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　岡山大学理学部は1949年に岡山大学の創設とほぼ同時に設置さ

れて以来、様々な自然現象における普遍的な法則や原理を解明する

ための研究を進めてきました。その研究活動を基盤にして、最先端の

科学を理解し問題発見・解決能力に優れた人材の育成を目指した教

育を行っています。

　理学部には数学科、物理学科、化学科、生物学科、地球科学科の

５つの学科があり、それぞれの専門分野において、高等学校で学ん

だ数学・理科の知識をさらに発展させ、最先端の科学を学びます。自

然界の知を探究する理学部は、数学や理科をもっと深く知りたいと考

えている学生にとって魅力的な学部と言えます。

　また、講義での学習に加え、実験や演習の授業も充実しています。

４年次から研究室に所属し研究活動に取り組むので、学んだ科学の

知識を生かし、自分の手を動かして、新しい発見を目指した探究活動

に挑戦したい学生も活躍できます。皆さんは志望学科の中で、どのよ

うなテーマの研究をしてみたいですか？ 理学部ではその探究活動を

通して、論理的な思考力や分析能力、課題を解決する能力、そして新

しいことに積極的に挑戦できる実践力を身につけていきます。

　岡山大学では「持続可能な開発目標（SDGs：Susta inable 

Development Goals）」のための教育・研究を進めています。地球環

境と人類社会の持続可能な開発目標を達成するためには「科学技術

イノベーション」により新しい解決方法を見つけ出して社会を変えてい

くことが重要とされています。理学部では、エネルギー問題にも関連

した光合成や新機能物質（超伝導や太陽電池など）の研究、地球

環境に関して気象や防災、海洋科学などの研究も進めています。また、

数理・データサイエンスの教育にも力を入れています。専門分野の科

学知識や研究活動の経験を基に、今後起こりうる様々な課題を的確

に分析し解決していくことができる理学部卒業生は、SDGsの未来社

会を支える人材としても社会から期待されています。

　現在、理学部には660名ほどの学生が在籍し、将来の社会を担う

べく勉学に励んでいます。大学院進学者も含め、卒業生は研究者、教

育者、企業人、公務員などとして、社会の各方面で活躍しています。

　高校生のみなさん、ぜひ岡山大学理学部に来てください。私たち教

職員は、皆さんが科学的な能力を磨き、我が国と世界の未来を切り

拓いていく人となっていただけるように、支援していきます。

 岡山大学理学部長　　市 岡  優 典 　

科学で未来を切り拓く
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　特　集 ｜ 卒業生スペシャルインタビュー

「こうのとり」９号機ミッション開始間近！

岡山大学理学部を志望した動機は何でしょうか？
　小さいころからSF映画が好きで、自ずと宇宙への関心が高くなり、
宇宙のことが学べる学部・学科を探していて、岡山大学理学部地球
科学科に出会いました。もともと映画が好きだったので映像関係の
勉強にも興味がありましたが、やはり宇宙のことをもっと知りたいと
いう気持ちが強く、岡山大学理学部の受験を決意しました。オープ
ンキャンパスに参加して、緑が多く広大で開放的なキャンパスの雰
囲気が気に入ったのも理由の一つです。

なぜ、今のお仕事（会社）を選んだのですか？
　子どものころからSF映画を見たり、宇宙飛行士をテーマにした漫
画を読んでいくうちに、将来は宇宙飛行士になりたい！と強く思うよ
うになりました。その夢を叶えるために少しでも近い道を。と考えた時、
今の会社に出会うことができました。大学時代から、夢を叶えるために
宇宙関係の授業はすべて取りましたし、JAXAの種子島宇宙セン
ターや、筑波宇宙センターに見学に行ったりもしました。今の会社の
インターンシップに参加したことが、入社を決意したきっかけです。

今のお仕事の魅力は？
　遥か彼方の宇宙空間にある機械を自らの手で動かしたり、私が用意
した食材を宇宙飛行士の方が食べてくれたり…携わってきた仕事の一
つ一つが宇宙空間のミッションとつながっていることが最大の魅力です。
　私が宇宙の船外カメラ（HDTV-EF2）を操作して撮影したISS（国
際宇宙ステーション）とこうのとり（日本の補給船）のドッキング映像
がJAXAの記者会見や広報で使用されたときは本当に感動しました。
JAXAの公式YouTubeでも公開されているので、ぜひ見てください。

小さいころからの宇宙への憧れをひと時も忘れず、
宇宙に携わる会社への入社をつかみ取った丸山さん。
最終目標である宇宙飛行士という夢に向かって
挑戦は果てしなく続く。

　まだ、入社２年目ですが、重要なミッションでも自分のやる気次第
で取り組ませてもらえることにもやりがいを感じます。

岡山大学理学部で学んでよかったところは？
　まず、研究室や先生のレベルや意識が高いことに驚きました。その
ような環境に自分がいることで、必然的に研究への意欲も湧きまし
た。私は留学はしていませんが、シェアハウス（外国人留学生と共同
生活ができる施設）で２年間生活しました。留学生と過ごしたことで
視野も広がり、英語に日常的に触れることができ、英語アレルギーを
克服できました。この経験は今でも役に立っています。サークルなど
でほかの学部の友達ができることも総合大学の利点だと思います。

岡山大学理学部を目指す皆さんへ。
　何よりも将来なりたい夢（夢でなくてもやりたいこと）を持ってく
ださい。そして、夢を身近に感じられるよう行動してください。自分の
やりたいことを想っておくほうが勉強も苦になりません。高校時代は
受験勉強に忙しくてやりたくてもできないことも多いかと思います。
そんな時私は、大学生・社会人になってやりたいことを夢のことや遊
びのこと、何でもいいのでノートに書いて楽しみを取っておきました。
また、高校時代にしかできないことがいっぱいあると思います。全力
で今を楽しんでください。
　最後に私の好きな言葉を一つ。
「今言いたいことを言おう　今やりたいことをやろう　だって私は今
生きているのだから。」

2018年　岡山大学理学部地球科学科卒業、2018年　宇宙技術開発株式会社に入社。
第二事業部	衛星技術部	宇宙機エンジニアリンググループに所属し、国際宇宙ステーション（ISS）での実験支援や宇宙飛行士への食事サポートなどを行っている。

宇宙技術開発株式会社　
第二事業部
衛星技術部　宇宙機エンジニアリンググループ　

丸山 敬貴さん

プライベートではフットサルやサーフィンを楽しみます国際宇宙ステーション補給機「こうのとり」	※JAXA筑波宇宙センター	※

※	Ⓒ宇宙航空研究開発機構（JAXA）
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数理物理科学
専攻

学際基礎
科学専攻

異分野基礎
科学研究所

地球生命物質科学
専攻

数学科 物理学科 化学科 生物学科 地球科学科

４年次

３年次

２年次

１年次

博士
前期課程
（２年）

博士
後期課程
（３年）

フロンティア
プログラム

大
学
院
自
然
科
学
研
究
科

理
学
部

数理物理科学
専攻

地球科学
専攻

生物科学
専攻

分子科学
専攻

学際プログラム

コース生選抜

コース生選抜

コース生選抜

コース生選抜

附属界面科学
研究施設

附属臨海
実験所

専門力プログラム

専門基礎科目・専門科目

３つの教育プログラム

“	理学	”とは―　＜普遍的法則や基本原理の解明＞	＜新しい概念の構築＞	＜新しい現象や性質の発見＞	
＜知的興味の探求＞	…など、「世の中の様々な自然現象を理論的に解き明かしていく学問」と定義づけられます。

本来人間が持っている「なぜ？」「どうして？」という探究心から知を得る喜びを追い求める人たちが集い、その知的探
究心を満足させるための「３つの教育プログラム」と「高度な研究設備」を整えているのが、岡山大学理学部です。
附属の研究施設も充実しており、学部生のうちから専門的で高度な研究を行うことができます。

