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理学研究科長・理学部長からのメッセージ

■沿　革

■理学部
昭和24年５月	 文理学部理科として発足
	 （統計数学科・物理学科・化学科・生物学科）
昭和29年４月	 文学部・理学部に分離独立
	 （数学科・物理学科・化学科・生物学科）
昭和41年４月	 附属臨海実験所設置（兵庫県淡路島岩屋）
昭和48年４月	 地球科学科設置
平成５年３月	 地球科学科を地球惑星科学科と改称
平成７年３月	 附属臨海実験所廃止
	 （内海域機能教育研究センターへ改組）
平成27年４月	 地球惑星科学科を惑星学科と改称

■理学研究科博士課程前期課程（修士）
昭和32年４月	 理学専攻科設置
昭和40年３月	 理学専攻科廃止
昭和40年４月	 理学研究科設置
	 （数学専攻・物理学専攻・化学専攻・生物学専攻）
昭和52年４月	 地球科学専攻設置
平成６年４月	 自然科学研究科博士課程前期課程へ移行
	 （数学専攻・物理学専攻・化学専攻・
	 生物学専攻・地球惑星科学専攻）
平成19年４月	 理学研究科博士課程前期課程へ移行
平成27年４月	 地球惑星科学専攻を惑星学専攻と改称

■理学研究科博士課程後期課程
昭和55年４月	 理学研究科物質科学専攻設置
昭和56年４月	 自然科学研究科へ移行
平成15年10月	 専攻の改組・改編
平成19年４月	 理学研究科博士課程後期課程へ移行

■理学部関連の学内教育研究施設
昭和63年４月	 遺伝子実験施設設置
平成２年６月	 バイオシグナル研究センター設置
平成７年４月	 内海域機能教育研究センター設置
	 （附属臨海実験所を拡充改組）
平成８年５月	 都市安全研究センター設置
平成８年５月	 アイソトープ総合センター設置
平成８年９月	 ベンチャービジネスラボラトリー設置
平成13年４月	 遺伝子実験センター設置
	 （遺伝子実験施設を拡充改組）
平成13年４月	 分子フォトサイエンス研究センター設置
平成15年10月	 内海域環境教育研究センター設置
	 （内海域機能教育研究センターの組織改編）
平成16年４月	 研究基盤センター設置
	 （機器分析センター、アイソトープ総合
	 センター、低温センターを拡充改組）
平成17年10月	 連携創造本部設置
	 （ベンチャービジネスラボラトリーを拡充改組）
平成19年４月	 惑星科学研究センター設置（研究科内センター時限付）
平成27年10月	 海洋底探査センター設置
平成28年４月	 遺伝子実験センターとバイオシグナル研究センターの
	 統合により「バイオシグナル総合研究センター」設置
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理学部施設群

　理学部・理学研究科は、自然科学の基礎である理学諸分野におけ
る教育と研究を行っています。今から約138億年前の ｢ビッグバ
ン｣で誕生した宇宙の中で星々が生まれ、多数の銀河ができました。
その過程で種々の元素が作られました。多数の銀河の中の一つの銀
河の中の１つの星、太陽の第3惑星にそれら種々の元素を基に生
命が誕生し、その末裔がわれわれ人類です。理学とはそのような悠
久の流れに隠された ｢自然の仕組み｣ を理解する学問であると言え
ます。これまで人類は、｢自然の仕組み｣ を理解するために膨大な
努力をしてきました。いろいろな自然現象を注意深く観察し、デー
タを整理し、法則性を発見すること、そしてその法則を論理的に説
明し普遍的に成り立つ理論を展開すること、さらにその理論を実験
で確かめること、そのような地道な努力の積み重ねにより現代の自
然科学が成り立っています。天動説から地動説への転換、元素周期
表、相対性理論、素粒子、DNA二重らせん構造、化学浸透圧説など、
自然科学分野における画期的な発見は私たちの世界観の基本的変革
をもたらし、更なる研究への興味をかきたて、そして次の大発見へ
と導いてきました。近年の科学技術の急激な発展に伴い、科学技術
の基盤となる理学分野の教育と研究の重要性はますます増加してい
ます。観測、論理的思考、実証主義の伝統を基礎として、人間の自
然に対する認識を豊かにしていくことが、理学部・理学研究科の基
本理念です。
　この基本理念に立ち、神戸大学理学部・理学研究科は伝統的な学
問体系を基とした5つの分野、即ち、数学、物理学、化学、生物学、
惑星学、から構成されています。私たちはこの様な構成が自然科学
の基礎を学び、そして研究を進展させる上で最も適した形であると
の信念を持っています。
　これまで1学年の学生数は、理学部では140名（3年次編入学
生を入れて165名）、大学院理学研究科の前期課程で120名、後
期課程で30名でしたが、私たちの長年の要求が稔り、本年度から
学部新入生の入学定員が13名増えて153名となりました。また
大学院後期課程は28名に変更となりました。一方で理学研究科及
び関連研究センターには115名ほどの各教育研究分野で国際的に
活躍する教員を擁しており、理学部学舎や近接する自然科学総合
研究棟において教育と研究を行っています。この10数年をかけて
行った学舎大改修とそれに続く学舎再編によって、講義室やラーニ
ングコモンズのスペースが整備され、また関連する研究分野の研究
室・実験室の集中化とその整備が行われてきました。これによっ
て、教員と学生が教育と研究の両面で密に接することができるよう

な少人数専門教育が可能となっています。この少人数専門教育こ
そが神戸大学理学部・理学研究科の大きな特徴です。
　理学分野の研究には何よりもまず旺盛な知的好奇心と、物事を
深く考え、正しく理解したいという強い欲求が必要です。そのた
めには、基礎となる理論体系や実験手法を身に着けることが必要
ですが、神戸大学理学部・理学研究科の各学科、各専攻では、十
分な基礎および専門に関する能力が身に着く様に、良く練られた
体系的なカリキュラムが整備されています。
　近年、グローバル化の急速な進展に伴い、我が国の大学の国際
化と国際競争力の向上が重要な課題となっています。理学部では
本年度から学部1，2年生を対象とした ｢理学グローバルチャレ
ンジプログラム｣ を開始しました。これにより、海外協定校への
学部生の短期留学を積極的に推進する予定です。さらに来年度か
らは大学院前期課程において外国人留学生を対象として、その修
学期間中、英語のみで単位を取得し終了する事ができる ｢英語
コース｣ を設ける予定です。これにより外国人留学生の積極的な
受入を推進致します。
　このように、神戸大学理学部・理学研究科は総合的に見て全国
のどこの大学にも負けない充実した教育と研究を行えるような設
備と環境が整っています。知的好奇心に富み、未知の分野に意欲
的に挑戦しようとする若い皆さんが、この六甲山麓の美しいキャ
ンパス内で学び、そして世界に羽ばたいてくれることを期待して
います。
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アドミッションポリシー（求める学生像） 教育の特色

●理学部
理学部では、数学、物理学、化学、生物学、惑星学のそれぞれの学問体系を土台にして、自然科学の基礎となる教育と研究
を行い、世界をさまざまな面からとらえた数理現象、物質を構成する素粒子、原子、分子の性質や振る舞い、生命活動を担
う分子の働きや生態系を支える多様性、あるいは地球や宇宙の成り立ちや動きなどを、講義、演習、実験、実習を通じて深
く理解する人材を養成することを目指しています。このため、理学部では、次のような学生を求めます。

　理学部の求める学生像
１．数学、理科分野が対象とする多彩な自然現象に対し、旺盛な知識欲をもち、批判的精神と独立心に富んだ見方や考え方
ができる学生

２．人文科学、社会科学など多方面の分野に興味を示すとともに、総合的な理解力を持つ学生
３．特定の科目に際立って優秀で、独自性の豊かな学生
４．日本語や英語の基本的学力を備え、それによる表現力、コミュニケーション能力の向上に意欲のある学生

以上のような学生を選抜するために、理学部では、大学入試センター試験により総合的な基礎学力を測り、個別学力検査
では「数学」「理科」「外国語」（後期日程にあっては、学科により「数学」「外国語」「小論文」）を課すことにより、自然
科学分野における幅広い教養と深い知識とともに、理解力、読解力、語学力、表現能力、課題解決能力、および論理的思
考力等を測ります。

●理学研究科 博士課程 前期課程
理学研究科博士課程前期課程では、数学、物理学、化学、生物学、惑星学の各専門分野において幅広い知識をもつとともに、
問題解決能力と学際的視点をもった創造性豊かな人材を養成することを目指しています。このため、専門分野における学士
相当の基礎学力をもち、知的好奇心に富み科学の探究に情熱をもつ人、論理的な思考能力に優れた人、さらには、社会にお
いて専門知識をさまざまな形で展開する意欲をもつ人を受け入れます。

●理学研究科 博士課程 後期課程
理学研究科博士課程後期課程では、数学、物理学、化学、生物学、惑星学の各専門分野において高度な専門性と幅広い視野
をもち、卓越した創造性と独創性を合わせもつ人材を養成することを目指しています。このため、専門分野における修士相
当の基礎学力や研究能力をもち、知的好奇心に富み科学の探究に情熱をもつ人、論理的な思考能力やプレゼンテーション能
力に優れた人、さらには、社会において専門知識をさまざまな形で展開する意欲をもつ人を受け入れます。

●理学部
１．自然科学の最も基礎的な科目の教育を行います。
２．それぞれの学科で、各分野における最先端の研究への導入となるカリキュラムを組んでいます。
３．学部学生定員178名（うち25名は第3年次編入学）に対し、110名を越える教員により幅広い、かつきめ細やかな
教育を行います。

４．学内の7つの最先端の研究施設と連携を密にした教育を行っています。

●理学研究科 博士課程 前期課程（修士）
１．各専攻に設けられた基礎的なコア科目群を履修することによって、専攻全体にわたる専門知識を身につけることができます。
２．各専攻の前期課程授業科目は、より専門的な後期課程の授業科目とつながるように体系化されています。
３．授業科目「科学英語」を履修することによって、英語での論文作成や討論など実践的な英語能力を身につけることができます。
４．神戸大学自然科学系5研究科に共通の授業科目を履修することによって、学際的視点を身につけることができます。
５．他の自然科学系4研究科および経済学研究科と連携したプログラムコース認定制度を活用することによって、総合的専
門知識を身につけることができます。

６．前期課程において優れた研究業績をあげた学生は１年以上の在学で修了し、後期課程に進学することができます（早期修了制度）。

●理学研究科 博士課程 後期課程
１．それぞれの専攻分野での高度な学術研究を基盤にした教育を受けることができます。
２．理学研究科の他専攻の授業科目や神戸大学自然科学系5研究科に共通の授業科目を履修することによって、総合的・学
際的視点を身につけることができます。

３．本学大学院前期課程を修了した学生が引き続き後期課程に進学する場合には、後期課程への入学金は必要ありません。
４．後期課程へのほとんどの入学・進学者はリサーチ・アシスタント（RA）に採用されます。また、他機関からの後期課
程入学者については優先的にリサーチ・アシスタント（SRA）に採用され、初年度の経済的負担（およそ入学金相当額）
を減らすことができます。

５．後期課程において優れた研究業績をあげた学生は、１年以上の在学で修了し学位を取得することができます（早期修了制度）。

■一定の単位を修得した学生は、学士（理学）の学位を取得することができます。

■所属する学科に応じて、右の教育職員免許状の取得が可能です。

■惑星学科に所属する学生について、学芸員の資格の取得が可能です。

取得できる学位・資格 数学科

物理学科
化学科
生物学科
惑星学科

中学校
教諭一種
免許状

高等学校
教諭一種
免許状

数学

理科

一定の単位を修得し、修士論文審査に合格した学生は、修士（理学）の学位を取得することができます。

取得できる学位

一定の単位を修得し、博士論文審査に合格した学生は、博士（理学）または博士（学術）の学位を取得することができます。

取得できる学位
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教育研究上の目的
　神戸大学理学部は、伝統的な学問体系を土台にした数学科、物理学科、化学科、生物学科、惑星学科の5学科で構成されており、

自然科学のもっとも基礎的な分野の教育と研究を行っています。全学科合わせて178名（うち25名は第3年次編入学）の学

生定員に対して教員数110名以上で、2学期・クォーター制のもと徹底した少人数教育を実践しています。

　大学院理学研究科（博士課程）は数学専攻、物理学専攻、化学専攻、生物学専攻、惑星学専攻の5専攻で構成されており、さ

らに高度な内容を学び、研究を深めることができます。博士課程前期課程の修了者は修士（理学）の学位を取得し、高度な専門

的知識を生かして民間企業や公務員などの職業に就いています。博士課程後期課程の修了者は博士（理学）、または博士（学術）

の学位を取得し、多くが大学や研究所の教育研究職に就いています。

　また、学内には理学部関連のさまざまな学内共同教育研究施設があり、最先端の研究を進めるとともに、理学部および理学研

究科の教育にも携わっています。

●理学部における教育研究上の目的
　理学部は、自然科学の基礎である理学諸分野を探求するこ
とによって自然の理解を深め、社会の進歩に貢献することを
教育研究上の目的とします。
　各学科における人材の養成に関する目的、その他の教育研
究上の目的は次のとおりです。

●理学研究科における教育研究上の目的
　理学研究科は、自然科学の基礎である理学諸分野を探究す
ることによって自然認識の深化を図り、もって社会の知的基
盤の形成に貢献するための教育研究を行います。
　各専攻における人材の養成に関する目的、その他の教育研
究上の目的は次のとおりです。

　広い知識を授けるとともに、解析数理、構造数理、応用数
理の教育研究を行い、教養並びに数学及びその応用に関する
専門的な知識を身に付けた人材を養成することを目的としま
す。

　自然界及び社会現象における数理を探求し、広範な数理現
象の解明を目指した教育研究を行うとともに、前期課程にお
いては、数学を深く探究するための基礎となる能力又はこれ
に加えて関連する専門的職業を担うための能力を持つ人材を
養成することを目的とし、後期課程においては、数学の各専
門分野で自立して研究を行う能力及びその基礎となる豊かな
学識又はこれに加えて高度の専門性を要する職業を担うため
の能力を持つ優れた人材を養成することを目的とします。

　広い知識を授けるとともに、新し
い概念及び学際領域の創出を意図
した化学の教育研究を行い、教養及
び幅広い化学の専門的な知識を身
に付け、未開拓の分野への意欲的取
り組み並びに問題認識及び解決能
力を身に付けた創造力のある人材
を養成することを目的とします。

　新しい物質の創製並びに新しい化学現象及び化学原理の
探求を目指した教育研究を行うとともに、前期課程におい
ては、化学を深く探究するための基礎となる能力又はこれ
に加えて関連する専門的職業を担うための能力を持つ人材
を養成することを目的とし、後期課程においては、化学の
各専門分野で自立して研究を行う能力及びその基礎となる
豊かな学識又はこれに加えて高度の専門性を要する職業を
担うための能力を持つ優れた人材を養成することを目的と
します。

　広い知識を授けるとともに、分子・細胞レベルから種及び
生態系レベルまでの基礎生物学的教育研究を行い、教養及び
生物学に関する専門的な知
識並びに科学的な考え方を
身に付けた人材を養成する
ことを目的とします。

　すべての生物に共通する生命の仕組み及び生物界の多様性
の成り立ちの解明を目指した教育研究を行うとともに、前期
課程においては、生物学を深く探究するための基礎となる能
力又はこれに加えて関連する専門的職業を担うための能力を
持つ人材を養成することを目的とし、後期課程においては、
生物学の各専門分野で自立して研究を行う能力及びその基礎
となる豊かな学識又はこれに加えて高度の専門性を要する職
業を担うための能力を持つ優れた人材を養成することを目的
とします。

　広い知識を授けるとともに、地球及び太陽系・宇宙につい
ての教育研究を行い、教養及び惑星学に関する専門的知識並
びに自然の中から自ら問題
を発見し解決する能力を身
に付けた人材を養成するこ
とを目的とします。

　地球・太陽系・宇宙に係る構造・起源・進化及びそこで生
起する諸現象の解明を目指した教育研究を行うとともに、前
期課程においては、惑星学を深く探究するための基礎となる
能力又はこれに加えて関連する専門的職業を担うための能力
を持つ人材を養成することを目的とし、後期課程において
は、惑星学の各専門分野で自立して研究を行う能力及びその
基礎となる豊かな学識又はこれに加えて高度の専門性を要す
る職業を担うための能力を持つ優れた人材を養成することを
目的とします。

■ 数学専攻

■ 化学科 ■ 化学専攻

■ 生物学科 ■ 生物学専攻

■ 惑星学科 ■ 惑星学専攻　広い知識を授けるとともに、物質の構造及び機能を根本原
理から理解するための教育研究を行い、教養及び物理学に関
する専門的な知識を身に付けた人材を養成することを目的と
します。

■ 物理学科
　宇宙から分子、原子及び素粒子に至る広い範囲にわたっ
て、物質の構造及び機能を根本原理から理解することを目指
した教育研究を行うとともに、前期課程においては、物理学
を深く探究するための基礎となる能力又はこれに加えて関連
する専門的職業を担うための能力を持つ人材を養成すること
を目的とし、後期課程においては、物理学の各専門分野で自
立して研究を行う能力及びその基礎となる豊かな学識又はこ
れに加えて高度の専門性を要する職業を担うための能力を持
つ優れた人材を養成することを目的とします。

■ 物理学専攻

博士課程前期課程・後期課程

大 学 院 理 学 研 究 科
理 　 学 　 部

■ 物理学科

■ 化学科

■ 数学科 ■ 数学専攻

■ 物理学専攻

■ 化学専攻

■ 生物学科 ■ 生物学専攻

■ 惑星学科 ■ 惑星学専攻

 理学部関連の学内教育研究施設

■ バイオシグナル総合研究センター

■ 内海域環境教育研究センター

■ 都市安全研究センター

■ 分子フォトサイエンス研究センター

■ 研究基盤センター

■ 海洋底探査センター

 理学部の教育研究施設

■ 惑星科学研究センター

■ 数学科
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数
学
科
・
数
学
専
攻

教育の特色 　—数学専攻—

　数学専攻では、数学を総合的な学問としてとらえ、個々の研究分野の自主性・独立性を尊重しながらも、幅広い分野の教育を行います。

そして、計算・論理的思考・抽象的思考に十分習熟するよう訓練することを目指します。こうした訓練を背景に、優れた研究・開発能力

を持つ創造性豊かな研究者や高度な数学的知識・技能を生かして社会で活躍する人材を養成することを目指した、柔軟で特色のある教育

研究を展開します。

　平成19年度より自然科学系先端融合研究環は、理学・工学・農学・海事科学・システム情報学研究科の共同によって魅力的なテーマ

を選定し、これらをプログラム化し、コース修了者に修了認定書を交付するという、プログラム教育コー

スを7つ開設しています。当数学専攻はシステム情報学研究科情報科学専攻と連携して、計算数理プロ

グラム教育コースを設置しています。

　また、平成20年度より理学研究科と経済学研究科は、それぞれの研究科における教育の特色を尊重

し、相互の教育交流を推進するため、数理・経済プログラム教育コース（経済学研究科では、経済・数

理プログラム教育コースと呼ばれています）を設置しています。両研究科の協議によって精選された授

業科目をプログラム化して実施します。

　
—数学専攻—

　数学専攻の科目では、講義を通じての教育よりもむし

ろ、セミナーなどを通じての、研究を行うための基礎的な

訓練を重視しています。講義・演習・研究指導などのあら

ゆる機会を通じて、オリジナルな研究ができる段階までた

どり着けるように指導していきます。このような指導によ

り、生きた学問としての数学を経験させて、論理的・批判

的・創造的な思考のできる人材を輩出することを目標とし

ています。

　計算数理プログラム教育コースは、計算に関わる基礎数

理と知能科学・数理統計への展開を繋ぐことを目標として

います。

　また、数理・経済プログラム教育コースは、高度専門職

に必要な総合的知識を有する人材を養成することも目標と

しています。

教育の特色 　—数学科—

　4年間の学部教育では、数学の基礎的知識を幅広く

学習することはもちろん、数学的な問題解決能力や思

考方法といった知識と素養を身につけることを目標と

します。数学科の各教員はそれぞれの分野で国際的に

活躍する研究者であり、学生はその最先端の研究に触

れることができます。また約半数の学生は学部卒業

後、大学院に進学しています。さらに他大学教員によ

る集中講義が数多く開講されており、多種多様な講義

を聴くことができます。最近特にニーズが増してきた

計算機科学の教育については、数学科には複数の教員

がおり、設備・教育内容ともに充実しています。数学

科の学生数は1学年あたり約30名と少人数であり、

各教員は学生一人一人の顔を見ながらの指導を心掛け

ています。また3年次編入生に対しては、入学前には

通信による添削指導を、入学後には補習授業を行って

います。

　
—数学科—

　数学科では解析、代数、幾何、計算数学、応用等、

各分野において多くの科目が用意されています。学生

の自主性を尊重するため、必修科目はできるだけ少な

く、必要最低限の科目のみとしてありますが、各分野

からバランスよく履修できるようカリキュラムは組ま

れています。1年次では、教養科目である全学共通授

業科目、理系として必須の微積分、行列の理論を学ぶ

とともに現代数学の導入として数学通論と数学演義が

用意されています。2年次からは本格的に現代数学の

基礎を学び始めます。演習問題に取り組む、演習つき

の講義も用意され、学生の理解を深める助けになって

います。4年次の数学講究は卒業研究にあたり、学生

自ら現代の数学研究の一端に触れることができます。

分野の枠を超える発想、そして広い活躍の場をもつ現代数学
　ユークリッドの原論、そしてニュートンとライプニッツによる微積分の発見以来、ガウスやリー
マンら歴代の数学者によって発展を遂げた数学は、理学・工学などの自然科学はもとより、社会
科学、人文科学の分野にまで影響を与えています。また計算機技術の発展によって整数論が情報
伝達技術へ応用されるなど、当初思いもよらなかった分野にも影響を与え、発展を続けています。
このように現代数学は豊かな広がりをもっているのです。これらのことから本学科・専攻では、
狭い意味での数学という学問の枠組にとらわれず、広い範囲の学問分野を視野に入れた教育研究
を目標にしています。

