて講義し，次数付き環の理解を深める。 

 

The purpose of this course is to teach students about commutative rings, especially graded rings. To deepen students' 

understanding of graded rings, the course specifically addresses rings with deep connections to combination theory such as 

Stanley–Reisner rings and Toric rings. 

 

授業の内容（Course Contents） 

組合せ論的可換環における環論的性質と組み合わせ論的構造には深い関わりがある。本講義では，前半では，イデアルのグレ

ブナー基底や環のヒルベルト関数の定義や基本的性質を講義した後，後半ではスタンレー・ライスナー環やトーリック環などを対

象に，グレブナー基底やヒルベルト関数と組み合わせ論的構造の関係性について解説する。 

 

There is a deep relationship between ring-theoretic properties and combinatorial structures of combinatorial commutative rings. 

In its  first half, this course aims to lecture  on the basic properties of the Gröbner basis of the ideal and Hilbert ring 

functions. In its latter half, it explains the relationship between the Gröbner basis and the Hilbert function as well as the 

combinatorial structure of Stanley–Reisner rings and Toric rings. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 多項式環とイデアル 

2. 単項式順序，多変数多項式の割り算 

3. イデアルのグレブナー基底(1) 

4. イデアルのグレブナー基底(2) 

5. 次数付き環のヒルベルト関数(1) 

6. 次数付き環のヒルベルト関数(2) 

7. 単体的複体とスタンレー・ライスナー環(1) 

8. 単体的複体とスタンレー・ライスナー環(2) 

9. トーリック環とトーリックイデアル(1) 

10. トーリック環とトーリックイデアル(2) 

11. 整凸多面体の定義 

12. 整凸多面体のエルハート多項式とエルハート環(1) 

13. 整凸多面体のエルハート多項式とエルハート環(2) 

14. まとめ 

 

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） 
測度論および確率論 

担当者名 

（Instructor） 
小山 民雄(KOYAMA TAMIO) 

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） 
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 

 

授業の目標（Course Objectives） 

測度論における単調収束定理と優収束定理を理解すること。および、確率論の基礎的な結果である大数の法則と中心極限定理

を理解する。 

 

 

The purposes of this course are for students to (1) understand the monotone convergence theorem and the dominated 

convergence theorem within the measure theory; (2) understand the laws of large numbers and the central limit theorem that 

are fundamental results of probability theory. 

 

授業の内容（Course Contents） 

測度論と確率論の基礎について解説する。 

 

測度論では、面積や体積などの概念が測度として数学的に定式化されることについて述べる。完全加法族、可測空間、測度など

の概念を導入し、それら基本的な性質について紹介し、最も基礎的な測度の例であるルベーグ測度について解説する。また、可

測関数に対する積分を定義し、基礎的な性質について紹介する。 

 

確率論では、コイン投げを始めとした不確実性を持つ現象について、その数学的取り扱いを解説する。確率変数、期待値、独立

性などの確率に関係する諸概念が、測度論の概念を用いて定式化されることを述べる。このような定式化の下で記述される数学

的な結果、Borel-Cantelli の補題、Kolmogorov の 0-1 法則などを解説する。また、特性関数や確率変数の収束についても紹介す

る。最終的には、大数の法則と中心極限定理を理解することを目標とする。 

 

This course is designed to cover the basic concepts of  measure theory and probability theory. In measure theory, the course 

formulates notions such as area and volume as measures. Also introduced are Sigma-algebra, measurable spaces, and 

measures, with their basic properties explained. The course introduces the Lebesgue measure, which is the most basic example 

of a measure, and also defines integrals for measurable functions along with their basic properties. In probability theory, the 

course explains mathematical treatment of random phenomena such as coin tossing. It also describes that concepts related to 

probabilities, such as random variables, expected values, and independence, are formulated using notions of the measure theory. 

The course further covers the Borel–Cantelli's lemma and Kolmogorov's 0–1 law, which are mathematical results described 

under such a formulation, and, finally, the characteristic functions and convergence of random variables. Ultimately, the purpose 

of this course is for students to understand the laws of large numbers and the central limit theorem. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 完全化法族、可測空間、測度 

2. 乗法族、Dynkin 族、測度の一致に関する定理 

3. 測度の構成方法 

4. 可測写像とその基本的な性質 

5. 可測関数の積分 

6. 積分に関する収束定理 

7. 積分の順序交換 

8. 確率空間 

9. 確率変数 

10. 独立性 

11. 確率変数の収束 

12. 大数の法則 

13. 特性関数 

14. 中心極限定理 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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授業ノートの整理、問題演習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

問題演習 15%×4 回(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

【変更前】レポート試験 70％,平常点 30 ％ (レポート(30%)) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. D.ウィリアムズ、2004、『マルチンゲールによる確率論』、培風館 (ISBN:4563008850) 

2. 伊藤清、1991、『確率論』、岩波書店 (ISBN:400007816X) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

8/20 (木), 8/21(金) 各日 8:50〜17:00 教室：A201 

8/24(月)8:50〜17:00,8/25(火) 8:50〜12:25 教室：5305 
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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） 
確率モデルとサンプリング 

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） 

離散確率モデルからのサンプリングとそのアルゴリズムについて知る。 

 

This course is on sampling from discrete stochastic models and their algorithms. 

 

授業の内容（Course Contents） 

グラフィカルモデルや整数分割を例に、マルコフ連鎖モンテカルロなどのサンプリングのアルゴリズムについて説明し、それらへ

の対称函数、確率過程のカップリング、計算代数の応用について紹介する。 

 

Exemplified with graphical models and integer partitions, algorithms for sampling, such as Markov chain Monte Carlo, will be 

explained. Then, applications of symmetric functions, coupling of stochastic processes, and computational algebra to them will 

be introduced. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序 

2. 分割表 

3. グラフィカルモデル 

4. グラフィカルモデル（続き） 

5. 対称群の表現 

6. 対称群の表現（続き） 

7. ランダムヤング図形 

8. カップリング 

9. 計算代数の準備 

10. マルコフ連鎖モンテカルロ 

11. マルコフ基底 

12. Coupling from the past 

13. 超幾何系とサンプリング 

14. まとめ 

 

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

演習問題を解く。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Diaconis. 1988. Group Representations in Probability and Statistics. IMS (ISBN:978-0-940-60014-0) 

2. Lauritzen. 1996. Graphical Models. Oxford (ISBN:978-0198522195) 

3. Levin et al.. 2008. Markov Chains and Mixing Times. AMS (ISBN:978-0821847398) 

4. Mano. 2018. Partitions, Hypergeometric Systems, and Dirichlet Processes in Statistics. Springer (ISBN:978-4-431-55888-0) 

5. Pitman. 2006. Combinatorial Stochastic Processes. Springer (ISBN:978-3-540-30990-1) 

6. 日比チーム、2011、『グレブナー道場』、共立出版 (ISBN:978-4-320-01976-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■LC172 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LC172／応用数学特論 ２ 

(Special Lecture on Applied Mathematics 2) 

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 応用数学特論３、RC172応用数学特論２と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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。さらに，応用

例を通して，それら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，様々な結果を紹介する。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，周遊性（オイラーグラフ、ハミルトングラフ），有向グラフと弦グラフ、区間グラフ等の交

差グラフである。 

 

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. 比較可能グラフと置換グラフについて 

11. 弦グラフについて 

12. 区間グラフについて 

13. 区間グラウの応用について 

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） 

課題レポート（20％×4）(80%)/小テスト(20%) 

2020.6.3 付変更【変更前】平常点 100％ (中間テスト 40% 、レポート 10％×2 回 20% 、最終テスト 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） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LC175 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LC175／数学特論 １ 

(Special Lecture on Mathematics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代ギリシアの数学 

担当者名 

（Instructor） 
中根 美知代(NAKANE MICHIYO) 

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） 
MAT6090 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
CA211 数学諸論３、RC175 数学特論１と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 今日学んでいる数学の起源は，古代ギリシアにあるとしばしばいわれる。古代ギリシアでは，どのような問題意識のもとで，どの

ような成果が得られたのかを学ぶことにより，数学の本質とは何かを考える機会とする。また，数学史の基礎的な事項もあわせて

学び，数学史に取り組むための素養を身につける。 

 

Because we often regard ancient Greece as the birthplace of mathematics, the purpose of this course is to consider the nature 

of mathematics by introducing students to Greek mathematics. Through this course, students also obtain fundamental 

knowledge of the history of mathematics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 古代ギリシア（紀元前 400 年頃から紀元後 500 年頃）でなされた数学上の成果を概観する。そこでは，数や図形に関するさまざ

まな性質が発見されたこと，それを可能ならしめた高度な数学的な技法が開発されたことのみならず，哲学や国家のあり方と密

接に結びついた形で数学が取り組まれていた。さらに、1900 年頃までに、ギリシアの成果がどのように発展させられていったかに

ついても言及する。中学校・高等学校の教員として知っておきたい数学史的な事柄は，特に重点を置いてとりあげる。 

 

This course aims to provide an overview of mathematical products obtained in ancient Greece (400 B.C.–500 A.D.), where 

mathematicians discussed high-level theories of numbers and geometry via philosophical considerations. Development of Greek 

ideas until about 1900 are also discussed. The course aims to highlight the history of mathematics required for junior and senior 

high school teachers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 数学史におけるギリシア数学の位置づけ 

2. ピュタゴラス学派と数学 

3. プラトンの数学観と数学教育 

4. アリストテレスの数学への寄与 

5. 三大作図問題 

6. ユークリッドと『原論』（その 1） 

7. ユークリッドと『原論』（その 2） 

8. ユークリッドと『原論』（その 3） 

9. アルキメデスの成果とその手法（その 1） 

10. アルキメデスの成果とその手法（その 2） 

11. アポロニオスの『円錐曲線論』 

12. ディオパントスの『数論』をめぐって 

13. パッポス『集成』に見る「幾何学における解析」 

14. まとめ 

 

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

 授業中に扱ったことがらの理解を深めるようための復習を十分に行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業中に出した課題(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. ヒース、1998 年、『ギリシア数学史』、共立出版 (ISBN:978-4320015883) 

その他，必要に応じて授業中に指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Blackboard を必ず確認すること。授業中に出した課題は，遅れないで提出すること。一定の水準の理解力は求められるが、数学

の知識については高校 1 年生程度のものしか前提としないので、他学科生の受講も歓迎する。 

 

注意事項（Notice） 
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■LC176 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LC176／数学特論 ２ 

(Special Lecture on Mathematics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
3 次方程式が解けるまで 

担当者名 

（Instructor） 
中根 美知代(NAKANE MICHIYO) 

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） 
MAT6090 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
CA212 数学諸論４、RC176 数学特論２と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

3 次方程式の歴史的な展開を追っていくことにより，文字式・記号法・負の数・複素数に対する理解を深め，あわせて数学とは何

かを考える。 

 

This course aims to help students realize the importance of mathematical notations and deepen their understanding of negative 

and complex numbers by overviewing a historical process of solving cubic equations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず、イスラームにおける 2・3次方程式の導入を成果を概観する。それが，中世ヨーロッパに移入され，16 世紀から 18 世紀とい

う長い時間をかけて，根の公式として成立する過程を追っていく。 

中学校・高等学校の教員として知っておきたい歴史的な事柄は，特に重点を置いてとりあげる。 

 

This course aims to trace the birth of the theory of quadratic and cubic equations in the Medieval Islamic world, their 

development in 16th- and 17th-century Europe, the introduction of an original form of Cardano's formula of cubic equations, 

and the process of completing his formula confirming the mathematical knowledge required for juinior and senior high school 

teachers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 方程式の起源 

2. イスラームでの 2 次方程式(2) 

3. イスラームでの 2 次方程式(2) 

4. イスラームでの 3 次方程式 

5. イスラームの成果のヨーロッパへの移入・ルネサンスの代数学と算法教師たちの仕事 

6. カルダーノらによる３次方程式の解法 

7. ３次方程式の根の公式と負の数・複素数：カルダーノの対応・ボンベッリの理解 

8. 文字式の導入：ヴィエタによる既知数の文字化 

9. 高次方程式の根を求めて：ハリオットとジラールによる根と係数の関係の発見・対称式 

10. デカルトによる文字式の整備と方程式論 

11. 高次方程式の根と負の数・複素数 

12. オイラーと負の数・複素数 (1) 

13. オイラーと負の数・複素数 (2) 

14. 高次方程式の解法への道 

 

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

毎時間に出された課題を、必ず次の授業までにやってくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業参加度(10%)/授業中に課した課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

中学校・高校の数学の教科書。数学史については，進度にあわせて，授業時間中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

重要な指示は Blackboard でも出すので，必ず確認すること。高校程度の方程式論や複素数の知識を、必要の応じて確認できる

ようにしておくこと。 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 109 - 

■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） 

杉山 健一(SUGIYAMA KENICHI) 

横山 和弘(YOKOYAMA KAZUHIRO) 

安田 雅哉(YASUDA MASAYA) 

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 

 

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. 位相空間論に関する問題（１） 

2. 位相空間論に関する問題（２） 

3. 位相空間論に関する問題（３） 

4. 位相空間論に関する問題（４） 

5. 線形代数と群論に関する問題（１） 

6. 線形代数と群論に関する問題（２） 

7. 線形代数と群論に関する問題（３） 

8. 線形代数と群論に関する問題（４） 

9. 線形代数と群論に関する問題（５） 

10. 数列の極限や級数の和および微分積分に関する問題（１） 

11. 数列の極限や級数の和および微分積分に関する問題（２） 

12. 数列の極限や級数の和および微分積分に関する問題（３） 

13. 数列の極限や級数の和および微分積分に関する問題（４） 

14. 数列の極限や級数の和および微分積分に関する問題（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） 

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)） 

 

 

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） 

青木 昇(AOKI NOBORU) 

小森 靖(KOMORI YASUSHI) 

杉山 健一(SUGIYAMA KENICHI) 

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, 各自の研究内容, ないし, それに関連した文

献紹介を行う｡ 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 either each of their research contents or the relevant literature. 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. 学生によるプレゼンテーションとディスカッション  

3. 学生によるプレゼンテーションとディスカッション  

4. 学生によるプレゼンテーションとディスカッション  

5. 学生によるプレゼンテーションとディスカッション  

6. 学生によるプレゼンテーションとディスカッション  

7. 学生によるプレゼンテーションとディスカッション  

8. 学生によるプレゼンテーションとディスカッション  

9. 学生によるプレゼンテーションとディスカッション  

10. 学生によるプレゼンテーションとディスカッション  

11. 学生によるプレゼンテーションとディスカッション  

12. 学生によるプレゼンテーションとディスカッション  

13. 学生によるプレゼンテーションとディスカッション  

14. まとめ 

 

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) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
素数判定法 

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） 
CA179 情報科学諸論１、RC191情報科学特論１と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

任意に与えられた自然数が素数であるか否かを判定するアルゴリズム（素数判定法）の理解を深めることで，RSA 暗号における

鍵生成について学ぶ． 

 

Students cultivate a better understanding of primality tests, which are algorithms for determining whether a given natural 

number is prime, to learn about the key generation of the RSA cryptosystem. 

 

授業の内容（Course Contents） 

RSA 暗号は現在最も広く利用されている公開鍵暗号であり，二つの相異なる 1024 bit 長の素数がユーザーの秘密鍵として使

用されている．RSA 暗号の鍵生成では，ランダムに生成された自然数に対して素数判定法を実行される．代表的な素数判定法

に Miller-Rabin test と Lucas test があり，例えばアメリカ国立標準技術研究所 (NIST) が発行している標準規格書 FIPS PUB 

186-4 でも採用されている．この講義では Miller-Rabin test と Lucas test について説明する．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． 

 

2020.5.5 付一部変更 

【変更前】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，数値実験を行うことで，これらのアルゴ

リズムの効率性について学習する． 

 

The RSA cryptosystem is a public-key cryptosystem that is currently the most widely used. Two distinct 1024-bit prime 

numbers are used as the secret keys of users of RSA. For the key generation of RSA, natural numbers are randomly chosen, 

and primality tests are used against them. The Miller–Rabin test and Lucas test are well-known primality tests, for example, 

they are included in FIPS PUB 186-4, which is a standards documentation published by National Institute of Standards and 

Technology. In this lecture, those two primality tests are discussed. 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.   

 

2020.5.5 付一部変更 

【変更前】Students learn about their efficiency by implementing them on the free software Risa/Asir and performing numerical 

experiments. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 素数判定法、素数証明法、試し割法、計算量 

2. 冪演算の高速化、Fermat test 

3. 数式処理ソフト ASIR の使い方 

4. Carmichael 数 

5. Miller-Rabin test 

6. プログラミング演習 

7. 平方剰余 

8. Lucas test, Frobenius test 

9. Lucas chain 

10. プログラミング演習 

11. Lucas 擬素数 

12. Frobenius 擬素数 

13. Strong Frobenius test 

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） 
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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） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
楕円曲線法による素因数分解 

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） 
CA180 情報科学諸論２、RC192情報科学特論２と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

楕円曲線を用いた整数の素因数分解法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． 

 

The aim of this course is for students to cultivate a better understanding of integer factorization by the Elliptic Curve Method 

to learn about the security evaluations of public key cryptosystems. 

 

授業の内容（Course Contents） 

有限体上の楕円曲線の有理点の成す群は，楕円曲線暗号や，整数の素因数分解，素数証明に利用されるなど，暗号や計算機

整数論の分野において重要な研究対象となっている．整数の素因数分解を効率よく行う代表的なアルゴリズムに数体篩法と楕

円曲線法がある．この講義では主に楕円曲線法について学習することで，数体篩法と楕円曲線法の違いを理解する．さらに，楕

円曲線法とその中で利用する簡単なアルゴリズムについては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，

数値実験を行う． 

 

The group of rational points of an elliptic curve over a finite field is an important research theme in cryptography and 

computational number theory because that group is used for Elliptic Curve Cryptography, integer factorization algorithms, and 

primality test algorithms. There exist two well-known algorithms to factorize integers: the Number Field Sieve and the Elliptic 

Curve Method. In this course, students are mainly expected to learn the Elliptic Curve Method to understand the difference 

between those two algorithms. Students are expected to implement the Elliptic Curve Method on the free software Risa/Asir 

and performing numerical experiments. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. RSA 暗号と素因数分解 

2. 計算量 

3. ユークリッドの互除法 

4. 数式処理ソフト ASIR の使い方 

5. 楕円曲線と加法群 

6. 群演算の高速化 

7. 整数倍算の高速化 

8. プログラミング演習 

9. p-1 法 

10. 楕円曲線法 

11. 楕円曲線法 

12. プログラミング演習 

13. 楕円曲線法の改良 

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(50%)/数回の小レポート(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

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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■LC196 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LC196／情報科学特論 ６ 

(Special Lecture on Information Science 6) 

担当者名 

（Instructor） 
小島 彰太(KOJIMA SHOTA) 

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） 
CA185 応用数学諸論１、RC196情報科学特論６と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

プログラミング言語 C++の基本文法を理解する. 

 

This course aims to provide students with basic knowledge about the C++ programming language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必須の知識. 数学科 1 年生で学習する C 言語の基礎. 

プログラミングの開発環境. Visual studio 2017 or 2019.  

この講義では、プログラミング言語 C++の基礎文法を扱い、オブジェクト指向の考え方、ラムダ式、コンテナクラス、関数のオーバ

ーロード、文字列処理などについて学習する。 

 

Course Prerequisite: Basic knowledge of C++ programming language.  