本学の教員は、教育者であると同時に世界をリードする研究者でもあり、その研究成果は広く世界に発表され高い
評価を得ています。このような環境で、学生のみなさんも一緒に最先端の研究に参加できます。

フロンティアプログラム （２年次１学期～）
　科学の最前線で活躍できる研究者・技術者・教育者を目指すためのプログラム。

学際プログラム	（２年次１学期～、２年次３学期～、３年次１学期～）
　学科横断的に学際領域を幅広く学び、新しい研究分野で活躍することを目指すためのプログラム。
　理学分野を幅広く学びたい教員志望者なども対象となります。

専門力プログラム	
　各学科の開講科目を中心に履修し、高い専門性を修得するためのプログラム。
　他学部で開講される専門関連科目を履修し、専門力をさらに強化することもできます。
　詳細は、各学科ページに記載の「カリキュラム」をご参照ください。

▪１年次には、教養教育科目、専門基礎科目、専門科目を幅広く学び、２年次から希望するプログラムを選択できます！

▪入学後に新たに興味を持った分野を深く学ぶこともできます！
（学修者の興味の変化に応じて、プログラムを途中から変更することも可能です）

“知的探究心の扉を開く”場所

理学部紹介
MOVIE

http://www.science.okayama-u.ac.jp

最新情報はホームページで 検索岡山大学理学部
このシンボルマークはRi（理）をモチーフに、

５学科の成長と躍進の希望をこめて、
空に向かって伸び進む一つの芽を表しています。
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１
年
次

２
年
次

３
年
次

４
年
次

大 学 院

特別コースカリキュラム

フロンティアサイエンティスト

コース修了証書授与

フロンティア
サイエンティスト
リテラシー

先端科学実習 先取り
プロジェクト研究

通
常
の
理
学
部
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

コース生選抜

成果報告会

の学習でフロンティアサイエンティストになる

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

■ 理学の基礎教育
■ 教養教育

■ 基礎的な専門教育
■ 実験・実習
　　（希望する学科の講義の受講を含む）

■ 教養教育

■ 系統的な専門教育
■ 実験・実習
　　（希望する学科の講義の受講を含む）

■ 課題研究 （卒業研究）
■ ゼミナール

所属学科　専門科目　＜12単位以上＞ 課題研究

課題研究他 学 科　専門科目　＜12単位以上＞

複合領域科学コース

選
択
で
き
ま
す

２
学
科
以
上
の

幅
広
い

専
門
教
育

教
員
と
の

話
し
合
い

コース生選抜 コース生選抜コース生選抜

フロンティアプログラム（フロンティアサイエンティスト特別コース）

― 意欲的な学習を支援する、岡山大学理学部独自の教育プログラム ―

学際プログラム（複合領域科学コース）

http://www.science.okayama-u.ac.jp/fs/

http://www.science.okayama-u.ac.jp/prospective/tokusyoku.html

　所属学科のカリキュラムに加え、コース独自の授業、学内外での実習、ステップ
アップ合宿等を通じ、広範囲な自然科学の教養及び科学者に求められる様々な能
力の習得を目指します。また、将来最前線で活躍する科学者（フロンティアサイエ
ンティスト）となるべく、早い段階から４年次生・大学院レベルの研究を「先取り」
して行うことができます。コース生は１年次の成績や面接等に基づき選抜します。

　幅広い分野の授業科目を履修することにより、複合的・学際的な学
問分野に対応、進出できる学生を育成することを目的としています。
　各学科の開講する専門科目を２学科以上にわたってそれぞれ決めら
れた単位数以上の単位を修得し、履修を許可された教員のもとで課題
研究を行い卒業します。なお、コース修了後は、大学院まで進学して研
究を深めたり、開発系等技術者として就職し活躍しています。

こんな人に
向いています

▪自然科学の基礎分野を幅広く勉強したい人 
▪専攻分野にとらわれず、
　様々な知識を身につけ新分野を開拓したい人
▪大学に入学した後、
　じっくりと専攻分野を探していきたい人

コース生
募集の概要

定員：各学科学生定員の20％程度以内

選抜：２年次進級時、２年次３学期、３年次進級時

コース生
募集の概要

定員：１学年につき理学部定員の10％程度

選抜：２年次進級時

２
０
１
９
年
度
実
施
の
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ

合
宿（
牛
窓
の
附
属
臨
海
実
験
所
）

『フロンティアサイエンティスト特別コース』とは

『複合領域科学コース』とは

　サイエンス・インカレは大学生の自由な発想に基
づく自主研究の成果発表の場として、文部科学省
により平成24年から開催されています。理学部か
らも、本コース生が参加し、先取りプロジェクト研
究の成果を発表してきました。一昨年度の第８回
大会ではコース生４名がファイナリストとして選抜
され、１名が科学技術振興機構理事長賞を、１名が
サイエンス・インカレ奨励賞を受賞しました。

サイエンス・インカレで
表彰を受けた渡部さん（左）

表彰状を手に
記念撮影する岡村さん

本コース生がサイエンス・インカレに
おいて研究成果を発表
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理学部から
世界に羽ばたこう

上海研修
　この上海研修は、海外経験がある人やそうではない人、どちら
にとっても非常に有意義な時間を過ごせると私は思います。という
のも、この研修中、とにかく色々な刺激にあふれていたからです。
　私は正直、この研修に参加する前は、中国に対して少なからず
悪いイメージを抱いていました。それが現地へ実際に行き、様々
な人、モノ、文化に触れることで、良い意味で「裏切られた」ので
す。固定観念を持たず、直接見て経験することの大切さを痛感で
きた研修でした。
　また、現地の大学生との交流や研究所における最新の研究設
備の見学という理学部ならではの内容もあれば、中国における企
業、経済事情といった理学の枠を超えた話を聞くこともできまし
た。「未来のノーベル賞受賞者」と目されている、有機化学界の先
頭を走る研究者の話を聞くこともでき、非常に刺激を受けました。
　このように、この研修でしかできない貴重な体験が多くあるの
で、ぜひ参加してほしいと思います。

　2019年９月19日から23日までの５日間、第２回理学部海外短期研修を上海で実施しました。本研修は、全学科の学部
１、２年次生を対象とした理学部独自の海外派遣プログラムであり、2018年度から新しく始まりました。
　2019年度は、学生15名が上海理工大学を拠点として、匠新科技という中国の企業、岡山を拠点とする中国銀行の上海
代表処、上海有機化学研究所、および華東師範大学を訪問しました。それぞれの場所で現地学生と交流し、中国の経済
状況や大学における最新の研究分野について英語で学びました。

井村　裕紀
地球科学科　３年次生（当時２年）

静岡県　浜松西高等学校卒業

Voice

理学部が行う留学プログラム

岡山大学の留学関連プログラム

語学力を磨きたい！	同じ目的を持った海外の学生と交流したい！	
将来グローバルに働きたい！	・・・
さまざまな目的を持って世界に羽ばたこうとする皆さんの夢を、
岡山大学では多彩な留学プログラムでサポートします。

　EPOKは岡山大学が全学部の学生を対象に募集・実施
する交換留学制度です。アメリカやイギリスなどの協定校
（現在46大学）に、半年から１年の期間留学します。
　岡山大学へ授業料を払う必要がありますが、派遣先の大
学の授業料は免除され、留学期間は休学と扱われません。

期　間 ６カ月～１年

授業料　　 大学へ授業料を払っていれば免除

単　位　　 履修単位として認定（一部不可）

岡山大学短期留学プログラム（EPOK）

　このプログラムは特定の語学（主に英語）を海外の大学等
で学ぶ研修（留学）です。期間は約２～５週間で、夏季およ
び春季休業期間中に実施されます。
　研修中は毎日語学の授業を受け、研修後、成績によって
は単位認定が可能な場合があります。なお、語学研修の授
業料は参加者負担となります。