http://www.math.sci.kobe-u.ac.jp/index-j.html

Department  of  Mathematics

B棟4階の数学図書室

セミナー風景

各講座の教員と教育研究分野 （2017年4月1日現在）

解析数理講座
　教授 高岡秀夫 関数解析

野海正俊 関数方程式

福山克司 関数解析

山田泰彦 複素解析

　准教授 伊藤健一 関数解析

小池達也 関数方程式

構造数理講座
　教授 齋藤政彦 代数学

吉岡康太 代数学

中西康剛 幾何学

ラスマン・ウェイン 幾何学

佐藤　進 幾何学

　准教授 佐治健太郎 幾何学

谷口　隆 代数学

　講師 森本和輝 代数学

　助教 三井健太郎 代数学

　特命助教 佐野太郎 代数学

応用数理講座
　教授 青木　敏 計算数理

太田泰広 組み合わせ数理

高山信毅 計算数理

　准教授 梶野直孝 確率数理

　特命助教 小山民雄 計算数理

前期（1Q	2Q） 後期（3Q	4Q）

1年

▲◎微分積分1,2
　◎解析学序論Ⅰa,Ⅰb
▲◎線形代数1,2
　◎数学入門
　◎初年次セミナー

▲◎微分積分3,4
　◎解析学序論Ⅱa,Ⅱb
▲◎線形代数3,4
　　数学要論Ⅰa,Ⅰb
　　数学演義

2年

解析学Ⅲ
解析学Ⅳ
線形代数学Ⅴ
代数学Ⅰ・同演習
数学要論Ⅱ・同演習

解析学Ⅴ
代数学Ⅱ
関数論・同演習
幾何学Ⅰ・同演習

3年

複素解析
解析学Ⅵ・同演習
幾何学Ⅱ・同演習
代数学Ⅲ・同演習

解析学Ⅶ
解析学Ⅷ
幾何学Ⅲ
幾何学Ⅳ
代数学Ⅳ
表現論Ⅰ
確率論Ⅰ
計算数学Ⅰ・同演習

4年

◎数学講究（通年）

関数方程式論Ⅰ,Ⅱ
関数解析学Ⅰ,Ⅱ

特別講義等

幾何学Ⅴ
確率論Ⅱ
表現論Ⅱ
計算数学Ⅱ

▲全学共通科目　
◎必修科目
1Q/2Q/3Q/4Qはクオーター制による4期

現代数学入門 現代数学基礎 専門科目

博
士
課
程
前
期
課
程

□先端融合科学特論Ⅰ 解析数理特論Ⅰ 科学英語

解析学Ⅰ 解析数理特論Ⅱ 特別講義

解析学Ⅱ 構造数理特論Ⅰ 数学講究Ⅰ

代数学 構造数理特論Ⅱ 数学講究Ⅱ

幾何学 応用数理特論Ⅰ 数学講究Ⅲ

表現論 応用数理特論Ⅱ 数学講究Ⅳ

計算情報数学 総合演義Ⅰ

確率論 総合演義Ⅱ

計算数理プログラム教育コース

数理・経済プログラム教育コース

博
士
課
程
後
期
課
程

□先端融合科学特論Ⅱ 構造数理特論Ⅲ 総合演義Ⅲ

解析数理特論Ⅲ 構造数理特論Ⅳ 総合演義Ⅳ

解析数理特論Ⅳ 応用数理特論Ⅲ 特別講義

応用数理特論Ⅳ 特定研究

□は全専攻共通授業科目
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研究の特色

　数学科と数学専攻では、解析・構造・応用の3つの講座によって、現代数学の諸分野を幅広くカバーし、研究しています。純粋数学で

は代数学・幾何学・解析学、応用数学では確率論・計算数理・組み合わせ数理などの研究を行っています。

　これらの分野を個別に専門的に研究するとともに、相互に有機的なつながりを見出すことで、分野の枠を超えた横断的な研究も行われ

ています。

研究内容

解析数理講座

　高校時代に学ぶ微積分は、豊かな伝統と広がりをもつ解析学へ

とつながり、解析学は現象の変化の様子や無限を対象として、そ

の中に潜む数学的構造を解明することを目的とします。解析数理

講座では、この解析学を様々な視点から研究します。

関数方程式：微分方程式の解の構造を探る

担当教員：野海正俊、小池達也

　世の中の様々な現象、例えば物体の運動、波動、流体などの物

理現象、また金融などの経済現象は微分方程式で記述されます。

ここでは、微分方程式・差分方程式で定義される線形系・非線形

系の数理的構造の解析的解明と、特殊関数の基礎理論と現象への

応用に関する教育研究を行います。当数学科・数学専攻は、特に超

幾何微分方程式、パンルベ微分方程式の研究拠点として有名です。

関数解析：関数のつくる空間の研究

担当教員：高岡秀夫、福山克司、伊藤健一

　微分や積分など関数に対する操作を、関数空間から関数空間へ

の線形写像と見なして解析する手法を提供するのが関数解析です。

熱伝導方程式という微分方程式を解くことに端を発して展開され

たフーリエ解析もこれに含まれます。ここでは、フーリエ解析や、

流れや波動などが伴う非線形現象の数理及び、量子物理に現れる

偏微分方程式のスペクトルと散乱に関する教育研究を行います。

複素解析：i2＝－1で始まる豊かな世界

担当教員：山田泰彦

　関数の変数を複素数まで広げると、指数関数と三角関数に予期

せぬ関連が生まれるなど、豊かな数学的世界が広がります。ここ

では、複素関数論、特殊関数論及び関連する微分方程式及び楕円

関数、リーマン面などについて、解析的・幾何的・代数的方法に

よる教育研究を行います。

構造数理講座

　構造数理講座では「数や空間」を数式や空間の対称性などの構

造に着目しながら、一見複雑な対象の奥にある数学的本質を明ら

かにしようと研究を進めています。みなさんも数学の問題を解く

のに式の対称性、図形の対称性に着目した経験があるのではない

でしょうか。

代数学：代数方程式の解の構造を探る

担当教員：	齋藤政彦、吉岡康太、谷口　隆、森本和輝、三井健太郎、
佐野太郎

　2次曲線や3次曲線など代数方程式で表される図形（代数多様

体）の性質を調べるのが代数幾何学です。現代では、代数的方法

にとどまらず、幾何的、解析的な手法も幅広く用いて研究されて

います。ここでは、代数多様体とその構造理論、周期積分、モジュ

ライ理論、整数論、保型形式、ゼータ関数とL関数、可積分系や

表現論の幾何学やミラー対称性及びそれらの応用に関する教育研

究を行います。

幾何学：空間の構造を探る

担当教員：	中西康剛、ラスマン・ウェイン、佐治健太郎、佐藤　進

　アインシュタインの一般相対性理論によれば、我々の住んでい

る空間と時間の構造は平坦ではありません。微分幾何ではこのよ

うな曲がった空間の性質を調べます。また、我々の暮らしに身近

な結び目には驚くほど豊かな数学的構造が隠されていますが、そ

れを調べるのは位相幾何です。ここでは、微分幾何と位相幾何に

関して、部分多様

体、極小曲面、平

均曲率一定曲面、

リーマン多様体や

写像の特異点、双

曲空間、結び目及

び絡み目に関する

教育研究を行いま

す。

進化していく楕円曲線

数学科談話室

エンネッパーの曲面

L関数の特殊値の研究
　「3以上の整数nに対して、xn+yn=znを満たす正の整数の組（x,y,z）は存在しない」。
この問題はフェルマーの最終定理と呼ばれ、1994年にA.Wiles氏によって証明されるま
で360年もの時間を要しました。
　Wiles の証明の要点は「幾何学的対象」と「解析学的対象」との間の“良い”対応の存
在でした。幾何学とは、図形や空間の性質を調べる分野ですが、その中でも楕円曲線と呼
ばれる曲線がこの「幾何学的対象」です。一方で、解析学とは関数の振る舞いを調べる分
野で、楕円モジュラー形式と呼ばれる関数が「解析学的対象」にあたります。全く異なる
二つの分野の間の対応がこの素晴らしい結果をもたらしたのです。
　この二つの対象を繋ぐ役割を果たしているのがL関数と呼ばれる関数です。L関数は単な
るつなぎ目というだけではなく、その性質から様々な幾何学的 •解析学的な結果が得られ
ます。例えば、与えられた楕円曲線の L関数の1での値がゼロでなければ、その楕円曲線
の中には座標が有理数になる点が有限個しかありません。
　私は楕円モジュラー形式の一般化である保型形式について、その L関数の特殊値を研究
しています。L関数の定義は複雑で、与えられた点での値がゼロなのかどうかも簡単には
わかりません。そこで、周期と呼ばれる保型形式の積分を使って特殊値を表すことで、そ
の性質を調べています。最近の研究では、Siegel モジュラー形式と呼ばれる保型形式に対
して、周期とL函数の中心値とを結ぶ公式を証明することができました。
　Siegel モジュラー形式は楕円モジュラー形式の場合のように、Abel 曲面という幾何学
的対象との対応が予想されており、今後のAbel曲面の研究、また数論的研究にこの公式が
役立つことを期待しています。

計算代数手法による統計学のブレークスルーを目指す
　私たちの周囲の多様なデータから、客観的、科学的な結論を導き出すために欠かせない
のが、統計学です。例えば、新しく開発した医薬品の効果を確認するために、臨床試験を
行って、「効果がない確率」の小ささを計算するのは、統計的検定とよばれる手法です。こ
のときの確率の計算のために、従来は漸近分布論とよばれる、標本のサイズが無限に大き
い場合の近似を利用してきました。これは手軽に利用できる有用な手法ですが、標本のサ
イズが小さいときや、大規模なデータであっても次元が大きいときなどには、近似の精度
が悪くなります。このような難点を克服するために、ここ20年で急速に発展してきたのが、
計算代数的な手法です。
　私の専門である計算代数統計は、その名前の通り、計算・代数・統計の3つが融合した
研究分野です。統計的検定では、求めたい確率を、マルコフ連鎖モンテカルロ法という手
法で数値的に計算します。その際に、標本空間上の連結な推移基底（マルコフ基底）が必
要となりますが、これをグレブナー基底という代数学の理論から得ることができます。計算代数統計は、計算機の発達を背景
に、短期間で急速に発展しました。今では、簡単な統計モデルであれば、手元のパソコンで手軽に出力を確認できることは、
この分野の大きな魅力のひとつです。一方で、近年、大規模データが入手で
きるようになり、扱う統計モデルも複雑になったことで、新たな研究課題が
生まれています。新たな課題の克服が、次のブレークスルーへと繋がること
を目指して、私は日々、研究に取り組んでいます。

研究トピックス

森本　和輝	講師
代数学教育研究分野

青木　敏	教授
計算数理教育研究分野

楕円曲線：y2＝x3−xのグラフ

3次元の問題に対するマルコフ基底の要素のイメージ
漸近分布論による近似（曲線）と計算代数手法で得られた正確な分布
（ヒストグラム）
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研究内容

応用数理講座

　理学、工学、計算機科学、経済学などの分野で応用される数学

を確率論、代数学、計算数学、数理物理などあらゆる数学を使っ

て研究しています。

確率数理：でたらめなものの中に潜む多くの謎を解き明かす

担当教員：梶野直孝

　確率論とは気体分子の運動や市場価格の変動などのランダムな

現象を研究する研究分野ですが、膜の固有振動・熱の伝播などの

一見ランダムさと無縁そうに思える物理現象の記述・理解にも応

用されるなど、確率論は数学の多くの分野で重要な研究手法の一

角をなしています。ここでは、ランダムな運動や揺らぎ、数学的

対象にひそむランダムさに関わる数理的構造について、確率論的

手法による教育研究を行います。

組み合わせ数理：最適な組み合わせを探る

担当教員：太田泰広

　電話線などのネットワークを構築するとき中継所をどこに配置

するべきかは、省エネルギーの観点から重要です。このような身

近な問題に根ざした数学を研究するのが組み合わせ数理です。ま

た、整数や有理数などの数の性質を研究する数論は、曲線の上の

有理点の分布なども扱い、他分野との結び付きが大変強い分野で

す。代数方程式の解の様子を解の対称性から特徴付けたガロア理

論もこの分野と深く関わります。ここでは、組み合わせや数え上

げの数理とその符号理論や暗号理論への応用及び、楕円曲線、保

型形式と整数論などの理論と応用に関する教育研究を行います。

計算数理：計算機科学と数学の融合

担当教員：高山信毅、青木　敏、小山民雄

　20世紀後半には、電子計算機、プログラミング、計算数学、

計算機による数学の他分野への応用が相互に関連し合いながら発

展してきました。最近話題となっているのは、代数幾何、整数論

の情報伝達技術への応用などです。また数学ソフトの発展によ

り、数学者の研究スタイルなども大きく変化してきています。こ

こでは、数理科学に現れる計算方法、その計算機上での効率的実

装と計算機代数システムの開発及びそれらの代数、代数解析、数

理物理、統計学などへの応用に関する教育研究を行います。

数学科・数学専攻
ホームページ
http://www.math.sci.kobe-u.ac.jp/index-j.html

現代では、直接の応用を念頭において数学の研究が行われるのは、
まれなことでしょう。しかし、数学は物理学、計算機科学、工学、

経済学等に応用され、近年ますます他の分野とのつながりを増していま
す。例えば、アインシュタインが一般相対性理論を創るにあたって用いた
のは、リーマン幾何学でした。このリーマンの理論が現れたのは、アイン
シュタインの理論の50年以上前のことでした。このように、数学自身の
中で自律的に発展してきたものが他の分野で威力を発揮することは、不思
議と言えば不思議です。しかし、これは、数学のもつ抽象性、一般性が広
い普遍性を持っているからではないでしょうか。

数学は、社会にどのように役だっていますか。
また、他の学問とどう関わっているのでしょうか。

理学部では、毎年夏休みに高校生を対象として「オープンキャンパ
ス」が開かれます。そこで、数学科の生の雰囲気に接することがで

きます。また、数学科のホームページからも、詳しい情報を見ることがで
きます。さらに、そこにある各教員の電子メールアドレスで教員に直接質
問することもできます。

数学科について、もう少し詳しく知りたいのですが。

種数1のトリノイド

卒業・修了後の進路

　数学科卒業後、約半数は大学院に進学しており、就職する人は一般企業、保
険会社、学校関係に行っています。一般企業では、システムエンジニアになる
人が多いようです。このシステムエンジニアというのは、例えば製造業などで
従来は人の熟練によって生産効率を上げていたことを、コンピューターによっ
て管理できるようにする仕事です。保険会社では、アクチュアリーを目指す人
が多いようです。このアクチュアリーというのは、保険金が適正であるよう客
観的根拠を持って算出する仕事です。
　大学院前期課程修了後、1～2割は後期課程に進学しており、就職する人は
一般企業、銀行、保険会社へ行くほか、教員になる人も多いです。大学院後期
課程修了後には、研究職に就く場合が多くなっています。

大学院博士課程前期課程（修士）修了生の進路
（2014～2016年度）

本学大学院 10

他大学大学院 0

民間企業 38

教員・公務員 19

その他 3

学部卒業生の進路（2014～2016年度）

本学大学院 47

他大学大学院 9

民間企業 20

教員・公務員 16

その他 6

学生ラウンジ 共用スペース 少人数でのセミナー

4色で塗られた5彩色可能結び目

　私が数学科に来て良かったと思
うことを２点紹介します。論理的
に物事を考えられるようになった
ことと、本を読む力が養われたこ
とです。論理的思考力については
高校生の頃からある程度自信があ
るつもりでしたが、数学科では、
予想していた以上に厳密な論理構
成を求められました。私自身、初
めはあまりの厳密さに苦労しましたが、慣れると自然に細
かい部分にまで気を配れるようになりました。本を読む力
については、専門書を読むことによって養われました。一
般的に理系の研究といえば実験のイメージが強いかと思い
ますが、数学科では研究の大部分は専門書を読み、考える
ことです。専門書を読むことは一般的な読書に比べるとと
ても大変なもので、1ページを読むのに何時間もかかるこ
ともあります。それは、ただ目を通すだけではなく、高度
に専門的な内容を理解する必要があるからです。私にはあ
まり読書の習慣がありませんでしたが、数学科にいたおか
げで本を読むことに慣れることができました。以上の2点
は学生時代だけで完結するものではなく、今後の社会人人
生においても役立つように思います。そのようなスキルを
学生のうちに身につけることができたのは、貴重な経験
だったと感じています。

石井　翔子
2016年度博士前期課程修了

現在　紀陽銀行勤務

　皆さんは、数学科に対してどのよ
うなイメージを持っていますか。高
校の数学のようなイメージを持つ人
が多いと思います。私もそのように
思っていました。大学の数学はかな
り抽象的で、イメージすることも難
しいです。毎日思考のトレーニング
をしているような気分です。
　「大学で勉強する」とは具体的に
どうすれば良いのでしょうか。講義を聞くということも大切
ですが、私は、何か自分の興味の持っていることを自分で調
べるということも大切だと考えています。なによりその方が
面白いと思います。
　私自身の経験としては、大学でいろいろな講義を受ける中
で、教授に「自分で本を読んでいますか？」と質問されたこ
とがきっかけです。自分で興味のある分野の本を読み進め
て、数学の楽しさが分かり始めたような気がします。一人で
は理解できないときも、もちろんあります。そのような時は、
友人や先輩と知識やひらめきを補いあったりして進めていま
す。最終手段としては、教授に相談します。
　このように、講義を聞くだけではなく、自分の意見を表現
したり、相談にのってほしいとき、大学は素晴らしい環境を
提供してくれます。これは勉強面だけではなく、あらゆる大
学生活の中で共通することだと私は考えています。興味があ
ることをさらに深める時、新しいことを始める時、大学とい
う環境は、最大限にそれらをサポートしてくれると思うので
充分活用してみてください。

津田　楽人
2016年度学部卒業

現在　博士前期課程１年
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理
学
科
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理
学
専
攻