This course aims to cover basic concepts of object‐oriented programming, lambda expression, function overloading, and string 

functions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションと基礎事項の確認 

2. 基礎的な文法 

3. クラス(1) 

4. クラス(2) 

5. クラス(3) 

6. 演算子オーバーロード 

7. 演算子オーバーロード(2) 

8. テンプレート 

9. テンプレート(2) 

10. コンテナクラス 

11. 文字列処理 

12. 文字列処理(2) 

13. 文字列処理(3) 

14. 例外処理 

 

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

個人で所有するパソコンが利用できる環境にあれば、Visual studio（無料のもの）をインストールすることをおすすめする。パソコ

ンをもっていない、あるいはインストールしたくないというのであれば、学校のパソコンを利用する。プログラミングは「慣れ」の部分

も多いので参考書を読むだけでなく、小規模で良いので実際にたくさんのプログラムを組むことが重要になる。また、個人のメモと

して Wordのような文書ソフトを利用して、基礎的な文法事項をまとめておくのも良い。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中のアウトプット（発言・発表・質疑応答）(40%)/課題提出物(40%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

2020.5.5 付変更【変更前】平常点(In-class Points) 100 ％(小テスト（2 回分）(70%) 、授業内レポート(30%))  小テストは 2 回以上

実施し、それらのうち良いもの 2 回を成績に反映する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■LC197 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LC197／情報科学特論 ７ 

(Special Lecture on Information Science 7) 

担当者名 

（Instructor） 
小島 彰太(KOJIMA SHOTA) 

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） 
CA186 応用数学諸論２、RC197情報科学特論７と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

プログラミング言語 C++の理解を深め、画像処理(OpenCV)について学習する. 

 

This course aims to enhance students' knowledge of the C++ programming language and for them to learn about OpenCV. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必須の知識. プログラミング言語 C++の基礎知識. 

プログラミングの開発環境. Visual studio 2017 or 2019.  

この講義では、プログラミング言語 C++についての基礎知識をもとにして、それらの理解を深め、画像処理への応用を考える。画

像処理に用いるライブラリは OpenCV とする。 

 

Course Prerequisite: Basic knowledge of C++ programming language.  

This course aims to help students acquire understanding of the computer vision (OpenCV).  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションと基礎事項の確認 

2. C++の文法(1) 

3. C++の文法(2) 

4. C++の文法(3) 

5. OpenCVの基礎 

6. OpenCVの基礎(2) 

7. OpenCVの基礎(3) 

8. OpenCVの基礎(4) 

9. 図形の描画 

10. ラベリング 

11. 物体の認識 

12. 物体の認識(2) 

13. 物体の認識(3) 

14. 物体の認識(4) 

 

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

個人で所有するパソコンが利用できる環境にあれば、Visual studio（無料のもの）をインストールすることをおすすめする。パソコ

ンをもっていない、あるいはインストールしたくないというのであれば、学校のパソコンを利用する。この講義で用いる画像処理の

ライブラリである OpenCVの導入は少し難しいので、授業の解説を参考にすると良い。 

注意：この講義では C++の基礎的知識を仮定する。特にクラスの知識は必須である。もしこれらの知識がない場合は、授業開始

前に自身で参考書などを購入して、早い段階で準備しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小レポート（4 回 )(80%)/最終レポート(20%) 

【変更前】平常点(In-class Points)100% (小テスト（2 回分）70%,授業内レポート 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■LD101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LD101／生命理学概論 

(Introduction to Life Science) 

担当者名 

（Instructor） 
堀口 吾朗(HORIGUCHI GOROU) 

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） 
LFS5390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
RD101 生命理学概論と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

植物発生を制御する分子機構について，遺伝子発現，タンパク質相互作用，情報伝達等の面から理解を深める。 

 

The purpose of this course is to teach students about molecular mechanisms that regulate plant development based on gene 

expression, protein-protein interactions, and signal transduction pathways. 

 

授業の内容（Course Contents） 

植物は動物と異なり移動性を持たない。そのため，一度根をおろした環境に柔軟に対応しながら，植物の形態形成は進められ

る。植物特有の形態形成について，その分子機構の一端を明らかにしたマイルストーン的な文献をもとに，学生による論文紹介

を行う。それを通じて，論文の探し方，読み方を身につけるとともに，未解明の問題の探り方について討論を行う。 

 

In contrast to animals, plants are sessile. Thus, morphogenesis  of plants proceeds flexibly in response to the environment 

where they have germinated. This course aims for students to introduce a scientific paper that uncovered a plant-specific 

molecular mechanism of morphogenesis. Students also master skills of researching and reading papers they are interested in 

and of discussing what the unknown issues are and how to understand them. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 植物の形態形成についての予備知識 

2. 植物形態形成に関する論文紹介および討論（１） 

3. 植物形態形成に関する論文紹介および討論（２） 

4. 植物形態形成に関する論文紹介および討論（３） 

5. 植物形態形成に関する論文紹介および討論（４） 

6. 植物形態形成に関する論文紹介および討論（５） 

7. 植物形態形成に関する論文紹介および討論（６） 

8. 植物形態形成に関する論文紹介および討論（７） 

9. 植物形態形成に関する論文紹介および討論（８） 

10. 植物形態形成に関する論文紹介および討論（９） 

11. 植物形態形成に関する論文紹介および討論（１０） 

12. 植物形態形成に関する論文紹介および討論（１１） 

13. 植物形態形成に関する論文紹介および討論（１２） 

14. 植物形態形成に関する論文紹介および討論（１３） 

 

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） 

最終レポート(Final Report)(40%)/論文紹介の内容(30%)/討論への参加態度(30%) 

 

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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■LD103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LD103／生物物理学概論 

(Introduction to Biophysics) 

担当者名 

（Instructor） 
花井 亮(HANAI RYO) 

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） 
LFS5290 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
RD103 生物物理学概論と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「生きている」ことにはオカルトはない。つまり，物理法則に反する現象は起こっておらず，生命現象は物理化学の範囲内で成立

している。 

タンパク質や核酸の物理化学的性質や確率的現象によって，生物学的な機能が実現していること，さらには，物理化学的に可能

な極限まで進化している場合もあることを理解する。 

 

This course aims to explain sophisticated concepts in the biophysics of proteins, nucleic acids, and their interactions and to 

provide a detailed, consistent picture of gene regulation in bacteria. 

 

授業の内容（Course Contents） 

タンパク質の DNA結合による遺伝子の発現制御は，本当に，特異的に，効率よく，速く，達成されているのだろうか？ 

lac オペロンを題材に，この問題に関する現在までの研究について述べる。その過程で，タンパク質や核酸分子の機能を理解す

るうえで重要な，構造生物学の基本，物理化学的や確率論的な概念や，研究の方法を説明する。 

 

This course aims to examine regulation of the lac operon  at the atomic and molecular levels: DNA-protein interaction and 

modulation thereof, the j-factor and DNA looping, DNA bending, molecular diffusion in two and three dimensions, structural 

flexibility and transition of protein, bistability and stochasticity of transcription, and gene circuity. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. タンパク質の立体構造 

2. 核酸の立体構造 

3. 立体構造の決定方法 

4. タンパク質の DNA結合の配列特異性 

5. タンパク質の DNA結合の調節 

6. 酵素反応の特異性の限界と校正 

7. DNAのルーピングとタンパク質の結合 

8. DNAの局所的構造とタンパク質の結合 

9. 拡散 

10. タンパク質の DNAへの結合の速度 

11. タンパク質の DNA上での動き 

12. タンパク質構造の揺らぎと DNA 結合 

13. 遺伝子発現のバイスタビリティー 

14. 遺伝子発現の「ノイズ」 

 

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

学部レベルの生化学と分子生物学を復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(80%)/授業中に出す宿題(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

図版資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Rob Phillips ら、2011、『細胞の物理生物学』、共立出版 (ISBN:978-4320057166) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

板書，OHC を用いた図版資料への書き込み，PC での CGを併用して，講義する。 

リアクションペーパーへのフィードバックは次回授業で行う。宿題へのフィードバックは個人的に応じる。 
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注意事項（Notice） 
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■LD104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LD104／生物化学概論 

(Introduction to Biochemistry) 

担当者名 

（Instructor） 
岡 敏彦(OKA TOSHIHIKO) 

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） 
LFS5390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
RD104 生物化学概論と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

オルガネラ機能に関する最新のトピックを学び，その原著論文を理解，そして議論できる力を育てる。 

 

The aim of this course is for students to learn about current topics of the organelle functions by reading the original papers and 

develop the ability to discuss the organelle functions.  

 

授業の内容（Course Contents） 

オルガネラは様々な細胞機能を担っている。近年，オルガネラの新たな機能が分子レベルで急速に蓄積されてきた。本授業で

は，下記に示す幾つかのトピックに絞り，その概要を学び，原著論文を履修者全員で討論する。また近年，医学生理学・生物学

の分野ではノーベル賞と同様に，米国・ラスカー賞やカナダ・ガードナー賞が注目を浴びている。その受賞者達の受賞研究の原

著論文も取り上げ，履修者全員で討論する。 

 

Organelles are indispensable for various cellular functions. Recently, molecular mechanisms of the organelle functions have been 

discovered. This course focuses on the following topics: to learn the outline, and discuss the original papers with all students. In 

the field of medical physiology and biology, the Lasker Awards and the Canada Gairdner Awards have received attention as well 

as the Nobel Prize. Students are expected to read the original papers of the awarded scientists, which are then discussed by all 

students to understand the awarded research studies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ミトコンドリアとリン脂質合成 その１ 

2. ミトコンドリアとリン脂質合成 その２ 

3. エンドソームと膜タンパク質分解 その１ 

4. エンドソームと膜タンパク質分解 その２ 

5. オートファジーとタンパク質の品質管理 その１ 

6. オートファジーとタンパク質の品質管理 その２ 

7. 小胞体とストレス応答 その１ 

8. 小胞体とストレス応答 その２ 

9. ゴルジ体と糖修飾 その１ 

10. ゴルジ体と糖修飾 その２ 

11. リソソームと酸性環境の役割 その１ 

12. リソソームと酸性環境の役割 その 2 

13. ミトコンドリアとウイルス応答 その１ 

14. ミトコンドリアとウイルス応答 その２ 

 

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

事前に配付する論文に目を通してから授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への取り組み，発表，小テスト等に基づく評価(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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■LD106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LD106／生命理学特論 

(Special Topics in Life Science) 

担当者名 

（Instructor） 
榊原 恵子(SAKAKIBARA 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） 
LFS6390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
RD106 生命理学特論と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

真核生物は動物、菌類、植物の複数の系統で独立に多細胞体制を獲得したと考えられている。多細胞真核生物の成立を題材に

生物の体作りと多様性についての理解を深める。 

 

Eukaryotes are thought to have established multicellular body systems independently in different lineages including animals, 

fungi, and plants. This course aims for students to discuss the origin of multicellular eukaryotes and to study the body plan of 

multicellular eukaryotes and the diversity of organisms. 

 

授業の内容（Course Contents） 

真核生物は動物、菌類、植物の複数の系統で独立に多細胞体制を獲得したと考えられており、10 億年以上前に多細胞体制を獲

得したと考えられている系統や最近多細胞化したと考えられている系統がある。それぞれの体作りの特徴と多細胞化の成立につ

いて学習し、その相違点と共通点を議論することで、生物の多様性と共通性についての理解を深める。 

 

Eukaryotes are thought to have independently established multicellular body systems in different lineages including animals, 

fungi, and plants. Several lineages evolved their multicellular body systems more than one billion years ago, while others evolved 

comparatively recently. This course aims to teach students the characteristics of each multicellular body plan and how 

multicellularity evolved. Additionally, students discuss multicellularity's differences and commonalities to deepen their 

understanding of organisms' diversity and constraint in body plans. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 多細胞化について研究の背景と現在 

3. 原核生物と多細胞化 

4. 多細胞化と細胞分裂（１） 

5. 多細胞化と細胞分裂（２） 

6. 多細胞化と細胞分化（１） 

7. 多細胞化と細胞分化（２） 

8. 多細胞化における細胞接着と細胞壁の役割（１） 

9. 多細胞化における細胞接着と細胞壁の役割（２） 

10. 多細胞化とゲノム進化（１） 

11. 多細胞化とゲノム進化（２） 

12. 多細胞化と転写因子の増加 

13. 多細胞化とエピジェネティクス制御 

14. まとめと討論 

 

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

ガイダンス時に授業で使用する文献のリストを渡すので、各自で学習し、プレゼンテーション準備を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表(30%)/出席、授業への取り組み(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■LD107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LD107／分子生物学特論 １ 

(Special Topics in Molecular Biology 1) 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 聡(GOTO 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） 
LFS6190 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
RD107 分子生物学特論１と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

タンパク質の翻訳後修飾に関する知見を深めます。 

 

The aim of this course is to understand the mechanisms underlying posttranslational modification. 

 

授業の内容（Course Contents） 

翻訳後修飾に関する論文を輪読し，その内容を吟味します。 

 

In this course, students are expected to read and discuss scientific papers about posttranslational modification. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序論 

2. タンパク質の翻訳後修飾のメカニズム、およびその生体における役割（１） 

3. タンパク質の翻訳後修飾のメカニズム、およびその生体における役割（２） 

4. タンパク質の翻訳後修飾のメカニズム、およびその生体における役割（３） 

5. タンパク質の翻訳後修飾のメカニズム、およびその生体における役割（４） 

6. タンパク質の翻訳後修飾のメカニズム、およびその生体における役割（５） 

7. タンパク質の翻訳後修飾のメカニズム、およびその生体における役割（６） 

8. タンパク質の翻訳後修飾のメカニズム、およびその生体における役割（７） 

9. タンパク質の翻訳後修飾のメカニズム、およびその生体における役割（８） 

10. タンパク質の翻訳後修飾のメカニズム、およびその生体における役割（９） 

11. タンパク質の翻訳後修飾のメカニズム、およびその生体における役割（１０） 

12. タンパク質の翻訳後修飾のメカニズム、およびその生体における役割（１１） 

13. タンパク質の翻訳後修飾のメカニズム、およびその生体における役割（１２） 

14. 演習 

 

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

毎回，指定した論文を読んできて，その内容を紹介する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への取り組み(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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■LD110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LD110／生物物理学特論 

(Special Topics in Biophysics) 

担当者名 

（Instructor） 
山田 康之(YAMADA 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） 
LFS6290 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
RD110 生物物理学特論と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生物物理学分野の様々な計測法について，原著論文の例を見ながら学ぶ。 

何がどの程度まで測定できるのかを知る。 

 

This course aims to teach students about various measurement techniques used in biophysics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

酵素・タンパク質１分子の働く様子をみる，１分子計測法を中心に，生命科学分野で用いられる様々な測定技術について，原理，

実際の例，それらにより得られた知見を講義する。 

１分子計測法などによって，反応機構が詳細に調べられている ATP合成酵素を例に，酵素の機能解析について具体的に紹介

する。 

その他，適宜最新のトピックスを取り上げる予定である。 

 

This course aims to introduce principles and applications of single-molecule observation and other techniques in biophysics, 

along with the knowledge obtained from them. Functional analysis of ATP synthase is also introduced as an example, as are 

other very recent topics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 酵素反応速度論の復習(1) 

2. 酵素反応速度論の復習(2) 

3. 一般的な方法による酵素活性測定法(1) 

4. 一般的な方法による酵素活性測定法(2) 

5. 一般的な方法による酵素活性測定法(3) 

6. １分子計測による酵素活性測定法(1) 

7. １分子計測による酵素活性測定法(2) 

8. １分子計測による酵素活性測定法(3) 

9. さまざまな測定，観察技術(1) 

10. さまざまな測定，観察技術(2) 

11. さまざまな測定，観察技術(3) 

12. ATP合成酵素の機能解析(1) 

13. ATP合成酵素の機能解析(2) 

14. ATP合成酵素の機能解析(3) 

 

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

関連する内容について，復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(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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■LD115 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LD115／生命理学特別講義 １ 

(Special Lecture in Life Science 1) 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 聡(GOTO SATOSHI)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） 
LFS5290 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
RD115 生命理学特別講義１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 aim of this course is for students to 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, students are expected to learn leading-edge research from world's top researchers. 

In addition to the research contents, they are actually expected to experience for themselves how to proceed with and 

approach research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 生命科学トピックス（１） 

3. 生命科学トピックス（２） 

4. 生命科学トピックス（３） 

5. 生命科学トピックス（４） 

6. 生命科学トピックス（５） 

7. 生命科学トピックス（６） 

8. 生命科学トピックス（７） 

9. 生命科学トピックス（８） 

10. 生命科学トピックス（９） 

11. 生命科学トピックス（１０） 

12. 生命科学トピックス（１１） 

13. 生命科学トピックス（１２） 

14. 生命科学トピックス（１３） 

 

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） 

授業への取り組み(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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■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） 
 

 

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，修士論文研究の進捗状況の報告を行うことで，各研究分野に対する理解を深め

る。 

 

Students will engage in intensive reading of the literature related to their own research, while giving reports on the progress of 

their master's thesis research. In doing so, they will deepen their knowledge of various fields. 

 

授業の内容（Course Contents） 

修士論文の研究テーマに関連する文献を精読し，その内容をまとめ，発表する。修士論文のための研究の進捗状況を報告し，

研究室メンバーと討議する。これらのことを通して，研究を遂行する上で必要な知識や論理的な考え方の習得，プレゼンテーショ

ン能力の向上をはかる。 

 

 

In this course, students will engage in intensive reading of the literature of specific fields of research, which is relate to their 

own master's thesis research, while giving reports on the progress of their master's thesis research. In doing so, they will 

sharpen their presentation skills while deepening their knowledge of various fields. 

 

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） 

指導教員が別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

文献の理解度，プレゼンテーション能力と取り組み姿勢，討議への参加の積極性などが重視される。 

 

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)） 

授業計画の詳細は，指導教員が別途指示する。 

 

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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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，修士論文研究の進捗状況の報告を行うことで，各研究分野に対する理解を深め

る。 

 

Students will engage in intensive reading of the literature related to their own research, while giving reports on the progress of 

their master's thesis research. In doing so, they will deepen their knowledge of various fields. 

 

授業の内容（Course Contents） 

修士論文の研究テーマに関連する文献を精読し，その内容をまとめ，発表する。修士論文のための研究の進捗状況を報告し，

研究室メンバーと討議する。これらのことを通して，研究を遂行する上で必要な知識や論理的な考え方の習得，プレゼンテーショ

ン能力の向上をはかる。 

 

 

In this course, students will engage in intensive reading of the literature of specific fields of research, which is relate to their 

own master's thesis research, while giving reports on the progress of their master's thesis research. In doing so, they will 

sharpen their presentation skills while deepening their knowledge of various fields. 

 

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） 

指導教員が別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

文献の理解度，プレゼンテーション能力と取り組み姿勢，討議への参加の積極性などが重視される。 

 

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)） 

授業計画の詳細は，指導教員が別途指示する。 
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注意事項（Notice） 
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■LD358 

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） 
 

 

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，修士論文研究の進捗状況の報告を行うことで，各研究分野に対する理解を深め

る。 

 

Students will engage in intensive reading of the literature related to their own research, while giving reports on the progress of 

their master's thesis research. In doing so, they will deepen their knowledge of various fields. 

 

授業の内容（Course Contents） 

修士論文の研究テーマに関連する文献を精読し，その内容をまとめ，発表する。修士論文のための研究の進捗状況を報告し，

研究室メンバーと討議する。これらのことを通して，研究を遂行する上で必要な知識や論理的な考え方の習得，プレゼンテーショ

ン能力の向上をはかる。 

 

 

In this course, students will engage in intensive reading of the literature of specific fields of research, which is relate to their 

own master's thesis research, while giving reports on the progress of their master's thesis research. In doing so, they will 

sharpen their presentation skills while deepening their knowledge of various fields. 