岡山大学夏季・春季語学研修

期　間 夏季休業、春季休業

費　用　　 個人負担

単　位　　 成績により単位認定可

Shanghai

Japan

Thailand

上海浦東新区を背景に
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４大学合同国際ワークショップ

地球生物学実習［ハワイ実習］

　私は、2018年度タイで開催された同プログラムに参加したのに引き
続き、2019年度も岡山大学で開催されたワークショップに参加しました。
　ワークショップでは、専門科目の講義の受講、与えられた論文につ
いてのディスカッションやプレゼンテーションなどを全て英語で行い
ます。英語の論文を読むのは大変でしたが、グループメンバーと助け
合いながら理解を深めました。
　また勉学以外の時間も十分に設けられており、他大学の学生とより
交流を深めることができます。もちろん、共通言語は英語です。昨年
度はタイで寺院巡りをしたり、現地の学生にナイトマーケットに連れ
て行ってもらいショッピングを楽しんだりしました。2019年度は岡山
で開催ということもあり、他大学の学生と一緒に後楽園や岡山城、香
川県を観光し、日本の文化や伝統を共に体験しました。開催地の魅力
に触れることができるのも、本ワークショップの魅力だと思います。
　同じ分野を学ぶ海外の学生と同じ時間を共有することで、自分自身
の能力を伸ばす貴重な経験となりました。

　私はこの実習を通して、日本では見られない景色や生物を見たり、海外
の大学を見学したりと、今までにない多くの体験をすることができました。
　マウナケアでは、山から見下ろす広大な土地や山々、溶岩や火山灰で覆
われた山肌など、日本では見られない貴重な景色を見られました。ハワイ
大学では、ハワイで直面している環境問題やそれに対する取り組みを聞き
ました。ハワイの美しい海や湾はその努力の賜物であったことを学び、環境
保全を考える良い機会となりました。また、実習期間には、皆それぞれ実験
や観察を行いました。私は緯度と高度の違いにおける重力加速度の変化を
測定しましたが、上手くいかないことも多く実験や研究の難しさを感じまし
た。ただ、事前学習・準備から実験、研究内容の発表まで行えたことは、今
後の研究にも活きる経験になったと思います。ハワイ滞在期間はもちろん、
事前学習から発表までの期間も含め、非常に充実した数か月でした。
　本実習のプログラムは自分の知見を大きく広げるもので、かつ国外に出
たからこそ経験できるものでした。この経験は私にとってかけがえのない
財産です。

　理学部では2011年度から国立台湾大学との間で３、４年次生を対象とする国際ワークショップを毎年開催してきました。
2015年度からはタイのチュラロンコン大学、2016年度には本学工学部と広島大学理学部・工学部からの学生も加わり、４大
学合同国際ワークショップとして開催しています。
　９日間にわたるワークショップにおいて、学生は英語による講義、そして数名のチームで与えられた課題に取り組むグ
ループワークをこなすことで、グローバル人材としての第一歩を踏み出すきっかけを獲得することができます。

　2019年３月４日から11日にかけて、ハワイ島とオアフ島にて地球生物学実習を実施しました。本実習には地球科学科、生物学科、物理学科か
ら10名の学生が参加し、事前に各自が決めた課題に関する探究を行いました。ハワイ島ではキラウエア火山とマウナケア山の巡検、オアフ島で
はハワイ大学の見学と伝統的な養殖池でのボランティア活動という実習コースを設定し、その過程で参加学生が各自のテーマに取り組みました。
それぞれのテーマは、気温減率の測定、重力加速度の測定、宇宙線の測定、岩石の観察と分析、空の明るさの測定、動植物の観察と同定です。
ハワイ諸島での８日間だけでなく、事前の準備や帰国後の実験、報告会での発表まで、全員が意欲的に参加し、充実した実習となりました。

小林　生佳
化学科　卒業（当時４年）

岡山県　高梁高等学校卒業

Voice

近藤　優花
地球科学科　４年次生（当時２年）

愛知県　刈谷高等学校卒業

Voice

理学部が行う留学プログラム

理学部が行う留学プログラム

Hawaii

キラウエア火山にて、
前年噴火した火口を望む

英語で岡山ガイド（後楽園）

※新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年度は各プログラムの実施を見送ったため、前年度までの内容でご紹介しています。
また、理学部の行う留学プログラムは、毎年必ず行うものではありません。
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　私は高校で数学の教員になる事が夢で
す。数学科に進んだ理由は、教員として教
えるにはより専門的な内容を学ぶ必要が
あると思ったためです。数学科では、定義
を元にして公式や定理を証明する事でそ
の成り立ちを知る事ができます。そのため、
教育の現場において事象の明確な理由を
教える事ができるようになると思います。
　また、現在私は解析学についてゼミで
勉強をしています。解析学は物理学との
関係が比較的強いので、物理的な事象を
数学的に処理する事で、数学をまた違っ
た視点で教えることができるのではない
かと考えています。

４年次生　藤村　魁人
山口県　山口中央高等学校卒業

数学科
http://www.math.okayama-u.ac.jp/

学科の特徴

『壮麗な現代数学の世界を探検』
数学科では、数や空間をはじめとする現代数学の諸概念と、それらの調和があやなす美しい理論の体系
を学びます。基礎から無理なく学べる独自のカリキュラムを設け、コンピュータを用いた情報関連科目の
教育にも力を入れています。
１学年20余名の仲間とともに４年間学ぶ中で生まれる親密な雰囲気と、約15名の教員によるきめ細か
な指導も本学科で学ぶ大きなメリットです。数学の学習を通して得られる柔軟な発想力や論理的思考力
は、情報化され激しく変化する現代社会を生きて行く上でも、心強い味方となるでしょう。

大学院での研究 自然科学研究科　　博士前期課程［数理物理科学専攻］　／　博士後期課程［数理物理科学専攻］

求める人材
1．大学において数学を学ぶための基礎学力を備えている人
2．数学に対するセンスと愛情を持っている人
3．自らの考えを論理的に表現できる人

関連産業 情報技術（IT）関連	／	情報セキュリティ	／	生命保険	／	金融	／	製薬	／	電気・通信	／	教育

取得可能免許・資格 【免許】　中学校教諭一種免許状　数学　／　高等学校教諭一種免許状　数学
	 ※取得可能な免許・資格等は、カリキュラムの改訂等により、一部変更となる場合があります。

募集人員
19名

数学科
紹介MOVIE

8 岡山大学理学部



１年次
１・２学期 １・２学期 １・２学期 １・２学期３・４学期 ３・４学期 ３・４学期 ３・４学期

２年次 ３年次 ４年次

代数学［３年次］ 情報数学［３年次］ 離散数学Ⅱ［３年次］

カリキュラム

教員紹介　2021年４月１日現在

石川　雅雄　教授
田中　克己　教授 ※１

寺井　直樹　教授
伊藤　　敦　准教授
鈴木　武史　准教授
石川　佳弘　助教

代数学
整数論、環論、表現論、組合せ論、数理論理学を
教育、研究する

近藤　　慶　教授
秦泉寺雅夫　教授
鳥居　　猛　教授
門田　直之　准教授

幾何学
微分幾何学、多様体構造、位相幾何学、位相空間論を
教育、研究する

谷口　雅治　教授 ※２

大下　承民　教授
上原　崇人　准教授
田口　　大　准教授 ※２

物部　治徳　准教授 ※２

解析学
微分方程式論、確率論、関数解析学、力学系、統計学
など解析学の視点から数理物理に関わる諸問題の教
育、研究を行う

※１　全学教育、学生支援機構専任教員
※２　異分野基礎科学研究所教員　　　

　加減乗除を備えた代数系が「体」です。
体の拡大の様子を、その対称性をあらわす
群の言葉で統制するのが「ガロア理論」で
す。近代代数学の規範とも言われるガロア
理論の理解を目標にします。