教育の特色 　—物理学専攻—

　物理学の目標である宇宙から物質の構造、素粒子に至る広いスケールでの物質の理解は、20世紀最大

の人類の知的所産である量子力学を中心として発展し、今日までの高度に進化した科学技術文明を生み

出す原動力となってきました。物理学専攻では、その根幹となる、物質の根源を追求する素粒子物理学と、

物質の様々な形態と性質を研究する物性物理学の2つを教育および研究の柱としています。

　当専攻のカリキュラムは、この2分野に関連した講義の中からそれぞれの専門分野に応じて系統的に

受講することにより、物理学の基本に関わる知識から、高度な先端的研究にも対処できる柔軟な知識を

得ることができるように組まれています。また、特に実験関連の分野では、学内に整備された実験施設

はもとより、加速器や大型実験施設を持つ国内外の研究機関との共同研究を積極的に進めており、大学

院生もそれらに参加して現代の物理学の最先端に接することができます。これらを通して、物理学的な

素養を持つ高度職業専門人、さらには優れた研究能力を持つ研究者や大学教員の養成を目指した教育研

究を行います。

　
—物理学専攻—

　全ての大学院生は、講義の受講の他に、入学時から上記

いずれかの研究分野に属して教員の指導のもとに研究を行

います。修士課程では、第1学年では講義の受講を通して

幅広い物理学の基礎知識を身につけるとともに、各人につ

いて定めたテーマに対する研究を始めます。例えば、輪講

などを通して基礎物理に対する理解をさらに深めたり、実

験分野では実験技術の取得をするなどして、研究の準備を

進めます。大学院生第2学年では、これら研究テーマに

ついて修士論文に向けての研究に全力を挙げて取り組みま

す。博士課程では、それぞれが修士課程で身につけた知識

とスキルをもとに、テーマを自ら設定して研究を深め、自

立した研究者を目指します。

教育の特色 　—物理学科—

　物理学は基礎から積み上げていく学問です。このた

め1～3年次では、力学、電磁気学、量子力学、統計

力学、物理実験など、物理学の基礎的な科目に重点を

おいています。しかしながらこれらの基礎的な科目を

学んだだけでは、皆さんが興味を持つ物理学の最新の

トピックスと関連性が見えにくいかもしれません。そ

こで、現代物理の面白さを味わってもらうため、「現

代物理学」を1年次に開講するとともに、基礎的科目

の授業においても現代物理学とのつながりを意識して

講義内容に工夫を加えています。また、先端物理学、

及び特別講義では、神戸大だけでなく他大学のスタッ

フも招いて、最新の話題を提供してもらっています。

そして4年次には自分の希望に応じた研究室に配属

となり、それまでに培った物理学の基礎力を活かして

特別研究（卒業研究）を行います。

　
—物理学科—

　物理学を学ぶには、講義を聞くだけでなく自ら進ん

で問題を解決していくことが大切です。この目的で、

基幹となる科目では問題演習も行われ、自分が考えた

解答を友人と議論したり、先生に質問したりしながら

理解を深めることができるようにカリキュラムが組ま

れています。また、実験科目では、自分自身の手で現

時点での最新の技術や成果につながる題材を取り扱え

るよう、さまざまな工夫がこらされています。

自然の真理を追究し、豊かな応用につなげる現代物理学
　物理学は、素粒子、原子、分子、物質、そして宇宙に至るきわめて広い範囲にわたる自然の構
造と機能の根本原理を探究する学問です。私たちの身のまわりにある物をどんどん細かく分けて
いくと最後にはどうなるのでしょうか。私たちの身のまわりの物質は、さまざまな条件下でどん
な性質を示すのでしょうか。また、「なぜ」そうなるのでしょうか。物理学は基礎科学としての自
然科学及びその応用科学技術の土台を成す重要な学問分野です。物理学科における教育、先端的
研究への参加を通じて、基礎科学への貢献並びに科学技術の進展に寄与できる人材の育成を目指
しています。

http://www.phys.sci.kobe-u.ac.jp/

Department  of  Physics

パルス磁石用コンデンサー電源

学生実験室

各講座の教員と教育研究分野 （2017年4月1日現在、＊は兼務教員）

理論物理学講座
　教授 播磨尚朝 量子物性論

早田次郎 宇宙論

　特命教授 倉本義夫 量子物性論

　准教授 園田英徳 素粒子理論

久保木一浩 物性理論

西野友年 物性理論

坂本眞人 素粒子理論

　特命講師 舩島洋紀 量子物性論

　特命助教 野海俊文 宇宙論

粒子物理学講座
　教授 藏重久弥＊ 粒子物理学

竹内康雄 粒子物理学

山﨑祐司 粒子物理学

　准教授 身内賢太朗 粒子物理学

越智敦彦 粒子物理学

　講師 前田順平 粒子物理学

　助教 鈴木　州 粒子物理学

　特命助教 矢野孝臣 粒子物理学

川出健太郎＊ 粒子物理学

物性物理学講座
　教授 太田　仁＊ 極限物性物理学

藤　秀樹 低温物性物理学

菅原　仁 電子物性物理学

河本敏郎 量子ダイナミクス

　准教授 櫻井　誠 量子ダイナミクス

大久保晋＊ 極限物性物理学

大道英二 極限物性物理学

小手川恒 低温物性物理学

松岡英一 電子物性物理学

前期（1Q	2Q） 後期（3Q	4Q）

1年

◎現代物理学Ⅰ,Ⅱ
◎初年次セミナー
○古典力学Ⅰ,Ⅱ
○惑星学基礎Ⅰ‒1,‒2

○剛体の力学
○解析力学Ⅰ
○惑星学基礎Ⅱ‒1,‒2
○古典電磁気学Ⅰ,Ⅱ

2年

○解析力学Ⅱ
○電磁気学Ⅰ
○物理実験学
△解析学Ⅲ
△物理学情報処理演習

◎物理学実験Ⅰ,Ⅱ
○電磁気学Ⅱ,Ⅲ
○熱統計物理学
○惑星流体力学Ⅰ,Ⅱ
○物理数学Ⅰ,Ⅱ
△特殊相対性理論

3年

○統計物理学Ⅰ,Ⅱ
○物理数学Ⅲ,Ⅳ
○量子力学Ⅰ,Ⅱ
○物理学実験Ⅲ,Ⅳ
△電磁力学
▲宇宙物理学
▲一般相対性理論

○統計物理学Ⅲ,Ⅳ
○量子力学Ⅲ,Ⅳ
○物理学実験Ⅴ,Ⅵ
△物性物理学Ⅰ,Ⅱ
△素粒子物理学

4年
4年通年
◎特別研究　　△先端物理学　　△特別講義

◎は必修科目　○は選択必修科目Ⅰ類　△は選択必修科目Ⅱ類
▲は選択必修科目Ⅱ類（隔年開講）
1Q/2Q/3Q/4Qはクオーター制による4期

博
士
課
程
前
期
課
程

□先端融合科学特論Ⅰ－1a～Ⅰ－23a 極限物性学 量子物性Ⅰ

□先端融合科学特論Ⅰ－1b～Ⅰ－23b 素粒子実験学Ⅰ 量子物性Ⅱ

物性論Ⅰ 素粒子実験学Ⅱ 科学英語

高エネルギー物理学Ⅰ 素粒子実験学Ⅲ 特別講義

理論物理学Ⅰ 素粒子実験学Ⅳ 論文講究Ⅰ

量子ダイナミクス 素粒子理論Ⅰ 論文講究Ⅱ

電子物性学 素粒子理論Ⅱ 特定研究Ⅰ

低温物性学 宇宙論Ⅰ 特定研究Ⅱ

宇宙論Ⅱ

博
士
課
程
後
期
課
程

□先端融合科学特論Ⅱ－1a～Ⅱ－23a 高エネルギー物理学Ⅱ 特別講義

□先端融合科学特論Ⅱ－1b～Ⅱ－23b 高エネルギー物理学Ⅲ 特定研究

物性論Ⅱ 理論物理学Ⅱ

物性論Ⅲ 理論物理学Ⅲ

□は全専攻共通授業科目

ヘリウム液化機からのヘリウムの汲み出し
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研究の特色
　上記のように、物理学専攻・物理学科では、物質の根源を追求する「素粒子物理学」と物質の形態・性質を研究する「物性物理学」を
教育研究の2本柱に据えて、それぞれに理論分野と実験分野とを配しています。組織構成としては、理論物理学、粒子物理学、物性物理
学の3講座から学科が構成されています。理論物理学講座（教育研究分野：宇宙論、素粒子理論、量子物性論、物性理論）では「素粒子・
宇宙物理学」と「物性物理学」の理論的研究を行っています。粒子物理学講座（教育研究分野：粒子物理学）、物性物理学講座（教育研
究分野：低温物性物理学、極限物性物理学、量子ダイナミクス、電子物性物理学）では、それぞれ「素粒子物理学」と「物性物理学」の
実験的研究を行っています。

研究トピックス

研究内容

理論物理学講座

宇宙論：時空と物質の起源の研究
担当教員：早田次郎、野海俊文
　宇宙論は、時空と物質の起源、そしてその進化を研究する学問
です。様々な波長の電磁波や重力波の精密観測によって、宇宙誕
生後約40万年の頃のビッグバンから現在までの宇宙の姿が高分
解能で観測できるようになってきています。インフレーション理
論を通してミクロな世界を探求すこと、暗黒エネルギーや暗黒物
質の謎を解明することが、我々の主な研究テーマです。マクロの
宇宙とミクロの世界が絡み合った領域の研究から、新たな時空像
を描くことを目標とした研究が行われています。

素粒子理論:	物質を構成する素粒子の理論的研究
担当教員:	坂本眞人、園田英徳

　標準模型よりも高いエネルギースケールの物理（余剰次元、超
対称性）の研究とともに、汎関数くりこみ群の手法を使った場の
理論の基礎研究を行なっています。特に、最近脚光を浴びている
余剰次元の物理は、通常の時空の4次元のほかに、さらに次元の
ある可能性を追求するもので、余剰次元の存在によりいままでの
素粒子理論が抱える2つの大問題―階層性の問題（標準模型のエ
ネルギー・スケールがプランク・スケールに比べてあまりに小さ
いのはなぜ？）と超対称性の問題（なぜ、またどのように破れて
いるのか？）―を解決できる可能性があります。

量子物性論：量子力学を用いて物質の性質をひもとく研究
担当教員：播磨尚朝、倉本義夫、舩島洋紀
　重い電子系などの強相関電子系と呼ばれる巨視的な結晶に発現
する多様な磁気的・電気的性質を、量子力学に基づいた数値計算的
手法を用いて解明する研究を行っています。フェルミ面や電場勾配
などの物理量を実験結果と比較することで、新奇超伝導や多極子秩
序や金属・非金属転移などの発現機構などを理解します。多様な物
性の包括的な理解を得るために、群論を用いた考察を援用すること
と、多くの実験研究グループと協力していることに特徴があります。

物性理論：超伝導や相転移など物質が示す性質の理論的研究
担当教員：久保木一浩、西野友年
　物性物理は原子や分子が集まった固体や液体など、凝縮系の性
質を研究対象にしています。このような多体系に潜む特有の物理
法則を理論的に解明して行くことが物性理論の目標です。
　高温超伝導体はその高い臨界温度から将来的な応用が期待され
るだけでなく、磁性との共存などさまざまな興味深い物性を示し
ます。他方、物質の表面など低次元格子系では幾つもの異なる状
態が実現し、その間の移り変わり（相転移）には物質の特徴を越
えた普遍性を見いだせます。私達はこれらの現象を、場の理論や
量子情報理論などの解析的手法と、密度行列繰込み群など最先端
の数値計算を組み合わせて研究しています。

粒子物理学講座

担当教員：	藏重久弥、竹内康雄、山﨑祐司、身内賢太朗、越智敦彦、
前田順平、鈴木　州、矢野孝臣、川出健太郎

　物質を構成する基本粒子（素粒子）はどのようなもので、その
間にはどのような力が働いているのでしょうか。我々は巨大な粒
子加速器、宇宙線などを用いた様々な実験で、この基本的な問題
に取り組んでいます。最近の精密な加速器を用いた実験や宇宙観

測の結果から、我々が知っているクォークやレプトンなどの粒子
よりも質量の大きな素粒子が存在するはずとの間接的証拠が数多
くあります。本講座では、これらの粒子の発見を目指して様々な
実験を行っています。その一つは世界最高エネルギーで陽子を衝
突させる LHC（スイス・CERN研究所）を用いたアトラス実験
です。2012年にはこの加速器でヒッグス粒子が発見されまし
た。現在より高いエネルギーの衝突で実験を行っており、更なる
新粒子発見が期待されています。

　レプトンの一種であるニュートリノ（ν）は、ν振動など他
のレプトンと異なる性質を持っています。その性質には未知の
部分も多く、物質宇宙創成の鍵である可能性もあります。我々
はν研究の最先端である、スーパーカミオカンデ（SK）実験お
よびT2K実験（茨城県東海村のJ-PARCで人工的に生成したν
をSKで検出）に参加しています。さらに次世代実験であるハイ
パーカミオカンデ（HK）にむけた開発研究も行っています。ま
た、宇宙暗黒物質（ダークマター）の直接探索に取り組んでいま
す。大質量の液体キセノンを用いるXMASS実験、方向に感度
のある検出器を用いるNEWAGE実験を推進しています。ダー
クマターは未発見の素粒子である可能性が高く、現在世界で活発

に研究が行わ
れています。
SK実験、暗
黒物質探索実
験は、自然に
存在する宇宙
線による影響
を 排 除 す る
た め、 地 下
1000mに設
置された実験
サイトで行わ
れています。HK検出器のイメージ図。有効体積はSK検出器の約20倍となる。

LHCでの国際共同実験ATLASに完成した前方ミューオン検出器

ミクロの理論で宇宙を理解する＆宇宙を使ってミクロの世界を探る
　下の上２枚の写真のように、宇宙には、星や銀河、銀河団といった豊かな構
造があることはよく知られています。このような美しい構造は、宇宙が誕生し
たばかりの頃の僅かな質量密度のゆらぎが重力によって増幅されてできたと考
えられています。そうだとすると、その最初の密度ゆらぎがどのようにして生
まれたかが気になります。インフレーション理論は、この豊かな宇宙の構造が
宇宙初期の量子ゆらぎからつくられたと予言しています。左下の写真はインフ
レーションから宇宙の大規模構造が創られる過程のイメージ図です。
　このように宇宙というマクロな世界の構造が、量子力学が記述するミクロな
世界と結びつく理由は宇宙が膨張しているからです。現在、こんなに大きな宇
宙も、大昔は素粒子と同じくらいに小さかったと考えられていて、そのころに
起きたことが現在の宇宙の構造の起源となっているのです。我々は、この事実
を利用してミクロの世界のことを知りたいと思っています。望遠鏡で遠くを見
るというのは、昔の光を見ること、したがって、昔の宇宙を見ていることになるからです。それはまた、小さかった時代の宇
宙を見ることを意味しています。つまり、望遠鏡は超高性能顕微鏡の役割を果たすのです。現在、最も遠くを見ることのでき
る望遠鏡は、宇宙マイクロ波背景放射観測衛星です。宇宙には130億年前の熱かった時代の名残である電磁波が満ちていて、
宇宙マイクロ波背景放射（CMB）と呼ばれています。この電磁波観測を始めとして、様々な観測によってミクロな世界を研
究しています。右下のグラフは我々が最近発見した非等方インフレーション宇宙モデルの安定性を示すものです。力を媒介す
るゲージ場が宇宙初期で重要な働きをすることを世界に先駆けて発見しました。このように、我々の研究室では素粒子理論を
使って宇宙論的な新たな描像を明らかにすることや、宇宙の精密観測から素粒子理論の記述するミクロな世界の情報を得ると
いう双方向の研究を行っています。
　我々が研究対象としているのは宇宙
の大規模構造の起源だけではありませ
ん。我々の身の回りにあるバリオンと
呼ばれる物質の起源もそうです。これ
は粒子と反粒子の対称性が破れること
によって説明できると信じられていま
す。素粒子理論と宇宙論の関わりは深
いわけです。また、暗黒物質や暗黒エ
ネルギーの解明も目指しています。こ
れはアインシュタインの重力理論を修
正することで説明できるかもしれませ
ん。ブラックホールの物理学も研究し
ています。宇宙論は究極の雑学です。
研究室の構成員のそれぞれが柔軟な思
考でアイデアを出し、自ら考え、個々
の研究を行っています。そのような雰
囲気のなかから、皆で新たな研究テー
マを創発していこうというのが我々の
研究室のモットーです。

早田　次郎	教授
宇宙論分野

M.BlantonandtheSloanDigitalSkySurvey.

NASA, ESA,H. Teplitz andM. Rafelski
(IPAC/Caltech),A.Koekemoer (STScI),R.
Windhorst(ArizonaStateUniversity),andZ.
Levay(STScI)

ESA-C.Carreau
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卒業・修了後の進路

　学部の卒業生は、約80％が外部も含めた大学院に進学しま
す。学部生の就職先は、情報・通信、電機、銀行、証券など
の幅広い分野です。
　大学院前期課程（修士）修了者は約10％が外部も含めた後
期課程（博士）に進学します。就職先は電機メーカーが最も
多く、ついで情報・通信、機械、小中高の教員などが続きます。
　大学院後期課程（博士）を修了すると、博士研究員として
研究を続ける人が多数ですが、企業への就職の道も開けてい
ます。

研究内容

物性物理学講座

低温物性物理学：NMRを用いた超伝導体・磁性体の実験的研究
担当教員：藤　秀樹、小手川恒

　ものの性質を調べる手法としては、電気伝導、熱伝導、比熱な
どのように物質全体の平均的な性質をみることのできるマクロ測
定法の他に、物質を構成している電子や原子を直接見ることによ
りその性質を調べる方法があります。これらの手法は、ミクロ測定
法と呼ばれています。特に、原子がもつ核スピンの量子力学的な
効果を利用し、原子核の周りの電子状態などを調べることが出来る
手法は、核磁気共鳴法（NuclearMagneticResonance=NMR）
とよばれ、医療現場などではMRIとして活躍しています。物質の
電子状態を明らかにするためには、量子効果が現れてくる極低温
での測定が必要不可欠です。このため、100mK以下の極低温を
発生できる装置や、定常磁場で17万ガウス（17テスラ）の超伝
導磁石、4.5GPaの静水超高圧を発生できる装置を利用していま
す。このように、我々のグルー
プでは、NMRを主な測定手段
とし、ミクロな立場から物質の
本質を捉えるとともに、マクロ
な性質を明らかにすることの出
来る電気抵抗測定などを相補的
に活用し、新しい超伝導体、磁
性体、半導体など低温で生じる
未解決な量子効果を実験的に解
明することを目指しています。

極限物性物理学：強磁場を用いた磁性体の実験的研究
担当教員：太田　仁、大道英二、大久保晋

　物質の性質を調べるときに、非常に低い温度にしたり、高い磁
場をかけたり、高い圧力をかけたりすることが有効です。物質を、
こういった「極限」状態に置くことで、通常示さないような物質の
未知の状態を作り出したり、新しい機能を生み出すことができま
す。例えば、私たちの研究室には、コンデンサーにためた電荷を
瞬間的にコイルに流すことによって、ピップエレキバンの300倍
以上（55テスラ）の磁場を作ることができる装置があります。こ
のような強い磁場の中では、物質の磁気的、電気的な性質が大き
く変化します。私たちの研究室では、この装置と極低温や高圧を
組み合わせることで、多重極限状態における物質の性質を実験的
に調べています。具体的には、
電子スピン共鳴やマイクロ計測
という手法を用いて、電気伝導
性のある有機物、半導体デバイ
ス材料、量子論的な性質が顕著
なスピン系などを中心に幅広い
物質群を対象として研究を行っ
ています。

量子ダイナミクス：光やイオンのビームを用いた実験的研究
担当教員：河本敏郎、櫻井　誠

　レーザー光や多価イオンなどのビームを物質に照射し、誘起さ
れる電子や分子のダイナミクス（動的な変化の過程）を探究して
います。
　レーザーは波長などの性質がそろった光を出し、例えば高速イ
ンターネットを支える光通信やCD・ブルーレイプレーヤーなど、
幅広い分野で応用されています。私たちは特にフェムト秒領域の
時間（～10-13 秒、光の進む距離にして100ミクロン以下）だけ
光る超短パルス・レーザーを用いて、物質で起こる電子や原子の
超高速現象を明らかにする研究を行っています。また多価イオン
つまり多数の電子をはぎ取られたイオン（例えばAr16+）のビーム
と固体表面との相互作用に関する研究を行っています。多価イオ
ンが表面に衝突すると、多価イオンの大きな内部エネルギーによっ
てナノメートルの領域に劇的変化が起きます。私たちは神戸大学
で独自に開発した多価イオン発生装置「KobeEBIS」を用い、多
価イオンと固体表面の相互作用に関連した様々な現象の基礎的理
解を通じて、多価イオンを表面のナノ加工技術などに応用する研
究を進めています。

多価イオン発生装置「KobeEBIS」 レーザー実験装置

電子物性物理学：新物質開発を目指した実験的研究
担当教員：菅原　仁、松岡英一

　新しい物質の開発は科学技術に革新
をもたらし、同時に基礎科学を発展さ
せてきました。私達の研究室では、新
奇な超伝導や磁性を示す物質の開発を
行い、その物性研究を行っています。
物性の実験的研究を行うためにまず重
要なのは、純良な試料（結晶）を得る
ことです。そこで私達は、引上げ法、
フラックス法、化学輸送法等の様々な
手法を用いて、超伝導体や磁性体の純
良単結晶を育成しています。そして、
作製した結晶の物性を、電気抵抗、磁
化、比熱等の基礎物性測定や、ドハー
ス・ファンアルフェン効果等の特色あ
る先端的な測定手段を用いて調べるこ
とで研究を行っています。 物理学科・物理学専攻

ホームページ
http://www.phys.sci.kobe-u.ac.jp/

最近発展のめざましいインターネットやコンピュータなどのテクノ
ロジーも、そのおおもとの基盤は物理学にあります。ですから物理

の基礎をしっかり学んでおくことは、社会に出てからも大変有益であると
いえるでしょう。また物理学はものごとをその根源にさかのぼって理解し
ようとする学問です。物理学科の講義や演習・実験を通じて、どんなこと
でも自分でじっくり考え、確かめていく習慣をつけることは将来どのよう
な進路に進んでも必ず役にたつはずです。

物理学科で学んだことは
社会でどのように役立ちますか？

物理学科で行っている研究やその意義を広く知ってもらうために、毎年サ
イエンスセミナーを開いています。さらに、高校生を対象とした模擬授業

を実施しています。また、物理学科のホームページでも最新の研究成果を見る
ことができます。

物理学科で行われている研究の内容は
どのようにして知ることができますか？

物理学科のホームページに各教員の電子メールアドレスがのっています
ので利用して下さい。また、理学部では毎年夏休みに高校生を対象とし

たオープンキャンパスを実施していますので、その機会を利用することもでき
ます（時期はホームページに掲載予定）。

物理学科の先生と直接
コンタクトをとることはできますか？

学部卒業生の進路
（2014～2016年度）

本学大学院　66
民間企業　　 16
その他　　　　8

他大学大学院　33
教員・公務員   4

大学院博士課程前期課程（修士）
修了生の進路

（2014～2016年度）

本学大学院
民間企業　　 56
その他　　　　4

他大学大学院　2
教員・公務員   4

17

物理の魅力
　物理学科に進んだきっかけは中高時代
の恩師との出会いでした。実験をする時
のキラキラした目が印象的で、こんなに
も人の目を輝かせる物理学にはどんな魅
力があるのだろうと興味を持ちました。
物理を学ぶにつれて、普通に生活してい
ては気にも留めないような現象に疑問を
抱く物理学者の少し変わった観点が好き
になり、自分もそんな世界に飛び込んで
みたいと物理学科に入学しました。
　大学の講義は学年と共に専門性が高くなり、決して優秀とはいえな
い私には難解すぎる授業もありましたが、物理を嫌いになることはあ
りませんでした。分からない課題があれば学科の友人と空き教室に集
まり、黒板に収まりきらない程の数式を書き連ねて議論しました。頭
を捻りながら美しい答えを導き出せたときの達成感と感動を分かち
合える友人を得られたのは物理学科に入ったからこそだと思います。
また、先生方と学生の信頼関係も厚く、講義や実験中でも質問しやす
い雰囲気は神戸大学の物理学科の良いところだと思います。
　大学院に進学し研究室に入ると、最先端の物理実験に触れる機会
が多くなりとても刺激的です。様々な研究者から話を聞くとそれぞれ
の研究に対する姿勢や考え方があり、そこから学ぶことは研究以外の
人生においてもきっと役立つだろうと思います。そして何よりも良い
なと思うのは、研究の話をしている人の目がキラキラしていることで
す。彼らの飽くなき探求心は本当に純粋な好奇心から生まれているの
だと実感します。大学以外の研究施設に出張すると、研究者以外の地
元の人に出会ったり、時にはどんなことをしているのかと尋ねられた
りします。私の拙い説明でも目を輝かせて聞いてもらえるのです。そ
の目を見るとこちらまで嬉しくなります。
物理学には人の目を輝かせる魅力があるのだと思います。
その魅力は一体何なのか。どこから来るのか。知りたいと思った人は
物理の世界に飛び込んでみるのもいいのではないでしょうか。