 

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） 

指導教員が別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

文献の理解度，プレゼンテーション能力と取り組み姿勢，討議への参加の積極性などが重視される。 

 

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)） 

授業計画の詳細は，指導教員が別途指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■LD366 

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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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，修士論文研究の進捗状況の報告を行うことで，各研究分野に対する理解を深め

る。 

 

Students will engage in intensive reading of the literature related to their own research, while giving reports on the progress of 

their master's thesis research. In doing so, they will deepen their knowledge of various fields. 

 

授業の内容（Course Contents） 

修士論文の研究テーマに関連する文献を精読し，その内容をまとめ，発表する。修士論文のための研究の進捗状況を報告し，

研究室メンバーと討議する。これらのことを通して，研究を遂行する上で必要な知識や論理的な考え方の習得，プレゼンテーショ

ン能力の向上をはかる。 

 

 

In this course, students will engage in intensive reading of the literature of specific fields of research, which is relate to their 

own master's thesis research, while giving reports on the progress of their master's thesis research. In doing so, they will 

sharpen their presentation skills while deepening their knowledge of various fields. 

 

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） 

指導教員が別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

文献の理解度，プレゼンテーション能力と取り組み姿勢，討議への参加の積極性などが重視される。 

 

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)） 

授業計画の詳細は，指導教員が別途指示する。 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 135 - 

■LD367 

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） 
 

 

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，修士論文研究の進捗状況の報告を行うことで，各研究分野に対する理解を深め

る。 

 

Students will engage in intensive reading of the literature related to their own research, while giving reports on the progress of 

their master's thesis research. In doing so, they will deepen their knowledge of various fields. 

 

授業の内容（Course Contents） 

修士論文の研究テーマに関連する文献を精読し，その内容をまとめ，発表する。修士論文のための研究の進捗状況を報告し，

研究室メンバーと討議する。これらのことを通して，研究を遂行する上で必要な知識や論理的な考え方の習得，プレゼンテーショ

ン能力の向上をはかる。 

 

 

In this course, students will engage in intensive reading of the literature of specific fields of research, which is relate to their 

own master's thesis research, while giving reports on the progress of their master's thesis research. In doing so, they will 

sharpen their presentation skills while deepening their knowledge of various fields. 

 

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） 

指導教員が別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

文献の理解度，プレゼンテーション能力と取り組み姿勢，討議への参加の積極性などが重視される。 

 

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)） 

授業計画の詳細は，指導教員が別途指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■LD368 

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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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，修士論文研究の進捗状況の報告を行うことで，各研究分野に対する理解を深め

る。 

 

Students will engage in intensive reading of the literature related to their own research, while giving reports on the progress of 

their master's thesis research. In doing so, they will deepen their knowledge of various fields. 

 

授業の内容（Course Contents） 

修士論文の研究テーマに関連する文献を精読し，その内容をまとめ，発表する。修士論文のための研究の進捗状況を報告し，

研究室メンバーと討議する。これらのことを通して，研究を遂行する上で必要な知識や論理的な考え方の習得，プレゼンテーショ

ン能力の向上をはかる。 

 

 

In this course, students will engage in intensive reading of the literature of specific fields of research, which is relate to their 

own master's thesis research, while giving reports on the progress of their master's thesis research. In doing so, they will 

sharpen their presentation skills while deepening their knowledge of various fields. 

 

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） 

指導教員が別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

文献の理解度，プレゼンテーション能力と取り組み姿勢，討議への参加の積極性などが重視される。 

 

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)） 

授業計画の詳細は，指導教員が別途指示する。 

 



 - 137 - 

注意事項（Notice） 
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■LD376 

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） 
 

 

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，修士論文研究の進捗状況の報告を行うことで，各研究分野に対する理解を深め

る。 

 

Students will engage in intensive reading of the literature related to their own research, while giving reports on the progress of 

their master's thesis research. In doing so, they will deepen their knowledge of various fields. 

 

授業の内容（Course Contents） 

修士論文の研究テーマに関連する文献を精読し，その内容をまとめ，発表する。修士論文のための研究の進捗状況を報告し，

研究室メンバーと討議する。これらのことを通して，研究を遂行する上で必要な知識や論理的な考え方の習得，プレゼンテーショ

ン能力の向上をはかる。 

 

 

In this course, students will engage in intensive reading of the literature of specific fields of research, which is relate to their 

own master's thesis research, while giving reports on the progress of their master's thesis research. In doing so, they will 

sharpen their presentation skills while deepening their knowledge of various fields. 

 

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） 

指導教員が別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

文献の理解度，プレゼンテーション能力と取り組み姿勢，討議への参加の積極性などが重視される。 

 

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)） 

授業計画の詳細は，指導教員が別途指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■LD377 

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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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，修士論文研究の進捗状況の報告を行うことで，各研究分野に対する理解を深め

る。 

 

Students will engage in intensive reading of the literature related to their own research, while giving reports on the progress of 

their master's thesis research. In doing so, they will deepen their knowledge of various fields. 

 

授業の内容（Course Contents） 

修士論文の研究テーマに関連する文献を精読し，その内容をまとめ，発表する。修士論文のための研究の進捗状況を報告し，

研究室メンバーと討議する。これらのことを通して，研究を遂行する上で必要な知識や論理的な考え方の習得，プレゼンテーショ

ン能力の向上をはかる。 

 

 

In this course, students will engage in intensive reading of the literature of specific fields of research, which is relate to their 

own master's thesis research, while giving reports on the progress of their master's thesis research. In doing so, they will 

sharpen their presentation skills while deepening their knowledge of various fields. 

 

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） 

指導教員が別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

文献の理解度，プレゼンテーション能力と取り組み姿勢，討議への参加の積極性などが重視される。 

 

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)） 

授業計画の詳細は，指導教員が別途指示する。 
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注意事項（Notice） 
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■LD378 

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） 
 

 

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，修士論文研究の進捗状況の報告を行うことで，各研究分野に対する理解を深め

る。 

 

Students will engage in intensive reading of the literature related to their own research, while giving reports on the progress of 

their master's thesis research. In doing so, they will deepen their knowledge of various fields. 

 

授業の内容（Course Contents） 

修士論文の研究テーマに関連する文献を精読し，その内容をまとめ，発表する。修士論文のための研究の進捗状況を報告し，

研究室メンバーと討議する。これらのことを通して，研究を遂行する上で必要な知識や論理的な考え方の習得，プレゼンテーショ

ン能力の向上をはかる。 

 

 

In this course, students will engage in intensive reading of the literature of specific fields of research, which is relate to their 

own master's thesis research, while giving reports on the progress of their master's thesis research. In doing so, they will 

sharpen their presentation skills while deepening their knowledge of various fields. 

 

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） 

指導教員が別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

文献の理解度，プレゼンテーション能力と取り組み姿勢，討議への参加の積極性などが重視される。 

 

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)） 

授業計画の詳細は，指導教員が別途指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■LD379 

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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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，修士論文研究の進捗状況の報告を行うことで，各研究分野に対する理解を深め

る。 

 

Students will engage in intensive reading of the literature related to their own research, while giving reports on the progress of 

their master's thesis research. In doing so, they will deepen their knowledge of various fields. 

 

授業の内容（Course Contents） 

修士論文の研究テーマに関連する文献を精読し，その内容をまとめ，発表する。修士論文のための研究の進捗状況を報告し，

研究室メンバーと討議する。これらのことを通して，研究を遂行する上で必要な知識や論理的な考え方の習得，プレゼンテーショ

ン能力の向上をはかる。 

 

 

In this course, students will engage in intensive reading of the literature of specific fields of research, which is relate to their 

own master's thesis research, while giving reports on the progress of their master's thesis research. In doing so, they will 

sharpen their presentation skills while deepening their knowledge of various fields. 

 

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） 

指導教員が別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

文献の理解度，プレゼンテーション能力と取り組み姿勢，討議への参加の積極性などが重視される。 

 

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)） 

授業計画の詳細は，指導教員が別途指示する。 
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注意事項（Notice） 
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■LD458 

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） 
 

 

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，修士論文研究の進捗状況の報告を行うことで，各研究分野に対する理解を深め

る。 

 

Students will engage in intensive reading of the literature related to their own research, while giving reports on the progress of 

their master's thesis research. In doing so, they will deepen their knowledge of various fields. 

 

授業の内容（Course Contents） 

修士論文の研究テーマに関連する文献を精読し，その内容をまとめ，発表する。修士論文のための研究の進捗状況を報告し，

研究室メンバーと討議する。これらのことを通して，研究を遂行する上で必要な知識や論理的な考え方の習得，プレゼンテーショ

ン能力の向上をはかる。 

 

 

In this course, students will engage in intensive reading of the literature of specific fields of research, which is relate to their 

own master's thesis research, while giving reports on the progress of their master's thesis research. In doing so, they will 

sharpen their presentation skills while deepening their knowledge of various fields. 

 

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） 

指導教員が別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

文献の理解度，プレゼンテーション能力と取り組み姿勢，討議への参加の積極性などが重視される。 

 

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)） 

授業計画の詳細は，指導教員が別途指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■LD466 

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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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，修士論文研究の進捗状況の報告を行うことで，各研究分野に対する理解を深め

る。 

 

Students will engage in intensive reading of the literature related to their own research, while giving reports on the progress of 

their master's thesis research. In doing so, they will deepen their knowledge of various fields. 

 

授業の内容（Course Contents） 

修士論文の研究テーマに関連する文献を精読し，その内容をまとめ，発表する。修士論文のための研究の進捗状況を報告し，

研究室メンバーと討議する。これらのことを通して，研究を遂行する上で必要な知識や論理的な考え方の習得，プレゼンテーショ

ン能力の向上をはかる。 

 

 

In this course, students will engage in intensive reading of the literature of specific fields of research, which is relate to their 

own master's thesis research, while giving reports on the progress of their master's thesis research. In doing so, they will 

sharpen their presentation skills while deepening their knowledge of various fields. 

 

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） 

指導教員が別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

文献の理解度，プレゼンテーション能力と取り組み姿勢，討議への参加の積極性などが重視される。 

 

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)） 

授業計画の詳細は，指導教員が別途指示する。 
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注意事項（Notice） 
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■LD467 

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） 
 

 

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，修士論文研究の進捗状況の報告を行うことで，各研究分野に対する理解を深め

る。 

 

Students will engage in intensive reading of the literature related to their own research, while giving reports on the progress of 

their master's thesis research. In doing so, they will deepen their knowledge of various fields. 

 

授業の内容（Course Contents） 

修士論文の研究テーマに関連する文献を精読し，その内容をまとめ，発表する。修士論文のための研究の進捗状況を報告し，

研究室メンバーと討議する。これらのことを通して，研究を遂行する上で必要な知識や論理的な考え方の習得，プレゼンテーショ

ン能力の向上をはかる。 

 

 

In this course, students will engage in intensive reading of the literature of specific fields of research, which is relate to their 

own master's thesis research, while giving reports on the progress of their master's thesis research. In doing so, they will 

sharpen their presentation skills while deepening their knowledge of various fields. 

 

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） 

指導教員が別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

文献の理解度，プレゼンテーション能力と取り組み姿勢，討議への参加の積極性などが重視される。 

 

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)） 

授業計画の詳細は，指導教員が別途指示する。 

 

注意事項（Notice） 



 - 148 - 

■LD468 

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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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，修士論文研究の進捗状況の報告を行うことで，各研究分野に対する理解を深め

る。 

 

Students will engage in intensive reading of the literature related to their own research, while giving reports on the progress of 

their master's thesis research. In doing so, they will deepen their knowledge of various fields. 

 

授業の内容（Course Contents） 

修士論文の研究テーマに関連する文献を精読し，その内容をまとめ，発表する。修士論文のための研究の進捗状況を報告し，

研究室メンバーと討議する。これらのことを通して，研究を遂行する上で必要な知識や論理的な考え方の習得，プレゼンテーショ

ン能力の向上をはかる。 

 

 

In this course, students will engage in intensive reading of the literature of specific fields of research, which is relate to their 

own master's thesis research, while giving reports on the progress of their master's thesis research. In doing so, they will 

sharpen their presentation skills while deepening their knowledge of various fields. 

 

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） 

指導教員が別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

文献の理解度，プレゼンテーション能力と取り組み姿勢，討議への参加の積極性などが重視される。 

 

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)） 

授業計画の詳細は，指導教員が別途指示する。 

 



 - 149 - 

注意事項（Notice） 
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■LD476 

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） 
 

 

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，修士論文研究の進捗状況の報告を行うことで，各研究分野に対する理解を深め

る。 

 

Students will engage in intensive reading of the literature related to their own research, while giving reports on the progress of 

their master's thesis research. In doing so, they will deepen their knowledge of various fields. 

 

授業の内容（Course Contents） 

修士論文の研究テーマに関連する文献を精読し，その内容をまとめ，発表する。修士論文のための研究の進捗状況を報告し，

研究室メンバーと討議する。これらのことを通して，研究を遂行する上で必要な知識や論理的な考え方の習得，プレゼンテーショ

ン能力の向上をはかる。 

 

 

In this course, students will engage in intensive reading of the literature of specific fields of research, which is relate to their 

own master's thesis research, while giving reports on the progress of their master's thesis research. In doing so, they will 

sharpen their presentation skills while deepening their knowledge of various fields. 

 

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） 

指導教員が別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

文献の理解度，プレゼンテーション能力と取り組み姿勢，討議への参加の積極性などが重視される。 

 

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)） 

授業計画の詳細は，指導教員が別途指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■LD477 

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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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，修士論文研究の進捗状況の報告を行うことで，各研究分野に対する理解を深め

る。 

 

Students will engage in intensive reading of the literature related to their own research, while giving reports on the progress of 

their master's thesis research. In doing so, they will deepen their knowledge of various fields. 

 

授業の内容（Course Contents） 

修士論文の研究テーマに関連する文献を精読し，その内容をまとめ，発表する。修士論文のための研究の進捗状況を報告し，

研究室メンバーと討議する。これらのことを通して，研究を遂行する上で必要な知識や論理的な考え方の習得，プレゼンテーショ

ン能力の向上をはかる。 

 

 

In this course, students will engage in intensive reading of the literature of specific fields of research, which is relate to their 

own master's thesis research, while giving reports on the progress of their master's thesis research. In doing so, they will 

sharpen their presentation skills while deepening their knowledge of various fields. 

 

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） 

指導教員が別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

文献の理解度，プレゼンテーション能力と取り組み姿勢，討議への参加の積極性などが重視される。 

 

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)） 

授業計画の詳細は，指導教員が別途指示する。 
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注意事項（Notice） 
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■LD478 

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） 
 

 

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，修士論文研究の進捗状況の報告を行うことで，各研究分野に対する理解を深め

る。 

 

Students will engage in intensive reading of the literature related to their own research, while giving reports on the progress of 

their master's thesis research. In doing so, they will deepen their knowledge of various fields. 

 

授業の内容（Course Contents） 

修士論文の研究テーマに関連する文献を精読し，その内容をまとめ，発表する。修士論文のための研究の進捗状況を報告し，

研究室メンバーと討議する。これらのことを通して，研究を遂行する上で必要な知識や論理的な考え方の習得，プレゼンテーショ

ン能力の向上をはかる。 

 

 

In this course, students will engage in intensive reading of the literature of specific fields of research, which is relate to their 

own master's thesis research, while giving reports on the progress of their master's thesis research. In doing so, they will 

sharpen their presentation skills while deepening their knowledge of various fields. 

 

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） 

指導教員が別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

文献の理解度，プレゼンテーション能力と取り組み姿勢，討議への参加の積極性などが重視される。 

 

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)） 

授業計画の詳細は，指導教員が別途指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■LD479 

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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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，修士論文研究の進捗状況の報告を行うことで，各研究分野に対する理解を深め

る。 

 

Students will engage in intensive reading of the literature related to their own research, while giving reports on the progress of 

their master's thesis research. In doing so, they will deepen their knowledge of various fields. 

 

授業の内容（Course Contents） 

修士論文の研究テーマに関連する文献を精読し，その内容をまとめ，発表する。修士論文のための研究の進捗状況を報告し，

研究室メンバーと討議する。これらのことを通して，研究を遂行する上で必要な知識や論理的な考え方の習得，プレゼンテーショ

ン能力の向上をはかる。 

 

 

In this course, students will engage in intensive reading of the literature of specific fields of research, which is relate to their 

own master's thesis research, while giving reports on the progress of their master's thesis research. In doing so, they will 

sharpen their presentation skills while deepening their knowledge of various fields. 

 

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） 

指導教員が別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

文献の理解度，プレゼンテーション能力と取り組み姿勢，討議への参加の積極性などが重視される。 

 

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)） 

授業計画の詳細は，指導教員が別途指示する。 

 



 - 155 - 

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） 

修士論文執筆のために必要な研究成果を得る。研究を通して専門知識，専門技術，および理学的な思考力を身につけるととも

に，問題解決能力を養う。 

 

The students will carry out the research to finish their master’s theses. Along with attaining through research, expert knowledge 

and technique, as well as the ability to think logically, the students will cultivate their problem-solving skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

専攻所属の各教員が履修者と協議の上，研究テーマを決定する。研究の目的，歴史的な背景，研究方法等を理解した上で，実

験等を進める。得られた研究結果を精査し，適宜指導教員と議論し，さらに高度な研究へとつないでいく。研究成果が修士論文と

なることを意識して筋道を立てて研究を進める。履修中に研究等の進捗状況を報告する機会を専攻で設ける。 

 

The supervisor, after consulting with their students, will decide on a research theme. The students will proceed with their own 

research after understanding its aims, historical context, required methods, etc. The students will carefully examine their results 

and discuss them with the supervisor. The students should proceed with their research logically, always being conscious of their 

research findings becoming their own master’s thesis. During the course, there will be opportunities for the students to report 

on their research progress in their major. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 特別研究(1) 

2. 特別研究(2) 

3. 特別研究(3) 

4. 特別研究(4) 

5. 特別研究(5) 

6. 特別研究(6) 

7. 特別研究(7) 

8. 特別研究(8) 

9. 特別研究(9) 

10. 特別研究(10) 

11. 特別研究(11) 

12. 特別研究(12) 

13. 特別研究(13) 

14. 特別研究(14) 

 

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

指導教員が別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

研究への取り組みの姿勢，および研究成果が重要視される。 

 

テキスト（Textbooks） 

指導教員が別途指示する。 

 

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)） 

各指導教員が履修者ごとに授業計画を策定する。 
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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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文執筆のために必要な研究成果を得る。研究を通して専門知識，専門技術，および理学的な思考力を身につけるととも

に，問題解決能力を養う。 

 

The students will carry out the research to finish their master’s theses. Along with attaining through research, expert knowledge 

and technique, as well as the ability to think logically, the students will cultivate their problem-solving skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

専攻所属の各教員が履修者と協議の上，研究テーマを決定する。研究の目的，歴史的な背景，研究方法等を理解した上で，実

験等を進める。得られた研究結果を精査し，適宜指導教員と議論し，さらに高度な研究へとつないでいく。研究成果が修士論文と

なることを意識して筋道を立てて研究を進める。履修中に研究等の進捗状況を報告する機会を専攻で設ける。 

 

The supervisor, after consulting with their students, will decide on a research theme. The students will proceed with their own 

research after understanding its aims, historical context, required methods, etc. The students will carefully examine their results 

and discuss them with the supervisor. The students should proceed with their research logically, always being conscious of their 

research findings becoming their own master’s thesis. During the course, there will be opportunities for the students to report 

on their research progress in their major. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 特別研究(1) 

2. 特別研究(2) 

3. 特別研究(3) 

4. 特別研究(4) 

5. 特別研究(5) 

6. 特別研究(6) 

7. 特別研究(7) 

8. 特別研究(8) 

9. 特別研究(9) 

10. 特別研究(10) 

11. 特別研究(11) 

12. 特別研究(12) 

13. 特別研究(13) 

14. 特別研究(14) 

 

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

指導教員が別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

研究への取り組みの姿勢，および研究成果が重要視される。 

 

テキスト（Textbooks） 

指導教員が別途指示する。 

 

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)） 

各指導教員が履修者ごとに授業計画を策定する。 
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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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「特別研究１～３」で得られた研究成果をまとめ， 修士論文を書き上げる。この過程で，より高度な専門知識・技術を身につけ，

理学的な思考力，および問題解決能力をより一層高める。 

 

By combining their results obatined through Master's Thesis Research 1-3, the students will finish their master’s theses. 