　情報処理技術を数学に活用する上で必
要な基礎知識を学びます。
　実習では組版処理システムLaTeXや、グラ
フィックスの作成を通じて楽しみながら情報
処理の方法を身につけることを目指します。

　縮小写像の原理の適用例として
Newton法の解説がなされています。
Gauss型積分公式による数値積分など数
学理論の応用を習得します。

微分積分
学Ⅰa

線形
代数学Ⅰa

線形
代数学Ⅰｂ

微分積分
学Ⅰｂ

数学演義
Ⅰa

数学演義
Ⅰb

解析学基礎
a演習

解析学基礎
b演習

幾何学
基礎Ba

幾何学
基礎Bb

代数学a

代数学演習

代数学b

解析学
基礎Ba

解析学
基礎Bb

解析学Ⅰa

解析学演習

解析学Ⅰb

幾何学基礎
Ba演習

幾何学基礎
Bb演習

幾何学
特論Ⅰa

幾何学
特論Ⅱa

幾何学
特論Ⅰb

幾何学
特論Ⅱb

解析学
特論Ⅰa

解析学
特論Ⅱa

解析学
特論Ⅰb

解析学
特論Ⅱb

代数学
特論Ⅰa

代数学
特論Ⅱa

代数学
特論Ⅰb

代数学
特論Ⅱb

線形
代数学Ⅱa

線形
代数学Ⅱb

微分積分
学Ⅲa

微分積分
学Ⅲb

代数学
基礎Ba

代数学
基礎Bb

代数学
基礎Aa

微分積分学
Ⅲa演習

現代数学
要論Ⅲa

微分積分学
Ⅲb演習

代数学基礎
Ab演習

現代数学
要論Ⅲb

代数学基礎
Aa演習

情報処理
論a

情報処理
論b

代数学
基礎Ab

幾何学基礎
Ab演習

幾何学基礎
Aa演習

幾何学
基礎Aa

幾何学
基礎Ab

代数学基礎
Ba演習

代数学基礎
Bb演習

解析学
基礎Aa

解析学
基礎Ab

現代数学
要論Ⅳa

現代数学
要論Ⅳb

数学演義
Ⅱa

数学演義
Ⅱb

数学演義
Ⅲa

数学演義
Ⅲb

微分積分
学Ⅱa

微分積分
学Ⅱb

確率・統計
a

確率・統計
b

幾何学Ⅰa

幾何学Ⅱa

幾何学演習

幾何学Ⅰb

幾何学Ⅱb

解析学Ⅱa 解析学Ⅱb

情報数学
a

離散数学
Ⅰa

離散数学
Ⅱa

離散数学
Ⅰb

離散数学
Ⅱb

情報数学
b

数理科学演習 課題研究

情
報
科
学
関
連
科
目

解
析
学
関
連
科
目

代
数
学
関
連
科
目

幾
何
学
関
連
科
目

共
通
科
目
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研究分野の紹介

　代数学とは、数や行列のように演算を持った集合を「代
数系」を扱う学問です。その他、数に関する様々な問題を
扱う「整数論」や、図形を「環」と呼ばれる代数系と結びつ
けて調べる「代数幾何学」なども、代数学の代表的なテー
マです。代数系は自然科学の諸分野においても、周期性や
対称性を記述する概念として広く活躍しています。代数系
のこうした側面に注目した研究は「表現論」と呼ばれます。
　また、整数論や代数幾何学の最先端の結果を動員して
近年やっと証明された「フェルマーの最終定理」は、350
年もの間、未解決の予想でした。

代数学
時代を越えて、色あせない数学の美しさと
奥深さが詰まった学問

１＋１＝０？　
もっとも美しい数学理論のひとつ「ガロア理論」

石鹸膜と同じ種類の曲面である「極小曲面」

様々な美しい理論が生
み出される基となった
「偏微分方程式」

　数学の中で、図形や空間の性質を代数学や解析学の道
具を駆使して調べるのが幾何学という分野です。その中の
「微分幾何学」は、我々の住む空間の概念を拡張した「曲
がった空間」を研究対象とします。
　また「位相幾何学」は新しい幾何学の一分野であり、複
雑な図形を自由に伸び縮みできる柔らかいものと考えて議
論します。位相幾何学の視点で分類すると、ドーナツと
コーヒーカップが「同じ」になるという、一見すると不思議
なことがおこります。これらの図形が「同じ」であるかそう
でないかを判定するために、解析や代数を用いて考えます。

幾何学
三角形と円が「同じ」? 図形や空間の性質を
様々なアプローチで研究する学問

０と１だけから成るこの表は、当時19歳の天才数学者ガロア
によって代数方程式に関する深い定理と結びつけられました。
19世紀に誕生した「ガロア理論」は今日で最も美しい数学
理論の一つとされています。

「曲がった空間」を研究対象とする微分幾何学では、例えば
針金で輪を作って石鹸水に浸けてできた膜について針金の
輪をひねってやると、どのような形になるか？	等を分析します。	

波、光、電磁気、シマウマの縞
模様、貝殻の模様は、時間変
数と空間変数を独立変数とする
偏微分方程式を用いて解析する
ことができます。

　刻一刻と変化する様々な現象を理解する際に、強力な
数学的道具となってきたのが微分方程式と呼ばれる未知
関数と、その導関数の関係式として表わされる方程式です。
また、右図で示している「偏微分方程式」の解の性質を調
べる過程で、複素関数論、ルベーグ積分論などの新しく美
しい理論が生み出されました。さらに、ブラウン運動などの
ランダムなノイズが入った微分方程式によって、確率解析と
いう理論が定式化されました。
　このように深化した解析学は、現在、自然科学や金融工学
をはじめとした社会科学の研究でも盛んに用いられています。

解析学
様々な進化・深化を遂げ、
様々な分野の研究に用いられる学問

０と１の足し算

＋ 0 1

0 0 1

1 1 0
０と１の掛け算

× 0 1

0 0 0

1 0 1

ut = d1Δu + f (u,v)
vt = d2Δv + g (u,v)
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TOPICS !

卒業研究テーマ

岡山大学で研究集会を開催
　数学科では例年、他大学の研究者との交流のために研究集会が

開催されています。2019年度は２件の研究集会が開催されました。

　まず、８月に若手代数複素幾何研究集会が開催されました。この

研究集会の講演者は主に若手の研究者で、若い人が率先して講

演することのできる数少ない集会です。特に今回の講演者の中に

外国人も参加しており、国際的な研究集会となりました。

　また、２月には岡山可換代数表現セミナーが開催されました。こち

らは今回が第22回目ということで長い歴史の研究集会です。幅広

い層の研究者に参加、講演していただき、大盛況の研究集会となり

ました。

基礎から着実に積み上げることで卒業研究の建物が完成します

数学科の教育内容［概念図］

可換環・代数幾何・表現論・整数論・トポロジー・微分幾何・微分方程式・確率論・数理物理など
卒 業 研 究

体とガロア理論

環と加群

対称性と群

行列、ベクトル、固有値、
ジョルダン標準形

線形代数学

パソコン操作、プログラミング、
ネットワーク知識など

コンピュータ実習

ベクトル場
多様体論

ヒルベルト空間、フーリエ級数
関数空間

可測集合、ルベーク積分
測度論

収束と極限、εδ論法、
偏微分、リーマン積分

微分積分学

物理との接点
微分方程式

古典数学の華
複素関数論

基本群、被覆空間
位相幾何学

組合せ論、グラフ理論
デジタル数学

基本形式、曲率
曲線・曲面論

距離空間、開集合、連続写像、
コンパクト空間

位相空間論

濃度、対角線論法、ツォルンの補題
集合論

集合と写像、論理記号、初等整数論、数学英語

▪円板領域におけるLaplace方程式の境界値問題　▪2次元領域における調和関数の特異点の解消　▪ラプラス方程式とポアソン核　
▪サイクロイド振り子の完全等時性　▪Morseの補題　▪基本群と被覆空間について　▪可算公理　
▪選好関係と期待効用表現について　▪Neyman-Pearsonの補題とCVaRの有用性　▪任意抽出定理とDoobの不等式　
▪三角圏の傾理論　▪ジグザグ・ポセット　▪整数の分割　▪二重分岐被覆による堀川曲面の特徴付け　
▪クンマー曲面のトレリ型定理について　▪差分法　▪ロトカ・ボルテラ方程式　▪Turing理論　▪マシュケの定理と群環の分解