中澤　美季
（平成27年度学部卒業）
現在　博士前期課程２年

物理学を専攻して
　高校生の頃に、得意不得意を抜きにして
面白かったのは物理でした。数式一本で世
の中の現象を説明・解明していく中にロマ
ンを感じていましたし、基礎知識を積み立
てた上で新しい問題を解き明かしていくの
が好きでした。
　大学では、ユニークな先生方の授業の中
で、物質の神秘や宇宙の起源へ挑戦するた
めの基礎知識の習得、実験的なアプローチ
のノウハウを学びます。浮世離れしているようで、社会の先進技術は物
理の進歩の産物です。好奇心を刺激され、物理の奥深さと裾野の広さに
驚いてばかりいました。高度な数学や考え方は、難しくてくじけそうに
なることばかりでしたが、神戸大学は少人数制でアットホームな雰囲気
なので、先生方や同期・先輩にいつも支えられ、ひとつひとつ進むこと
ができました。
　研究室に所属すると、自ら行う研究が、誰も知らない、最先端の結果
に繋がっていくことになります。例えば物理測定では往々にして大型の
単結晶作製が重要にして最大の課題となりますが、敢えて細かな結晶の
まま磁場中で磁性体の向きを揃えて固まらせて疑似的な単結晶とする
方法を、京都大学の農学部の先生の元へ足を運び教えて頂きました。こ
うした学校や分野を超えた知見のおかげで、物理分野で初めてとなる磁
場中配向試料の作製へと漕ぎ着けたのはひとつの自信になりました。作
製した試料を使った測定の結果をアメリカ・ユタ州で行われた国際会議
で発表し、世界各地の専門家の方と議論することができ、よい経験とな
りました。また測定でテラヘルツ光を扱っていた関係で日本赤外線学会
に所属し、学生会の幹事長を勤めましたが、そうした中での学生同士の
交流はもとより、エンジニアの方々と議論したことは将来を考えるきっ
かけとなりました。人と繋がり、それが研究や人生を深めていくような
こうしたチャンスはいくらでも転がっていて、みなさんに拾われるのを
待っています。
　そして今私は、物理の畑を飛び出して、鉄鋼材料の開発に携わってい
ます。ゼロから勉強の毎日です。それでも、物理学科で培った、「なんで」
と考える癖が自分の成長を加速させていると思います。原理・原則を極
めるという物理の基本姿勢、論理的に考える力、なにより好奇心を財産
として、次は社会のために貢献する、その道中にいます。
　物理が面白そうだと思う気持ちがあるのならば、多くの機会に恵まれ、
様々な個性的あふれる人たちに囲まれる神戸大学でキャンパス・ライフ
を楽しみながら、成長していけると思います。臆せずに挑んで下さい。

北原　遥子
（平成25年度学部卒業、平成27年度博士前期課程修了）

現在　新日鐵住金株式会社　勤務

17テスラの強磁場、0.36ケルビンの極低温状態
でNMRにより超伝導の性質を調べているところ。

遠赤外線レーザーと大容量コンデンサーを
用いた強磁場電子スピン共鳴装置

力学は物理の基本。大学に入って初めての物理専
門科目です。

古典力学Ⅰの授業風景 物理学実験Ⅲ‒Ⅳの様子

測定できなければ、物理ではありません。

量子力学Ⅰの授業風景

現代物理の根幹にあるのが量子力学

引上法で単結晶を作製している様子

フラックス法で作製した単結晶
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教育の特色 　—化学専攻—

　化学専攻では、基礎原理の理解とともに、様々な物質の性質を知り、物質の取り扱いに習熟し、実験を安全に行い、得られた実験結果

を分子論的見地から最大限に解析する、といった様々な能力を身につけることを目指しています。大学院学生は、11つの教育研究分野

のいずれかに所属し、それぞれ独自の研究を行います。研究成果を学生自らが学術集会で発表し、また学術論文として公表することを通

して、国内外の研究者との討論を積み重ね、研究分野の発展に貢献しています。さらに本専攻には高輝度光科学研究センター（SPring-8）

と計算科学研究機構（京コンピュータ）の研究者が連携講座の客員教員として、教育・研究を担当しています。ともに、兵庫県内にある、

世界トップレベルの研究機関であり、地域の特色をいかした教育活動を行っています。

　
—化学専攻—

　前期課程の講義科目として選択必修科目（コア科目）6

科目が設けられており、化学に関する幅広い基盤的な学識

を養うことができます。研究指導では、指導教員や関連分

野の教員と緊密に議論することで研究の方法論を修得し、

独創性をもった研究を主体的に進展させていくことができ

ます。学位論文審査に先立ち研究経過発表会が実施され、

論文の作成に関し適切な指導を行います。前期課程の成果

をまとめた修士論文を提出し、口頭試問による最終試験を

経て前期課程を修了します。後期課程における教育と研究

の成果は、博士論文としてまとめ、学位論文審査会による

審査を受けます。

教育の特色 　—化学科—

　化学科の定員は3年次からの編入学生5人を含む

35人で、教員1人当たり約1.5人と少人数です。化

学科ではこの特徴を活かし、教員との密接なつながり

の中で創造性を伸ばす教育を行っています。1年生か

ら3年生までは、物理化学、量子化学、無機化学、分

析化学、有機化学、生物化学などの基礎的な科目の講

義が中心であり、さらに演習との組み合わせによって

充分な時間を掛け、理解を深めることができるカリキュ

ラムを組んでいます。また、化学実験では化学物質の

取扱い技術を学び、現実に起こる化学現象を直接観

察、解析することによって講義で得た知識の理解を深

めるとともに、物質に対するセンスを身に付けること

ができます。4年生では、研究室に入って特別研究を

行います。ここでは、“研究内容”に紹介する物理化学・

有機化学・無機化学の三つの講座の教育研究分野で

行っている最先端の研究に参加することにより、より

高度な専門知識と研究技術を学ぶことができます。

　
—化学科—

　1年前期には入門科目として物理化学基礎、無機化

学基礎、有機化学基礎を設け、以降の化学系科目の履

修に備えるとともに、化学の面白さを味わって将来の

目標を明確にしてもらうために最前線の研究内容を紹

介します。1年後期から3年後期までには、必修科目

を通して化学科に必要とされる基礎的な知識、選択必

修科目を通して応用的・発展的な知識を身につけるこ

とができます。必修科

目に指定されている化

学実験と特別研究で

は、体験に基づいた教

育を行います。

彩りあふれる生活を提供する化学
　錬金術にルーツをもつとされる「化学」は、その旺盛な開拓精神を受け継ぎ、新しい物質、新
しい化学現象や化学原理を探し求めて、絶えず周りにある学問領域を取り込みながら進化し、私
達の生活に直接大きな変革をもたらしてきました。人類がこれまでに化学から受けた恩恵ははか
り知れません。その反面、化学が創り出したものが、地球あるいは人間環境に種々の問題を生み
出していることも事実です。しかし、私達は新しい切り口からの発想により、これらの問題を解
決しつつ、社会に更なる発展をもたらすことができると考えています。本学科・専攻は、世界水
準の研究者の養成を行うとともに、社会的要請の高い問題発掘・解決能力を持つ高度な企業研究
者の養成を目指すための教育研究を行います。

http://www.chem.sci.kobe-u.ac.jp/

Department  of  Chemistry

化学実験風景

各講座の教員と教育研究分野・所属 （2017年4月1日現在、＊は兼務教員）

物理化学講座
　教授 和田昭英 分子動力学

大西　洋 物性物理化学

小堀康博＊ 反応物理化学

　准教授 笠原俊二＊ 分子動力学

木村建次郎 物性物理化学

枝　和男 物性物理化学

立川貴士＊ 反応物理化学

特命准教授 笹原　亮 物性物理化学

無機化学講座
　教授 持田智行 固体化学

内野隆司 固体化学

富永圭介＊ 状態解析化学

　准教授 高橋一志 固体化学

大堺利行 溶液化学

秋本誠志 状態解析化学

特命准教授 太田　薫 状態解析化学

有機化学講座
　教授 林　昌彦 有機反応化学

鍔木基成 生命分子化学

　准教授 松原亮介 有機反応化学

津田明彦 有機分子機能

田村厚夫 生命分子化学

茶谷絵理 生命分子化学

　特命講師 木村哲就 生命分子化学

　特命助教 山本直樹 生命分子化学

構造解析化学連携講座
　教授 岩本裕之 （公財）高輝度光科学研究センター

　准教授 杉本邦久 （公財）高輝度光科学研究センター

理論生物化学連携講座
　教授 中嶋隆人 （国研）理化学研究所

前期（1Q，2Q） 後期（3Q，4Q）

1年

◎初年次セミナー

○物理化学基礎 ◎化学熱力学Ⅰ−1,2

○無機化学基礎1,2 ◎無機化学Ⅰ−1,2

○有機化学基礎1,2 ◎有機化学Ⅰ−1,2

2年

◎化学熱力学Ⅱ−1
○化学熱力学Ⅱ−2

◎化学熱力学演習

◎量子化学Ⅰ−1,2 ◎量子化学Ⅱ−1,2
◎量子化学演習

◎無機化学Ⅱ−1,2 ◎無機化学Ⅲ−1
○無機化学Ⅲ−2
◎分析化学Ⅰ−1,2

◎有機化学Ⅱ−1,2 ◎有機化学Ⅲ−1,2
◎生物化学Ⅰ−1,2

3年

○化学熱力学Ⅲ
○化学反応論

○表面化学

○量子化学Ⅲ ○分子分光学

○固体化学
○分析化学Ⅱ

○溶液化学
○無機分析化学演習
△無機機能科学

○有機構造化学
○有機化学演習

○有機合成化学

○生物化学Ⅱ ○生物化学Ⅲ

◎化学実験Ⅰ ◎化学実験Ⅱ
◎計算機化学実験

4年
通年 ◎特別研究

◎は必修科目、○は選択必修科目、△は特別講義
1Q/2Q/3Q/4Qはクオーター制による4期

博
士
課
程
前
期
課
程

□先端融合科学特論
　Ⅰ－1a～Ⅰ－6a

□先端融合科学特論Ⅰ－２
　Ⅰ－1b～Ⅰ－4b

反応化学特論 論文講究Ⅰ

物性物理化学特論 論文講究Ⅱ

無機・分析化学特論 特定研究Ⅰ

物理化学Ⅰ 溶液化学・生物無機化学特論 特定研究Ⅱ

物理化学Ⅱ 有機化学特論

無機化学Ⅰ 生物化学特論

無機化学Ⅱ 構造解析学

有機化学Ⅰ 理論生物化学

有機化学Ⅱ 科学英語

特別講義

博
士
課
程
後
期
課
程

□先端融合科学特論
　Ⅱ－1a～Ⅰ－4a

□先端融合科学特論
　Ⅱ－1b～－4b

物理化学特論Ⅰ 構造解析学特論

物理化学特論Ⅱ 理論生物化学特論

無機化学特論Ⅰ 特別講義

無機化学特論Ⅱ 特定研究

有機化学特論Ⅰ

有機化学特論Ⅱ

□は全専攻共通授業科目
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研究の特色

　化学科と化学専攻は、物理化学・有機化学・無機化学の三つの講座と構造解析化学・理論生物化学の二つの連携講座で構成されてい
ます。物理化学講座は分子の構造やダイナミクス、光エネルギー変換、固体表面の研究、有機化学講座は有機化合物の開発と合成お
よび生命化学の研究、無機化学講座は溶液や固体がしめす物性の分子論的理解をめざした研究を展開しています。構造解析化学講座は
SPring-8 を利用した種々の結晶や生体分子、またはその集合体の構造解析、理論生物化学講座は京コンピュータを利用した理論分子科
学に基づくプログラム開発を進め、生命現象や太陽電池のしくみを原子レベルで解明しています。講座や学科をまたぐ研究協力を活発に
進めていることも大きな特徴です。化学の特色である原子や分子の基本的な性質にとことんこだわるという化学の特色を活かしながら、
化学以外の幅広い学問領域や技術分野の研究者と協力関係を築くことによって、他の研究機関がまねのできないような独創的な研究成果
を数多く発信しています。このように、私たちは研究能力に秀でた少数精鋭集団として国内的にも国際的にも高い評価をうけています。

「光合成生物の光エネルギー利用法をリアルタイムで追跡する」
　光合成生物は、タンパク質中に存在するクロロフィルやカロテノイドなどの色素を用いて、光エネ
ルギーを吸収します。吸収された光エネルギーは、分子のエネルギーとして色素間を移動し、電子
の流れへと変換を行う反応中心に集められます。このエネルギーが移動する過程は、10兆分の1秒
（100fs）から10億分の1秒（1ns）の間に起こります。私たちの研究室では、エネルギーが色素
間を移動されていく様子を実時間で観測する装置を作製し、光合成生物がどのように光エネルギーを
利用しているかを調べています。
　光エネルギーを利用して二酸化炭素と水から糖と酸素を生成する光合成反応は、20数億年前に始
まったと考えられています。現在に至るまで、様々な地球環境の変化がありましたが、その
変化に適応しながら光合成が続けられてきました。陸上で生活をする植物は、主に、2種類
のクロロフィルと数種類のカロテノイドを利用しています。水中で生活する藻類の中には、陸
上植物とは異なるクロロフィルやカロテノイドを使うものがあります。また、最近では赤外光
を利用することができるクロロフィルも発見されています。このように、様々な色素を使い
分ける利点は何でしょうか？
　太陽光は、光合成反応のエネルギー源となると同時に、光合成生物にとっての最大のスト
レス源ともなります。過剰な太陽光が降り注いだ時、あるいは、温度や栄養成分などの変化
により太陽から得たエネルギーをうまく利用できない状況になった時、光合成反応に使われ
なかったエネルギーは細胞破壊の原因となります。光合成生物は、環境の変化に応じて、光
エネルギーを使う方法と光エネルギーを捨てる方法を使い分けています。使うか、捨てるか、エネルギーの流れは、100億分
の1秒（100ps）以内に決定づけられます。様々な環境ストレス下に置かれた光合成生物中でのエネルギー移動を測定すれば、
どのような色素をどのように並べれば良いかなど、環境変化を生き抜くための方法を調べることができます。
　光合成は、環境維持や食糧供給など、地球上の生命活動を支える重要な役割を担っており、様々な視点から研究が行われてい
ます。化学という研究分野に居ながら、光合成研究を通して、異なる分野の研究者と交流することも楽しみのひとつです。

「新しい機能をもったタンパク質を設計する」
　皆さんは科学者になったらどんな夢を実現したいでしょうか？
　例えば、大きな病気を治したいと思う人も多いでしょう。高齢化社会である日本には、ガンや
アルツハイマー病など治療の難しい病気が多くあります。あるいは、最先端のハイテク産業を興
したいという人もいるかと思います。しかしながら、日本には鉱山が乏しく、ハイテク産業に必要
な白金、金、パラジウムなど貴重なレアメタルのほとんどは輸入に頼っています。ところが、人々
が廃棄する携帯電話や電気自動車などのハイテク機器廃棄物からリサイクルすれば必要量を確保
することができます。
　これらの夢の実現を、新しい機能を持ったタンパク質を人工的に設計することで達成するのが
私達の研究室の目標です。自然界では存在しない新しい機能を持ったタンパク質、例えば「ガン
細胞を標的として薬を運んだり（図参照）、病気を治す力を持ったタンパク質」や「金などのレア
メタルを回収するタンパク質」を設計し創出する研究を行っています。
　「えっ、そんなことできるの？」と思われる方も多いかと思います。例えば、金に結合するタン
パク質は自然界に存在していませんから、そう思うのも当然です。でも、一般に不可能であることを
証明するのは困難ですが、可能であることを示すには、実際に作ってしまえば良いのです。
　そこで、タンパク質はなぜ機能を発揮するのか、分子レベルの根本にさかのぼって考えました。
タンパク質は20種類のアミノ酸が多数結合した分子であり、特定の１つの立体構造を形成し機能す
るのです。具体的には写真で私が手に持っているのが基本構造単位であるαへリックス構造、もう1
つの基本構造がβシート構造で、この２つの組合わせで立体構造ができます。ここで、逆転の発想
をします。つまり、ある機能を発揮するには、どのような構造が必要なのか、その構造を形成する
のはどのようなアミノ酸配列にすれば良いか、を考えます。新たな配列で望みの立体構造となるよ
う設計し、その構造が新機能を担うようにするのです。
　このようにして新機能を実現したタンパク質は、もちろん世界で唯一つの新しいタンパク質であ
り、その新規性と機能性によって日本だけでなく海外の国際特許も取得しています。
　タンパク質で夢がかなう⁈ 私達はそう信じて望みの新機能を持ったタンパク質を日々作り続けて
います。

研究トピックス

研究内容

物理化学講座

分子動力学：レーザーを使った分子構造の理解と制御

担当教員：和田昭英、笠原俊二

　分子は幾つかの原子が化学結合したもので、原子の構成により
様々な分子ができます。異なる構造の分子は異なる性質を示すの
で、分子の構造と化学反応は密接な関係があります。レーザーを使っ
て分子構造の詳細を
調べたり、レーザーパ
ルスの形を変えて分
子の挙動（励起や反
応）を制御したりする
ために、先端的な様々
なレーザーを駆使し
た実験法を開発して
研究をしています。

物性物理化学：界面の不思議な世界

担当教員：大西　洋、木村建次郎、枝　和男、笹原　亮

　二種類の物質が接する界面は物質やエネルギーを入出力するイ
ンターフェースであり、個性をもった分子たちがその機能を担って
います。固体と液体が接触する界面の分子論的理解や、太陽光をエ
ネルギー源として水素燃料を製造する光触媒の動作メカニズムを明
らかにする研究をしています。界
面の微細構造を決定するための
革新的計測法に関する理論と装
置開発に注力しています。あわ
せて、これまでにない物性をも
つ物性発現構造の構築法の開発
と物性発現メカニズムの研究を
おこなっています。

反応物理化学：分子が光エネルギー変換を起こすしくみの探求

担当教員：小堀康博、立川貴士

　光合成や有機太陽電池、光触媒の光エネルギー変換システムで
は光が電荷を伝える中間体分子を瞬時に生みだし、必要不可欠なエ
ネルギー源を与えます。では、タンパク質や太陽電池に複雑に配置
された分子や原子同士はどのような相互作用を持ち、どのように電
荷が動くのでしょうか。私達は、タンパク質、太陽電池や光触媒で
反応中にある不均一な分子の位置や電子軌道準位、軌道の重なりの
性質を電子スピン共
鳴法および単一分子
分光法で正確に求め
る手法の開発を進め、
分子がエネルギー変
換を起こすしくみの解
明を行っています。

無機化学講座

固体化学：機能性固体のデザイン、創製と物性評価

担当教員：持田智行、内野隆司、高橋一志

　適切な物質設計を行うと、さまざまな光・電子機能を備えた固体
物質（結晶、ガラス）を合成することができます。例えば金属イオ
ンを含む分子を使うことで、磁性や電導性を示す分子結晶を作るこ
とができます。これらを低融点化さ
せると、新しい機能性液体が実現し
ます。また、普通のガラスは光を透
過しますが、ミクロ構造を制御すれ
ば、「発光するガラス」を作ることが
できます。私達は、こうした新物質
の開発を行っています。

溶液化学：生体膜モデル油水界面での電荷移動

担当教員：大堺利行

　生体膜での電子やイオンの移動は、生体内のエネルギー生産や
情報伝達において重要であり、膜電位が重要な役割りを担っている
と言われています。その詳しい仕
組みを化学的な視点から解明する
ため、生体膜の最も単純なモデ
ル系である油水界面での生体関
連物質（アミノ酸、タンパク質、
DNA、アスコルビン酸、アセチ
ルコリンなど）の電荷移動反応を、
サイクリックボルタンメトリーな
どの電気分析化学的手法を用い
て研究しています。

状態解析化学：超高速レーザー分光法でみる世界

担当教員：富永圭介、秋本誠志、太田　薫

　溶液中やタンパク質中にある分子は、分子間相互作用により、単
独で存在するときとは異なる挙動を示します。分子内や分子間で起
こる超高速現象をレーザー分光法で捉えることにより、液体におけ
る揺らぎとそれが化学反応に与える影響、光合成タンパク質中にお
ける色素分子の機能について研究を行っています。また、様々な波
長のパルス光源や超高速分光法の開発も行っています。

レーザーパルス波形による化学反応の制御

界面計測の革新的手法の開発

有機薄膜太陽電池の光活性層で起こる光電荷解離の様子

磁場で固まり方を制御できる
磁性イオン液体

高時間分解能分光

秋本　誠志	准教授
状態解析化学研究分野

田村　厚夫	准教授
生命分子化学研究分野

青色の抗ガン剤を取り込んでガン細
胞に運び放出する環状タンパク質の
模式図
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研究内容

有機化学講座

有機反応化学：役に立つ有機化合物をつくり出す

担当教員：林　昌彦、松原亮介

　人が健やかで快適な生活を送るには、医薬品、繊維、電子材料
などの有機物質が欠かせません。これらを短段階で合成するに
は、これまでにない新しい反応を開拓する必要があります。私た
ちは、独自に設計した触媒を
用いて、医薬品合成で重要と
なる光学活性化合物を効率的
につくる不斉触媒反応や環境
にやさしい酸化反応などを開
発する研究を行っています。
また、新規なπ電子系化合物
の開発も行っています。