Through this process, the students will acquire more advanced expert knowledge and technique and an ability to think 

scientifically, as well as further enhance their problem-solving skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「特別研究１～３」で得られた実験データ等を精査して修士論文に記載する研究結果を最終的に確定させる。これらの成果に基

づいて，修士論文を執筆し，完成させる。 

 

By combining their results obatined through Master's Thesis Research 1-3, the students will finalize the research findings which 

will be noted in their master’s theses. Based on these findings, the students will write their master’s theses and complete the 

course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. それまでの結果にもとづく、まとめ研究の方針の策定 

2. 実験・観察・解析 

3. 実験・観察・解析 

4. 実験・観察・解析 

5. 実験・観察・解析 

6. 実験・観察・解析 

7. 実験・観察・解析 

8. 実験・観察・解析 

9. 結果の解析とまとめ 

10. 結果の解析とまとめ 

11. 修士論文の執筆・プレゼンテーションの準備 

12. 修士論文の執筆・プレゼンテーションの準備 

13. 修士論文の執筆・プレゼンテーションの準備 

14. 修士論文の執筆・プレゼンテーションの準備 

 

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

指導教員が別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

各指導教員の総合的な判断により評価。修士論文完成に向けた取り組みの姿勢および修士論文の審査結果が重要視される。 

 

テキスト（Textbooks） 

指導教員が別途指示する。 

 

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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■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 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代的な場の量子論を深く学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

 

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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■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） 
田中 秀和(TANAKA HIDEKAZU) 

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） 

場の量子論の理解をはかる。  なお、前期課程よりも高度な知識とスキルを身に付けることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ゲージ場の量子論の基礎的な理解をはかる。 

主に，正準量子化法，輻射補正，Reduction formula，繰り込み，Ward identityなどを学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Klein-Gordon 場（１） 

2. Klein-Gordon 場（２） 

3. Dirac 場（１） 

4. Dirac 場（２） 

5. Dirac 場（３） 

6. 場の相互作用（１） 

7. 場の相互作用（２） 

8. 場の相互作用（３） 

9. 量子電磁力学の素過程（１） 

10. 量子電磁力学の素過程（２） 

11. 量子電磁力学の素過程（３） 

12. 輻射補正（１） 

13. 輻射補正（２） 

14. 輻射補正（３） 

 

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

ゼミナール形式で行う。予習は必ず行うこと。 

 

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. M.E. Peskin and D.V. Schoeder，. 1995. An Introduction to Quantum Field Theory. Addison Wesley (201503972) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

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 

 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The goal of this course is to obtain advanced knowledge about theoretical cosmology. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course introduces aspects of theoretical cosmology. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 学生による発表と議論 

2. 学生による発表と議論 

3. 学生による発表と議論 

4. 学生による発表と議論 

5. 学生による発表と議論 

6. 学生による発表と議論 

7. 学生による発表と議論 

8. 学生による発表と議論 

9. 学生による発表と議論 

10. 学生による発表と議論 

11. 学生による発表と議論 

12. 学生による発表と議論 

13. 学生による発表と議論 

14. 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） 

発表の準備のために十分な予習が必要。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表の質(50%)/議論への参加と貢献(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） 

1. Gorbunov & Rubakov. 2011. Introduction to the Theory of the Early Universe: Cosmological Perturbations and Inflationary 

Theory. World Scientific (ISBN:9814343781) 

 

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） 
弱い相互作用 

担当者名 

（Instructor） 
田中 秀和(TANAKA HIDEKAZU) 

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） 

素粒子反応における弱い相互作用とワインバーグ・サラム理論の理解をはかる。 なお、前期課程よりも高度な知識とスキルを

身に付けることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、弱い相互作用による散乱と崩壊過程を取り扱う。 更に、電磁相互作用と弱い相互作用の統一理論であるワイン

バーグ・サラム理論を導出する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 弱い相互作用の発見、フェルミ相互作用 

2. レプトン相互作用、カレント-カレント相互作用 

3. ミューオン崩壊とパリティ 

4. 中性カレント 

5. ヒッグス機構、ヒッグス粒子 

6. ヤン・ミルズ理論 

7. ワインバーグ・サラム理論（1） 

8. ワインバーグ・サラム理論（2） 

9. レプトンの性質 

10. セミ-レプトニック崩壊とハドロン 

11. フレーバー混合のカビボの理論 

12. ベータ崩壊 

13. CP対称性の破れ 

14. 素粒子の統一理論 

 

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

授業はゼミナール形式で進めていくので、必ず予習を行ってくること。 

 

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. W. Greiner and B. Muller，. 2009. Gauge Theory of Weak Interactions. Springer 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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) 

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） 

The goal of this course is to obtain advanced knowledge about gravity. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course introduces aspects of gravity. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 学生による発表と議論 

2. 学生による発表と議論 

3. 学生による発表と議論 

4. 学生による発表と議論 

5. 学生による発表と議論 

6. 学生による発表と議論 

7. 学生による発表と議論 

8. 学生による発表と議論 

9. 学生による発表と議論 

10. 学生による発表と議論 

11. 学生による発表と議論 

12. 学生による発表と議論 

13. 学生による発表と議論 

14. 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） 

発表の準備のために十分な予習が必要。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表の質(50%)/議論への参加と貢献(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） 

1. Poisson & Will. 2014. Gravity. Cambridge Univ. Press (ISBN:1107032865) 

 

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） 
宇宙初期の天体形成 

担当者名 

（Instructor） 
大向 一行(OMUKAI KAZUYUKI) 

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 

LA106 宇宙物理特論２と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代宇宙論・宇宙物理学の基礎概念および宇宙初期の天体形成過程を理解する。 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） 

標準宇宙論を復習したのち、その枠組みにおける宇宙初期の天体形成過程を概観する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 概観 

2. 膨張宇宙の力学 

3. 宇宙の熱史 １ 

4. 宇宙の熱史 ２ 

5. 原始密度揺らぎとその線形成長 

6. 光る天体の形成  

7. 始原ガス中での微視的物理過程 

8. 自己重力雲の分裂過程 １ 

9. 自己重力雲の分裂過程 ２ 

10. 宇宙の初代星形成 １ 

11. 宇宙の初代星形成 ２ 

12. 第二世代星と初代銀河 

13. 巨大ブラックホール形成  １ 

14. 巨大ブラックホール形成   ２ 

 

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

講義の復習とレポートの作成 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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） 

 

 

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 

 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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。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） 

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，日

本語の特徴あるテキストである佐藤・小玉の「一般相対性理論」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。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスと参加者による報告（１） 

2. 参加者による報告（２） 

3. 参加者による報告（３） 

4. 参加者による報告（４） 

5. 参加者による報告（５） 

6. 参加者による報告（６） 

7. 参加者による報告（７） 

8. 参加者による報告（８） 

9. 参加者による報告（９） 

10. 参加者による報告（１０） 

11. 参加者による報告（１１） 

12. 参加者による報告（１２） 

13. 参加者による報告（１３） 

14. 参加者による報告（１４） 

 

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。 

 

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. 佐藤 文隆, 小玉 英雄、2016、『一般相対性理論』、岩波書店 (ISBN:9784007304804) 

 

参考文献（Readings） 

1. R. Wald. 1984. General Relativity. University of    Chicago 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 

5. J. B. Griffiths & Jiri Podolsky. 2009. Exact Space-Times in Einstein's General Relativity. Cambridge University Press 
6. E. Poisson. 2004. A Relativist's Toolkit. Cambridge  University Press (521537800) 

 

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） 
宇宙論におけるピーク理論 

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） 
LA108 天体物理学と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

宇宙物理学においてピーク理論の重要性が増している。この授業ではピーク理論とその宇宙物理学における応用について理解

することを目標とする。なお、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ピーク理論を原論文を中心にして学んでいく。J. M. Bardeen, J. R. Bond, N. Kaiser and A. S. Szalay, ``The Statistics of Peaks of 

Gaussian Random Fields,'' Astrophys.  J.   304 (1986) 15. doi:10.1086/164143 を読むことを当面の目標とする。必要な知識は

適宜 Peebles の教科書の主に第５章に戻って学習する。 

 

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. Phillip James Edwin Peebles. 1993. Principles of Physical Cosmology. Princeton University Press (ISBN:978-0691019338) 

 

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｡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｡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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■RA115 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RA115／宇宙放射線特論 

(Special Topics in Cosmic Radiation) 

担当者名 

（Instructor） 
北本 俊二(KITAMOTO SHUNJI) 

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） 

医学物理学副専攻【選択必修Ａ】 

LA115 宇宙放射線特論と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

原子の構造と電子のエネルギー準位を理解する。遷移過程を学習して，Ｘ線の輝線や吸収線を理解し、計算ができるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

宇宙を観測すると，画像をはじめ時間変動や光のエネルギー分布（エネルギースペクトル）等，いろいろな情報が得られる。最近

のＸ線天文学ではＸ線のエネルギースペクトルをたいへん詳しく取得できるようになってきた。そのため，観測から宇宙を理解する

ためには，基礎的なＸ線の放射過程，とくに輝線や吸収線についての素過程を理解することが非常に重要になってきた。この講

義で，Ｘ線放射機構についてエネルギー状態とその間の遷移，そして，輝線の形状を決定する因子を学習する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. A Review of the Schrodinger Equation 

2. One-electron in a Central Field, Wave Functions, Spin 

3. Many-electron Systems, Statistics, The Pauli Principle, Hartree^Fock Approximation: Configurations, The Electrostatic 

Interaction 

4. Perturbations, Level Splittings and Term Diagram, Equivalent and Nonequivalent Electrons and Their Spectroscopic 

Terms, Parity, Spin-Orbit Coupling  

5. Zeeman Effect, Role of the Nucleus, Thermal Distribution of Energy Levels and Ionization, Thermal Equilibrium, The Saha 

Equation 

6. Semi-Classical Theory of Radiative Transitions, Electromagnetic Hamiltonian,   

7. The Transition Probability. The Dipole Approximation 

8. Einstein Coefficients and Oscillator Strengths 

9. Selection Rules 

10. Transition Rates, Bound-bound Transition for Hydrogen, Bound-free Transitions for Hydrogen, Radiative Recombination  

11. Line Broadening Mechanisms,  Doppler Broadening, Natural Broadening、Collisional Broadening, Combined Doppler and 

Lorentz Profile 

12. Topics 1 

13. Topics 2 

14. Topics 3 

 

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

テキストの内容を，他の受講者に説明できるよう，レジュメを準備すること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(100%) 

テキストの内容を互いに説明し議論することで，授業を進める予定である。実際に計算できる程度の水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Rybicki and Lightman. 1985. Radiative Processes in Astrophysics. Wiley-Interscience (471827592) 

 

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） 
アクシオンの物理/アクシオン宇宙論と重力波 

担当者名 

（Instructor） 
早田 次郎(SODA JIRO) 

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） 

アクシオンが、宇宙論や重力波物理においてどのような役割を果たすのかが理解できるようになり、具体的な計算を実行できる

ようになる。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） 

アクシオン物理の基礎、アクシオン宇宙論、アクシオンと重力波の関係に関して講義する 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アクシオンとは何か？なぜアクシオンを考えるのか？アクシオンの何が面白いのか？ 

2. アクシオン実験の現状。現在稼働中の実験や将来計画のまとめと展望。 

3. アクシオン・光子転換現象とその宇宙論への応用。 

4. アクシオン暗黒物質の基本的な事項を解説する。 

5. アクシオンと共鳴現象の理解のための数学的な準備。 

6. アクシオン暗黒物質中での電磁波・重力波の伝播解析。 

7. アクシオン宇宙論の概観。 

8. アクシオンインフレーションと様々な予言。 

9. アクシオン宇宙におけるゆらぎの進化。 

10. アクシオンによる重力波生成。 

11. アクシオンとブラックホールのスピン。 

12. アクシオン暗黒物質の検出方法。 

13. アクシオンと量子性。 

14. まとめと展望。 

 

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

式の導出の詳細を演習問題として残すので、各自で計算すること。 

 

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%)/授業への参加度(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） 

特になし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜参考文献を紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

板書の講義を中心とするが、パワーポイントも併用する。授業では学生への質問も活発に行う予定なので、積極的な受講態度が

期待される。 

 

注意事項（Notice） 
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■RA128 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RA128／原子・分子物理特論 

(Special Topics in Atomic Collisions) 

担当者名 

（Instructor） 
田沼 肇(TANUMA HAJIME) 

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） 
PHY7490 

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 

医学物理学副専攻【選択必修Ａ】 

LA128 原子・分子物理特論と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初歩的な古典力学と量子力学に基づいて，原子・分子の構造と分光，および原子衝突理論とその応用について，基本的な知識と

活用法を身に付ける。なお，前期課程よりも高度な知識を身に付けることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

水素原子の復習から初めて，多電子原子と二原子分子の電子構造について概観する。次に，原子・分子間の相互作用も触れた

後，ポテンシャル散乱を古典論・量子論・半古典論の立場で解説し，その応用として気体中のイオン移動度について紹介する。続

いて，原子衝突における電子状態の変化をもたらす非断熱過程を記述する理論的モデルについて触れて，最後にその応用とし

て太陽風多価イオンの電荷交換反応に関する研究例を示す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 水素原子 

2. 多電子原子 (1) 

3. 多電子原子 (2) 

4. 二原子分子 (1) 

5. 二原子分子 (2) 

6. 粒子間ポテンシャル 

7. 重粒子散乱の古典論 

8. 重粒子散乱の量子論 

9. 重粒子散乱の半古典論 

10. 気体中のイオン移動度 

11. 非断熱遷移 (1) 

12. 非断熱遷移 (2) 

13. 多価イオンの電子捕獲反応 

14. 太陽風と原子物理 

 

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

参考文献を用いて予習を行うとともに，配布する資料を見直しながら復習すること。 

 

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. 高柳和夫、1996、『電子・原子・分子の衝突』、培風館 (ISBN:4563-02450-3) 

2. 高柳和夫、2000、『原子分子物理学』、朝倉書店 (ISBN:4254-13681-1) 

3. 高柳和夫、2007、『原子衝突』、朝倉書店 (ISBN:4254-13684-6) 

4. 金子洋三郎、1999、『化学のための原子衝突入門』、培風館 

5. 藤永茂、1980、『分子軌道法』、岩波書店 (ISBN:4000-05920-3) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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） 

素粒子理論の理解に必要なリー代数を深く学ぶ 

 

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深く学ぶ。 

 

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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■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。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） 

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%)/発表数(35%)/発表・質問・議論の内容(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. 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 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA135 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RA135／数理物理特論２ 

(Special Topics in Mathematical Physics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
超弦理論入門 

担当者名 

（Instructor） 
細道 和夫(HOSOMICHI KAZUO) 

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 

LA135 数理物理特論２と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この講義は超弦理論の成り立ちを丁寧にたどりつつ，現代的な超弦理論の全体像を素早く理解すること，特に双対性やブレーン

といった概念まで最短経路で到達す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） 

前半では南部・後藤の作用から出発して，まず閉じたボソン弦の量子化を通じて弦の世界面理論による定式化を学び，次いでタ

イプ II超弦理論が 10 次元の超重力理論を再現することをみる．後半ではまず開いた弦・向きのない弦の定式化をとおして D ブ

レーン，オリエンティフォルドなどの物体を導入する．ついでこれらの物体の性質をブレーン上の有効理論や超重力理論の観点

から学び，最後に超弦の 5 つの模型を関係付ける双対性や M理論について解説する． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 弦理論の基礎 

2. 2 次元共形場理論 

3. ワイル不変性とアノマリー 

4. BRSTゲージ固定とゴースト理論 

5. 散乱振幅 

6. 超対称な場の理論 

7. タイプ II超重力理論と超弦理論 

8. 開いた弦と D ブレーン 

9. １ループ振幅 

10. コンパクト化と T双対性 

11. D ブレーンの有効作用 

12. ブレーンの電荷と張力 

13. 超重力理論の古典解 

14. 弦の双対性と M 理論 

 

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

講義内容をよく復習し理解する． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/レポート 1(25%)/レポート 2(25%) 

レポート問題の解答に関しては，前期課程よりも高度な達成水準を要求する． 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 細道和夫、2017/02/25、『弦とブレーン』、朝倉書店 (ISBN:978-4-254-13802-3) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

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） 
高エネルギー宇宙物理学概論 

担当者名 

（Instructor） 
榎戸 輝揚(ENOTO TERUAKI) 

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 

LA146 現代物理学特別講義３と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Ｘ線天文学やガンマ線天文学を研究する上での基礎知識を習得することを目標とする。なお、後期課程では、定量性など前期課

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） 

Ｘ線天文学を中心に高エネルギー宇宙物理学を学ぶ上で必要になる放射メカニズム、多様なＸ線源の物理、観測手法や歴史、

実際の観測例などを講義する。講義担当者の専門である中性子星の観測的研究や、Ｘ線天文学の技術的なスピンオフである雷

からの放射線測定なども紹介する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 雷や雷雲の放射線測定：Ｘ線天文学のスピンオフ研究 

2. 高エネルギー宇宙物理学の概観 

3. 高エネルギー宇宙物理学での放射メカニズム（１） 

4. 高エネルギー宇宙物理学での放射メカニズム（２） 

5. 高エネルギー宇宙物理学での放射メカニズム（３） 

6. さまざまな高エネルギー天体の物理（１） 

7. さまざまな高エネルギー天体の物理（２） 

8. さまざまな高エネルギー天体の物理（３） 

9. 高エネルギー宇宙物理学における観測手法と歴史（１） 

10. 高エネルギー宇宙物理学における観測手法と歴史（２） 

11. 高エネルギー宇宙物理学における観測手法と歴史（３） 

12. 中性子星の観測的研究（１） 

13. 中性子星の観測的研究（２） 

14. 中性子星の観測的研究（３） 

 

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

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%)/出席態度(60%) 

各講義の最後に簡単なフィードバックシートを配り出席確認とします。なお、後期課程では前期課程に比べ、定量性など、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） 

参考文献は講義中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義形式が中心であるが、必要に応じて板書等も活用する。 

 

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） 
中性子過剰重原子核と宇宙核物理 

担当者名 

（Instructor） 
宮武 宇也(MIYATAKE HIROARI) 

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） 

重原子核の性質および天体における重元素生成過程を理解する。 

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） 

重元素はどこまであるのか？重元素はどこで、どのように生まれたのか？という２つの問は、２１世紀における原子核物理が答え

るべき重要な課題である。この問いに答えるために、必要とされる重原子核の知識、最先端の実験手法について学ぶ。 

はじめに原子核の基本的性質と重原子核の反応機構を理解した上で、中性子過剰な不安定重原子核の生成・分離・測定手法を

学ぶ。次に天体における様々な元素合成過程を把握した後、早い中性子捕獲過程による重原子核生成の起源天体解明に向け

た原子核実験について触れる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 0-1 原子核の諸性質：質量公式 

