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授業の目標（Course Objectives） 

生物は動物，植物，微生物に大別できる。微生物特有の構造，機能，生理，生態などを学ぶことによって，動物や植物との相違

点，共通点を理解する。 

 

Living things can be classified by the following three categories: animals, plants, and microbes. This course aims to teach 

students about the makeup, features, physiology, and ecology of microbes. Through doing so, students will understand their 

various similarities and differences with respect to plants and animals. 

 

授業の内容（Course Contents） 

微生物は原核生物と真核微生物からなるが，本授業ではおもに原核生物（細菌類）を取り上げる。 

原核生物の細胞構造，機能，生合成機構などが真核細胞とどのように異なっているのかについて学び，原核生物と真核細胞の

違いを理解した上で，抗生物質がどのようなメカニズムで原核生物に作用するのかについて考える。原核生物の増殖と温度， 

ｐH，浸透圧などの環境変化が増殖に与える影響についても学ぶ。 

バクテリオファージや接合による染色体移動について解説する。動く遺伝子や遺伝子組換えについても学び，微生物遺伝学の理

解を深める。これらの応用としての遺伝子工学についても紹介する。 

原核生物の進化や多様性について学ぶ。多種多様な原核生物がどのように進化し，多様性を獲得してきたかを，代謝や生態を

通して理解する。微生物の産業利用について応用微生物学の観点から紹介する。 

 

Microbes can be broken up into prokaryotes and eukaryotes, however this course will primarily deal with prokaryotes (bacteria). 

Students will learn about the structure, features, and biosynthesis mechanisms of prokaryotic cells, and how they differ from 

those of eukaryotic cells. Through understanding these differences, students will ponder the mechanism by which antibiotics 

operate on prokaryotes. Students will learn about how prokaryotic cells propagate, 

as well as how temperature, pH, osmotic pressure, and other environmental changes affect their propagation. 

Chromosome translocation by both bacteriophage and conjugation will be discussed. Students will also learn about transposons 

and genetic modification, deepening their understandings of microbial genetics. Genetic engineering will be introduced through 

discussing the applications of these concepts. 

The lecture will also discuss the evolution and diversity of prokaryotes. Students will understand the ways that prokaryotes 

evolve, and realize their stunning diversity through the variations in their metabolisms and ecologies. Industrial uses of microbes 

will be introduced from the standpoint of practical microbiology. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 微生物の分類（関根） 

2. 微生物の生育（関根） 

3. 細胞表層の構造と機能（関根） 

4. 細胞表層の生合成（関根） 

5. 抗生物質（関根） 

6. 光合成とシアノバクテリア（渡辺） 

7. ゲノム情報を利用した微生物の解析（渡辺） 

8. 微生物の代謝と産業利用１（渡辺） 

9. 微生物の代謝と産業利用２（渡辺） 

10. 遺伝的組換え（相同組換え）（関根） 

11. 遺伝的組換え（部位特異的組換え）・バクテリオファージ（関根） 

12. 遺伝的組換え（トランスポゾンの転移）・接合伝達（関根） 

13. ウイルス（関根） 

14. 遺伝情報の多様化の機構（関根） 

 

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

１年次の「生物化学１」，「分子細胞学１」，「分子生物学１」，2 年次の「分子生物学２」などを復習して授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 



筆記試験(Written Exam)(70%)/授業への取り組み、リアクションペーパー（関根）(20%)/小テスト（渡辺）(10%) 

関根は期末試験 46％＋平常点 20％，渡辺は期末試験 24％＋平常点 10%で評価する。<br>10/5 付変更 誤記修正のため【変

更前】平常点(In-class Points) 30％（授業への取り組み、リアクションペーパー（関根）(15%)、小テスト（渡辺）(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜，プリントなどを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 神谷茂、2014、『ブラック微生物学』第 3 版原書 8 版、丸善出版 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 