生命分子化学：タンパク質の構造と機能

担当教員：鍔木基成、田村厚夫、茶谷絵理、木村哲就、山本直樹

　生命は遺伝子に含まれる情報にしたがってタンパク質がつくら
れるところから始まりますが、タンパク質がどのようにして立体
構造を形成し、どのようにして機能を発揮するか、実はよくわ
かっていません。この基本的な課題の解決に向けて、生体膜中に
存在する膜タンパク質の構造
と機能や、タンパク質の折り
たたみ、あるいは折りたたみ
を誤り凝集する際の機構を調
べる一方、新しい構造や機能
をもったタンパク質を自らデ
ザインしてつくり出す研究に
も取り組んでいます。

有機分子機能：	巨大環状分子と超分子集合体を使った	
新たなナノサイエンス

担当教員：津田明彦

　化学者は “自然界に存在しない新しい
分子 ”をデザインして創ることができま
す。フラスコの中で生み出されるそれら
の分子は、科学的な芸術作品と見なして
もよいでしょう。分子はその組成や構造
によって性質が大きく異なります。すな
わち、個性があります。私たちは、合成
化学的なアプローチにより、巨大で美し

い構造を持つ環状化合物や分子集合体の開発を行い、それぞれに
秘められた未知の現象や機能の探索を行っています。

構造解析化学連携講座 （大学院教育―博士課程前期後期課程）

シンクロトロン放射光の利用

（公財）高輝度光科学研究センター
担当教員：岩本裕之、杉本邦久

　シンクロトロンの発生する高輝度の放射光X線を利用すると、
働いている生体分子の構造を高空間・時間分解能で解析したり、
機能性材料の単結晶・粉末材
料の回折像から結晶構造と物
性の相関を解明したりするこ
とができます。このために
髪の毛より遙かに細いX線
マイクロビームや超高速のX
線検出器を用いた研究、先駆
的な構造物性解析手法の開発
などを行っています。

理論生物化学連携講座 （大学院教育―博士課程前期後期課程）

理論化学：量子論に基づいた分子の世界の解明

（国研）理化学研究所
担当教員：中嶋隆人

　私たちは、大規模で複雑な分子系に対する量子化学計算を実現
するため、従来の分子理論を越えた次世代分子理論を展開してい
ます。理論自体のブレークスルーを達成すると共に、新たな分子
科学計算ソフトウェア「NTChem」を開発しています。スーパー
コンピュータ「京」を
使うことで、現実の分
子系における化学反応
や機能発現のメカニズ
ムを分子レベルで解き
明かし、理論先導の科
学を展開したいと思い
ます。

昆虫飛翔筋のX線回折像

卒業・修了後の進路

　ここ数年の化学科の卒業生の進路は、8～9割が大学院博士前期課程（修
士課程）に進学して研究を続けています。そのほとんどが神戸大学大学院博
士前期課程化学専攻への進学ですが、他大学の博士前期課程へ進学する人も
います。約1割が民間企業へ就職しています。
　博士前期課程（修士課程）修了後は、約8割が化学、薬品、香料、材料、電機、
機械、印刷、情報などの様々な分野の民間企業に就職しています。約1割が
神戸大学大学院博士後期課程（博士課程）に進学しています。博士後期課程
修了後は、大学や研究所（海外も含む）で博士研究員（ポスドク）になる人
が多いですが、企業に就職する人もいます。

大学院博士課程前期課程（修士）
修了生の進路

（2014～2016年度）

本学大学院　10

民間企業　　 72

その他　　　　7

他大学大学院　1

教員・公務員

学部卒業生の進路
（2014～2016年度）

本学大学院　78

民間企業　　    6

その他　　　　5

他大学大学院　7

教員・公務員 12

化学科・化学専攻
ホームページ
http://www.chem.sci.kobe-u.ac.jp/

砂漠を緑の大地に変える可能性を持つ吸水ポリマー、クリーンで高
効率な近未来の発電装置である燃料電池、未来の宇宙旅行の際、大

気圏突入時の高温から我々を守ってくれる耐熱材など、化学が創り出す
様々な物質や新しい原理が、このような私たちの未来テクノロジーを支え
ます。最近急速に発展しているバイオテクノロジーやエレクトロニクスな
どの分野でも化学の役割の重要性が高まっています。多くの卒業生が民間
企業や公的機関のこのような技術系分野で活躍しています。また、複雑化
する特許申請業務や未来の世代の教育など、直接テクノロジーの開発など
から離れた分野においても、幅広い化学の知識と事象を的確に捉える目を
もった人材が必要とされています。

化学科で学んだことは社会でどのように役立ちますか？

もちろん化学と言っても様々な領域があり、しかも、絶えず進化し
ています。従って、高校までで習うことと直接関係づけられない

面も多々あります。しかし、いずれの教育研究も、その根底では、人類の
生活をより良くするために新しい物質、新しい化学現象や化学原理を探し
求めて進められていると言うことでは、違いはありません。物質の開発や
化学原理の解明などを通して社会の発展に貢献したいと言う気持ちがあれ
ば、十分やっていけます。ただ、自分がどのような教育研究の内容に興味
があるのかを前もって良く見つめておくことは、必要だと思います。本学
科のより詳細な教育研究の内容については、ホームページで見ることが出
来ます。また、その中にあるメールリストを使って各教員から直接説明を
受けることも可能です。

化学に興味があるのですが、化学科の教育研究分
野を見ると、高校までで学んだ化学の知識では想
像できない名前が付いているものもあります。高
校までのイメージで化学を選んでも大学の化学を
やっていけるでしょうか？

　化学には様々な分野があり、
化学科ではその分野ごとに専門
的な授業を受けることが出来ま
すが、これらの授業を受けてい
るとき、「これも化学なのか」と
驚かされることが何度もありま
した。特に量子化学や物理化学
の授業に関しては、一般的な「科
学」の基礎・基盤となる知識を
学んでおり、初見では化学っぽ
くないと思ってしまいますが、
段々と、この世のあらゆるもの
の根底に化学が存在していることを知っていきます。それ
を完璧に理解しようとするのはとても難しいのですが、少
しでも理解できたときには更なる理解を求めるようになっ
ています。このように化学は学べば学ぶほどにその奥深さ
が分かる、とても面白いものなのです。私は先ほどの量子
化学や物理化学に魅せられ、今は分光系の研究室で、反応
経路の更なる理解のために研究をしていますが、もちろん
その他の全ての分野でも最先端の研究をしており、その研
究には興味を惹かれます。
　もともと私は化学に対して漠然としたイメージしか持っ
ていませんでしたが、今では化学に携わっていることをと
ても誇りに思います。もし同じような道を志す人が増えれ
ば嬉しいですし、それによって「化学」だけではなく「科学」
全体として盛り上がっていくと思っています。

荒井　仁美
（2016年度学部卒業）
現在　博士前期課程1年

　私は小さいころ「科学者」に
なりたいという夢を抱いていま
した。それもあってか、私はこ
の神戸大学理学部を志望しまし
た。もちろん3回生までは大学
生らしく学業もほどほどに、そ
れ以外のことに楽しんでいたと
思います。しかし、やはり大学
生活でまず浮かぶのは研究室で
の3年間です。研究室では、そ
れぞれの学生は誰も知らない、誰もやったことないテーマ
を与えられ手探りで研究を進めていくため、うまくいかな
いということも少なくありません。それでも、やっていけ
たのは周囲の人々のおかげです。理学部は比較的人数の少
ない学部で人と人とのつながりが強く、研究に対して熱心
な学生が多いところだと思います。研究室の先輩とああで
もない、こうでもないとアイデアを出し合った時間はいま
でも記憶にはっきり残っています。また、教員に関しても、
その分野の第一線で活躍されている方ばかりですが、とて
も親しみやすく、他の研究室であっても交流する機会はた
くさんあると思います。現在、私は大学を卒業し化学系の
研究職に携わっていますが、この道を志してよかったと
思っています。

波戸　陽一
（2016年度博士前期課程修了）

現在　サカタインクス株式会社　勤務

有機合成実験

学生居室の様子 研究室の実験風景

タンパク質の立体構造モデル

渦の中でねじれて配向する
超分子ナノファイバー

「京」での「NTChem」の並列性能
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物
学
科
・
生
物
学
専
攻

教育の特色 　—生物学専攻—

　生物学専攻では、全ての生物に共通する生命の仕組みの解明と生物界の多様性の成り立ちの解明を二つの柱として、分子生物学から生

態学まで広範な分野の専門教育を実施します。また、医療、バイオ、環境などの社会的要請にも応え得る幅広い視野を養うためのカリキュ

ラムを組み、問題解決能力に優れた高度専門職業人や創造性豊かな研究者の養成を目指した教育研究を行います。

　
—生物学専攻—

　生体分子機構、生命情報伝達、生物多様性の3講座の教

員とともに、理化学研究所および住友化学の研究者が連携

講座教員として加わっており、広範な分野についての概論

講義やより専門的な講義を行っています。

教育の特色 　—生物学科—

　生物学は身近な生きものを対象とした親しみやすい

学問ですが、「生命とは一体何なのか」という私たち

にとって最も難しい問題を解決しようとしている学問

でもあります。この問題へのアプローチの仕方は、大

きくふたつに分けられます。すべての生物に共通する

基本原理を知ることによって生命を理解しようとする

立場と、生物の多様性や生物どうしの関係を知ること

によって理解しようとする立場です。ここ生物学科で

は両方の立場を3年次までの学部教育を通じて学ん

だ後に、4年次の特別研究において、自らのテーマで

最先端の研究現場に参加することができます。また生

物学科では、学部4年間の修学指導体制として学年

チューター制度を設けています。入学時に2名の教員

が学年チューターとなり、その学年の卒業時まで持ち

上がりで学生それぞれの修学状況を把握し、必要な場

合には助言するとともに、学生からのさまざまな相談

を受け付けています。

　
—生物学科—

　生物学科では広範な基礎知識の上に自らの興味ある

分野を詳しく学習できるようにカリキュラムを編成し

ています。まず生物学の幅広い領域をカバーする8つ

の基礎科目があります。その後、より専門的な各分野

の講義に進みます。さらに生物学の研究に必要な実験

の基礎から最先端の手法の一端まで学べる生物学実

験を必修科目として課しています。野外実習と臨海実

習は実際に生物に触れて学習する機会を提供していま

す。これらの科目以外にも、特別講義「生物学のすす

め」では、多様な職種に就いて活躍する生物学科の卒

業生らの講義から、「生物学と社会とのつながり」や「生

物学に対する考え方」について学ぶこともできます。

複雑な生命システムの謎を解き明かす
　20世紀半ばからの基礎生物学の発展が、21世紀の生命科学技術の爆発的展開を可能にしよう
としています。生命が分子でできた自己触媒的で創発的なシステムであることや、生物の多様性
が重要だということを私たちに気づかせてくれたのも基礎生物学です。私たち生物学科・生物学
専攻はレベルの高い研究を行い、その成果を世界に向けて発信することによって、生命科学の基
盤としての基礎生物学の発展に大いに貢献することを目指しています。充実した生物学教育を通
して、生命とは何かという基本的な認識を持ち、健全なバランス感覚を持って今後の生命科学を
見守ることのできる人材、あるいはさらに発展させる人材を養成したいと考えています。

http://www.edu.kobe-u.ac.jp/fsci-biol/

Department  of  Biology

淡路島での臨海実習

生物学科の講義

前期（1Q，2Q） 後期（3Q，4Q）

1年

◎初年次セミナー
◎生態学基礎1,2
◎細胞生物学基礎1,2
◎動物生理学基礎1,2

◎進化系統学基礎1,2
◎生化学基礎1,2
◎植物生理学基礎1,2
　野外実習Ⅰ
　臨海実習Ⅰ

2年

　IntroductiontoBiology
◎分子生物学基礎1,2
　光生物学
◎生物学実験ⅠA1,2
　臨海実習II

◎発生遺伝学基礎1,2
　生物システム論1,2
　海洋生物学1,2
　動物生態学1,2
◎生物学実験ⅠB

3年

　形態形成論
　分子生物学
　植物ゲノム学
　植物環境生理学
　分子細胞情報学
　神経細胞生物学
　植物分子発生学
　ゲノム動態学
　生物学演習Ⅰ
◎生物学実験ⅡA
◎生物学実験ⅡB
◎生物学実験ⅡC
　野外実習Ⅱ

　細胞構築論
　神経生理学
　分子遺伝学
　行動分子生理学
　遺伝情報機能論
　環境解析学
　神経行動学
　生物学演習Ⅱ
◎生物学実験ⅢA
◎生物学実験ⅢB
◎生物学実験ⅢC

4年 ◎特別研究
◎は必修科目
1Q/2Q/3Q/4Qはクオーター制による4期

博
士
課
程
前
期
課
程

先端融合科学特論Ⅰ－1～23a 生化学特論Ⅰ 科学英語

先端融合科学特論Ⅰ－1～23b 生化学特論Ⅱ 特別講義

生体分子機構概論Ⅰ 細胞生物学特論 現代の生物学Ⅰ

生体分子機構概論Ⅱ 分子遺伝学特論 現代の生物学Ⅱ

生命情報伝達概論Ⅰ 神経生物学特論 論文講究Ⅰ

生命情報伝達概論Ⅱ 情報伝達機構特論 論文講究Ⅱ

生物多様性概論Ⅰ 発生生物学特論Ⅰ 特定研究Ⅰ

生物多様性概論Ⅱ 生物制御学特論Ⅰ 特定研究Ⅱ

生理学特論Ⅰ 系統分類学特論

生理学特論Ⅱ 生態学特論

博
士
課
程
後
期
課
程

先端融合科学特論Ⅱ－1～23a 生命情報伝達特論Ⅰ 発生生物学特論Ⅱ

先端融合科学特論Ⅱ－1～23b 生命情報伝達特論Ⅱ 生物制御学特論Ⅱ

生体分子機構特論Ⅰ 生物多様性特論Ⅰ 特別講義

生体分子機構特論Ⅱ 生物多様性特論Ⅱ 特定研究

□は全専攻共通授業科目

各講座の教員と教育研究分野・所属 （2017年4月1日現在、＊は兼務教員）

生体分子機構講座
　教授 尾崎まみこ 分子生理

深城英弘 細胞機能
三村徹郎 細胞機能
前川昌平 情報機構

　准教授 佐倉　緑 分子生理
洲崎敏伸 分子生理
石崎公庸 細胞機能
宮本昌明＊ 情報機構
森田光洋 情報機構

　助教 柏﨑　隼＊ 情報機構
　特命助教 大西美輪 細胞機能

発生生物学連携講座
　教授 倉谷　滋 （独）理化学研究所

林　茂生 （独）理化学研究所
　准教授 森本　充 （独）理化学研究所

生物制御科学連携講座
　教授 河村伸一 住友化学（株）
　教授 大和誠司 住友化学（株）

生命情報伝達講座
　教授 井上邦夫 形質発現

鎌田真司＊ 遺伝子機能
坂本　博 形質発現
菅澤　薫＊ 遺伝情報

　准教授 影山裕二＊ 遺伝子機能
横井雅幸＊ 遺伝情報

　助教 岩崎哲史＊ 遺伝子機能
北川　円 形質発現
酒井　恒＊ 遺伝情報

　特命助教 松花沙織 形質発現

生物多様性講座
　教授 角野康郎 生態・種分化

川井浩史＊ 進化・系統
　准教授 佐藤拓哉 生態・種分化

坂山英俊 進化・系統
村上明男＊ 進化・系統

　講師 末次健司 生態・種分化
　助教 羽生田岳昭＊ 進化・系統
　特命助教 鈴木雅大 進化・系統
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細胞骨格が生み出す「動き」： 
　　　　収縮環の収縮メカニズムに迫る
　私たちの体に骨があるように、細胞の中には「細胞骨格」と呼ばれる骨組みのよう
な構造が張りめぐらされています。細胞骨格は細胞の形を決めるだけにとどまらず、
細胞内で起こる様々な動きを生み出しています。この動きがどのようなタイミングで、
細胞内のどこで、どのようにして、さらには何のために生み出されるのか、その仕組み
について研究しています。細胞骨格タンパク質のひとつ
であるアクチンは筋肉の運動に必須のタンパク質として
知られており、モータータンパク質であるミオシンがア
クチン繊維上を動く（走る）ことで筋収縮が起こります。
このアクチンとミオシンが生み出す収縮の力は、細胞の
分裂にも利用されています。（むしろ細胞の分裂に使って
いたアクチンとミオシンを、進化の過程で筋収縮にも利
用するようになった、と言った方が正しいのかもしれま
せん。）私たちヒトも含めた動物の細胞や、酵母・カビと
いった菌類の細胞は、細胞分裂の際にアクチンとミオシ
ンからなるリング（収縮環）を作ります。これが収縮し、細胞膜を内側に引っ張ることで
細胞にくびれ（分裂溝）ができ、細胞が２つに分裂します。この収縮環が収縮するしくみ
について、モデル生物である分裂酵母を用い、分子遺伝学・細胞生物学・生化学などの手
法により調べています。特に蛍光顕微鏡による生細胞蛍光イメージングを得意としていま
す。最近、分裂酵母の細胞を「ゴースト化」（細胞の中身がほとんどなくなった抜け殻のような状態）して、収縮環の収縮を
細胞外からコントロールできる実験系をつくることに成功しました。これを用い、収縮環の構造や成熟過程なども調べたいと
考えています。「細胞骨格」という言葉にはどうしてもカタそうなイメージを持ってしまいがちですが、実際には非常に柔軟で、
常に形成と崩壊を繰り返しています。研究においても、既成概念にとらわれない柔軟な発想を心がけています。

遺伝子解析で探る海藻類の進化と系統地理
　すべての生物は長い進化を経て誕生したものであり、さまざまな生物種が一定の分布範囲を持って生活している。現在の生
物種の分布がどのような歴史的過程を経て成立したのかを探る研究は系統地理学と呼ばれている。海藻類は骨や殻などの硬い
組織を持った動物や陸上植物と較べると化石として残りにくいことから、その進化の道筋や系統地理を明らかにすることは困
難であった。しかし遺伝子のDNA塩基配列などに基づく分子系統学的解析の急速な発展により、海藻類の分類や進化の解明、
さらには系統地理学的解析において大きな進展があった。われわれの研究室では、早くから遺伝子マーカーを用いた海藻類の
進化の研究を行ってきており、例えば沿岸域生態系の主要な構成要素となっている褐藻コンブ類が西太平洋の日本の近海で誕
生し、多様化・大型化しながら世界中に広がっていったことや、そもそもコンブ類などの巨大な褐藻の進化には大陸移動に伴
う大規模な気候変動が関わっていた可能性を明らかにしてきた。一方、人為的な影響による生物の越境移動（外来種）の問題
も、きわめて短い時間に起こっ
た生物の分布拡大とみることが
できることから、系統地理学と
同じ手法を用いて海の外来種の
起源や拡散経路を明らかにする
研究を行っている。この一連の
研究では、北東アジアを原産地
とする褐藻ワカメや緑藻アナア
オサなどが、いつどのようにし
て外来種として世界中に広がっ
たのかについて明らかにしてき
たほか、東日本大震災による津
波漂流物に付着して北米大陸へ
漂着した海藻類の移入を早期に
検出し、その影響を軽減するた
めの研究も現地の研究者と協力
しながら進めている。

研究の特色
　私たちが研究の対象とする分野は、生物独自の特性である階層性を反映して、分子、細胞、個
体、種、生物社会など多岐にわたります。DNAや RNAの遺伝情報やその発現の仕組みを研究
する分野に始まって、細胞間や細胞内の信号（シグナル）の伝達や変換の仕組みを分子レベルで
理解しようとする分野や、細胞の運動、発生など細胞レベルの研究を行っている分野、さらには
生物の種や系統の進化、また動植物が織りなす生態系の成り立ちを対象にする分野などがありま
す。近年、分子レベルから見た生物学のめざましい発展によって各研究分野に共通の基盤が生ま
れつつあり、それぞれの分野の違いを越えた新しい融合的研究も生まれようとしています。

研究トピックス

研究内容

生体分子機構講座

分子生理：	感覚細胞や単細胞生物のもつ細胞生理機能を	
分子レベルで理解することを目指す

担当教員：尾崎まみこ、佐倉　緑、洲崎敏伸

　視細胞や化学感覚細胞などの感覚
細胞における刺激受容分子機構を一
分子レベルで解明する研究（尾崎）、
昆虫の感覚神経や脳による情報処理
と社会性昆虫の特徴的な行動や仲間
識別の研究（尾崎、佐倉）、また、単
細胞生物の刺激受容機構や細胞運動
分子機構の研究（洲崎）を行ってい
ます。

細胞機能：	地球上の生命存在の基本である植物の機能を、	
分子、細胞、個体レベルで明らかにする

担当教員：深城英弘、三村徹郎、石崎公庸、大西美輪

　光合成を行なうことで固着する生き方を選択した植物は、周囲
の環境変化に応じて細胞の働きや成長・発生パターンを変えるこ
とができるようになっています。この
環境応答能を、植物の生長を支える無
機イオン吸収、細胞内低分子環境の維
持と環境シグナル受容から明らかにす
る研究（三村、大西）、陸上植物進化
の基部に位置するコケ植物の発生機構
から明らかにする研究（石崎）、植物
ホルモン応答と根の発生機構から明ら
かにする研究（深城）を行っています。