11



外山　貴都
京都府立亀岡高等学校

教諭

2018年
数学科卒業

2020年
自然科学研究科
博士前期課程修了

情報通信業 
16.7％

学術研究、
専門・技術サービス業 
16.7％

教育・学習支援業 33.3％

製造業 16.7％

数理物理科学
・数学

6名
2020年度修了生

大学院（博士課程）進学 
16.6％

就職 83.4％

数学科

25名
2020年度卒業生

大学院（修士課程）進学 
48.0％

公務員12.0％

情報通信業 8.0％

その他 4.0％

建設業 4.0％

教育・学習支援業 
20.0％

製造業 4.0％

就職 48.0％

大学院

卒業生からの
メッセージ

　多くの学生が大学院に進学し、より専門的な数学の研究へと進みます。
次いで多いのは教員を志望する学生です。
　数学科では中学校と高等学校の数学教諭の免許を取得することがで
きます。数理的素養を生かすべく、メーカーやソフトウェア、情報関連の
企業に就職する学生も多くいますし、予備校や出版の仕事で数学の知識
の活用を考える学生もいます。また、市役所等も比較的多い就職先とし
て挙げられます。毎年、担当の教員が学生諸君の就職の相談に乗り、企
業とも連携して活動のサポートにあたっています。

　数学・数理科学は学問研究の基礎科学として、全てのものの根本原理を

追求するメタ科学として今後も以前にも増して重要な役割を果たすことが

期待されます。また、我が国を含めて今日の社会では、あらゆる分野で高度

情報化が急速に進展し、数学の基礎研究及び応用面における需要・期待

も益々高まっています。こうした中で学際性・総合性に基づく広い視野を兼

ね備え、自然科学の急速な発展に対応できうる人材の育成を目指します。

主な就職先
日立システムズ、アイピーシステム、ゼンリン、シャープ、野村総合研究所、
伊予銀行、個別教育舎、三井住友トラストシステム＆サービス、フジワ
ラテクノアート、山陰合同銀行、日本電産リード、NKC、新明和工業、
カイタックトレーディング、両備システムソリューションズ、ナビオコン
ピュータ、広島入国管理局、県庁（岡山県）、市役所（岡山市、姫路市、
豊岡市）、中学校および高等学校教員（岡山県、大阪府、兵庫県	他）

主な就職先
両備システムズ、トスコ、おかやま創研、UTエイム、オプテージ、アル
トナー、アイネット、ウイルテック、西松屋チェーン、総務省、青年海
外協力隊、市役所（備前市）、中学校および高等学校教員（岡山県、京
都府、神奈川県	他）

　高校生の頃から数学が好きで、「もっと数学について学びたい」、「将来数学を用いる職業に

つきたい」という思いをもとに本学科を選びました。大学で学ぶ数学は高等学校までで学んでき

たことに比べ、より深く複雑になっており戸惑うことも多くありました。その度に友人と知恵を出

し合いながら問題に取り組んだことはとても良い経験になりました。

　現在、私は高等学校で教師をしていますが、数学科で学んできたからこそ、広く深い数学の世

界を授業の中で生徒たちに伝えることができていると思っています。また、仕事をする上で論理的

思考力や忍耐力など大学生活で身についた力がとても役に立っています。

　岡山大学理学部数学科は１学年が約20人ということもあり、同期、先輩、後輩とのつながりが

強いです。先生方からもきめ細かな指導を受けることができ、数学を学習するための充実した環

境が整っています。数学に興味がある皆さん、ぜひ、岡山大学理学部数学科で充実した学生生活

を送ってください。

“科学の言葉としての数学”

卒業後について

2021年３月末現在

2021年３月末現在

12 岡山大学理学部



Eureka!

  学問と学問の融合で
  まったく予期しない新しい事象を発見！
  高校では味わえない大学での数学の魅力

Eureka! 数学科の見つけた！わかったぞ!!

数学科　幾何学分野　教授　鳥居　猛

「トポロジー」と「ホモトピー論」の考え方

高校と大学の数学について

未来の岡山大学生へのメッセージ

　「トポロジー（位相幾何学）」は、図形を伸び縮みできる柔
らかいものと考え、連続的に変形して移りあうようなものは同
じものだと考えます。例えば、コーヒーカップとドーナツは同じ
である等…。しかし、中身が詰まっている球があったとして、
これをいくらでも伸び縮みすることはできても、球が点になる
ことはできないと定義します。
　私が研究する「ホモトピー論」はトポロジーのひとつの分野
ですが、非常に自由度が高く、球も点も同じものとして考える
ことができます。一つの図形から違う図形へ変化していくプロ
セスを調べていくホモトピー論の中でも、最近は「代数との関
係性」について研究しています。自由度の高いホモトピー論に
対して、制限の多い代数という一見関係の無い学問が合わさ
ることによって、まったく予期しない新しい事象を発見するこ
とができ、とてもやりがいを感じています。

　高校で学ぶ数学は「存在する解」を求めて計算・証明するものに対し
て、大学の数学はある事象に対して「仮説を立て解を試行錯誤しなが
ら模索」していきます。当たり前に使用していた公式に対して、理論的
に証明することが大学の数学です。
　研究室のゼミでは学生にテキストを読んでもらい、後日内容の発表を
行っています。これは、しっかりとテキストの内容を理解した上で論理
的に考え、人にわかりやすく伝えるための訓練です。こうして思考力を
鍛えながら、数学を学んでいます。

　高校と大学の数学はギャップがあり、そこでつまずいてしまうこともあるかもしれません。
数学を学んでいく中で、理解できないことにも多く出会うでしょう。しかし、そこですぐに諦
めずに、自分なりに粘り強く考えられる人になって欲しいと思います。そうすれば視野が開
けて、その先に続く様々な数学の魅力・面白さを体感することができます。自分の知らない
事を理解する楽しさを、数学科で共に体感しましょう。

数学科では主に黒板を用いて
授業を進めます。

1

高校で習った基礎的な
数学を元に、様々な分
野の数学を学ぶことが
できます。

2

ゼミでの発表の様子。しっかりと内容を理解していなければ、
相手にわかりやすいように説明できません。

3

古代ギリシアの科学者アルキメデスは、純金の王冠に混ぜ物がないか、王冠を壊さずして調べるよう命じられた。ある日の入浴中、王冠を
水槽に沈めると比重が測れることに気づき、興奮のあまり「分かったぞ！（Eureka！）」と叫びながら裸で通りに飛び出したと言われています。

13



　私は高校生の頃、自然界の現象に対し論
理を見つけていく所に物理の魅力を感じ、
もっと深く物理を学びたくなったため物理学
科に進学しました。大学の物理は高校物理
に比べると計算式が複雑になったり、直観
的に理解できる事象が少なくなったりと遥か
に難しくなります。しかし、ミクロな世界から
マクロな世界までの現象の理解を一層深め
ることができます。
　私は今、トポロジカル超伝導という物理の
最先端の分野について研究を取り組んでい
ます。世界的な研究ができる事に感謝をしつ
つ、まだまだ未知な部分が多いこの分野に
ついて学習に励みたいと思います。