2. 0-2 原子核の諸性質：殻構造 

3. 0-3 元素合成過程研究の出発点 

4. 1-1 原子核反応の運動学 

5. 1-2 様々な重イオン反応 

6. 1-3 低エネルギー重イオン反応断面積 

7. 1-4 融合反応 

8. 1-5 多核子移行反応 

9. 1-6 未知重原子核の分離・収集法 

10. 2-1 天体核反応の基礎 

11. 2-2 軽い元素合成過程 

12. 2-3 重い元素合成過程 

13. 2-4 早い中性子捕獲過程 

14. 2-5 KISS Project 

 

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

基本的な原子核物理の知識があることを前提にしている。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/授業内課題（３回）(60%)/出席態度(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. C.E. Rolfs and W.S. Rodney. 1988. Cauldrons in the Cosmos. Chicago (ISBN:0-226-72457-3) 

2. 滝川 昇、2013、『原子核物理学』、朝倉 (ISBN:978-4-254-13778-1) 

3. 中村 隆司、2016、『不安定核の物理』、共立 (ISBN:978-4-320-03528-7) 

4. 住吉 光介、2018、『原子核から読み解く超新星爆発の世界』、共立 (ISBN:978-4-320-03541-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 



 - 180 - 

■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。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） 

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） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)80%, 平常点(In-class Points)20% (レポート 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) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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) 

担当者名 

（Instructor） 
田中 秀和(TANAKA HIDEKAZU) 

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） 

相対論的量子力学と場の量子論の初歩的理解をはかる。 なお、前期課程よりも高度な知識とスキルを身に付けることを目標と

する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

粒子と場の概念を学び，特殊相対性理論を考慮して量子力学を拡張する。特に，Dirac 方程式，および場の量子化の基礎を取り

扱う。更に，電子と光子の間の相互作用による素過程について学ぶ。 

4 月・5 月に２コマ連続して授業を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 粒子と場 

2. 場の概念 

3. 量子力学の相対論化（１） 

4. 量子力学の相対論化（２） 

5. 量子力学の相対論化（３） 

6. Dirac 方程式とフェルミ粒子（１） 

7. Dirac 方程式とフェルミ粒子（２） 

8. Dirac 方程式とフェルミ粒子（３） 

9. 電磁場の量子化（１） 

10. 電磁場の量子化（２） 

11. 電磁場の量子化（３） 

12. 電子と光子の相互作用（１） 

13. 電子と光子の相互作用（２） 

14. 電子と光子の相互作用（３） 

 

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

ゼミナール形式で行う。議論への積極的な参加が求められるので，必ず予習しておくこと。 

 

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

 

参考文献（Readings） 

1. Greiner, W. 1990. Relativistic Quantum Mechanics. Springer (ISBN:0387509860) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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(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を学ぶ。 

 

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) 

担当者名 

（Instructor） 
大関 真之(OZEKI MASAYUKI) 

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） 

統計力学を計算手法のツールとして理解して、使える方法にする。 

その際に情報科学の諸問題を相手にすることで実用的な側面を理解する。  

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） 

統計力学の基礎を復習したのち、情報統計力学の基礎となるスピングラス理論の詳細を学ぶ。 

さらに近年の話題である量子アニーリングの基礎を量子系の統計力学を導入した後に学ぶ。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 統計力学の概説  

2. イジング模型と平均場近似  

3. 相転移現象  

4. スピングラス模型  

5. レプリカ法  

6. 情報統計力学の概説  

7. 機械学習との関係  

8. パーセプトロン  

9. スパースモデリング  

10. 圧縮センシングの情報統計力学  

11. マルコフ連鎖モンテカルロ法  

12. 熱アニーリングと量子アニーリング  

13. 量子モンテカルロ法によるシミュレーション  

14. D-Waveマシンによる量子シミュレーション  

 

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

適宜参考文献、論文のサーベイとレポートを課す  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/各回レポート(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. 西森秀稔・大関真之、2018、『量子アニーリングの基礎』、共立出版 

2. 西森秀稔、1999、『スピングラス理論と情報統計力学』、岩波書店 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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｡ 

なお、後期課程においては、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） 

Blackboard を使います｡ 

 

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｡ 後期課程においては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)） 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 190 - 

■RA209 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RA209／原子・分子物理学 

(Atomic and Molecular Pyhsics) 

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. 2016. University Physics with Modern Physics, 14th Edition. Pearson 
(ISBN:9780133975987) 
 

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。強い相互作用の特徴を理

解し，物理学の体系の中に位置づけることができるようになり、定量的な予言ができること。 

 

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。また、モデルを修正した場合にその結論がどのように変わるのかを考察する。 

 

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） 

レポート 1(20%)/レポート 2(20%)/レポート３(20%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

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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■RA220 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RA220／放射線生物学特論 

(Special Topics in Radiation Biology) 

担当者名 

（Instructor） 
小西 輝昭(KONISHI TERUAKI) 

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】 

LA220 放射線生物学特論と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

放射線生物学の基礎, 放射線による診断・治療などの医学的利用, 分析のための利用, 放射線リスクモデルに至るまでの体系

的な理解をはかる｡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） 

放射線生物学は物理学, 化学, 生物学, 医学といった複合領域であることから, 様々な観点からアプローチ・ディスカッションをし

ながら授業を行う｡ 放射線関連分野から,放射線生物学において重要な項目に関して授業内に適宜課題を出題する｡ 関連する

科学論文を参考に議論を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 放射線の産業・医学などの社会的利用の紹介及び規制について 

2. 放射線の概要 

3. 放射線生物学の概要 

4. 生物学の基礎  (ＤＮＡ, 遺伝子, 染色体, 細胞) 

5. 放射線の生物への作用 物質への作用・初期過程について 

6. 放射線誘発ＤＮＡ損傷 (１) 

7. 放射線誘発ＤＮＡ損傷 (２) どのように検出するのか, 実験的手法 

8. 染色体異常 (分類・実験的検出手法) 

9. 細胞致死と生存率曲線 

10. 重粒子線の生物効果 

11. 低線量放射線影響 (１) ＬＮＴモデルなど 

12. 低線量放射線影響 (２) マイクロビーム細胞照射装置の紹介 

13. 放射線誘発バイスタンダー効果 

14. まとめ 

 

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

D.T. Goodhead, J. Radiat. Res. Vol. 40 (1999), S1-S13 (doi:10.1269/jrr.40.S1)をダウンロードし, 予習すること｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(30%)/確認小テスト(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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■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。 

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。 

すべての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

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. 2014. The Physics of Radiation Therapy 5th ed.. Lippincott Williams & Wilkins (ISBN:978-

1451182453) 

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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■RA225 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RA225／惑星大気物理学 

(Physics of Planetary Atmospheres) 

担当者名 

（Instructor） 
吉岡 和夫(YOSHIOKA KAZUO) 

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 

CB138 宇宙地球系物理学講究７、LA225 惑星大気物理学と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は惑星周辺の大気やプラズマの成り立ちや動的描像の理解を目的とする．なお，前期課程よりも高度な知識の習得を目

指す． 

 

授業の内容（Course Contents） 

惑星を取り巻く大気やプラズマについて最新の観測情報を基に紹介し，それらの成り立ちについて物理的な側面から解説する．

また，様々観測手法について紹介し，実際のデータを用いた解析も行う． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（１．太陽系天体について） 

2. 導入（２．天体大気・プラズマの観測について） 

3. 様々な種類の天体大気（１．地球型大気天体） 

4. 様々な種類の天体大気（２．水星型大気天体） 

5. 惑星とプラズマについて（放射線帯の科学） 

6. 惑星観測の方法（光を用いた観測手法） 

7. 惑星大気・プラズマ観測例の紹介（ひさき衛星について） 

8. 最新の惑星観測研究の紹介（超小型探査について） 

9. 惑星観測ミッションの検討（１．実現可能なミッションについて） 

10. 惑星観測ミッションの検討（２．装置設計） 

11. 天体への大気供給について（１．星間塵と太陽系形成理論） 

12. 天体への大気供給について（２．星間塵の観測手法） 

13. 天体への大気供給について（３．データ解析演習） 

14. 講義まとめ 

 

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

特になし 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加態度(60%)/授業内の小テスト(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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■RA227 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RA227／高エネルギー宇宙物理学 

(High Energy Astrophysics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
素過程から理解する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） 
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） 
CB140 宇宙地球系物理学講究９、LA227 高エネルギー宇宙物理学と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

高エネルギー宇宙物理学の基礎の習得を目標とする。 

The aim of the lecture is to understand the basic on high energy astrophysics.  

なお、前期課程よりも深い理解と応用力を身につけることを要求する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

高エネルギー宇宙物理学が扱うエネルギー領域は、光を光子として扱うため、光子の扱いを基礎的な物理学の観点とそれを検

出する方法について紹介する。ブラックホールや銀河団など、現実の例を扱い、理解を深めることを目指す。 

The photon is treaded as a particle at high energy so that the detection principle and its technique need deep understanding on 

the particle detection. The physics on the black holes and cluster of galaxies are introduced to deepen the understanding of the 

high energy phenomena.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 宇宙の高エネルギー現象 

2. 宇宙観測の基礎(1) 

3. 宇宙観測の基礎(2) 

4. 放射過程(1) 

5. 放射過程(2) 

6. 銀河団と宇宙の大規模構造 

7. 宇宙精密 X線分光観測 

8. ブラックホール 

9. 粒子加速と非熱的現象 

10. コンパクト天体 

11. 巨大ブラックホール 

12. 高エネルギー天文学の観測および実験技術 

13. 多波長宇宙観測 

14. 相対論的宇宙現象 

 

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、流体力学の予習復習が理解に役立つ。 

 

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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■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） 
 

 

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） 

 

 

  



 - 197 - 

■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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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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■RB102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RB102／分析化学応用特論１ 

(Advanced Lecture on Analytical Chemistry1) 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 直樹(SASAKI NAOKI) 

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） 
CHE7390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LB102 分析化学応用特論１と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生体物質の各種分析法の基本原理や特徴，応用例を理解できる。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） 

 生体物質の構造や機能，性質を調べる上で，或いは試料中の目的物質の同定と定量を行う上で，分析化学的手法は欠くこと

のできない存在となっている。本講義では，種々の生体物質を対象とする分析法について，その基本原理や特徴，応用例を解説

する。 

 具体的にはまず，DNAやタンパク質，細胞などの生体物質の分析法について説明する。次に，マイクロアレイやマイクロ流体デ

バイスなど，最新の分析プラットフォームについて概説し，その後各種分析への応用について個別に説明する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 生体分析化学概論 

2. DNA分析(1): PCR 法 

3. DNA分析(2): RCA法 

4. DNAシークエンシング 

5. タンパク質分析 

6. 細胞分析 

7. 細胞・組織染色 

8. バイオイメージング 

9. マイクロアレイ 

10. マイクロ流体デバイス 

11. マイクロ流体デバイスを用いる化学・生化学分析 

12. マイクロ流体デバイスを用いる細胞分析 

13. マイクロ血管モデル 

14. Organ-on-a-Chip 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/小レポート(40%) 

受講生は講義時に毎回小レポートを提出する(40%)。加えて、トピックを一つ選んでレポートを書き、学期末に提出する(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） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RB104／無機化学応用特論１ 

(Advanced Lecture on Inorganic Chemistry 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

ナノスケールにおける物質化学 

(Nanomaterial Chemistry 1) 

担当者名 

（Instructor） 
根岸 雄一(NEGISHI YUICHI) 

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） 
CHE7590 

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 

LB104 無機化学応用特論１と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This special lecture aims to learn the nanomaterials, which are very important in the nanotechnology. Firstly, we learn the 

importance of the nanomaterials. Then, we learn the history, synthesis methods, and application of the represented 

nanomaterials, such as fullerenes, metal nanoclusters, and supramolecules. In the last lecture, we learn the application of the 

nanomaterials in the field of energy and environmental fields. 

 

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） 

By the end of this course, the students will be able to deeply know the state-of-the art information on the synthesis and 

application of the nanomaterials. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ナノの背景 

2. ナノスケールでの材料研究と材料操作 

 ・電子顕微鏡法 

 ・走査型プローブ顕微鏡法 

 ・光学顕微鏡法 

 ・X線回折法 

3. フラーレン 

 ・発見 

 ・合成 

 ・内包フラーレンの化学 

4. カーボンナノチューブ 

 ・発見 

 ・合成 

 ・電子構造 

 ・機械的/物理的性質 

5. 自己組織化単分子膜 

 ・金表面の単分子膜 

 ・自己組織化単分子膜の応用例 

6. 気相クラスター 

 ・クラスター形成 

 ・気相クラスターの検出と分析 

 ・クラスターの種類 

 ・クラスターの性質 

7. 半導体量子ドット 

 ・量子ドットの合成 

 ・量子ドットのサイズと性質の相関 

8. 単分子膜保護金属ナノ粒子 

 ・作製法 

 ・評価法 

 ・機能性金属ナノ粒子 

 ・応用 

9. コアシェル型ナノ粒子 

 ・コアシェル型ナノ粒子のタイプ 

 ・評価 

 ・性質 

 ・応用 
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10. ナノ生物学 

 ・生体分子とナノ粒子表面の相互作用 

 ・バイオ―ナノハイブリッドの合成に使用されている各種無機材料 

 ・生物学におけるナノの応用 

 ・ナノバイオテクノロジーの現状 

11. ナノセンサー 

 ・光学的性質に基づくナノセンサー 

 ・電気化学的性質に基づくナノセンサー 

 ・電気化学ナノセンサー 

 ・物理的性質に基づくナノセンサー 

 ・ナノバイオセンサー 

12. ナノ医療 

 ・ナノ医療を発展させているアプローチ 

 ・ナノ薬剤投与のプロトコル 

 ・診断応用におけるナノテクノロジー 

 ・診断と治療に用いられる物質 

13. 分子ナノマシン 

 ・分子モーターと分子ナノマシン 

 ・分子素子 

 ・単一分子素子 

14. ナノサイエンスとナノテクノロジーの社会的意義 

 ・第一次産業革命からナノ革命へ 

 ・ナノサイエンス・ナノテクノロジーと社会の関係 

 ・ナノ政策と制度 

 ・大衆の意識とナノとの関わり 

 

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

特に必要とはしていない 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(20%)/授業への参加度(25%)/毎回の小テスト(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)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RB110／有機化学応用特論２ 

(Advanced Lecture on Organic Chemistry 2) 

担当者名 

（Instructor） 
森本 正和(MORIMOTO MASAKAZU) 

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） 
CHE7490 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LB110 有機化学応用特論２と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

有機分子の電子励起状態が関わる化学，すなわち有機光化学の特徴を理解し，応用分野に関する知識を身につける。また，有

機光化学に関連する学術論文を取り上げ，その研究の意義・問題点・将来展望などについて考察することで，学術研究の動向を

短・中・長期的に捉える視点を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学部で学んだ有機化学反応の多くは，基底状態における反応（熱反応）であった。本授業では，光の吸収により生成する電子励

起状態を経由する反応（光反応）など，有機光化学の基礎について講義するとともに，その応用分野を紹介する。まず，有機光化

学の基礎，すなわち電子励起状態の生成と性質，電子励起状態から起こる光物理過程（蛍光・りん光など）と光化学反応，エキシ

マーとエキシプレックス，励起エネルギー移動，光化学実験法などについて講義する。その後，有機光化学の応用的内容を含む

研究トピック，例えば超分子や分子結晶の光化学，可逆的光化学反応であるフォトクロミズム，光機能分子を用いたデバイスの

構築などを取り上げる。最後に，有機光化学に関連する文献紹介発表会を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 有機光化学 

2. 電子励起状態の生成と性質 

3. 蛍光とりん光 

4. エキシマーとエキシプレックス 

5. 無放射過程 

6. 励起エネルギー移動 

7. 光化学反応 

8. 光化学実験法 

9. 超分子・分子結晶の光化学 

10. フォトクロミズム，光機能分子デバイス 

11. まとめ（１） 

12. 文献紹介（１） 

13. 文献紹介（２） 

14. まとめ（2） 

 

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

自分の専門分野内外の学術論文に興味を持ち，それらを検索・収集・閲覧することを，研究生活の習慣の 1 つとして定着させる。

授業中に学習した内容を各自で復習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内の小テスト(30%)/レポート（35%×2 回）(70%) 

レポート（35%×2 回）においては，有機光化学に関連する学術論文を取り上げ，その研究の背景・概要とともに，意義・問題点・将

来展望などについての自分の考えを記述する。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Barltrop, Coyle. 1975 年. Excited States in Organic Chemistry. John Wiley & Sons (ISBN:0471049956) 

2. Turro, Ramamurthy, Scaiano. 2009 年. Principles of Molecular Photochemistry: An Introduction. University Science Books 

(ISBN:9781891389573) 

その他，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・プリント資料・視覚教材（スクリーン投影）を用いる。 

文献紹介発表会について授業中に講評を行う。 
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注意事項（Notice） 
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■RB139 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RB139／有機化学応用特論３ 

(Advanced Lecture on Organic Chemistry 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
[遷移金属を活用する有機化学反応] 

担当者名 

（Instructor） 
熊谷 直哉(KUMAGAI NAOYA) 

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） 
LB139 有機化学応用特論３と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

有機金属化学の基礎を習得し, 反応化学に応用するための思考法を養う。有機金属化合物の反応性, 構造特性, および触媒機

能を理解し，それらが化学産業・医薬品合成にどのように応用されているかを理解する。前期課程の当該科目よりも高度な知識

を身に付けることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

有機金属化学は有機化学と無機化学の境界領域の研究分野であり，比較的新しい学問領域である。しかしながら，有機金属化

学は合成化学において今やなくてはならない存在であり，様々な有用化学物質の創製に広く貢献している。これから有機合成化

学を志すものにとって，有機金属化学は避けては通れない道である。 

本講義では，有機金属化合物を典型金属化合物と遷移金属化合物に分類し，それぞれの合成・構造およびその反応性を解説す

る。金属化合物を理解する上で根幹となる概念を概説し，個々の金属化合物の構造特性・代表的な化学的特性を概観する。ま

た，習得した基礎知識をもとに, 触媒反応を反応機構も含めて包括的に理解する。学習した内容が実際の工業生産や有機合成

化学の発展にどのように寄与してきたかを紹介しつつ講義を進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 有機金属化学の概略 

2. 典型有機金属化合物: 構造と反応－１（1 族，2 族） 

3. 典型有機金属化合物: 構造と反応－２（13 族） 

4. 典型有機金属化合物: 構造と反応－３（13 族，14 族） 

5. 遷移金属錯体の基礎－１（構造） 

6. 遷移金属錯体の基礎－２（基本的な錯体素反応） 

7. 遷移金属錯体の反応形式－１ 

8. 遷移金属錯体の反応形式－２ 

9. 遷移金属錯体の反応形式－３ 

10. 遷移金属錯体を用いる合成反応－１（遷移金属を用いる炭素－炭素結合形成反応） 

11. 遷移金属錯体を用いる合成反応－２（遷移金属を用いる炭素－炭素結合形成反応） 

12. 遷移金属錯体を用いる合成反応－３（遷移金属を用いる炭素－炭素結合形成反応） 

13. 有機金属触媒を用いた不斉触媒反応 

14. 各論の補足的事項 

 

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

典型元素が関与する基本的有機化学反応に習熟していることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業内小テスト(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 

【変更前】筆記試験(Written Exam)60%, 平常点(In-class Points)40% (出席時の小テスト 40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 野依良治 他、2019、『大学院講義有機化学 第 2 版  I  分子構造と反応・有機金属化学』、東京化学同人 

(ISBN:9784807908202) 