情報機構：	動物の脳神経系の働きや細胞の形態・運動制御、	
膜輸送制御の仕組みを探る

担当教員：前川昌平、宮本昌明、森田光洋、柏﨑　隼

　哺乳類の脳・神経系での細胞膜の構築・改変機構や膜における
情報伝達・情報変換機構（前川）、細胞の形態・運動、膜輸送制
御に関わる情報伝達因子、情報交換因子の働き（宮本・柏﨑）、
脳の電気的活動による情報処理、および傷害後の組織再生におけ
るグリア細胞の働き（森田）についての研究を行っています。

生命情報伝達講座

形質発現：	モデル生物を用いてさまざまな生命現象を	
解明する

担当教員：井上邦夫、坂本　博、北川　円、松花沙織

　選択的RNAスプライシングの制御機構やRNA- タンパク質顆

粒の機能（井上）、線虫や小型魚類を用いた生殖細胞の形成分化

機構や小分子RNA機能（坂本・井上）、ニワトリ胚における神

経堤細胞の運命決定機構（松花）、リボソームやバイオフィルム

形成から見た微生物遺伝子の機能や進化（北川）について、発生

学、遺伝学、生化学分野のさまざまな解析手法を駆使して研究を

行っています。

モデル生物の線虫（上）、ニワト
リ胚（左下）、ゼブラフィッシュ
（右下）

遺伝情報：	ゲノムの安定維持と多様化を制御する	
分子メカニズムに迫る

担当教員：菅澤　薫、横井雅幸、酒井　恒

　ゲノムDNAは生体内で発生する代謝産物や種々の環境因子に

よって絶えず損傷を受けており、これが癌をはじめとする様々な

疾患の原因となる一方、進化の原動力にもなることがわかってい

ます。本教育研究分野は、ゲノムの安定維持と多様化に関わる

DNA修復機構、DNA損傷に対する細胞応答を制御するシグナル

伝達、DNA修復とエピゲノム制御のクロストークなどに焦点を

あて、生化学、分子生物学、細胞生物学など、様々な手法を用い

て研究を進めています。

緑色蛍光タンパク質を融合したXPCタンパク
質を安定発現する細胞核の局所に紫外線を照
射すると、DNA損傷を修復するために集まっ
てくるタンパク質を可視化することができま
す（左は照射前、右は照射60秒後の画像）。

野外で飛翔中のセイヨウミツバチと
屋内での飛翔実験（上）、クロオオ
アリとクロコオロギの闘争行動（下）

研究材料として用いるニチニチソ
ウ（左上）、ゼニゴケ（左下）。シ
ロイヌナズナ（右上：根の先端の
切片像。特定の組織を蛍光タンパ
ク質で可視化している。）、シロイ
ヌナズナ葉肉細胞のプロトプラス
ト（右下）

培養した神経細胞を細胞膜タンパ
ク質（緑）、細胞質タンパク質（赤）
で染色した画像。

DNAの塩基配列を自動的に
読みとる装置

細胞の中の遺伝子配列を読みとる

柏﨑　隼	助教
情報機構研究分野

川井　浩史	教授
進化・系統研究分野

羽生田　岳昭	助教
進化・系統研究分野

図１：分裂酵母の細胞骨格（分裂期）
　　　黄矢印は収縮環を示す。
　　　スケールバー：5μm

図２：ゴースト化した後の分裂酵母
　　　細胞質はほとんど抜けているが、収縮

環は残っている。

図３：ATPの添加により収縮する収縮環
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研究内容

遺伝子機能：	細胞の増殖、死、および老化と	
個体発生における遺伝子機能を探る

担当教員：鎌田真司、影山裕二、岩崎哲史

　個々の細胞の老化制御機構の解析を通して個体老化のメカニズ
ムに迫る研究（鎌田）、ショウジョウバエ個体発生における小さ
なペプチドおよびノンコーディングRNAの機能に関する研究（影
山）、ヒト等の哺
乳類培養細胞を用
いた細胞癌化、悪
性化、およびアフ
リカツメガエルを
用いた初期発生に
おけるシグナル伝
達機構に関する研
究（岩崎）、を行っ
ています。

生物多様性講座

生態・種分化：生物の多様な適応進化と生態系機能を探る
担当教員：角野康郎、佐藤拓哉、末次健司

　水生植物を主な対象に分類地理・生態とその適応進化と水辺の
生物多様性の保全を目指して絶滅危惧種の保全生態学的研究を進
めています（角野）。陸域と水域生態系の境界域を主な対象地とし
て、様々な時空間スケールでなされる生物間相互作用やそれと生態
系機能との関係を解明することを目指しています（佐藤）。植物や

昆虫、キノコの自然史
を研究しています。特
にラン科植物を対象
に、栄養の供給源であ
る共生菌や花粉を運ん
でくれる送粉者の解明
といった生物間相互作
用に関する研究を行っ
ています（末次）。

進化・系統：	藻類の多様性や機能に関する基礎的な研究と、沿
岸・湖沼海域の環境保全に資する教育研究を行う　

担当教員：川井浩史、村上明男、坂山英俊、羽生田岳昭、鈴木雅大

　大型藻類の系統進化と系統地理、移入海藻類の遺伝的多様性
と生物地理に関する研究（川井・羽生田）、褐藻類のゲノム解析
と細胞構造に関する研究（川井・鈴木）、沿岸海域・湖沼生態系

の保全と修復に関する調査・
研究（川井・坂山・羽生田）、
光合成色素の多様化・分子生
理・環境応答、藻類の好塩性
機構や共生型生活史をもつ微
細藻の生理生態に関する研究
（村上）、シャジクモ藻類の系
統進化とゲノム解析などから
見た陸上植物の起源に関する
研究（坂山）を行っています。

発生生物学連携講座 	（大学院教育）

発生のしくみを遺伝子と細胞のはたらきとして記述し、
系統進化のコンテキストの上で理解する

（独）理化学研究所　多細胞システム形成研究センター
担当教員：倉谷　滋、林　茂生、森本　充

　発生生物学は受精卵が個体に発生するまでのゲノムと細胞の働き
を理解する学問です。本連携講座では発生・再生科学の知識と実践
的な研究能力を備えた優れた人材を育成することを目的とします。
ショウジョウバエの形態形
成（林）、マウス呼吸器の発
生と修復再生現象（森本）
および脊椎動物の形態進化
のメカニズム（倉谷）に関
する研究を行っています。

生物制御科学連携講座 	（大学院教育）

農薬・家庭防疫薬の活性発現機構、代謝や移行など、生物
と生理活性物質の間で起こる現象を解き明かす。

住友化学（株）健康・農業関連事業研究所
担当教員：河村伸一、大和誠司

　本連携講座では、哺乳類を対象とする医薬と異なり、農薬・家
庭防疫薬分野の研究を中心として、昆虫、菌類、植物など複数の
生物種を対象とした生理活性物質の活性発現機構や生体内での代
謝や移行など、生物と生理活性物質の間で起こる現象を解明する
研究を行います。

老化細胞に現れる空胞構造 (左上 )、ショ
ウジョウバエの神経回路形成を制御す
る Lobe-lessRNA（ 赤：Lobe-less
RNA、緑：神経芽細胞）は、胚発生にお
いて、頭部脳半球（左側）と体の中心を
走る神経節に発現する（右上）、アフリカ
ツメガエルと受精卵（下）

湿原内の河川に生育する水生植物

ショウジョウバエ（左上）、カメの甲発生
のモデル（左下）、マウス（右）。

卒業・修了後の進路
　生物学科卒業後、大半は大学院に進学しており、学部で学んだ専門的
知識や技術をさらに深めています。就職する人は一般企業、公的機関に
就職しています。一般企業では製薬会社や食品会社、教育関連会社、公
的機関では各省庁関連の機関や研究所などがあります。
　大学院前期課程修了後、1～2割は後期課程に進学しており、就職す
る人は一般企業、公的機関の研究所・事業所や教員として就職していま
す。一般企業では、製薬会社、食品関連会社、化学系メーカーの他、教
育関連、情報関連の会社にも就職しています。後期課程修了後には国内
外の大学や研究機関において研究職に就く場合が多くなっています。

学部卒業生の進路
（2014～2016年度）

本学大学院　60

民間企業　　    12

その他

他大学大学院　  7

教員・公務員   5

大学院博士課程前期課程（修士）
修了生の進路

（2014～2016年度）

本学大学院　  7

民間企業　　 50

その他　　　　  5

他大学大学院　0

教員・公務員   6
2

生物学科・生物学専攻
ホームページ
http://www.edu.kobe-u.ac.jp/fsci-biol/

最近のバイオテクノロジーの急速な発展とともに、生物のもつ遺伝
子に関する基礎研究の成果が農業や医療などの分野へ応用されるこ

とが多くなり、社会的にも大きな関心を呼んでいます。生物学科でも遺伝
子の働きに関する基礎研究が数多く進められており、様々な講義や実験で
身に付けたバイオテクノロジーの基礎を活かして、多くの卒業生が民間企
業や公的機関の技術系分野で活躍しています。一方で、生物学に関する最
新の知識は今後ますます需要が高まるであろうバイオテクノロジー関連の
特許関連業務などにも必要となってくるでしょう。また、生物学科で行わ
れている動植物の生態学研究やそれに基づく環境保全に関する研究は、私
たちの社会が現在直面している地球環境問題を解決するヒントを与えてく
れるものだと考えています。今後このような環境保全に関係する職種も増
えてくることでしょう。

生物学科で学んだことは一般社会でどのように
役立ちますか？

生物学科で行っている研究の一部は毎年開催される理学部サイエン
スセミナーに参加することで知ることができます。また、「ハイス

クールラボat神戸大」という高校教員と高校生を対象とした生物学科独
自の体験学習コースも実施しています。これらの案内は随時理学部ホーム
ページに掲載します。

生物学科で行われている研究の内容はどのように
して知ることができますか？

生物学科ホームページに載っている各教員の電子メールアドレスを
利用すると便利です。

生物学科の先生と直接コンタクトすることはできますか？

生き生きと学べる環境
　高校の授業でDNAや RNA、タンパク
質について学び、「身体の中で何が起こっ
ているのかもっと知りたい！」とワクワ
クしたことがきっかけとなって、生物学
を広く、深く学ぶことができる生物学科
への進学を決めました。大学4年間を通
して動物・植物・ミクロ・マクロなどに
とらわれず、幅広い授業を受講し、宿主
の行動まで変えてしまう寄生虫、植物の
構造の規則性、癌が生じる原因など、挙
げだすとキリがありませんが、本当にさ
まざまなことを学ぶことができました。
その中でも、野外実習や臨海実習など、
生物学科ならではの実習は非常に魅力的で、特に沖縄県西表島での野外実
習は、雄大な自然を直接肌で感じ、普段できないことを沢山経験すること
ができました。マングローブ林を歩いて美しく奇妙な動物や植物を観察し、
生物の面白さや不思議さを直接学ぶことができた経験は、何事にも代えが
たいものだと感じます。
　幅広く学んだ結果、やはり最初に抱いたDNAやタンパク質への興味が増
し、DNAに生じた損傷の修復メカニズムをテーマに扱う研究室を選びまし
た。DNAは紫外線や放射線、化学物質などによって絶えず損傷を受けてい
るのですが、身体にはそれを修復するメカニズムが備わっており、癌や細
胞死を防いでいます。私はこのメカニズムをより詳しく明らかにしようと
試みており、毎日トライアンドエラーを繰り返しながら一歩ずつ研究を進
めています。研究室に入ってからは、効率的に複数のテーマを並行して進
めるためにスケジュールを考えたり、実験の合間に研究結果を発表するた
めの準備を行ったりと、自分で考えて進める力を求められることが増えま
した。研究はなかなか思うような結果が出ないことを日々痛感しています
が、先生方をはじめ多くの方々に支えられながら楽しく行っています。
　私は高校時代、やりたいことが複数あったため進路について非常に悩み
ましたが、「なぜ？」を深く追究することを教えてくれた生物学科を選んで
良かったと思っています。また、どのような道を選んでも、全力で生き生
きと取り組んだことは必ず自身の糧になり、次のステップに繋がると感じ
ました。
　同じ生物学科でも大学によって研究できる分野は異なり、学べることも
さまざまです。皆さんのやりたいことができる大学を見つけ、生き生きと
充実した大学生活を送ってください。

加藤　安佳梨
（2015年度卒業）

現在　博士前期課程2年

自由な環境で「一味違った」体験を
　私は学部1回生から修士課程2
年まで計6年間、生物学科・生物
学専攻に在籍しました。3回生ま
ではカリキュラムに余裕があり自
分の好きなことができる一方、4
回生からは研究室に入り「自分の
研究」にとことん打ち込めること
が、生物学科の特長です。学部時
代は、インカレの新聞部で幹部を
し、学内外を取材に飛び回る一方で、他学部開講の授業も積極
的に履修しました。他学部の授業で仲良くなった後輩と地域活
性化に携わるサークルを作り、週末には農業ボランティアに汗
を流しました。研究室に入ってからは「植物が土壌の栄養をど
のように感じるか」をテーマに、実験室から野外環境に至るま
で様々な場所で実験を行い、そのうち4ヶ月間は、指導教官の
縁でフランスに滞在し、植物のセシウム吸収に関連する実験に
携わりました。幅広いテーマについて研究が行われ、自分の力
で実験をすることが求められる環境の中で、多くの失敗を重ね
ながら物事を慎重かつ計画的に進める事ができるようになった
と思います。また進捗発表の場で、異なる分野の人にも分かり
やすい説明を心がけたこともよい刺激になりました。現在は新
聞記者として研究と違う分野で働いていますが、自由でありな
がらも本格的に研究に取り組める環境のおかげで、社会人とし
て役立つ「一味違った」ことを学ぶことが出来たと思います。
生物学科という自由な環境で、学びに満ちたあなただけにしか
味わえない学生生活を送ってみませんか。

鈴木　太郎
（2016年度　博士前期課程修了）

現在　中日新聞社　勤務

藻場生態系の長期モニタリング調査（日本海
但馬海岸）。長期的な環境変動が沿岸生態系に
およぼす影響を明らかにするため、大型海藻
類の植生を長期的に観察・記録しています。

学生コモンルーム 学生実習

重要害虫ワタアブラムシ（左）、殺菌剤処理した植物病原菌（中）、除草剤処理により
白化したカイワレダイコン（右）
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教育の特色 　—惑星学専攻—

　惑星学専攻では、地球や他の太陽系惑星の誕生と進化について、いろんな研究を行っています。例えばある人は、隙があればフィール

ドへ出かけて石や地層の呟きに耳を傾けています。またある人は、氷や石のかけらたちを只管にぶつけて太陽系創成期に起こった出来事

を想像しています。そしてある人は、計算機の中に惑星の大気を再現しようとしています。なかには、生命が発生する仕組みを分子の運

動から探っている人もいます。こんなことに熱中してしまう原動力は、好奇心以外の何ものでもありません。私たちの専攻には、まるで

少年少女たちのように目を輝かせて研究を楽しむ人たちで溢れています。そして私たちは、この雰囲気こそが面白い研究を生み出してい

るのだと信じているのです。一度こんな「智の楽園」へ足を踏み入れてみてはいかがでしょう？

　
—惑星学専攻—

　博士前期課程では、1年次前期に惑星学要論を開講しま

す。この集中講義形式の授業では、本専攻の一員として是

非とも知っておくべき惑星学の基礎事項を解説します。よ

り専門的な内容については、惑星学詳論Ⅰ～Ⅲを選択する

ことにより学ぶことができます。

　また博士前期課程の惑星学通論、博士後期課程の惑星学

特論では、各分野の最先端の研究を紹介し、自分の専門分

野を惑星学という広い視点で位置付けることができるよう

に配慮しています。

　さらに、特別講義として学外の卓越した研究者の講義を

多く取り入れていることも特色です。

教育の特色 　—惑星学科—

　地球の中心から太陽系の果てまでの現象を連続的に

取り扱う惑星学科では、学生の皆さんに惑星学の幅広

い知識と技能を習得してもらうと同時に、既存の枠組

みにとらわれない広い視野と創造力・独自性を養って

もらいたいと考えています。そのためには、学問的基

盤となる数学、物理学、地学、化学、生物学などを理

解して、その上で野外調査・観測・実験・理論的解析

の手法に親しんで欲しいと思っています。もちろん、

受け身の姿勢ではこれらを身につけることは困難で

す。多彩な顔ぶれの教員を十分に利用して下さい。私

たちは、いつでもドアを開けて待っています。

　
—惑星学科—

　惑星現象の絡繰を知るには、ある程度自然の理（こ

とわり）を身につけなくてはいけません。これが理学、

と呼ばれるものでしょう。ですから、学生の皆さんに

は、当然のように理学全般に及ぶ基礎を学んでいただ

くことになります。同時に、惑星進化の過程で起こる

いろんな現象を実感・体感することも重要だと考えて

います。そのために、野外での観察や観測、室内での

様々な実験、それに計算機の仕組みを熟知して使いこ

なす実習などに力を入れています。こうした必要最低

限の素養を身につけながら、それぞれの好奇心に導か

れて卒業研究を行うことになります。この段階ではま

だ本格的な研究とまでは行きませんが、少なくとも楽

しい研究の雰囲気は味わってほしいものです。

「この星はなぜ地球なのか？」を探求する
　2015年 4月1日に、私たちは新たな一歩を踏み出しました。これまでの、よく見かける
地球惑星科学の名称を改め、講座・研究教育分野も再編しました。新たな名称である「惑星学
（Planetology）」は、地球科学と惑星科学を融合した、より包括的な意味を持ちます。私たちは
断じて「地球」を捨てた訳ではありません。むしろ、「この星はなぜ地球なのか？」—太陽系惑星
の中でなぜ地球にだけ液体の水があり、生命が永続的に存在し、プレートテクトニクスが作動す
るのか？また、その水はどこから来たのか？—	という根源的な問いに答えを出したいのです。そ
して学生諸君には、多様な惑星現象に対する広範な視野とさまざまな手法を用いた解析能力・論
理的思考力、そしてなにより豊かな感性を備えた「惑星人」に育ってほしいと思っています。また、
目先の成果ばかりを追い求めるのではなく、「独創的な研究者」として巣立ってほしいと願ってい
ます。

http://www.planet.sci.kobe-u.ac.jp/

Department  of  Planetology

室内実験の様子

計算機をつかった情報実習

各講座の教員と教育研究分野・所属 （2017年4月1日現在、＊は兼務教員）

基礎惑星学講座
　教授 大槻圭史 惑星宇宙物理学

鈴木桂子＊ 地質学

巽　好幸＊ 岩石学・鉱物学

林　祥介 流体地球物理学

兵頭政幸＊ 地質学

吉岡祥一＊ 固体地球物理学

　准教授 岩山隆寛 流体地球物理学

金子克哉 岩石学・鉱物学

高橋芳幸 流体地球物理学

中村昭子 惑星宇宙物理学

　講師 瀬戸雄介 岩石学・鉱物学

　助教 筧　楽麿 固体地球物理学

　特命助教 臼井文彦＊ 惑星宇宙物理学

樫村博基＊ 流体地球物理学

清杉孝司＊ 岩石学・鉱物学

平田直之 惑星宇宙物理学

新領域惑星学講座
　教授 荒川政彦 実験惑星科学

島　伸和 観測海洋底科学

牧野淳一郎 計算惑星学

　特命教授 上野宗孝＊ 実験惑星科学

　准教授 杉岡裕子 観測海洋底科学

廣瀬　仁＊ 観測海洋底科学

　講師 山崎和仁 計算惑星学

　特命講師 松野哲男＊ 観測海洋底科学

　助教 保井みなみ 実験惑星科学

惑星地球変動史連携講座
　教授 大橋永芳 国立天文台

末次大輔 海洋研究開発機構

　准教授 野崎達生 海洋研究開発機構

応用惑星学連携講座
　教授 毛利英明 気象庁気象研究所

　准教授 川畑拓矢 気象庁気象研究所

惑星学研究センター
　センター長　　観山正見

　副センター長　林　祥介

海洋底探査センター
　センター長　　巽　好幸

前期（1Q，2Q） 後期（3Q，4Q）

1年

◎初年次セミナー
◎惑星学概論Ⅰ
　惑星学基礎Ⅰ
　惑星学基礎Ⅰ演習
　古典力学Ⅰ
　古典力学Ⅱ

◎惑星学概論Ⅱ
　惑星学基礎Ⅱ
　惑星学基礎Ⅱ演習
　古典電磁気学Ⅰ
　古典電磁気学Ⅱ

2年

　惑星学基礎Ⅲ
　惑星学基礎Ⅲ演習
　惑星学基礎Ⅳ
　惑星学基礎Ⅳ演習
　惑星物理学基礎Ⅰ
　地球物質科学
　固体地球科学
　惑星学実習D

　惑星学基礎Ⅴ
　惑星学基礎Ⅴ演習
　惑星物理学基礎Ⅱ
　地球惑星進化学
　惑星学実験実習の
基礎Ⅰ
◎惑星学実験実習の
基礎Ⅱ

3年

　惑星物理学基礎Ⅲ
　惑星学実習A
　惑星学実習C
　地質学Ⅰ
　固体地球物理学Ⅰ
　惑星物質科学

　宇宙惑星科学
　惑星学実習B
　惑星学実習E
　地質学Ⅱ
　固体地球物理学Ⅱ
　惑星流体力学
　大気科学
　惑星物理学

4年
前期・後期 海上観測実習　野外調査実習　特別研究　特別講義

◎は必修科目
1Q/2Q/3Q/4Qはクオーター制による4期

博
士
課
程
前
期
課
程

先端融合科学特論Ⅰ－Xa 惑星学要論 科学英語

先端融合科学特論Ⅰ－Xb 惑星学詳論Ⅰ 特別講義

惑星学通論 惑星学詳論Ⅱ 論文講究Ⅰ

惑星学詳論Ⅲ 論文講究Ⅱ

特定研究Ⅰ

特定研究Ⅱ

博
士
課
程
後
期
課
程

先端融合科学特論Ⅱ－Xa 惑星学特論 特別講義

先端融合科学特論Ⅱ－Xb 特定研究

□は全専攻共通授業科目、Xは各科目を表す数字
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研究の特色
　惑星学専攻は、基礎惑星学講座（地質学・岩石学鉱物
学・固体地球物理学・流体地球物理学・惑星宇宙物理
学）と新領域惑星学講座（実験惑星科学・計算惑星学・
観測海洋底科学）及び連携講座（惑星地球変動史・応用
惑星学）からなります。私たちは、個別の専門分野にお
ける研究と共に、新しい研究分野を切り開くことに強い
熱意を持っています。そのために、世界的な大型プロ
ジェクトを推進する海洋研究開発機構・国立天文台・気
象庁気象研究所・宇宙航空研究開発機構や海外の研究機
関と連携して研究を進めています。熱い好奇心が集まる
惑星学の「ホットスポット」として、特色のあるフロン
ティア研究を進めて行きたいと考えています。