４年次生　塩川　飛悠生
岡山県　岡山朝日高等学校卒業

物理学科
http://www.physics.okayama-u.ac.jp/

学科の特徴

『自然界の基本法則を探求する』
物理学科では素粒子・宇宙物理学から物質科学まで多岐にわたり、自然界の基本法則を探求する研究
が行われています。１、２年では、力学・電磁気学・熱力学・量子力学といった基本的な物理学の基礎を
勉強します。３年次にはより専門的な相対論・素粒子原子核物理・超伝導・磁性の授業を受け、４年次
には、各研究室に所属し、世界最先端の科学に触れ、卒業研究を行います。研究手段には理論・実験が
あり、これらの中で各自学生が主体的に興味ある研究分野を見つけ、物理学の研究を行います。

大学院での研究 自然科学研究科　　博士前期課程［数理物理科学専攻］　／　博士後期課程［数理物理科学専攻］

求める人材

1．自然科学の基礎としての物理を学び、研究し、社会で活かしたいと考える人
2．基本法則から自然現象を理解し、説明したいと考える人
3．知識を発展させ、実際に使ってみたいと考える人
物理学の研究では、学力・知識だけでなく、自然界の基本原理と法則の探求に対する好奇心と情熱、そして、日々の努力
が重要です。共に物理学の探求について語り合える熱意ある学生達が集まることを期待します。

関連産業 量子技術	／	情報技術（IT）・通信	／	半導体・エレクトロニクス	／	機械・精密機械	／	
環境・宇宙開発	／	エネルギー	／	教育

取得可能免許・資格 【免許】　中学校教諭一種免許状　理科　／　高等学校教諭一種免許状　理科
	 ※取得可能な免許・資格等は、カリキュラムの改訂等により、一部変更となる場合があります。

募集人員
34名

物理学科
紹介MOVIE

14 岡山大学理学部



１年次
１・２学期 １・２学期 １・２学期 １・２学期３・４学期 ３・４学期 ３・４学期 ３・４学期

２年次 ３年次 ４年次

量子力学［２-３年次］ 相対性理論［３年次］ 学生実験［１-３年次］

カリキュラム

教員紹介　2021年４月１日現在

統計力学
1A

物理学実験1 物理学実験2

力学1A 力学1B

統計力学
演習1A

力学演習
1A

力学演習
1B

相対論的
量子力学

電磁気学
3A

物理数学
A

相対性
理論1A

相対性
理論1B

相対性
理論2A

相対性
理論2B

統計力学
1B

量子力学
2A

量子力学
2B

統計力学
演習1B

電磁気学
3B

量子光学
A

量子光学
B

先端
物理学1

先端
物理学2

統計力学
2A力学2A 力学2B

電磁気学
1A

電磁気学
1B

電磁気学
2A

電磁気学
2B

物理数学
D

物理数学
E

物理数学
F

振動波動
A

振動波動
B

電磁気学
演習1A

電磁気学
演習1B

力学3A 力学3B

電磁気学
演習2A

電磁気学
演習2B

量子力学
1A

量子力学
1B

熱力学A 熱力学B

統計力学
演習2A

力学演習
2A

力学演習
2B

物理科学
入門A

物理科学
入門B

物理数学
B

物理数学
C

宇宙天体
物理学1

素粒子原子
核物理学2

宇宙天体
物理学2

素粒子原子
核物理学1

統計力学
2B

量子力学
3A

量子力学
3B

統計力学
演習2B

量子力学
演習1A

量子力学
演習1B

量子力学
演習2A

量子力学
演習2B

固体
物理学1

固体
物理学5

固体
物理学2

固体
物理学6

固体
物理学3

固体
物理学4

コンピュータ
物理学1A

コンピュータ
物理学1B

コンピュータ
物理学2A

コンピュータ
物理学2B

物理学実験3 物理学課題研究

野上　由夫　教授
近藤　隆祐　准教授

量子構造物性学
強相関系物質や低次元物質が外場下で示す量子物性
と構造との相関に関する研究

味野　道信　教授 ※１

量子物質物理学
物質の量子効果やスピン系の時空間での相関を、磁性
体における物性測定により研究

池田　　直　教授
神戸　高志　准教授
松島　　康　講師

機能電子物理学
物質を構成する電子集団が示す新物性を解析し、物質
構造や量子相関を解明する実験的研究

小林　達生　教授
荒木　新吾　准教授
秋葉　和人　助教

極限環境物理学
極低温、高圧、強磁場の極限環境下で現れる特異な磁
性、超伝導に関する実験的研究

鄭　　国慶　教授
川崎　慎司　准教授
俣野　和明　助教

低温物性物理学
核磁気共鳴（NMR）法を用いた超伝導や電子相関、ト
ポロジカル量子現象などに関する研究

笠原　　成　教授 ※２

量子物性物理学
超伝導や巨大熱起電力などを示す新物質の開発と、そ
の発現機構に関する実験的研究

横谷　尚睦　教授 ※２

村岡　祐治　准教授 ※２

小林　夏野　准教授 ※２

界面電子物理学
表面・界面に特有な原子配列、化学結合状態及び物性
を実験的に解明

岡田　耕三　教授
西山　由弘　助教

物性基礎物理学
遷移金属化合物等の強相関物質の電子状態の理論的
研究と、光電子スペクトルの高エネルギー固体分光法
の解析理論開発、量子スピン系の理論的研究

市岡　優典　教授 ※２

安立　裕人　准教授 ※２

大槻　純也　准教授 ※２

Harald Jeschke 特任教授 ※２

量子多体物理学
量子多体系における非従来型超伝導やスピン輸送など
の物性理論研究

石野　宏和　教授
Samantha Lynn Stever 助教

宇宙物理学
宇宙マイクロ波背景放射やニュートリノを使った宇宙・
素粒子物理学の研究

小汐　由介　准教授
素粒子物理学
素粒子ニュートリノの実験的研究による物質の構造・宇
宙の歴史の解明

吉村　浩司　教授 ※２

吉見　彰洋　准教授 ※２

極限量子物理学
量子光学・原子物理学の先進技術を駆使したニュートリ
ノ物理学を基軸とする宇宙・素粒子分野の実験的研究

植竹　　智　准教授 ※２

量子宇宙基礎物理学
原子・分子・光科学の手法を応用した、現宇宙の物質・
反物質非平衡の起源探索や、標準模型を超える素粒子
像の探求に関する実験的研究

※１　グローバル人材育成院専任教員　　※２　異分野基礎科学研究所教員

　現代物理学の根幹である量子力学において、
電子などの非常に小さい粒子である量子が従
う物理法則を学びます。量子は粒子であり、波
でもあるという二重性を持ち、ニュートン力学
に代表される古典論では記述できず、日常的な
直感では理解できない振る舞いを示します。

　等速運動系における時
間の遅れ・ローレンツ収
縮・E=mc2を導く特殊相
対論と、ブラックホール・
重力波・宇宙膨張を扱う
一般相対論を習得します。

　学生実験では、クラスが３名程度のグループに分けられ、
少人数対面型講義で、実験手法からデータの取り扱い方ま
できめ細かい指導が行われています。１年次では実験週の
翌週にレポート作成日が設けられ、教員と個別ディスカッ
ションをしながらレポート作成方法を一から学びます。2年
次はさらに1年次で学んだ基礎固めを行い、３年次はより
実践的な実験テーマ
に挑みます。それらを
踏まえ、４年次では卒
業研究を行います。

