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授業の目標（Course Objectives） 

原子や分子などのミクロな世界は，量子力学という物理学に支配されています。この授業では量子力学の基礎を習得します。特

に，化学を専攻する学生を意識して，原子の性質を理解するために必要な概念に重点をおきます。量子力学では日常経験とは

かけ離れた現象が出現するため，新しい概念になじむのに時間がかかりますが，純粋な学問としても非常に興味深い対象である

ことがわかるでしょう。 

 

The microscopic world of atoms and molecules is governed by the physics of quantum mechanics. In this class, students will 

learn the fundamentals of quantum mechanics. This course was specifically designed with students majoring in chemistry in 

mind. Essential concepts necessary to understand the nature of atoms will be emphasized. Within quantum mechanics, many 

phenomena exist that are very abnormal compared to what one sees in their daily life. While it takes time to familiarize oneself 

with these foreign concepts, students will surely find it to be a very interesting subject, even among the pure sciences. 

 

授業の内容（Course Contents） 

最初に，古典力学の限界について述べ，量子力学発見の経緯について簡単に紹介します。その後，量子力学の基本であるシュ

レディンガー方程式を紹介し，波動関数の意味について説明します。簡単な場合についてシュレディンガー方程式を解くことによ

り，固有値や固有関数などについての理解を深めます。最後に，シュレディンガー方程式を三次元における中心力ポテンシャル

問題に適用することにより，原子内における電子の存在状態を理解します。 

 

To start the course, the limits of classical mechanics will be discussed, followed by a simple introduction to the details 

surrounding the discovery of quantum mechanics. Following this, the Schrodinger equation, which forms the basis for quantum 

mechanics, will be introduced, followed by an explanation of the significance of the wave function. By solving some simple cases 

of the Schrodinger equation, students will cultivate a deeper understanding of eigenvalues and eigenfunctions. Finally, by using 

the Schrodinger equation in three dimensions and applying it to central force potential problems, students will be able to 

understand the current state of electrons within an atom. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 古典力学の限界 

2. 波動の表し方 

3. シュレディンガー方程式 

4. 波動関数の解釈 

5. 波束の運動 

6. 固有値と固有関数 

7. 井戸型ポテンシャル問題 

8. 不確定性原理 

9. トンネル効果 

10. 三次元におけるシュレディンガー方程式 

11. 中心力ポテンシャルと極座標 

12. 球面調和関数と角運動量 

13. 水素原子における電子の軌道 

14. 電子のスピン 

 

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

量子力学に対する興味を深め，学習意欲を高めるために，量子論に関する一般書を読むことを薦めます。 

例えば，マンジット・クマール 著 青木薫 訳 「量子革命」 新潮文庫 などがおすすめです。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 



テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 小形正男、2007、『量子力学』、裳華房 (ISBN:ISBN978-4785322298) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 