2. 辻二郎、2008、『有機合成のための遷移金属触媒反応』、東京化学同人 (ISBN:480790681X) 

3. László Kürti, Barbara Czakó,. 2005. Strategic Application of Named Reactions in Organic Synthesis. Elsevier Academic Press 

(ISBN:0124297854) 

4. Louis S. Hegedus,. 2009. Transition Metals in the Synthesis of Complex Organic Molecules. University Science Book 



 - 204 - 

(ISBN:1891389599) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB142 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RB142／物理化学応用特論２ 

(Advanced Lecture on Physical Chemistry 2) 

担当者名 

（Instructor） 
永野 修作(NAGANO SHUSAKU) 

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） 
LB142 物理化学応用特論２と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

コロイド化学、界面科学、高分子化学を基盤とした、ソフトマテリアル（界面活性分子、液晶や高分子）集合体の振る舞いとその機

能を学び、前期課程よりも高度な知識と実践的な理解を身に付けることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

高分子、液晶、ゲル、分子膜等のソフトマテリアルは、強い協同作用を発現するため、基礎・実用の両面にわたり極めて魅力的な

組織構造や材料システムを構築できる。これらを設計するうえで、分子組織に関る化学の理解は必須である。本講義では、コロイ

ド・界面科学を基盤として、分子や高分子の集合体の振る舞い、その組織化手法、構造・特性、速度論、機能（主に光機能）等に

ついて論ずる。基礎的な項目と最新の研究動向との関連性を常に意識して講義を進める予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 分子組織化学とは（ソフトマテリアルの協同性と階層構造）  

2. 分子間力と界面化学の基礎 

3. Langmuir-Blodgett膜とその機能 

4. 自己集合単分子膜 とその機能 

5. 液晶と歴史 

6. 液晶材料とその機能（サーモトロピック液晶、リオトロピック液晶） 

7. 分子組織と配向手法 

8. 分子組織体の配向構造解析手法 

9. 高分子化学の基礎 

10. 機能性高分子 

11. 高分子の自己集合構造と分子配向制御 

12. ミクロ相分離構造と配向制御 

13. 薄膜表面からの高分子配向制御 

14. 粒子集積と機能 

 

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

有機化学、物理化学、高分子合成化学、高分子物理化学、界面科学、光化学等バックグラウンドとなる化学分野を復習しておくこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/毎回の授業の演習問題（5 点×14 回）(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） 

特になし、必要に応じてプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. J.N.イスラエルアチヴィリ、2013、『分子間力と表面力 第 3 版』、朝倉書店 

2. Hans-Jurgen Butt, Karlheinz Graf, Michael Kappl、2016、『界面の物理と化学』、丸善 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB146 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RB146／物理化学応用特論３ 

(Advanced Lecture on Physical Chemistry 3) 

担当者名 

（Instructor） 
枝元 一之(EDAMOTO KAZUYUKI) 

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） 
CHE7290 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LB146 物理化学応用特論３と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

固体の物性を統一的に理解し，物質の持つ多様な機能性に関する最先端の研究がいかに展開されているかを理解することを目

標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

固体の示す物性の多くは，固体中の電子の状態により決まる。本講義では，固体の電子状態の理論を述べ，それを基に電気伝

導性と光学的性質を統一的に説明する。また，化学的に興味深い固体表面の電子状態と反応性について述べる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 結晶の構造（単位格子の概念、逆格子） 

2. 一次元原子鎖の電子状態（強結合法） 

3. 一次元原子鎖の電子状態（自由電子近似） 

4. 二次元結晶のバンド構造と状態密度（グラフェンにおけるディラックコーン） 

5. 半導体（pn 接合、光起電力） 

6. 電気伝導性（オームの法則、光伝導性、巨大磁気抵抗） 

7. 電子気体モデル（プラズモン、トーマス・フェルミ遮蔽、プラズモニクス） 

8. 固体の光学的性質（エキシトン、F-中心、透明電極） 

9. 固体電子状態の測定法（光電子分光、逆光電子分光） 

10. 固体電子状態の測定法（光吸収分光、X線発光分光） 

11. 反磁性と常磁性（スピンの本質、超伝導におけるマイスナー効果） 

12. 強磁性と反強磁性（キュリー・ワイスの法則、スピントロニクス） 

13. 結晶表面の構造と電子状態（表面緩和と表面再構成、表面準位） 

14. 結晶表面の反応性（LH 機構と ER 機構） 

 

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が望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. P. A. Cox、2001、『固体の電子構造と化学』、技報堂出版 (ISBN:4-7655-0371-2) 

2. C. Kittel、2012、『固体物理学入門（上）』、丸善 (ISBN:978-4-621-07653-8) 

3. C. Kittel、2012、『固体物理学入門（下）』、丸善 (ISBN:978-4-621-07654-5) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RB151／特別講義１ 

(Special Lecture 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
有機典型元素化合物の合成，構造，性質 

担当者名 

（Instructor） 
石井 昭彦(ISHII AKIHIKO) 

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 

LB151 特別講義１と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

高周期典型元素を含む不飽和結合や超原子価典型元素などを有する典型元素化合物の合成，構造，化学的および物理的性質

について学び，典型元素化合物（ヘテロ原子化合物）の特徴を理解した上で、さらに高度な知識を身に付け、この分野における課

題発見能力を涵養する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

典型元素化合物の基本的な性質を説明しながら，高周期典型元素を含む不飽和結合を有する化合物や超原子価典型元素を有

する化合物など，典型元素化合物に特徴的な構造を有する化合物の合成，構造，および性質について概観し，典型元素が形成

する化学結合の特徴について論ずる。また，特徴的な物性（特に光物性）を発現する典型元素化合物について紹介する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序：有機典型元素化合物の紹介 

2. 高周期典型元素を含む不飽和結合を有する典型元素化合物の合成，構造，性質（１） 

3. 高周期典型元素を含む不飽和結合を有する典型元素化合物の合成，構造，性質（２） 

4. 高周期典型元素を含む不飽和結合を有する典型元素化合物の合成，構造，性質（３） 

5. 高周期典型元素を含む不飽和結合を有する典型元素化合物の合成，構造，性質（４） 

6. 超原子価典型元素を含む典型元素化合物の合成，構造，性質（１） 

7. 超原子価典型元素を含む典型元素化合物の合成，構造，性質（２） 

8. 超原子価典型元素を含む典型元素化合物の合成，構造，性質（３） 

9. 超原子価典型元素を含む典型元素化合物の合成，構造，性質（４） 

10. その他の特徴的な構造を有する典型元素化合物の合成，構造，性質（１） 

11. その他の特徴的な構造を有する典型元素化合物の合成，構造，性質（２） 

12. 典型元素が形成する化学結合の特徴のまとめ 

13. 特徴的な物性（特に光物性）を発現する典型元素化合物（１） 

14. 特徴的な物性（特に光物性）を発現する典型元素化合物（２） 

 

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の原著論文を読み，より一層理解を深めること。 

 

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%) 

博士後期課程学生については、「授業の目標」に沿った最終レポートの課題につ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) 

2. 秋葉欽哉、2008、『有機典型元素化学』、講談社サイエンティフィク (ISBN:978-4-06-154337-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RB154／特別講義４ 

(Special Lecture 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

分子認識と超分子（前半） 

両親媒性分子の化学（後半） 

担当者名 

（Instructor） 

早下 隆士(HAYASHITA TAKASHI) 

豊田 太郎(TOYOTA TARO) 

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） 
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 

LB154 特別講義４と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義の前半では、最先端の分子認識化学および超分子化学に関する基礎と応用を理解し、分析化学研究に必要な基礎知識

を身につけることを目標とする。後半では、水にも油にも可溶な両親媒性分子が水中でつくる自己集合体に着目した最先端の分

析化学研究の基礎と応用を理解し、身につけることを目標とする。なお、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを

目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

分析化学は、分離と計測の学問である。本講義の前半では最先端の分子認識化学および超分子化学の基礎と応用について解

説し、分析化学研究の中の分析試薬および化学センサーの設計に関する基礎知識を習得する。受講者は、講義を理解した上で

最先端の分子認識化学、超分子化学に関わる分析試薬、化学センサーの研究を調査し、そのレポートを報告する。本講義の後

半では、両親媒性分子の性質およびミセルやベシクルなどの自己集合体について解説し、それに基づいた最先端の分析化学研

究の基礎知識を習得する。受講者は、講義内容について講義ごとに具体例を含む小課題に取り組み、それをレポートとしてまと

める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義の進め方、評価方法の説明、先端分離分析研究の紹介を行う。 

2. クラウンエーテル化合物の発見と分子認識化学の解説を行う。 

3. カリックスアレーン化合物、およびスフェランド化合物の設計と応用に関する解説を行う。 

4. シクロデキストリン化学の基礎と応用に関する解説を行う。 

5. 分子認識と超分子に基づく最先端研究の紹介を行う。 

6. 分子認識、超分子化学に基づく分析試薬、化学センサーに関する文献調査と発表、レポート作成を行う。（輪講形式） 

7. 分子認識、超分子化学に基づく分析試薬、化学センサーに関する文献調査と発表、レポート作成を行う。（輪講形式） 

8. 両親媒性分子とその性質に関する解説を行う。 

9. 両親媒性分子が形成する自己集合体に関する解説を行う。小課題についてレポートをまとめる。 

10. 両親媒性分子が形成する界面を利用した分析化学の基礎と応用を解説する。 

11. 脂質二分子膜とベシクルを利用した分析化学の基礎と応用を解説する。小課題についてレポートをまとめる。 

12. ベシクルを基盤とする人工細胞の基礎と応用に関する解説を行う。 

13. ベシクルを基盤とする人工細胞の最先端の研究の紹介を行う。 

14. ベシクルを基盤とする人工細胞の最先端の研究の紹介を行う。小課題についてレポートをまとめる。 

 

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)(15%)/講義内での発表（講義前半）(15%)/授業への参加度（講義前半）(15%)/講義内でのレポート提出

（講義後半）(15%)/授業への参加度（講義後半）(15%)/全ての評価方法において、高度な達成水準を要求する。(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 早下隆士・築部 浩、2007、『分子認識と超分子』、三共出版 (ISBN:978-4-7827-0548-3) 

2. 北原文雄、1994、『界面・コロイド化学の基礎』、講談社サイエンティフィック (ISBN:978-4-06-153360-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 



 - 209 - 

■RB157 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RB157／特別講義７ 

(Special Lecture 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
X線吸収分光法の基礎と応用/機能性材料の構造解析 

担当者名 

（Instructor） 
山添 誠司(YAMAZOE SEIJI) 

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） 
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 

LB157 特別講義７と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では X線吸収分光法および機能性材料（特にクラスター）の基礎知識とその応用に関する知見の習得を目標にする．応

用では，実際の研究例を交えながら，X線吸収分光法から得られる機能性材料の電子状態や局所構造を使った機能発現機構

解明に関する知見の習得を目指す．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） 

X 線吸収分光法は材料の電子状態，局所構造に関する情報を元素選択的に得ることができるため，固体や溶液中の金属錯体，

クラスター，無機固体材料の構造を知る上で強力な解析手法である．本講義では，X線吸収分光法の基礎と応用，機能性材料

（金属錯体，クラスター，固体材料）の基礎と物性について解説するとともに，X線吸収分光法を用いた機能性材料の研究につい

て紹介する． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. X線吸収分光法の歴史・放射光施設 

2. X線吸収分光法の基礎：XANES 

3. X線吸収分光法の基礎：EXAFS 

4. XAFS測定法 

5. XAFS解析 

6. 機能性材料の化学：金属錯体 

7. 機能性材料の化学：バルク材料 

8. 機能性材料の化学：クラスター 

9. 機能性材料の化学：金属クラスター 

10. 機能性材料の化学：金属酸化物クラスター 

11. X線吸収分光法を用いた錯体触媒の解析 

12. X線吸収分光法を用いた金属クラスターの解析 

13. X線吸収分光法を用いた金属酸化物クラスターの解析 

14. X線吸収分光法を用いたバルク材料の解析 

 

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

テキストを参考に X線吸収分光法に関する予習をしておくこと． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト(60%)/レポート(40%) 

小テストは各講義日の最後に実施します（計 3 回）．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. 日本 XAFS研究会、2017、『XAFS の基礎と応用』、講談社 (ISBN:978-4-06-153295-3) 

2. 近藤保，市橋正彦、2010、『クラスター入門』、裳華房 (ISBN:978-4-7853-2916-7) 

3. A.R. ウエスト、2016、『ウエスト固体化学 基礎と応用』、講談社 (ISBN:978-4-06-154390-4) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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 

 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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．英語アカデミックプレゼンテーションとは． 

2. 化学英語特有の文法 

3. 論文読解 

4. 中間試験 

5. 研究内容を３分で発表する（日本語） 

6. 研究内容を３分で発表する（英語） 

7. 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. 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リハーサル 

11. 国際会議を想定した英語プレゼンテーション（１） 

12. 国際会議を想定した英語プレゼンテーション（２） 

13. 国際会議を想定した英語プレゼンテーション（３） 

14. 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(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%) 

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. 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/ 

 



 - 211 - 

注意事項（Notice） 
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■RB160 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RB160／物理化学応用特論４ 

(Advanced Lecture on Physical Chemistry 4) 

担当者名 

（Instructor） 

望月 祐志(MOCHIZUKI YUJI) 

安池 智一(YASUIKE TOMOKAZU) 

都築 誠二(TSUZUKI SEIJI) 

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） 
CHE7690 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LB160 物理化学応用特論４と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

量子化学・計算化学の理論と実装，さらに応用事例を学ぶ。授業を通じて、現代の理論化学が実験化学との連携において果たす

役割を知り、今後の研究開発活動のための知見を広げる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半では，量子化学の代表手法である分子軌道法について，最新の理論と高速化の技法までを概説する。また後半では，例示

的な応用計算について紹介する（特に分子間相互作用解析に力点を置く）。最近では、Scienceや PNASなどの高 IF雑誌で実

験だけでなく計算による解析が併せて報告される事例も増えてきており、実験研究者にとっても計算は無縁ではいられなくなりつ

つある。実験-理論のインタープレイの事例を紹介することで、こうした状況にリアリティを持ってもらえれば幸いである。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ハートリーフォック法： 平均場近似、自己無撞着場 （望月） 

2. 電子相関理論１： 配置間相互作用(CI)と多体摂動論(MBPT) （望月） 

3. 電子相関理論２： 結合クラスター展開(CC)と直接距離依存法(F12） （望月） 

4. 密度汎関数法： 各種汎関数の紹介と精度(B3LYPや B97D など) （望月） 

5. 基底関数： Pople 系基底と Dunning 系基底 （望月） 

6. エネルギー微分と応答理論： 解析的微分と分子構造最適化，励起エネルギーや物性値 （望月）  

7. 計算の高速化： 行列積型アルゴリズム、並列分散処理、ファイル無処理  （望月） 

8. 相互作用解析１： 分子間相互作用の種類と計算方法（超分子法と基底関数重ね合わせ誤差） （都築） 

9. 相互作用解析２： 分子間相互作用の計算精度：基底関数系と電子相関の補正法の影響 （都築） 

10. 相互作用解析３： 種々の分子間相互作用の解析（π/π、CH/π 相互作用、水素結合、ハロゲン結合など） （都築） 

11. 応用編１：光と分子の相互作用（いくつかの特徴的な励起状態） （安池） 

12. 応用編２：大域的ポテンシャル面の構築法（静的・動的電子相関と多参照電子相関理論） （安池） 

13. 応用編３：波動関数のさまざまな解析法（自然軌道，NTO, NBO，集団性指標） （安池） 

14. まとめと補足(QM/MM や FMO) （望月） 

 

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

前半の内容では数式を使った解説が多くなるので，適切に理解するには自習が必要となるかもしれない。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回、リアクションペーパーの提出を求める。また、授業中に複数回のレポート提出を課す。(100%) 

前期課程より高度な達成水準を要求したい。レポートの作成には、英文での内容の要約も追加で課す。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

テキストは特に指定しないが，学部で「分子軌道論」を履修した学生は適宜復習することを薦める。なお，資料や論文などの配付

も行う。授業で紹介された論文を自ら読み直す、さらに調べるなどの自習も今後の研究開発活動の礎になるであろう。 

 

注意事項（Notice） 
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■RB162 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RB162／特別講義１０ 

(Special Lecture 10) 

担当者名 

（Instructor） 
箕浦 真生(MINOURA MAO) 

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） 

LB162 特別講義１０と合同授業 

スケジュール等は以下の URLより確認すること。 

http://s.rikkyo.ac.jp/7508dfc 

 

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。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） 

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. 松本 剛昭：「レーザー分光と多変量解析の融合によるクラスター科学」（１） 

2. 松本 剛昭：「レーザー分光と多変量解析の融合によるクラスター科学」（２） 

3. 松本 剛昭：「レーザー分光と多変量解析の融合によるクラスター科学」（３） 

4. 土岐 将太郎：「企業(製造業や研究職)で働くとは」（１） 

5. 土岐 将太郎：「企業(製造業や研究職)で働くとは」（２） 

6. 宮野 博：「アミノ酸のもつ無限の可能性の追求」（１） 

7. 宮野 博：「アミノ酸のもつ無限の可能性の追求」（２） 

8. 宮野 博：「アミノ酸のもつ無限の可能性の追求」（３） 

9. 貞清 正彰：「結晶性多孔体を利用した新たな固体イオニクス材料」（１） 

10. 貞清 正彰：「結晶性多孔体を利用した新たな固体イオニクス材料」（２） 

11. 湊 雄一郎：「みんなの量子コンピュータ」（１） 

12. 湊 雄一郎：「みんなの量子コンピュータ」（２） 

13. 中村 貴志：「超分子金属錯体の構築法と機能」（１） 

14. 中村 貴志：「超分子金属錯体の構築法と機能」（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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■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） 
 

 

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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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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■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） 
CA191 代数学諸論１、LC147 代数学特論１と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

可換環論の基礎を学ぶ。可換環の定義や基本的性質を学んだ後，具体例として次数付き環を講義し，可換環論のより深い理解

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） 

可換環論は多様体や組合せ論などの他分野と深い関わりがあり，今日までに多くの研究結果があり，今なお盛んに研究されて

いる分野である。本講義では，前半で可換環に関する定義や性質を講義した後，後半では組合せ論的可換環をテーマとし，具体

的な例をいくつか挙げて環の性質について解説する。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 環の定義 

2. 環準同型写像 

3. イデアル，剰余環 

4. 加群の定義とその性質 

5. 加群の準同型写像 

6. 加群の系列，完全列 

7. 加群のテンソル積 

8. イデアルの準素イデアルへの分解(1) 

9. イデアルの準素イデアルへの分解(2) 

10. ネーター環と準素分解 

11. 次数付き環と次数付き加群 

12. 半群環の定義およびその性質(1) 

13. 半群環の定義およびその性質(2) 

14. まとめ 

 

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」を予備知識とする。特に，ベクトル空間については既知とし，話を進めていく。また，「代数学 1」は履修中，ある

いは履修済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） 
CA192 代数学諸論２、LC148 代数学特論２と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

可換環，特に次数付き環について学ぶ。具体的にスタンレー・ライスナー環やトーリック環など組合せ論と深い関わりのある環に

ついて講義し，次数付き環の理解を深める。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） 

組合せ論的可換環における環論的性質と組み合わせ論的構造には深い関わりがある。本講義では，前半では，イデアルのグレ

ブナー基底や環のヒルベルト関数の定義や基本的性質を講義した後，後半ではスタンレー・ライスナー環やトーリック環などを対

象に，グレブナー基底やヒルベルト関数と組み合わせ論的構造の関係性について解説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 多項式環とイデアル 