物
理
数
学

現
代
物
理
学

物
理

実
験

古
典
物
理
学
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研究分野の紹介

　宇宙・素粒子物理学は、この世の中を支配している最も基
本となる究極の物理法則を追究し、宇宙の起源とその進化を
解明することを目的とする学問です。
　宇宙マイクロ波背景放射の精密観測による宇宙の起源を
探る研究や、J-PARC加速器・スーパーカミオカンデを用いた
ニュートリノの研究に携わり、超伝導検出器など実験装置の
開発や実験ビッグデータの解析に取り組みます。
　また、理学部関連研究所「異分野基礎科学研究所」で行う
レーザーを用いた新しい素粒子実験も推進しています。

宇宙・素粒子物理学
究極の自然法則を追求し、
宇宙の起源の謎の解明に迫る

岡
山
大
学
設
置
の

波
長
可
変

Ｃ
Ｗ
レ
ー
ザ
ー

宇宙背景放射検出用超伝導検出器

スーパーカミオカンデ実験

　放射光を利用した研究は、現代科学の革新的技術発展
のための重要な先導役となっています。放射光の利用によ
り、物質中の原子・電子の構造や特性を非常に精度良く知
ることができ、ナノサイエンスの研究や新しい機能性材料
の開発を推進することができます。
　大型放射光施設SPring-8は本校から近いため、本学の
教員や学生の多くが施設を利用し、実験を行っています。
単なる施設の利用ではなく、世界最高輝度の性能を持つ放
射光の利点を最大限に活用する新しい測定方法の開発も
担当しており、これまでの技術では不可能だった物理現象
の原理の解明を目指しています。

　物質中の電子は、クーロン相互作用によりお互いに影響
し合っています。特に相互作用の効果が強い強相関電子
系は、従来とは異なる風変わりな磁性や超伝導が発現する
ために、新機能性材料として注目されており、その特性や
原理の解明の研究が重点的に行われています。
　研究の舞台となる新物質の特性解明とともに、低温・高
圧・強磁場の極限環境によって現われる新現象の発見と
理解を目指し、核磁気共鳴法を始め、様々な手段による研
究が行われています。また、薄膜や合金系など応用を視野
に入れた研究も行われています。

放射光科学

磁性・超伝導などの
物質科学

最高性能の放射光による
ナノサイエンス・新量子機能材料科学

新しい超伝導体の探索と、
その原理の解明を目指す

放射光教育を実施

高温超伝導体などの
新物質の合成

極低温実験に用いる希釈冷凍機

兵庫県にある大型放射光施設
	SPring-8での実験

🄒
東
京
大
学
宇
宙
線
研
究
所	

神
岡
宇
宙
素
粒
子
研
究
施
設
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TOPICS !
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卒業研究テーマ

完全に開いたエネルギーギャップを持つ
トポロジカル超伝導体の発見
　近年、トポロジーという数学的概念を用いて物理現象を理解する新しい試みが注目を集めてい

ます。従来の導電体は、表面と内部のトポロジーが同じで表面も内部も電気を流します。しかし、

トポロジカル絶縁体と呼ばれる物質は、内部では電気が流れませんが表面で電気を流すという性

質を持っており、その表面に流れる電流は従来の導電体に比べて、エネルギーロスが少ないと考

えられています。また、トポロジカル超伝導体では、「マヨラナ粒子」状態と呼ばれる特徴的な表

面状態が現れ、量子コンピューターなどの次世代デバイスへの応用が期待されています。

　物理学科の鄭国慶教授、俣野和明助教と神戸高志准教授らの研究グループは、トポロジカ

ル絶縁体であるBi2Se3のSe層間に高濃度の銅（Cu）を挿入することによって、完全に開いた

エネルギーギャップを持つトポロジカル超伝導体CuxBi2Se3（x	>	0.46）を発見しました。その成

果は英国の科学雑誌「Nature	Communications」に掲載されました。本研究成果は基礎研

究だけでなく、超伝導の新たな産業応用に道を開くものとして注目されています。

　例年、入学生は４月末に学外研修として兵庫県佐用郡にある大型放射光施設SPring-8を訪問します。放射光は明るく、指向性が高く、ま

た光の偏光特性を自由に変えられるなどの優れた特長をもつ夢の光で、物質科学・地球科学・生命科学など広い分野で利用されています。こ

の施設は岡山大学からも近く、利用する教員も多いので、４年次の卒業研究で利用することもあります。

学外研修

SPring-8とは
　兵庫県の播磨科学公園都市にあ
る世界最高性能の放射光を生み出す
ことができる大型放射光施設です。
ここでは、放射光を用いてナノテクノ
ロジー、バイオテクノロジーや産業利
用まで幅広い研究が行われています。
　SPring-8は国内外の産学官の研
究者等に開かれた共同利用施設であ
り、1997年より大学、公的研究機関
や企業等のユーザーに提供されてい
ます。課題申請などの手続きを行い、
採択されれば、誰でも利用すること
ができます。

http://www.spring8.or.jp/

▪ガラス基板上への機能性酸化物膜の作製　▪磁性金属における圧力誘起超伝導の探索　▪スピン軌道結合金属の超伝導
探索　▪S=1/2反強磁性交替ボンド鎖系CuCl2 •（γ-picoline）2の誘電率測定　▪LuFe2O4のLi充放電特性測定装置の作成　
▪銅酸化物高温超伝導体の強磁場NMR　▪トポロジカル超伝導候補物質のNMR　▪２回対称な電子系の超伝導渦糸状態
についての理論研究　▪スピングラス物質へのスピンポンピングに関する理論研究　▪“Localized	Magnetic	States	 in	
Metals”のレビュー　▪T2K実験におけるビーム標的物質でのハドロン反応の研究　▪スーパーカミオカンデにおける光
電子増倍管の量子効率の測定　▪CMB精密観測で必要な前景放射除去の研究　▪ミリ波帯での反射率測定システムの開発　
▪液体ヘリウムとシンチレータを用いた超伝導検出器評価システムの構築
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物理学科

33名
2020年度卒業生

大学院（修士課程）
進学 72.7％

公務員 6.1％

その他 9.1％

金融・保険業 
6.1％

卸売業・小売業 
3.0％

サービス業 3.0％

就職 18.2％

福田　崇人

マツダ株式会社

2018年
物理学科卒業

2020年
大学院自然科学研究科
博士前期課程修了

数理物理科学
・物理

18名
2020年度修了生

電気・ガス・
熱供給・水道業 
11.1％

大学院（博士課程）
進学 5.6％

情報通信業 22.2％ 製造業 44.4％

公務員 11.1％

運輸業 5.6％

就職 94.4％

大学院

卒業生からの
メッセージ

主な就職先
内山工業、両備システムズ、JFEシステムズ、SUBARU、
富士通エフ・アイ・ピー、岩谷瓦斯、チームラボ、
中学校および高等学校教員（岡山県、京都府	他）

主な就職先
デンソー、古河電気工業、日亜化学工業、ローム、トヨタ自動車、村
田製作所、新日鐵住金、中国電力、三菱電機、京セラ、SUMCO、浜
松ホトニクス、東京エレクトロン、野村総合研究所、理化学研究所播磨
営業所

卒業後について

　「磁石はなんで引っ付くのだろう」。そんな幼いころのふとした疑問が、物事の原理を追求する

物理に興味が湧いたきっかけでした。実際に大学では磁石の性質に関する研究を行うことがで

き、今までの疑問が少しずつ紐解けていきました。しかし物事はそこまで単純ではありません。

理解するたびに新たな疑問が生まれ、その都度、先生、同期や先輩と議論し答えを導いていき

ました。この試行錯誤しながら原理に近づいていく体験はとてもワクワクしました。また、学内

だけでなく学外の大型放射光施設での実験や学会等、普段体験できないような体験をたくさん

することができました。

　物理において「現象」の「原理」を考えるために重要なのは、上にも書いた論理的に順を追っ

て考えることです。大学時代に身についた、この物事を論理的に考える力は今の仕事にも役立っ

ています。

　みなさんもぜひ物理学科に入って、物事の原理を突き詰めるワクワク感を体験してみませんか。

“まだ見ぬ真実を求めて”

　物理学科の学部卒業生は、学部で習得した論理的思考を生かし、様々

な企業に就職し活躍しています。一方、卒業生の多くは大学院（博士前期

課程）へ進学します。大学院で習得した高度な専門知識や論理的思考は、

多くの企業で必要とされています。就職状況を職業別に見ると、製造業

や情報通信業において即戦力として活躍している学生が多いことが分か

ります。更に博士後期課程に進学した学生は大学等の教員や企業の研

究者として活躍しています。

　大学院では、学部で培った専門的知識に基づき、一層高度な専門的素

養と基礎研究能力を養い、国際的に通じるような人材を育成することを

目的としています。具体的には、博士前期課程進学時に宇宙・素粒子実

験、物性理論、物性実験のいずれかの研究室に配属され、世界最先端の

研究を行います。博士後期課程においては、国際的に自立した研究者を

目指し、更に高度な研究を行います。

2021年３月末現在

2021年３月末現在

18 岡山大学理学部



Eureka!