海域での観測から固体地球のダイナミクスを探る
　地球の表面は、海洋と大陸でおおわれていて、水の存在が惑星地球を特徴づけています。水は、地球の高度差
がある場所として単に海と陸に分けるだけでなく、構成岩石の異なる海洋底と大陸の成因にも大きな役割を果た
しています。海洋底が拡大している海底拡大系では、海洋地殻と共に海洋リソスフェアが形成され、この海洋リ
ソスフェアが、固体地球内部の大循環の主要な部分を担っています。私は、この海洋リソスフェアが引き起こす
固体地球の諸現象と惑星地球を特徴づけている水の役割に注目しています。水は、100ppmレベルの少量でも
マントルに入ると、その水によってマントルの粘性を下げたり、マントル岩が溶ける温度を下げたりすることが、
岩石を使った室内実験により明らかにされています。実験室で示されたこのような性質の水が、実際の地球では、
どういう分布をしていてどのような役割で、海洋リソスフェアの動きに伴って固体地球の諸現象に影響を与えて
いるのかを、地球物理学的な観測事実にもとづいて明らかにすることを目指しています。
　マントル内の水の量は直接測定することができないので、替わりに電気の流れにくさである比抵抗を指標として利用します。マントルに水が
入ると電気が流れやすくなり、比抵抗値が小さくなるからです。海底下のマントルの比抵抗構造を調べるために、開発した観測機器を多点の海
底に設置して数ヶ月～2年の電場と磁場（地磁気）の変動を観測します。このデータを解析することで、海底下の数100kmもの深さまでのマ
ントル比抵抗構造を推定するのです。
　海底拡大系では、マントル岩が部分溶融することにより、海洋地殻を形成します。実際に海底拡大系での電磁場観測データを解析した結果か
ら、海底拡大軸の直下のマントルには、岩石の部分溶融を示すと考えられる極端に低い比抵抗値を示す領域が広がっていること、またその領域
の広がりや状態が海底拡大系により異なっていることを明らかにしてきました。さらに、水を含んでいないと解釈される高い比抵抗値を示す海
洋リソスフェアが形成されている姿もイメージングできました。水は固相から溶融した方に移動する性質があることを考えると、この結果は、
部分溶融を起こす海底拡大系は水がマントルから抜き取られる場所であり、そこで水を含んでいない高い粘性の海洋リソスフェアが形成されて
いること示しています。一方で、海溝では、沈み込んでいく海洋リソスフェアにより水がマントルに輸送されて、約100kmの深さで海洋リソ
スフェア直上のマントルに脱水したと解釈できる低比抵抗領域もイメージングできています。この脱水した水によりマントル岩の溶融を促すこ
とで、島弧火山や背弧の海底拡大系といった活動に影響を与えています。
　昨年より、島弧火山であり巨大カルデラ火山でもある鬼界カルデラの海域調査を始めました。神戸大学の練習船「深江丸」に調査船としての
機能を装備し、航走しながら音波を使って見えなかった海底や海底直下の姿を可視化したり、「SHINDAI-2K」と呼んでいる小型の無人探査機
を送り込んで海底の状態を観察したり、観測機器による海底での長期連続観測を実施したりすることで調査を進めています。さらに、新しい観
測機器を開発することで、これまでにない海底観測を実現していきます。これらの観測から新たな観測事実を得ることで、巨大カルデラ火山の
マグマ形成とその活動プロセスの理解を進める計画です。

火山の進化・多様性のメカニズムを知りたい
　日本には数多くの火山があります。2014年 9月27日の御岳火山噴火は、大きな噴火ではなかったものの、
登山日和の昼間に登山道付近で起こるという最悪の場所とタイミングで発生し、たくさんの犠牲者を生み、社会
に大きな衝撃を与えました。火山は噴火という恐ろしい災害をもたらします。その一方で、火山灰は肥沃な土壌
をもたらし、また、火山は日本の美しい国土を作る重要な役割を担っています。日本の国立公園の7割以上は火
山に関係しています。私はこの火山を理解したいと思い研究を行っています。
　私が火山に関して特に興味を持っていることは、火山が時間とともにどのように進化するのか、様々な火山の
多様性はどのように生まれているのか、それらを支配するメカニズムは何かということです。1つの火山を見た
とき、火山は数十万年から百万年という時間で活動し、発達していきますが、ずっと同じように活動をするわけ
でなく、時間とともに、噴火するマグマの組成や量などが変化していきます。また、いろいろな火山を比べて見
たときに、大きな火山、小さな火山、カルデラ火山など、様々なタイプがあり、個々の火山は、それぞれ異なる
噴火史を持ち、様々な成分のマグマを噴出します。これらの火山の進化や多様性を生じるメカニズムや、それが
起こる必然性は良く理解されていません。
　これらを理解するためのキーの一つは、地殻の中でマグマに何が起こるかということです。マグマが発生してから地表噴出までの間に、地殻
の中を通過します。その時に、地殻により冷やされ、地殻と反応し、マグマの組成や量が変化します。これらの過程の時間的変化が進化であり、
火山ごとの違いが多様性であるということができます。私は、現在特にカルデラ火山に焦点を当てて研究を行っています、火山灰や溶岩の化学
的、岩石学的な分析により、マグマであった時に地殻中で何があったかを読み取り、解釈します。また、それらの解釈が、物理的な観点と調和
的かを調べ、より合理的な地殻内マグマ過程の理解を進めていきたいです。
　現在、神戸大では海洋底探査センターがリードして、日本で最も若いカルデラ火山である鬼界カルデラの総合的な研究が進んでいます。惑星
学専攻にはカルデラ火山に興味を持たれている教員、学生の方も多くおられます。私は、素晴らしい研究環境に身を置くことをできたことを喜
んでおり、皆さんと研究・議論を深め、火山の理解に深めていきたいと考えます。

研究トピックス

研究内容

基礎惑星学講座

地質学：	地層や岩石から、地球環境・生命の歴史、火山
の噴火現象、テクトニクスなどを探る

担当教員：兵頭政幸、鈴木桂子

　地球上の地層や岩石
は、地球の長い歴史の中
で形成されてきたもので
す。そのため、これらを
様々な方法で調べること
で、遠い過去の地球の姿
が明らかになります。そ
こで私たちは、野外調査
に出かけ、地層や岩石の
構造や分布を調べます。
また、試料を採取して研究室に持ち帰り、磁気や化石、鉱物の組
成や化学成分などを、様々な機器を使って分析します。このよう
にして、過去の気候や湖沼・海洋の環境、地球磁場などが変化し
てきた過程と時代、人類の進化、火山噴火の規模や様式を明らか
にすると共に、これらがどのように関係しているかを解析し、複
雑な地球のシステムを解き明かそうとしています。

岩石学・鉱物学：岩石・鉱物から読み解く惑星の過去と未来

担当教員：巽　好幸、金子克哉、瀬戸雄介

　隕石や宇宙の塵は、今から約46億年前、太陽系ができはじめ
たころつくられたものであり、その中には太陽系形成に関する
様々な情報が含まれています。一方、地球の石も地球型惑星のな
りたちや、そこで起こっていることを知る重要な情報源です。私
達はそのような様々な惑星物質を、電子顕微鏡やX線回折装置な
ど最先端の手法を使って調べています。その他にも、隕石母天体
が形成され成長していく過程で起こった現象や、地球深部の高温

高圧条件下で起こっている現象を再現
する実験も行っています。また、高温
高圧下の岩石・鉱物の破壊・流動現象
について、主に微分幾何学の観点から
理論的研究も進めています。

固体地球物理学：地震と地球のダイナミクスの謎に迫る

担当教員：吉岡祥一、筧　楽麿

　固体地球物理学教育研究分野では、地震波・測地・地殻熱流量
データの解析や数値シミュレーションを通して、地震の発生メカ
ニズム、地殻～マントルの構造・ダイナミクスの解明を目指した
研究を行っています。大地震・ゆっくり地震はなぜ起こるのか？
地震が起こったら断層で何
が起こるのか？地殻～マン
トルの構造はどうなってい
るのか？海洋プレートは沈
み込んだらどのように変形
し、その層構造はどうなる
のか？など、地震や地球内
部に関する純粋で、根源的
な疑問を解き明かすべく、
コンピュータを駆使した研
究を進めています。

流体地球物理学：普遍的な惑星表層環境論の構築

担当教員：林　祥介、岩山隆寛、高橋芳幸、樫村博基

　地球には海があって生物が存在しますが、そのお隣の火星と金
星はそれぞれ酷寒と灼熱の環境で海はなく生物も存在していない
ように見えます。こうした惑星表層の顔つき（環境）の違いが
どのようにして生じたのか
を理解するため、私達は理
論（現象の数理物理的な記
述）・数値実験（単純化し
た気候モデルから大気大循
環モデルまで）・観測（惑
星探査機を使った観測計画
の立案と実施）といった手
段を使って、惑星の気象や
気候を支配する理の解明を
目指しています。

惑星宇宙物理学：惑星系および衛星－リング系の起源と進化

担当教員：大槻圭史、中村昭子、平田直之

　近年、太陽系外の惑星系（系外惑星系）が多数発見され、我々
の太陽系だけでなく系外惑星系も含めた、惑星形成過程の解明が
大きな課題となっています。また惑星探査や望遠鏡による観測、
さらには高精度軌道計算等の理論研究により、小惑星や衛星・リ
ングといった天体についての理解が大きく進み、これらの起源と
惑星形成過程を統一的に理解することも重要な課題です。当研究
室では理論研究を中心としてこのような問題の解明に取り組んで
います。また生命システムに関する数理的な研究も行っています。

新領域惑星学講座

実験惑星科学：	太陽系進化のミッシングリンクを探査と
室内実験で探る

担当教員：荒川政彦、上野宗孝、保井みなみ

　太陽系進化の道筋で、これまで最も謎とされてきたのが、原始
太陽系星雲の塵から微惑星、そして現在の惑星へと至る過程で
す。原始太陽系星雲と惑星のミッシングリンクを埋める証拠は、
現在、小惑星帯に無数とも言えるほど数多く存在する小惑星や巨
大惑星を周回する衛星に残されています。我々は、はやぶさ2を
始めとする惑星探査や
室内実験を通して、こ
のミッシングリンクを
繋ぐ鍵を探すために研
究を行っています。

地質学野外実習の様子

隕石中の微粒子、コンドリュール（径は0.3mm）の光学
顕微鏡像。46億年前の原始星雲の中でできたと考えられ
ている。

沈み込んだスラブの上部・下部マントル境界での
滞留（上図）と下部マントルへの崩落（下図）の
数値シミュレーション例

探査機カッシーニが撮影した土星の環と、コンピュータによる環の中
の小衛星への粒子集積の再現例

左上：はやぶさ2インパクター実験、右上：室内クレー
ター形成実験、下：微惑星の衝突破壊シミュレーション

惑星科学研究センター
（CPS）
https://www.cps-jp.org
　太陽系探査や系外惑星科学の進展
によって、惑星科学の研究はいま新
たな発展期を迎えています。本セン
ターは人の交流と学術知見の集積を
促す場として機能している新しいタ
イプのネットワーク型共同利用研究
所です。研究コミュニティーの共有
財産として、国内外の研究所や大学
の研究者との密接な連携のもとに、
惑星科学の基盤
を支える活動を
行っています。

海洋底探査センター
（KOBEC）
http://www.k-obec.kobe-u.ac.jp/
　本センターは、平成27年
10月1日に、理学研究科、工
学研究科及び海事科学研究科
が中心となって設立された分
野融合型の新しい組織です。
海洋底探査に関わる広い範囲
の科学技術を機能的に融合し
た新しい教育研究拠点として
研究を行って
います。

島　伸和	教授
観測海洋底科学教育研究

金子　克哉	准教授
岩石学・鉱物学教育研究
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研究内容

観測海洋底科学：観測で地球のダイナミクスを探る

担当教員：島　伸和、廣瀬　仁、杉岡裕子、松野哲男

　地球の表面は、大陸と海洋でおおわれています。その海洋底で
は、固体地球内部の大循環を担う海洋リソスフェアが作られ、さ
まざまな現象を引き起こしています。私たちは、地球物理学的な
観測事実にもとづいて、海洋底から固体地球のダイナミクスを理
解することを目的とし、惑星地
球を特徴づけている海洋リソス
フェアの活動（形成、変遷、沈
み込み）を中心に研究していま
す。そのために、観測機器の開
発、研究観測船などを利用した
観測、解析手法の開発、データ
解析を一貫して行っています。

計算惑星学：	「惑星・地球の作り方」を計算機でシミュレー
トする

担当教員：牧野淳一郎、山崎和仁

　「我々の住むこの地球はどうやって生まれたのか」という問題
は、古代から人類にとって根源的な謎のひとつでした。「計算惑
星学」研究分野では、天体の形成・進化（宇宙の大規模構造から
銀河形成、星団の形成進化、惑星形成、固体惑星の進化）と地球
のテクトニクス（地球の地殻の変形、岩石の破壊現象）につい
て、理論と計算機を用いたシミュレーションから定量的に明らか
にしようとしていま
す。そのための計算
アルゴリズムの研究
やソフトウェアの開
発、計算機自体の開
発も研究の一環とし
て行なっています。

惑星地球変動史連携講座 （大学院教育）

観測データから惑星地球変動をさぐる

国立天文台・海洋研究開発機構
担当教員：大橋永芳、末次大輔、野崎達生

　惑星系は生まれたばかりの星を取り巻く原始惑星系円盤の中で
形成されます。惑星系の形成過程や多様性を解明する上で、この
円盤の構造や進化の観測が重要です。また地球の形成進化を明ら

かにする上で、地球内部の構造とその変動の理解は必要不可欠で
す。私たちの分野では、若い星の周りの惑星形成領域の観測と地
球の３分の２を占める海洋域における観測に基づいて、惑星系及
び地球の変動史の解明を進めることを目的としています。具体的
には、ALMAやすばるなどの望遠鏡を用いた天体観測と海底地
震計などを用いた海底観測で得られたデータおよび地球深部探査
船「ちきゅう」のコア試料を分析・解析することにより、惑星構
成物質の起源、分布と進化や、現在の地球内部の物質循環や熱循
環の様子、地球史を通じたグローバル表層環境変動と鉱床の成因
を明らかにして、惑星地球の誕生から現在に至るまでの変動・進
化史を解明することを目指しています。

応用惑星学連携講座 （大学院教育）

地球大気の実験的・理論的研究

気象庁気象研究所
担当教員：毛利英明、川畑拓矢

　集中豪雨や竜巻などによる災害が増加し、また地球温暖化が進
行するなかで、大気中の様々な現象を対象とする気象学には、さ
らなる発展が求められています。私達は連携機関である気象庁気
象研究所の大型計算機や実験・観測施設を活用して、社会にも重
要な意義を持ち、様々な発展の可能性を持つ気象学の研究を推進
しています。

卒業・修了後の進路

　惑星学科卒業生の約6割は大学院博士前期（修士）課程へ進み、勉学と研究を
続けます。神戸大学大学院理学研究科惑星学専攻への進学が最も多く、他大学の
大学院へ進学する人も最近増えています。就職する人は、公務員や教員、システ
ムエンジニア、金融関係などさまざまです。前期（修士）課程修了後は、1～2
割が博士後期課程に進学します。就職先は公共機関やIT関連企業などさまざまで
す。博士課程修了後は、各種教育研究機関のポスドクになる人が多いですが、民
間企業に就職する人もいます。

大学院博士課程前期課程（修士）修了生の進路
（2014～2016年度）

本学大学院 3

他大学大学院 2

民間企業 48

教員・公務員 3

その他 1

学部卒業生の進路（2014～2016年度）

本学大学院 51

他大学大学院 18

民間企業 21

教員・公務員 8

その他 10

惑星学科・惑星学専攻
ホームページ
http://www.planet.sci.kobe-u.ac.jp/

2015年度から「惑星学科」に変わりましたが、
2014年度までの授業内容とどれくらい変わっ
たのでしょうか。地質学や火山学などの授業は
無くなってしまったのでしょうか？

授業の内容は、既に今回の改組に向けて数年前からカリキュラムを
再編してきましたので、2014年度までとほとんど変わりません。

むしろ、野外実習や観測実習など、実際に地球を体感する授業が増えてい
ます。また、地質学は惑星学の根幹となる分野ですので、火山学を含めて
より充実することはあっても、縮小することはありません。

日本は四方が海で囲まれているため、海は身近な存
在です。神戸大の惑星学科では、海に関わる研究が
行われているのでしょうか？

海の底では、約60,000km（地球1周半の長さ！）にもわたる巨大
山脈があり、地球上の火山活動の約8割が海の中で起こっています。

宇宙から降ってくる隕石や岩石を調べることで、
なぜ太陽系の歴史を知ることができるのでしょ
うか？

実は惑星物質（隕石や岩石）の中には、時間とともに他の元素へと
姿を変える「放射性元素」が含まれています。例えばウランなどが

そうです。約46億年と言われている太陽系の年齢は、惑星物質の中でも
最も古いと考えられている、始原的隕石中の鉱物（あるいはその集合体）
の放射性元素とその「娘核種」を精密に測定する事によって求めることが
できます。このように太古の宇宙や惑星の記憶は惑星物質を構成する化学
元素と同位体の中に今なお残されているのです。

　惑星学科は地球や惑星に興味がある人
にとって、とても魅力的な研究環境だと
思います。研究対象は地球の内部から太
陽系、宇宙まであり、研究の方法も海や
山といったフィールド調査、数値計算に
よるシミュレーション、実験など多岐に
わたります。そのため授業の内容も多岐
にわたり、幅広く知識を得ることができ、
授業を通じて興味のある分野、自分に合
う分野を見つけることができます。私の
場合、最も興味深いと思ったのは「船による海洋底の調査」でし
た。2年間で2か月。これは私が大学院在学中に調査船に乗り、
海の上で過ごした総日数です。船のおもしろいところは、まった
く異なる背景を持つ各分野の専門家たちと交流することができる
ことです。船には神戸大学だけでなく、他の大学・研究所からも
様々な分野の研究者が乗船し、さらには船を動かす船員、調査支
援の技術者も乗船しており、いろんなことに興味を持ち、自ら考
え行動すれば、自分の専門分野以外にも多くの知識や経験を得る
ことができます。大学に入学したときには、船に乗るとはまった
く想像していませんでしたが、船での調査を通じて研究面だけで
なく、人間的にも成長できたと思います。自分の場合は船での調
査でしたが、ほかにも惑星学科にはさまざまな分野に精通したユ
ニークな研究者がたくさんおり、自分の興味を見つける、追求す
るチャンスが多くあるので、自分の世界を広げながら、研究を楽
しんで頂けたらと思います。

岡本　理
（2016年度博士前期課程修了）

現在　パナソニックインフォメーションシステムズ株式会社

　私は、2007年4月に神戸大学理学部
惑星学科に入学してから、約9年間神戸
大学生として在籍し、学士、修士号の取
得を経て、2016年9月に神戸大学理学
研究科にて博士号を取得し、卒業しまし
た。神戸大学惑星学科の一番の特色は、
大気、海洋、地震、火山などの地球科学
のみだけでなく、星・惑星や宇宙という
惑星・宇宙科学の研究室が存在し、この
ような異なる研究分野の横断が、授業お
よび研究室活動を通して行われている点だと思います。私自身は、
惑星がどのように生まれ進化し、現在の姿になったのかを研究し
てきましたが、近年の観測技術の爆発的な発展に伴い、この宇宙
において、太陽系では見られない異形の惑星の存在が次々と明ら
かにされています。このような時代において、地球は、もはや“星
の数 ”ほどある惑星の一つにすぎません。それゆえに、地球を含
む多様な惑星を包括的に理解するには、自然科学の多角的な視点
が必要になってきます。その意味で神戸大学惑星学科は、非常に
よい環境だと思います。また、改めてこの9年間を振り返ると様々
な経験をしました。学部生の時は、サッカー・フットサル部の活
動にあけくれました。iPhoneアプリの作成・販売や、飲食店の
運営も行いました。また、語学留学（カナダとアメリカ）で1年
間の休学も行い、旅好きなのもあり、現在まで60カ国ほど行く
ことができました。また、研究活動でフランス・パリに約2年間
住み、充実した学生生活となりました。これから学生をされる皆
さんも、それぞれの興味を突き詰め、実りある学生生活を送られ
ることを願っています。