2. 単項式順序，多変数多項式の割り算 

3. イデアルのグレブナー基底(1) 

4. イデアルのグレブナー基底(2) 

5. 次数付き環のヒルベルト関数(1) 

6. 次数付き環のヒルベルト関数(2) 

7. 単体的複体とスタンレー・ライスナー環(1) 

8. 単体的複体とスタンレー・ライスナー環(2) 

9. トーリック環とトーリックイデアル(1) 

10. トーリック環とトーリックイデアル(2) 

11. 整凸多面体の定義 

12. 整凸多面体のエルハート多項式とエルハート環(1) 

13. 整凸多面体のエルハート多項式とエルハート環(2) 

14. まとめ 

 

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） 
測度論および確率論 

担当者名 

（Instructor） 
小山 民雄(KOYAMA TAMIO) 

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） 
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 

 

授業の目標（Course Objectives） 

測度論における単調収束定理と優収束定理、および、確率論の基礎的な結果である大数の法則と中心極限定理について理論

の詳細を理解し、それらを応用できるようになることを目標とする。 

 

 

授業の内容（Course Contents） 

測度論と確率論の基礎について解説する。 

 

測度論では、面積や体積などの概念が測度として数学的に定式化されることについて述べる。完全加法族、可測空間、測度など

の概念を導入し、それら基本的な性質について紹介し、最も基礎的な測度の例であるルベーグ測度について解説する。また、可

測関数に対する積分を定義し、基礎的な性質について紹介する。 

 

確率論では、コイン投げを始めとした不確実性を持つ現象について、その数学的取り扱いを解説する。確率変数、期待値、独立

性などの確率に関係する諸概念が、測度論の概念を用いて定式化されることを述べる。このような定式化の下で記述される数学

的な結果、Borel-Cantelli の補題、Kolmogorov の 0-1 法則などを解説する。また、特性関数や確率変数の収束についても紹介す

る。最終的には、大数の法則と中心極限定理を理解することを目標とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 完全化法族、可測空間、測度 

2. 乗法族、Dynkin 族、測度の一致に関する定理 

3. 測度の構成方法 

4. 可測写像とその基本的な性質 

5. 可測関数の積分 

6. 積分に関する収束定理 

7. 積分の順序交換 

8. 確率空間 

9. 確率変数 

10. 独立性 

11. 確率変数の収束 

12. 大数の法則 

13. 特性関数 

14. 中心極限定理 

 

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

授業ノートの整理、問題演習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

問題演習 15%×4 回(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

理論の細部を理解し、論述できることを要求する。【変更前】レポート試験 70％ ,平常点 30％ (レポート(30%)) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. D.ウィリアムズ、2004、『マルチンゲールによる確率論』、培風館 (ISBN:4563008850) 

2. 伊藤清、1991、『確率論』、岩波書店 (ISBN:400007816X) 

 

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

8/20 (木), 8/21(金) 各日 8:50〜17:00 教室：A201 

8/24(月)8:50〜17:00,8/25(火) 8:50〜12:25 教室：5305 
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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） 
確率モデルとサンプリング 

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） 

離散確率モデルからのサンプリングとそのアルゴリズムについて知る。 

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） 

グラフィカルモデルや整数分割を例に、マルコフ連鎖モンテカルロなどのサンプリングのアルゴリズムについて説明し、それらへ

の対称函数、確率過程のカップリング、計算代数の応用について紹介する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序 

2. 分割表 

3. グラフィカルモデル 

4. グラフィカルモデル（続き） 

5. 対称群の表現 

6. 対称群の表現（続き） 

7. ランダムヤング図形 

8. カップリング 

9. 計算代数の準備 

10. マルコフ連鎖モンテカルロ 

11. マルコフ基底 

12. Coupling from the past 

13. 超幾何系とサンプリング 

14. まとめ 

 

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

演習問題を解く。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/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） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Diaconis. 1988. Group Representations in Probability and Statistics. IMS (ISBN:978-0-940-60014-0) 

2. Lauritzen. 1996. Graphical Models. Oxford (ISBN:978-0198522195) 

3. Levin et al.. 2008. Markov Chains and Mixing Times. AMS (ISBN:978-0821847398) 

4. Mano. 2018. Partitions, Hypergeometric Systems, and Dirichlet Processes in Statistics. Springer (ISBN:978-4-431-55888-0) 

5. Pitman. 2006. Combinatorial Stochastic Processes. Springer (ISBN:978-3-540-30990-1) 

6. 日比チーム、2011、『グレブナー道場』、共立出版 (ISBN:978-4-320-01976-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC172 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RC172／応用数学特論２ 

(Special Lecture on Applied Mathematics 2) 

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 応用数学特論３、LC172応用数学特論２と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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。さらに，応用

例を通して，それら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，様々な結果を紹介する。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，周遊性（オイラーグラフ、ハミルトングラフ），有向グラフと弦グラフ、区間グラフ等の交

差グラフである。 

 

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. 比較可能グラフと置換グラフについて 

11. 弦グラフについて 

12. 区間グラフについて 

13. 区間グラウの応用について 

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） 

課題レポート（20％×4）(80%)/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。<BR>2020.6.3 付変更【変更前】平常点 100％ (中間テスト 40% 、レポー

ト 10％×2回 20% 、最終テスト 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） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC175 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RC175／数学特論１ 

(Special Lecture on Mathematics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代ギリシアの数学 

担当者名 

（Instructor） 
中根 美知代(NAKANE MICHIYO) 

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） 
MAT7090 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
CA211 数学諸論３、LC175 数学特論１と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 今日学んでいる数学の起源は，古代ギリシアにあるとしばしばいわれる。古代ギリシアでは，どのような問題意識のもとで，どの

ような成果が得られたのかを学ぶことにより，数学の本質とは何かを考える機会とする。また，数学史の基礎的な事項もあわせて

学び，数学史に取り組むための素養を身につける。また、実際に研究活動にかかわっているという体験を生かし、前期課程より

深い理解に達することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 古代ギリシア（紀元前 400 年頃から紀元後 500 年頃）でなされた数学上の成果を概観する。そこでは，数や図形に関するさまざ

まな性質が発見されたこと，それを可能ならしめた高度な数学的な技法が開発されたことのみならず，哲学や国家のあり方と密

接に結びついた形で数学が取り組まれていた。さらに、1900 年頃までに、ギリシアの成果がどのように発展させられていったかに

ついても言及する。中学校・高等学校の教員として知っておきたい数学史的な事柄は，特に重点を置いてとりあげる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 数学史におけるギリシア数学の位置づけ 

2. ピュタゴラス学派と数学 

3. プラトンの数学観と数学教育 

4. アリストテレスの数学への寄与 

5. 三大作図問題 

6. ユークリッドと『原論』（その 1） 

7. ユークリッドと『原論』（その 2） 

8. ユークリッドと『原論』（その 3） 

9. アルキメデスの成果とその手法（その 1） 

10. アルキメデスの成果とその手法（その 2） 

11. アポロニオスの『円錐曲線論』 

12. ディオパントスの『数論』をめぐって 

13. パッポス『集成』に見る「幾何学における解析」 

14. まとめ 

 

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

 授業中に扱ったことがらの理解を深めるようための復習を十分に行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業中に出した課題(40%) 

レポート試験の問題は、前期課程向け（LC175）より難度が高いものにする。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. ヒース、1998 年、『ギリシア数学史』、共立出版 (ISBN:978-4320015883) 

その他，必要に応じて授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Blackboard を必ず確認すること。授業中に出した課題は，遅れないで提出すること。一定の水準の理解力は求められるが、数学

の知識については高校 1 年生程度のものしか前提としないので、他学科生の受講も歓迎する。 

 

注意事項（Notice） 
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■RC176 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RC176／数学特論２ 

(Special Lecture on Mathematics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
3 次方程式が解けるまで 

担当者名 

（Instructor） 
中根 美知代(NAKANE MICHIYO) 

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） 
MAT7090 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
CA212 数学諸論４、LC176 数学特論２と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

3 次方程式の歴史的な展開を追っていくことにより，文字式・記号法・負の数・複素数に対する理解を深め，あわせて数学とは何

かを考える。また、実際に研究活動にかかわっているという体験を生かし、前期課程より深い理解に達することを目標とする。  

 

授業の内容（Course Contents） 

まず、イスラームにおける 2・3次方程式の導入を成果を概観する。それが，中世ヨーロッパに移入され，16 世紀から 18 世紀とい

う長い時間をかけて，根の公式として成立する過程を追っていく。 

中学校・高等学校の教員として知っておきたい歴史的な事柄は，特に重点を置いてとりあげる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 方程式の起源 

2. イスラームでの 2 次方程式(2) 

3. イスラームでの 2 次方程式(2) 

4. イスラームでの 3 次方程式 

5. イスラームの成果のヨーロッパへの移入・ルネサンスの代数学と算法教師たちの仕事 

6. カルダーノらによる３次方程式の解法 

7. ３次方程式の根の公式と負の数・複素数：カルダーノの対応・ボンベッリの理解 

8. 文字式の導入：ヴィエタによる既知数の文字化 

9. 高次方程式の根を求めて：ハリオットとジラールによる根と係数の関係の発見・対称式 

10. デカルトによる文字式の整備と方程式論 

11. 高次方程式の根と負の数・複素数 

12. オイラーと負の数・複素数 (1) 

13. オイラーと負の数・複素数 (2) 

14. 高次方程式の解法への道 

 

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

毎時間に出された課題を、必ず次の授業までにやってくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業参加度(10%)/授業中に課した課題(30%) 

レポート試験の問題は、前期課程向け（LC176）より難度が高いものにする。 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

中学校・高校の数学の教科書。数学史については，進度にあわせて，授業時間中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

重要な指示は Blackboard でも出すので，必ず確認すること。高校程度の方程式論や複素数の知識を、必要の応じて確認できる

ようにしておくこと。 

 

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) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
素数判定法 

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） 
CA179 情報科学諸論１、LC191情報科学特論１と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

任意に与えられた自然数が素数であるか否かを判定するアルゴリズム（素数判定法）の理解を深めることで、RSA 暗号における

鍵生成について学ぶ。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） 

RSA 暗号は現在最も広く利用されている公開鍵暗号であり、二つの相異なる 1024 bit 長の素数がユーザーの秘密鍵として使

用されている。RSA 暗号の鍵生成では、ランダムに生成された自然数に対して素数判定法を実行される。代表的な素数判定法

に Miller-Rabin test と Lucas test があり、例えばアメリカ国立標準技術研究所 (NIST) が発行している標準規格書 FIPS PUB 

186-4 でも採用されている。この講義では Miller-Rabin test と Lucas test について説明する。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． 

 

2020.5.5 付一部変更 

【変更前】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、数値実験を行うことで、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. 素数判定法、素数証明法、試し割法、計算量 

2. 冪演算の高速化、Fermat test 

3. 数式処理ソフト ASIR の使い方 

4. Carmichael 数 

5. Miller-Rabin test 

6. プログラミング演習 

7. 平方剰余 

8. Lucas test, Frobenius test 

9. Lucas chain 

10. プログラミング演習 

11. Lucas 擬素数 

12. Frobenius 擬素数 

13. Strong Frobenius test 

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） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

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

 

 

  



 - 226 - 

■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) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
楕円曲線法による素因数分解 

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） 
CA180 情報科学諸論２、LC192情報科学特論２と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

楕円曲線を用いた整数の素因数分解法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） 

有限体上の楕円曲線の有理点の成す群は，楕円曲線暗号や，整数の素因数分解，素数証明に利用されるなど，暗号や計算機

整数論の分野において重要な研究対象となっている．整数の素因数分解を効率よく行う代表的なアルゴリズムに数体篩法と楕

円曲線法がある．この講義では主に楕円曲線法について学習することで，数体篩法と楕円曲線法の違いを理解する．さらに，楕

円曲線法とその中で利用する簡単なアルゴリズムについては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，

数値実験を行う． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. RSA 暗号と素因数分解 

2. 計算量 

3. ユークリッドの互除法 

4. 数式処理ソフト ASIR の使い方 

5. 楕円曲線と加法群 

6. 群演算の高速化 

7. 整数倍算の高速化 

8. プログラミング演習 

9. p-1 法 

10. 楕円曲線法 

11. 楕円曲線法 

12. プログラミング演習 

13. 楕円曲線法の改良 

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(50%)/数回の小レポート(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） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC196 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RC196／情報科学特論６ 

(Special Lecture on Information Science 6) 

担当者名 

（Instructor） 
小島 彰太(KOJIMA SHOTA) 

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） 
CA185 応用数学諸論１、LC196情報科学特論６と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

プログラミング言語 C++の基本文法を理解する。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） 

必須の知識. 数学科 1 年生で学習する C 言語の基礎. 

プログラミングの開発環境. Visual studio 2017 or 2019.  

この講義では、プログラミング言語 C++の基礎文法を扱い、オブジェクト指向の考え方、ラムダ式、コンテナクラス、関数のオーバ

ーロード、文字列処理などについて学習する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションと基礎事項の確認 

2. 基礎的な文法 

3. クラス(1) 

4. クラス(2) 

5. クラス(3) 

6. 演算子オーバーロード 

7. 演算子オーバーロード(2) 

8. テンプレート 

9. テンプレート(2) 

10. コンテナクラス 

11. 文字列処理 

12. 文字列処理(2) 

13. 文字列処理(3) 

14. 例外処理 

 

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

個人で所有するパソコンが利用できる環境にあれば、Visual studio（無料のもの）をインストールすることをおすすめする。パソコ

ンをもっていない、あるいはインストールしたくないというのであれば、学校のパソコンを利用する。プログラミングは「慣れ」の部分

も多いので参考書を読むだけでなく、小規模で良いので実際にたくさんのプログラムを組むことが重要になる。また、個人のメモと

して Wordのような文書ソフトを利用して、基礎的な文法事項をまとめておくのも良い。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中のアウトプット（発言・発表・質疑応答）(40%)/課題提出物(40%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

また、すべての評価方法において高度な達成水準を要求する。   2020.5.5 付変更【変更前】平常点(In-class Points) 100 ％（小

テスト（2 回分）(70%) 、授業内レポート(30%) ）小テストは 2 回以上実施し、それらのうち良いもの 2 回を成績に反映する。 

 

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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■RC197 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RC197／情報科学特論７ 

(Special Lecture on Information Science 7) 

担当者名 

（Instructor） 
小島 彰太(KOJIMA SHOTA) 

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） 
CA186 応用数学諸論２、LC197情報科学特論７と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

プログラミング言語 C++の理解を深め、画像処理(OpenCV)について学習する。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） 

必須の知識. プログラミング言語 C++の基礎知識. 

プログラミングの開発環境. Visual studio 2017 or 2019.  

この講義では、プログラミング言語 C++についての基礎知識をもとにして、それらの理解を深め、画像処理への応用を考える。画

像処理に用いるライブラリは OpenCV とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションと基礎事項の確認 

2. C++の文法(1) 

3. C++の文法(2) 

4. C++の文法(3) 

5. OpenCVの基礎 

6. OpenCVの基礎(2) 

7. OpenCVの基礎(3) 

8. OpenCVの基礎(4) 

9. 図形の描画 

10. ラベリング 

11. 物体の認識 

12. 物体の認識(2) 

13. 物体の認識(3) 

14. 物体の認識(4) 

 

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

個人で所有するパソコンが利用できる環境にあれば、Visual studio（無料のもの）をインストールすることをおすすめする。パソコ

ンをもっていない、あるいはインストールしたくないというのであれば、学校のパソコンを利用する。この講義で用いる画像処理の

ライブラリである OpenCVの導入は少し難しいので、授業の解説を参考にすると良い。 

注意：この講義では C++の基礎的知識を仮定する。特にクラスの知識は必須である。もしこれらの知識がない場合は、授業開始

前に自身で参考書などを購入して、早い段階で準備しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小レポート（4 回 )(80%)/最終レポート(20%) 

またすべての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

【変更前】平常点(In-class Points)100% (小テスト（2 回分）70%,授業内レポート 30%) 

 

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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■RD101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RD101／生命理学概論 

(Introduction to Life Science) 

担当者名 

（Instructor） 
堀口 吾朗(HORIGUCHI GOROU) 

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） 
LFS7390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LD101 生命理学概論と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

植物発生を制御する分子機構について，遺伝子発現，タンパク質相互作用，情報伝達等の面から理解を深める。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） 

植物は動物と異なり移動性を持たない。そのため，一度根をおろした環境に柔軟に対応しながら，植物の形態形成は進められ

る。植物特有の形態形成について，その分子機構の一端を明らかにしたマイルストーン的な文献をもとに，学生による論文紹介

を行う。それを通じて，論文の探し方，読み方を身につけるとともに，未解明の問題の探り方について討論を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 植物の形態形成についての予備知識 

2. 植物形態形成に関する論文紹介および討論（１） 

3. 植物形態形成に関する論文紹介および討論（２） 

4. 植物形態形成に関する論文紹介および討論（３） 

5. 植物形態形成に関する論文紹介および討論（４） 

6. 植物形態形成に関する論文紹介および討論（５） 

7. 植物形態形成に関する論文紹介および討論（６） 

8. 植物形態形成に関する論文紹介および討論（７） 

9. 植物形態形成に関する論文紹介および討論（８） 

10. 植物形態形成に関する論文紹介および討論（９） 

11. 植物形態形成に関する論文紹介および討論（１０） 

12. 植物形態形成に関する論文紹介および討論（１１） 

13. 植物形態形成に関する論文紹介および討論（１２） 

14. 植物形態形成に関する論文紹介および討論（１３） 

 

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） 

最終レポート(Final Report)(40%)/論文紹介の内容(30%)/討論への参加態度(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） 

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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■RD103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RD103／生物物理学概論 

(Introduction to Biophysics) 

担当者名 

（Instructor） 
花井 亮(HANAI RYO) 

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） 
LD103 生物物理学概論と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「生きている」ことにはオカルトはない。つまり，物理法則に反する現象は起こっておらず，生命現象は物理化学の範囲内で成立

している。 

タンパク質や核酸の物理化学的性質や確率的現象によって，生物学的な機能が実現していること，さらには，物理化学的に可能

な極限まで進化している場合もあることを理解する。 

後期課程においては、自分の研究において、これらの概念がどのような意義を持つのかを考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

タンパク質の DNA結合による遺伝子の発現制御は，本当に，特異的に，効率よく，速く，達成されているのだろうか？ 

lac オペロンを題材に，この問題に関する現在までの研究について述べる。その過程で，タンパク質や核酸分子の機能を理解す

るうえで重要な，構造生物学の基本，物理化学的や確率論的な概念や，研究の方法を説明する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. タンパク質の立体構造 

2. 核酸の立体構造 

3. 立体構造の決定方法 

4. タンパク質の DNA結合の配列特異性 

5. タンパク質の DNA結合の調節 

6. 酵素反応の特異性の限界と校正 

7. DNAのルーピングとタンパク質の結合 

8. DNAの局所的構造とタンパク質の結合 

9. 拡散 

10. タンパク質の DNAへの結合の速度 

11. タンパク質の DNA上での動き 

12. タンパク質構造の揺らぎと DNA 結合 

13. 遺伝子発現のバイスタビリティー 

14. 遺伝子発現の「ノイズ」 

 

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

学部レベルの生化学と分子生物学を復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(80%)/自分の研究における講義内容の意義に関するペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

図版資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Rob Phillips ら、2011、『細胞の物理生物学』、共立出版 (ISBN:978-4320057166) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

板書，OHC を用いた図版資料への書き込み，PC での CGを併用して，講義する。 

リアクションペーパーへのフィードバックは次回授業で行う。宿題へのフィードバックは個人的に応じる。 

 