兵頭　龍樹
（2016年度博士後期課程修了（博士（理学）取得））

現在　東京工業大学（学振特別研究員）

野外観測実習（左）、オープンキャンパス（中）、懇親会（右）

ところが、この活動は深海底で起こっているため、人類はその噴火活動を
一度も目にしたことがなく、こうした火山活動が地球システムのなかでど
のような役割を果たしているかなど、まだまだわからないことがたくさん
あります。惑星学科では、このような未知の領域に取り組んでおり、海上
や海底で地球物理的な観測をする研究室や、深海や陸上の堀削を通して最
先端の科学を推進しているグループ、海陸の境界で起こる気候変動を調べ
ている研究室があります。
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●リサーチアシスタント（RA）制度
　大学院での研究支援体制の充実、および、若手研究者の養成を目的として、優れた博士課程後期課程の学生を研究プロジェ
クトの一員として研究に従事させるリサーチアシスタント（RA）制度があり、最近の実績で年額30万円程度が支給され
ています（2016年度51件）。また、他機関からの後期課程入学者については優先的にリサーチアシスタントに採用され
るSRA制度があり、年額で入学金相当が支給されています。このほかにCOEなどの外部資金による研究プロジェクトのリ
サーチアシスタントとして給与を受ける場合もあります。

●学生寮
　遠隔地のために自宅から大学までの通学が困難であり、また経済的理由から民間のアパート等に入居が困難な場合には、
書類選考を経て神戸大学学生寮への入居を認められる場合があります。

就学支援制度 入学試験情報（2017年度入学）
●奨学金
　独立行政法人日本学生支援機構では、人材の育成と教育の機会均等の趣旨に従って、奨学金貸与事業を行っています。人
物・学業ともに優れており、経済的理由により修学が困難な者は書類選考を経て奨学生に採用されます。奨学金は2種類
に大別され、第一種奨学金（無利子貸与）の場合は、学部学生には月額4万5千円（自宅通学）、5万1千円（自宅外通学）
が貸与されます。大学院学生への貸与額は月額8万8千円（博士前期）、12万2千円（博士後期）です。第二種奨学金（有
利子貸与）は、学部学生の場合、月額3万円、5万円、8万円、10万円、12万円の5種類から選択でき、貸与期間中に
必要に応じて貸与月額を変更できます。第一種奨学金と第二種奨学金とを併用することもできます。また、日本学生支援機
構の奨学金制度以外に、地方公共団体や民間の育英奨学事業団体の奨学金制度があります。

日本学生支援機構奨学金の採用状況
年度 区分 申請者数 全採用者数 第一種採用者数

2015
学部 57 55 27
大学院博士課程前期課程 59 56 45
大学院博士課程後期課程 6 5 5

2016
学部 55 55 32
大学院博士課程前期課程 56 53 44
大学院博士課程後期課程 13 13 12

理学部　一般入学試験の状況
学科 日程 募集学生数 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数

数学科
前期 21 70 70 23 23

後期 7 54 19 9 7

物理学科
前期 25 59 57 26 26

後期 10 115 44 13 9

化学科
前期 24 70 67 26 26

後期 6 72 33 7 4

生物学科
前期 20 57 55 22 22

後期 5 35 23 7 3

惑星学科
前期 25 85 84 26 25

後期 10 83 42 13 10

合　計
前期 115 341 333 123 122

後期 38 359 161 49 33

理学部　第３年次編入学試験の状況
学科 募集学生数 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数

数学科 5 35 35 10 5

物理学科 5 18 18 5 4

化学科 5 22 21 7 7

生物学科 5 17 17 5 5

惑星学科 5 19 19 5 5

合　計 25 111 110 32 26

大学院理学研究科 博士課程前期課程（修士）　入学試験の状況
専攻 募集学生数 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数

数学専攻 22 34 32 26 19

物理学専攻 24 47 45 37 24

化学専攻 28 41 38 34 31

生物学専攻 24 36 35 28 21

惑星学専攻 24 37 31 30 26

合　計 122 195 181 155 121

大学院理学研究科 博士課程後期課程　入学試験の状況
専攻 募集学生数 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数

数学専攻 4 6 6 5 5

物理学専攻 5 8 8 8 7

化学専攻 6 6 6 6 5

生物学専攻 7 1 1 1 1

惑星学専攻 7 0 0 0 0

合　計 29 21 21 20 18

注：大学院には前期課程、後期課程とも10月入学制度がありますが、表に示した入学者数は４月入学のみの数字です。

●奨学金の返還免除
　大学院において、日本学生支援機構の第一種奨学金の貸与を受けた学生で、在学中に特に優れた業績を挙げたと認められ
る者に対して、貸与期間終了時に奨学金の全部または一部の返還が免除される制度があります。

日本学生支援機構奨学金返還免除の実施状況
年度 区分 対象者数 申請者数 機構への推薦者数 全額免除者数 半額免除者数

2015
大学院博士課程前期課程 45 17 16 5 9
大学院博士課程後期課程 7 1 1 1 0

2016
大学院博士課程前期課程 45 26 16 5 10
大学院博士課程後期課程 13 10 5 2 3

●授業料・入学料の免除
　経済的な理由によって授業料または入学料の納付が困難で、かつ、学業成績が優秀な者については、前期（4−9月）ま
たは後期（10−3月）ごとの申請に基づき選考の上、授業料の全額又は半額が免除される制度があります。

授業料免除実施状況
年度 区分 学期 在籍学生数 出願者数 全額免除者数 半額免除者数

2015

学部
前期 667 94 15 58
後期 661 88 44 33

大学院博士課程前期課程
前期 263 56 12 34
後期 259 51 26 19

大学院博士課程後期課程
前期 68 24 1 22
後期 65 22 13 8

2016

学部
前期 666 99 25 66
後期 665 105 22 68

大学院博士課程前期課程
前期 249 58 13 32
後期 251 56 14 37

大学院博士課程後期課程
前期 75 27 9 17
後期 75 26 11 15
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学位授与状況（2014～2016年度）

年度
博士（学術） 博士（理学） 博士（工学） 計

課程 論文 課程 論文 課程 論文 課程 論文
2014 0 0 23 3 0 0 23 3
2015 2 0 7 0 0 0 9 0
2016 0 0 16 2 0 0 16 2

2014 2015 2016

数
　
学
　
専
　
攻

あいおいニッセイ同和損害保険 1
アイシン精機 1
大阪大学職員 1
かんぽ生命保険 1
紀陽銀行 1
クボタシステム開発 1
コベルコシステム 2
島津ビジネスシステムズ 1
塾講師 1
情報技術開発 1
新生フィナンシャル 1
数研出版 1
スミセイ情報システム 1
創発システム研究所 1
ソフトウェアコントロール 1

2014 2015 2016

数
　
学
　
専
　
攻

大同生命保険 1
太陽生命保険 1
チームラボ 1
ディンプス 1
電通 1
西松屋チェーン 1
日研総業 1
日研トータルソーシング 1
野村総合研究所 1 1
浜田電気工業 1

日立製作所情報通信
システム社 1

Hewlett-Packard 
Japan.Ltd. 1

富士通 1 1

2014 2015 2016

数
　
学
　
専
　
攻

富士通テン 1
ホロンシステム 1
マックスバリュ東海 1
ヨドック 1
予備校講師 1
りそな銀行 1
レバレジーズ 1
教員 3 7 6
国家公務員 1 1
地方公務員 1
神戸大学大学院 2 3 5
その他 3

物
理
学
専
攻

旭化成エレクトロニクス 1
イシダ 1
インフォメティス 1

2014 2015 2016

物
　
理
　
学
　
専
　
攻

Wave Technology 1
NEC 1
NCS＆A 1
NTTファシリティーズ関西 1
カネミツ 1
KYOSOテクノロジ 1
KDDI 1
神戸製鋼所 1 2 1
コベルコ建機 1
サンディスク 1
シーアルイー 1
JCAD 1
SHARP 1
新日鐵住金 1 1
住友精密工業 1

2014 2015 2016

物
　
理
　
学
　
専
　
攻

住友電装 1
ダイキン工業 1
ダイハツ工業 1
大和総研 1
TDK 1
デンソー 1
デンロコーポレーション 1
TOWA 1
ニコン 1
日産車体 1
日本測器 1
日本電気 1
日本ヒューレット・パッカード 1
日本モレックス合同会社 1
野村総合研究所 1
日立産業制御ソリューションズ 1
日立ハイテクノロジーズ 1
富士通 2 2
富士通エクサス 1
富士通テン 1
船井総合研究所 1
三井住友銀行 1
三菱重工業 1
三菱スペース・ソフトウェア 2
三菱電機 1
村田製作所 2
メタルアート 1
リンナイ 1
ルネサスエレクトロニクス 1
教員 1 1
地方公務員 1
国家公務員 1
神戸大学大学院 5 5 7
大阪大学大学院 1
名古屋大学大学院 1
その他 2 1 1

化
　
学
　
専
　
攻

旭化成 1
アサヒホールディングス 1
アステラスファーマテック 1
ADEKA 1
イシダ 1
エスアールエル 1
NSC 1
王子マネジメントオフィス 1
オムロンソフトウェア 1
花王 1 1
キーエンス 1
キャタラー 1
キャノン 1
クオルテック 1
クラレ 1 1
神戸製鋼所 1
互応化学工業 1

2014 2015 2016

化
　
学
　
専
　
攻

小林製薬 1 1
コベルコ科研 1
堺化学工業 1
サカタインクス 1
山九 1
サンディスク 1
シスメックス 1 1
昭和農芸 1
神栄 1
新日鐵住金 1
住友化学 1
住友ゴム工業 1
住友電気工業 2
セイコーエプソン 1
積水化学工業 2 1
第一工業製薬 1
大日本印刷 1
タキロン 1
TYK 1
東洋ビューティ 1
トクヤマ 1
トッパン・フォームズ 1
トヨタ自動車 1
ナガセケムテックス 1
ネオス 1
日油 1
日本板硝子 1
日本ガイシ 1
日本写真印刷 1
日本触媒 1
日本制御エンジニアリング 1
日本曹達 1

日本ペイント
ホールディングス 1

ハーマン 1
パナック 1
バンドー化学 1
VSN 1
福伸電機 1
富士通関西中部ネットテック 1

北陸先端科学技術
大学院大学職員 1

堀場製作所 1
マツイカガク 1
三井化学 1
村田製作所 1
ユニチカ 1
LIXIL 1
レーザックス 1
YKKAP 1
教員 1 1
神戸大学大学院 3 4 3
大阪大学大学院 1

2014 2015 2016
その他 4 1 2

生
　
物
　
学
　
専
　
攻

アストラゼネカ 1
アンズコーポレーション 1
インテリジェンス 1
ウィルウェイ馬渕教育グループ 1
EIZO 1
江崎グリコ 1
NSソリューションズ関西 1
NTT西日本 1
NTTファイナンス 1
大原薬品工業 1
岡山大学職員 1
オリエンタル技研工業 1
オリエンタルコンサルタンツ 1
京都銀行 1
共和薬品工業 1

クインタイルズ・トランス
ナショナル・ジャパン 2

クリハラント 1
サイプレス・ソリューションズ 1
沢井製薬 1
三栄源エフ・エフ・アイ 1
サントリーホールディングス 1
四国旅客鉄道 1
システムアンサー 1
シマノ 1
社会保険診療報酬支払基金 1
潤工社 1
住江織物 1
タキロン 1
ダイヘン 1
宝酒造 1
竹中工務店 1
中外製薬 1
中日新聞社 1
テクノプロ 1
東和薬品 2 1
トヨタ自動車 1
日本盛 1
日本ジェネリック 1
日本たばこ産業 1
浜島書店 1

パレクセル・インター
ナショナル 1

Visible Body 1

日立ソリューションズ・
クリエイト 1

ファーマフーズ 1
扶養化学工業 1
丸大食品 1
村上農園 1
教員 1
地方公務員 1 1 3

2014 2015 2016
神戸大学大学院 1 5 1
その他 3 1 1

惑
　
星
　
学
　
専
　
攻

伊藤園 1
伊藤忠テクノソリューションズ 1
宇宙技術開発 1
SRD 1
NTTデータ 2 1 1
NTTドコモ 1
大阪教育研究所 1
大阪大学職員 1
応用地質 1
川崎地質 1
クラボウ 1
神戸大学職員 1
コスモ石油 1
シグマ 1
品川リフラクトリーズ 1
ジャステック 1
新日鉄住金ソリューションズ 1
シンプレクス 1
住友商事 1

石油天然ガス・
金属鉱物資源機構 1

セック 1 1
Z会 1
全日本空輸 1
造幣局 1
そごう・西武百貨店 1
大王製紙 1
太平洋セメント 1
東急コミュニティ 1
東京ソイルリサーチ 1
東研サーモテック 1
西日本旅客鉄道 1
西松屋チェーン 1
日本気象協会 1
日本制御エンジニアリング 1
野村総合研究所 1

パナソニックインフォ
メーションシステムズ 1

ひのき精香 1
富士通エフ･アイ･ピー 1 1
三菱重工業 1
三菱スペースソフトウェア 1
三菱マテリアル 1
ヤマハ音楽振興会 1
レナウン 1
地方公務員 1 1
国家公務員 1
神戸大学大学院 3
はこだて未来大学院 1
早稲田大学大学院 1
その他 1

2014 2015 2016

数
　
学
　
科

アップ 1
インテック 1
ウィズソフト 1
オースビー 1
オービック 1
オリエンタルランド 1

京セラコミュニケーション
システム 1

上海数旦情報技術 1
塾（自営業） 1

ジョンソン・エンド・
ジョンソン 1

成学社 1
セントメディア 1
損害保険ジャパン日本興亜 1
大五産業 1
大日本印刷 1
two-five 西宮ガーデンズ店 1
ニッセイ情報テクノロジー 1
日本証券テクノロジー 1
日立産業制御ソリューションズ 1
毎日放送 1
教員 7 4 5
神戸大学大学院 18 16 13
京都大学大学院 3 3
筑波大学大学院 1
東京工業大学大学院 1
名古屋大学大学院 1
その他 5 1
IHI機械システム 1
関西アーバン銀行 1

2014 2015 2016

物
　
理
　
学
　
科

関西電気保安協会 1
サイバーワークス 1
栞屋グループ 1
創造学園 1
SOLIZE Engineering 1
ダイキン工業 1
西川計測 1
日本政策金融公庫 1
PwCコンサルティング 1
三井住友信託銀行 2
三菱重工業 1
三菱東京UFJ銀行 1
メディアハウス 1
教員 1
地方公務員 1 1 1
神戸大学大学院 24 18 24
大阪大学大学院 5 6 3
京都大学大学院 2 5 3
東京大学大学院 2 2 1
名古屋大学大学院 1 1
奈良先端科学技術大学大学院 1
九州大学大学院 1
その他 4 1 3

化
　
学
　
科

コメリ 1
シミュラティオ 1
住居時間 1
セコム 1
Donuts 1
パーソルテクノロジースタッフ 1
教員 1
神戸大学大学院 27 25 26

2014 2015 2016

化
　
学
　
科

大阪大学大学院 1
九州大学大学院 1
京都大学大学院 1 2
総合研究大学院大学 1
東京大学大学院 1
その他 5

生
　
物
　
学
　
科

旭化成 1
アステラス製薬 1 1
NHC関西本部 1
ケイ・オプティコム 1
サンエース 1
住友商事 1
大同生命保険 1
ネットワンシステムズ 1
藤本製薬 1
みずほフィナンシャルグループ 1
三菱電機 1
地方公務員 2 3
神戸大学大学院 21 21 18
大阪大学大学院 1
京都大学大学院 3
東京大学大学院 1 1 1
その他 1 1

惑
　
星
　
学
　
科

旭化成 1
ANAウイングス 1
NCS&A 1
キャノン 1
近鉄グループホールディングス 1
クラレ 1
数研出版 1
積水化学工業 1

2014 2015 2016

惑
　
星
　
学
　
科

全国農業協同組合
連合会(JA全農) 1

損害保険ジャパン日本興亜 1
ダイキン工業 1
中部電力 1
ドンク 1
日本棋院関西総本部 1
日本コントロールシステム 1
パナソニック 1
阪急電鉄 1 1
三菱東京UFJ銀行 1
三菱不動産リフォーム 1
ワークスアプリケーションズ 1
国家公務員 1 3
地方公務員 1 2 1
神戸大学大学院 18 10 23
大阪大学大学院 1 1
筑波大学大学院 1
京都大学大学院 5 1
東京大学大学院 4 1 3
横浜国立大学大学院 1
その他 1 5 4

卒業後の進路（2014～2016年度）
学部卒業生

修了後の進路（2014～2016年度）
大学院博士課程前期課程（修士）修了生

2014 2015 2016

数 

学 

専 

攻

神戸大学PD 2

明石工業高等専門学校
教員 1

沖縄高等専門学校教員 1
関西設計 1
その他 2

物 

理 

学 

専 

攻

日本学術振興会
特別研究員　PD 1

岡山理科大学教員 1
東北大学PD 1
サイバネットシステム 1
その他 3

2014 2015 2016

化 

学 

専 

攻

日本学術振興会
特別研究員　PD 1 1

東京大学PD 1
アサヒホールディングス 1

Integral Geometry 
Science 1

島津製作所 1
University of Tanta 1
その他 1

生
物
学
専
攻

神戸大学PD 1 1
京都大学PD 1
理化学研究所・研究員 1

2014 2015 2016

生 

物 

学 

専 

攻

京都府立医科大学教員 1
女子栄養大学教員 1

神戸大学理学研究科
研究員 1

Jhon Innes Centre 1
シスメックス 1
積水メディカル 1

University Sultan 
Zainal Abidin, Malaysia 1

University of California, 
Santa Babara 1

その他 1 1

2014 2015 2016

惑 

星 

学 

専 

攻

神戸大学理学研究科
研究員 1 1

インドネシア技術評価
応用庁(政府機関) 1

東京工業大学PD 1

日本学術振興会海外特
別研究員　PD 1

その他 6 1

大学院博士課程後期課程修了生
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ハイスクールラボat神戸大の様子

　大学の基本的な目的は、将来を担う後継者の育成、そして学問による社会の啓蒙にあるといってよいでしよう。この精神にのっとり、神
戸大学理学部はこれから大学で理学を志す高校生や、知的な好奇心を持ち続ける社会人の方に、最先端の研究の現場や、理学の醍醐味に触
れる機会を多く作りたいと考えています。模擬授業、サイエンスセミナー、オープンキャンパス、そしてホームページの充実等を通じて開
かれた理学部を目指しています。

自然科学棟３号館自然科学棟２号館
自然科学棟１号館

LANS BOX（食堂）

神大会館

C 棟
Z 棟

Y 棟

B 棟 X 棟

A 棟

理学部A棟

理学部B棟・Z棟

理学部B棟・X棟

神大百年記念館から見渡す神戸港

理学部C棟

化学測定室（A棟）

Z棟4階

講義・研究棟 高等学校・社会との連携

■オープンキャンパス ■サイエンスセミナー

■ハイスクールラボ	at	神戸大

■模擬授業

　理学部説明会（見学会）、通称オープンキャンパスは、通常8月上旬に行
われます。毎年多くの高校生が訪れ、各学科ごとに施設・設備見学や模擬授
業、模擬実験など行っています。

http://www.sci.kobe-u.ac.jp/open/

　毎年7月下旬ごろに「サイエンスセミナー」を開催しています。このセミ
ナーでは、自然科学の5分野（数学、物理学、化学、生物学、惑星学）に関
連する最新の研究を、わかりやすく紹介します。この企画を通じ、「科学の
おもしろさや楽しさ」や「科学と社会のつながり」を幅広い世代の方々に理
解していただくことを
願っています。高校生
以上が対象で、参加料
は無料です。多くの方
の受講を期待していま
す。例年、100名ほ
どの参加があります。
詳細については、ホー
ムページをご覧くださ
い。

　ハイスクールラボat神戸大は、従来の「体験学習会」をさらに発展させ
た企画であり、現代の生物学研究に対する興味と意欲を持った高校教員と生
徒有志に対し大学の実験設備を無料で提供し、実習を行っていただきます。
具体的には、高校教員に対する講習会をまず開催し、実験設備の使用法に関
する講習を行います。次いで、実験技術を習得した高校教員が自校の生徒を
引率して来学の上で、生徒に対する実習を実施していただきます。もちろん
その際にも本学のスタッフが付き添い、実習のお手伝いをいたします。本企
画では、高校教員への主体的な事業参加を呼びかけ、教員の皆様に最新の知
識を獲得していただくことによって、高校での魅力ある授業の展開に貢献す
ることも目的としています。さらに、一度講習を受けられた教員の方には、
次年度以降も同様な内容の体験学習会を定期的に行っていただくことができ
ます。

http://www.sci.kobe-u.ac.jp/hs_labo/

　神戸大学理学部では、未来を担う若い人達に学問の基礎となる理学の教育
研究の意義を理解していただくために、高等学校を対象に「出前授業」を
実施してきました。2010年度より、大学での理学をより身近に感じてい
ただくために、模擬授業を体
験していただくことにしまし
た。模擬授業の内容の詳細に
ついては、ホームページをご
覧ください。

http://www.sci.kobe-u.ac.jp/mogi/main.htm

　毎年10月下旬に実施されるホームカミングデイにあわせて、2010年度より理学部・理学研究科サイ
エンスフロンティア研究発表会を実施しています。この研究発表会は異分野交流やOB・OGとの交流を
通して研究活動の視野を広げることを目的としています。2016年度は全学科より33名の学生が研究発
表を行い、発表者のうち特に優れた5件の発表者に優秀発表賞が贈呈されました。

学科別説明会

オープンキャンパスの様子

理学研究科公式イベント

■サイエンスフロンティア研究発表会
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