注意事項（Notice） 
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■RD104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RD104／生物化学概論 

(Introduction to Biochemistry) 

担当者名 

（Instructor） 
岡 敏彦(OKA TOSHIHIKO) 

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） 
LFS7390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LD104 生物化学概論と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

オルガネラ機能に関する最新のトピックを学び，その原著論文を理解，そして議論できる力を育てる。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） 

オルガネラは様々な細胞機能を担っている。近年，オルガネラの新たな機能が分子レベルで急速に蓄積されてきた。本授業で

は，下記に示す幾つかのトピックに絞り，その概要を学び，原著論文を履修者全員で討論する。また近年，医学生理学・生物学

の分野ではノーベル賞と同様に，米国・ラスカー賞やカナダ・ガードナー賞が注目を浴びている。その受賞者達の受賞研究の原

著論文も取り上げ，履修者全員で討論する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ミトコンドリアとリン脂質合成 その１ 

2. ミトコンドリアとリン脂質合成 その２ 

3. エンドソームと膜タンパク質分解 その１ 

4. エンドソームと膜タンパク質分解 その２ 

5. オートファジーとタンパク質の品質管理 その１ 

6. オートファジーとタンパク質の品質管理 その２ 

7. 小胞体とストレス応答 その１ 

8. 小胞体とストレス応答 その２ 

9. ゴルジ体と糖修飾 その１ 

10. ゴルジ体と糖修飾 その２ 

11. リソソームと酸性環境の役割 その１ 

12. リソソームと酸性環境の役割 その 2 

13. ミトコンドリアとウイルス応答 その１ 

14. ミトコンドリアとウイルス応答 その２ 

 

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

事前に配付する論文に目を通してから授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への取り組み，発表，小テスト等に基づく評価(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） 

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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■RD106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RD106／生命理学特論 

(Special Topics in Life Science) 

担当者名 

（Instructor） 
榊原 恵子(SAKAKIBARA 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） 
LFS7390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LD106 生命理学特論と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

真核生物は動物、菌類、植物の複数の系統で独立に多細胞体制を獲得したと考えられている。多細胞真核生物の成立を題材に

生物の体作りと多様性についての理解を深める。なお、前期課程よりもより高度な知識・スキルを身に付けることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

真核生物は動物、菌類、植物の複数の系統で独立に多細胞体制を獲得したと考えられており、10 億年以上前に多細胞体制を獲

得したと考えられている系統や最近多細胞化したと考えられている系統がある。それぞれの体作りの特徴と多細胞化の成立につ

いて学習し、その相違点と共通点を議論することで、生物の多様性と共通性についての理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 多細胞化について研究の背景と現在 

3. 原核生物と多細胞化 

4. 多細胞化と細胞分裂（１） 

5. 多細胞化と細胞分裂（２） 

6. 多細胞化と細胞分化（１） 

7. 多細胞化と細胞分化（２） 

8. 多細胞化における細胞接着と細胞壁の役割（１） 

9. 多細胞化における細胞接着と細胞壁の役割（２） 

10. 多細胞化とゲノム進化（１） 

11. 多細胞化とゲノム進化（２） 

12. 多細胞化と転写因子の増加 

13. 多細胞化とエピジェネティクス制御 

14. まとめと討論 

 

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

ガイダンス時に授業で使用する文献のリストを渡すので、各自で学習し、プレゼンテーション準備を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表(30%)/出席、授業への取り組み(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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■RD107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RD107／分子生物学特論１ 

(Special Topics in Molecular Biology 1) 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 聡(GOTO 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） 
LFS7190 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LD107 分子生物学特論１と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

タンパク質の翻訳後修飾に関する知見を深めます。なお、前期課程よりも高度な知識を身に付けることを目標にします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

翻訳後修飾に関する論文を輪読し，その内容を吟味します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序論 

2. タンパク質の翻訳後修飾のメカニズム、およびその生体における役割（１） 

3. タンパク質の翻訳後修飾のメカニズム、およびその生体における役割（２） 

4. タンパク質の翻訳後修飾のメカニズム、およびその生体における役割（３） 

5. タンパク質の翻訳後修飾のメカニズム、およびその生体における役割（４） 

6. タンパク質の翻訳後修飾のメカニズム、およびその生体における役割（５） 

7. タンパク質の翻訳後修飾のメカニズム、およびその生体における役割（６） 

8. タンパク質の翻訳後修飾のメカニズム、およびその生体における役割（７） 

9. タンパク質の翻訳後修飾のメカニズム、およびその生体における役割（８） 

10. タンパク質の翻訳後修飾のメカニズム、およびその生体における役割（９） 

11. タンパク質の翻訳後修飾のメカニズム、およびその生体における役割（１０） 

12. タンパク質の翻訳後修飾のメカニズム、およびその生体における役割（１１） 

13. タンパク質の翻訳後修飾のメカニズム、およびその生体における役割（１２） 

14. 演習 

 

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

毎回，指定した論文を読んできて，その内容を紹介する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への取り組み(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） 

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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■RD110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RD110／生物物理学特論 

(Special Topics in Biophysics) 

担当者名 

（Instructor） 
山田 康之(YAMADA 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） 
LFS7290 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LD110 生物物理学特論と合同授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生物物理学分野の様々な計測法について，原著論文の例を見ながら学ぶ。 

何がどの程度まで測定できるのかを知る。 

授業で得た知識を自身の研究に活用できることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

酵素・タンパク質１分子の働く様子をみる，１分子計測法を中心に，生命科学分野で用いられる様々な測定技術について，原理，

実際の例，それらにより得られた知見を講義する。 

１分子計測法などによって，反応機構が詳細に調べられている ATP合成酵素を例に，酵素の機能解析について具体的に紹介

する。 

その他，適宜最新のトピックスを取り上げる予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 酵素反応速度論の復習(1) 

2. 酵素反応速度論の復習(2) 

3. 一般的な方法による酵素活性測定法(1) 

4. 一般的な方法による酵素活性測定法(2) 

5. 一般的な方法による酵素活性測定法(3) 

6. １分子計測による酵素活性測定法(1) 

7. １分子計測による酵素活性測定法(2) 

8. １分子計測による酵素活性測定法(3) 

9. さまざまな測定，観察技術(1) 

10. さまざまな測定，観察技術(2) 

11. さまざまな測定，観察技術(3) 

12. ATP合成酵素の機能解析(1) 

13. ATP合成酵素の機能解析(2) 

14. ATP合成酵素の機能解析(3) 

 

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

関連する内容について，復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

レポートは、研究者としての視点で記述することが要求される。 

 

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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■RD115 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

RD115／生命理学特別講義１ 

(Special Lecture in Life Science 1) 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 聡(GOTO SATOSHI)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） 
LFS7290 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LD115 生命理学特別講義１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。なお、前期課程よりも高度な知識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 

2. 生命科学トピックス（１） 

3. 生命科学トピックス（２） 

4. 生命科学トピックス（３） 

5. 生命科学トピックス（４） 

6. 生命科学トピックス（５） 

7. 生命科学トピックス（６） 

8. 生命科学トピックス（７） 

9. 生命科学トピックス（８） 

10. 生命科学トピックス（９） 

11. 生命科学トピックス（１０） 

12. 生命科学トピックス（１１） 

13. 生命科学トピックス（１２） 

14. 生命科学トピックス（１３） 

 

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） 

授業への取り組み(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） 
 

 

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，博士論文研究の進捗状況の報告を行うことで，各研究分野に対する理解を深め

る。なお、後期課程では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。 

 

Students will engage in intensive reading of the literature related to their own research, while giving reports on the progress of 

their doctor's thesis research. In doing so, they will deepen their knowledge of various fields. In this course, the goal is to 

acquire advanced knowledge and skills compared to the first semester of the doctoral program. 

 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文の研究テーマに関連する文献を精読し，その内容をまとめ，発表する。博士論文のための研究の進捗状況を報告し，

研究室メンバーと討議する。これらのことを通して，研究を遂行する上で必要な知識や論理的な考え方の習得，プレゼンテーショ

ン能力の向上をはかる。 

 

In this course, students will engage in intensive reading of the literature of specific fields of research, which is relate to their 

own doctor's thesis research, while giving reports on the progress of their doctor's thesis research. In doing so, they will 

sharpen their presentation skills while deepening their knowledge of various fields. 

 

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） 

指導教員が別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

文献の理解度，プレゼンテーション能力と取り組み姿勢，討議への参加の積極性などが重視される。後期課程では、すべての評

価方法において前期課程よりも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)） 

授業計画の詳細は，指導教員が別途指示する。 
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注意事項（Notice） 
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■RD356 

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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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，博士論文研究の進捗状況の報告を行うことで，各研究分野に対する理解を深め

る。なお、後期課程では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。 

 

Students will engage in intensive reading of the literature related to their own research, while giving reports on the progress of 

their doctor's thesis research. In doing so, they will deepen their knowledge of various fields. In this course, the goal is to 

acquire advanced knowledge and skills compared to the first semester of the doctoral program. 

 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文の研究テーマに関連する文献を精読し，その内容をまとめ，発表する。博士論文のための研究の進捗状況を報告し，

研究室メンバーと討議する。これらのことを通して，研究を遂行する上で必要な知識や論理的な考え方の習得，プレゼンテーショ

ン能力の向上をはかる。 

 

In this course, students will engage in intensive reading of the literature of specific fields of research, which is relate to their 

own doctor's thesis research, while giving reports on the progress of their doctor's thesis research. In doing so, they will 

sharpen their presentation skills while deepening their knowledge of various fields. 

 

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） 

指導教員が別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

文献の理解度，プレゼンテーション能力と取り組み姿勢，討議への参加の積極性などが重視される。後期課程では、すべての評

価方法において前期課程よりも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)） 
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授業計画の詳細は，指導教員が別途指示する。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 240 - 

■RD358 

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） 
 

 

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，博士論文研究の進捗状況の報告を行うことで，各研究分野に対する理解を深め

る。なお、後期課程では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。 

 

Students will engage in intensive reading of the literature related to their own research, while giving reports on the progress of 

their doctor's thesis research. In doing so, they will deepen their knowledge of various fields. In this course, the goal is to 

acquire advanced knowledge and skills compared to the first semester of the doctoral program. 

 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文の研究テーマに関連する文献を精読し，その内容をまとめ，発表する。博士論文のための研究の進捗状況を報告し，

研究室メンバーと討議する。これらのことを通して，研究を遂行する上で必要な知識や論理的な考え方の習得，プレゼンテーショ

ン能力の向上をはかる。 

 

In this course, students will engage in intensive reading of the literature of specific fields of research, which is relate to their 

own doctor's thesis research, while giving reports on the progress of their doctor's thesis research. In doing so, they will 

sharpen their presentation skills while deepening their knowledge of various fields. 

 

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） 

指導教員が別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

文献の理解度，プレゼンテーション能力と取り組み姿勢，討議への参加の積極性などが重視される。後期課程では、すべての評

価方法において前期課程よりも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)） 

授業計画の詳細は，指導教員が別途指示する。 
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注意事項（Notice） 
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■RD366 

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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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，博士論文研究の進捗状況の報告を行うことで，各研究分野に対する理解を深め

る。なお、後期課程では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。 

 

Students will engage in intensive reading of the literature related to their own research, while giving reports on the progress of 

their doctor's thesis research. In doing so, they will deepen their knowledge of various fields. In this course, the goal is to 

acquire advanced knowledge and skills compared to the first semester of the doctoral program. 

 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文の研究テーマに関連する文献を精読し，その内容をまとめ，発表する。博士論文のための研究の進捗状況を報告し，

研究室メンバーと討議する。これらのことを通して，研究を遂行する上で必要な知識や論理的な考え方の習得，プレゼンテーショ

ン能力の向上をはかる。 

 

In this course, students will engage in intensive reading of the literature of specific fields of research, which is relate to their 

own doctor's thesis research, while giving reports on the progress of their doctor's thesis research. In doing so, they will 

sharpen their presentation skills while deepening their knowledge of various fields. 

 

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） 

指導教員が別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

文献の理解度，プレゼンテーション能力と取り組み姿勢，討議への参加の積極性などが重視される。後期課程では、すべての評

価方法において前期課程よりも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)） 
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授業計画の詳細は，指導教員が別途指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■RD367 

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） 
 

 

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，博士論文研究の進捗状況の報告を行うことで，各研究分野に対する理解を深め

る。なお、後期課程では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。 

 

Students will engage in intensive reading of the literature related to their own research, while giving reports on the progress of 

their doctor's thesis research. In doing so, they will deepen their knowledge of various fields. In this course, the goal is to 

acquire advanced knowledge and skills compared to the first semester of the doctoral program. 

 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文の研究テーマに関連する文献を精読し，その内容をまとめ，発表する。博士論文のための研究の進捗状況を報告し，

研究室メンバーと討議する。これらのことを通して，研究を遂行する上で必要な知識や論理的な考え方の習得，プレゼンテーショ

ン能力の向上をはかる。 

 

In this course, students will engage in intensive reading of the literature of specific fields of research, which is relate to their 

own doctor's thesis research, while giving reports on the progress of their doctor's thesis research. In doing so, they will 

sharpen their presentation skills while deepening their knowledge of various fields. 

 

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） 

指導教員が別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

文献の理解度，プレゼンテーション能力と取り組み姿勢，討議への参加の積極性などが重視される。後期課程では、すべての評

価方法において前期課程よりも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)） 

授業計画の詳細は，指導教員が別途指示する。 
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注意事項（Notice） 
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■RD368 

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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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，博士論文研究の進捗状況の報告を行うことで，各研究分野に対する理解を深め

る。なお、後期課程では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。 

 

Students will engage in intensive reading of the literature related to their own research, while giving reports on the progress of 

their doctor's thesis research. In doing so, they will deepen their knowledge of various fields. In this course, the goal is to 

acquire advanced knowledge and skills compared to the first semester of the doctoral program. 

 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文の研究テーマに関連する文献を精読し，その内容をまとめ，発表する。博士論文のための研究の進捗状況を報告し，

研究室メンバーと討議する。これらのことを通して，研究を遂行する上で必要な知識や論理的な考え方の習得，プレゼンテーショ

ン能力の向上をはかる。 

 

In this course, students will engage in intensive reading of the literature of specific fields of research, which is relate to their 

own doctor's thesis research, while giving reports on the progress of their doctor's thesis research. In doing so, they will 

sharpen their presentation skills while deepening their knowledge of various fields. 

 

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） 

指導教員が別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

文献の理解度，プレゼンテーション能力と取り組み姿勢，討議への参加の積極性などが重視される。後期課程では、すべての評

価方法において前期課程よりも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)） 
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授業計画の詳細は，指導教員が別途指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■RD376 

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） 
 

 

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，博士論文研究の進捗状況の報告を行うことで，各研究分野に対する理解を深め

る。なお、後期課程では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。 

 

Students will engage in intensive reading of the literature related to their own research, while giving reports on the progress of 

their doctor's thesis research. In doing so, they will deepen their knowledge of various fields. In this course, the goal is to 

acquire advanced knowledge and skills compared to the first semester of the doctoral program. 

 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文の研究テーマに関連する文献を精読し，その内容をまとめ，発表する。博士論文のための研究の進捗状況を報告し，

研究室メンバーと討議する。これらのことを通して，研究を遂行する上で必要な知識や論理的な考え方の習得，プレゼンテーショ

ン能力の向上をはかる。 

 

In this course, students will engage in intensive reading of the literature of specific fields of research, which is relate to their 

own doctor's thesis research, while giving reports on the progress of their doctor's thesis research. In doing so, they will 

sharpen their presentation skills while deepening their knowledge of various fields. 

 

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） 

指導教員が別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

文献の理解度，プレゼンテーション能力と取り組み姿勢，討議への参加の積極性などが重視される。後期課程では、すべての評

価方法において前期課程よりも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)） 

授業計画の詳細は，指導教員が別途指示する。 
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注意事項（Notice） 
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■RD377 

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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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，博士論文研究の進捗状況の報告を行うことで，各研究分野に対する理解を深め

る。なお、後期課程では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。 

 

Students will engage in intensive reading of the literature related to their own research, while giving reports on the progress of 

their doctor's thesis research. In doing so, they will deepen their knowledge of various fields. In this course, the goal is to 

acquire advanced knowledge and skills compared to the first semester of the doctoral program. 

 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文の研究テーマに関連する文献を精読し，その内容をまとめ，発表する。博士論文のための研究の進捗状況を報告し，

研究室メンバーと討議する。これらのことを通して，研究を遂行する上で必要な知識や論理的な考え方の習得，プレゼンテーショ

ン能力の向上をはかる。 

 

In this course, students will engage in intensive reading of the literature of specific fields of research, which is relate to their 

own doctor's thesis research, while giving reports on the progress of their doctor's thesis research. In doing so, they will 

sharpen their presentation skills while deepening their knowledge of various fields. 

 

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） 

指導教員が別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

文献の理解度，プレゼンテーション能力と取り組み姿勢，討議への参加の積極性などが重視される。後期課程では、すべての評

価方法において前期課程よりも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)） 
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授業計画の詳細は，指導教員が別途指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■RD378 

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） 
 

 

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，博士論文研究の進捗状況の報告を行うことで，各研究分野に対する理解を深め

る。なお、後期課程では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。 

 

Students will engage in intensive reading of the literature related to their own research, while giving reports on the progress of 

their doctor's thesis research. In doing so, they will deepen their knowledge of various fields. In this course, the goal is to 

acquire advanced knowledge and skills compared to the first semester of the doctoral program. 

 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文の研究テーマに関連する文献を精読し，その内容をまとめ，発表する。博士論文のための研究の進捗状況を報告し，

研究室メンバーと討議する。これらのことを通して，研究を遂行する上で必要な知識や論理的な考え方の習得，プレゼンテーショ

ン能力の向上をはかる。 

 

In this course, students will engage in intensive reading of the literature of specific fields of research, which is relate to their 

own doctor's thesis research, while giving reports on the progress of their doctor's thesis research. In doing so, they will 

sharpen their presentation skills while deepening their knowledge of various fields. 

 

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） 

指導教員が別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

文献の理解度，プレゼンテーション能力と取り組み姿勢，討議への参加の積極性などが重視される。後期課程では、すべての評

価方法において前期課程よりも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)） 

授業計画の詳細は，指導教員が別途指示する。 
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注意事項（Notice） 
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■RD379 

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） 

対面授業（詳細は

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo21.aspx 掲載の

対面授業実施科目一覧を確認のこと） 

 

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，博士論文研究の進捗状況の報告を行うことで，各研究分野に対する理解を深め

る。なお、後期課程では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。 

 

Students will engage in intensive reading of the literature related to their own research, while giving reports on the progress of 

their doctor's thesis research. In doing so, they will deepen their knowledge of various fields. In this course, the goal is to 

acquire advanced knowledge and skills compared to the first semester of the doctoral program. 

 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文の研究テーマに関連する文献を精読し，その内容をまとめ，発表する。博士論文のための研究の進捗状況を報告し，

研究室メンバーと討議する。これらのことを通して，研究を遂行する上で必要な知識や論理的な考え方の習得，プレゼンテーショ

ン能力の向上をはかる。 

 

In this course, students will engage in intensive reading of the literature of specific fields of research, which is relate to their 

own doctor's thesis research, while giving reports on the progress of their doctor's thesis research. In doing so, they will 

sharpen their presentation skills while deepening their knowledge of various fields. 

 

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） 

指導教員が別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

文献の理解度，プレゼンテーション能力と取り組み姿勢，討議への参加の積極性などが重視される。後期課程では、すべての評

価方法において前期課程よりも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)） 
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授業計画の詳細は，指導教員が別途指示する。 

 

注意事項（Notice） 



 

  



 

 

 

 