  宇宙のはじまりをこの目で確かめたい！
  まだ見ぬ物理法則の解明を目指して
  「宇宙の化石」の謎に挑む

Eureka! 物理学科の見つけた！わかったぞ!!

物理学科　宇宙物理学　教授　石野　宏和

“宇宙物理学”
  宇宙マイクロ波背景放射を分析し
  ビッグバンの「前」の世界へと迫る

  世界の科学者と協力して
  宇宙へ

電波計測装置内で電波の伝わり方を
データ化し、観察・分析します。
地道な作業の積み重ねですが、この技
術は衛星での観察でも有効な方法です。

1

研究室の学生も交えて、
観察・分析を行います。
理論だけでなく、実験を
通じて、	現象を正しく理
解することを大切にして
います。

2

2020年代後半の打ち上げを目指す科学衛星、
LiteBIRD。世界中の科学者の粋を結集し、
宇宙へと旅立つ予定です。

3

海外の有力な科学者と力を合わせての挑戦な
ので、刺激も多く、研究の原動力となっています。

4

　「宇宙はビッグバンから生まれた」と長年考えられてきました
が、近年の研究でビッグバン以前に起こった現象があることが
分かってきました。宇宙にはその現象、インフレーションの痕
跡が数多く残っています。その痕跡を含んでいる宇宙マイクロ
波背景放射を捉えて分析することで、ビッグバンよりも「前」
の世界を直接見る、つまり、当時の世界を支配した物理法則
を見出すことを目指して、日夜研究を進めています。
　宇宙マイクロ波背景放射は「宇宙の化石」と呼ばれるほど
多くの情報を含んでおり、その中のひとつに原始重力波があり
ます。原始重力波が作る偏光パターンを、超伝導検出器を用
いて詳しく観察・分析し、その強度を導き出すことで、インフレー
ションが起きた理由を解明することができます。もし解明する
ことができれば、未知の物理法則発見の糸口となるのです。

　精度の高い宇宙マイクロ波背景放射を捉え
るためには宇宙空間での観察が不可欠です。
宇宙誕生の謎を解明するため、JAXAで採択
されているLiteBIRDという科学衛星の設計
や、観測装置の開発などを推進しています。
　このプロジェクトには、世界各国の科学者
が参加しており、2020年代後半の打ち上げに
向けて、担当の分野について研鑽を積んでい
る最中です。

未来の岡山大学生へのメッセージ
　研究には他者とのコミュニケーションが欠かせません。日頃から他者と関わることはもち
ろんですが、自分の考えを伝える力や、たくさんの知識を身につけるために、本を読む習慣
をつけましょう。学ぶことを通じて、社会に出ても役立つような物事の捉え方や考え方が
きっと身につきます。
　また、物理学は、何気なく過ごす日常生活のすべてに関連しています。日常の中で物事
について考え、疑問を見つけ、その理由を調べることが物理学を目指す第一歩です。私自
身も小学生の頃ブラックホールに興味を持ったことがきっかけで、今日まで研究に取り組
んできました。宇宙の謎への挑戦に興味のある方はぜひ一緒にチャレンジしましょう。

古代ギリシアの科学者アルキメデスは、純金の王冠に混ぜ物がないか、王冠を壊さずして調べるよう命じられた。ある日の入浴中、王冠を
水槽に沈めると比重が測れることに気づき、興奮のあまり「分かったぞ！（Eureka！）」と叫びながら裸で通りに飛び出したと言われています。
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　地球に存在する様々な元素から病
気を治す薬、光り輝く金属、便利なプ
ラスチックなどができていること、ど
んな個性をもった分子さえも作るこ
とができることに面白さを感じ、化学
科を選びました。多くの未知の個性
をもった分子を探し、合成し、社会に
還元できることが化学を学ぶ醍醐味
だと思います。
　今は天然物合成の分野を学び、ま
だ人類が作り上げたことのない分子
の合成に取り組んでいます。そして将
来は、有機合成の分野で活躍できる
研究者になりたいです。

４年次生　山田　恭平
山口県　防府高等学校卒業

化学科
http://chem.okayama-u.ac.jp/

学科の特徴

『物質を理解し新たな機能を創造する』
化学科は分子化学（物理化学）、反応化学（有機化学）、物質化学（無機・分析化学）の三つの研究分野から
なっており、化学の広範な研究領域を網羅し、教育できる人材を配置しています。分子や分子集合体の幾何学
的および電子的構造の解析を行い、それらの結果に基づいて様々な新しい無機・有機化合物を合成し、その
物性および反応性について分子レベルでの状態解析が可能な研究体制を維持しています。これらの領域の研
究を通して、物質構造と機能発現との相関を解明し、高機能性を有する新物質創製を目指しています。

大学院での研究 自然科学研究科　　博士前期課程［分子科学専攻］　／　博士後期課程［地球生命物質科学専攻］

求める人材

化学の知識は長い間の人類の英知の結晶であることを理解し、広く社会に貢献できる専門性の高い確かな実力を身につ
けた人材を養成するため、化学科では次のような人物を求めています。

1．化学および関連分野の基礎的事項を習得し、
　	それらを体系的に組み立てながら科学の未踏分野に挑み、その解明に貢献しようとする人
2．新規な機能をもつ物質の創製や新しい化学的手法に基づいて、
　	地球温暖化・環境・エネルギー資源など人類が直面している問題の解決に意欲をもつ人

関連産業 化学	／	石油・ガス	／	セラミックス	／	医薬品	／	繊維	／	教育・研究

取得可能免許・資格
【免許】　中学校教諭一種免許状　理科　／　高等学校教諭一種免許状　理科
【資格】　危険物取扱者（甲種）受験資格
	 ※取得可能な免許・資格等は、カリキュラムの改訂等により、一部変更となる場合があります。

募集人員
29名

化学科
紹介MOVIE
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１年次
１・２学期 １・２学期 １・２学期 １・２学期３・４学期 ３・４学期 ３・４学期 ３・４学期

２年次 ３年次 ４年次

量子化学１［２年次］ 課題研究２［４年次］

カリキュラム

教員紹介　2021年４月１日現在

石田　祐之　教授
後藤　和馬　准教授

構造化学
分光法及び回折法による分子並びに固体の構造とその
物理的・化学的性質の解明

唐　　　健　教授 ※１

分光化学
レーザー分光による気相不安定分子および分子複合体
の振動回転スペクトルの研究

甲賀研一郎　教授 ※２

墨　　智成　准教授 ※２

理論物理化学
液体・溶液・界面の構造、相平衡、相転移に関する理
論的研究

松本　正和　准教授 ※２

理論化学
凝集系の構造とダイナミクスに関する理論と計算機シ
ミュレーションによる研究

花谷　　正　教授 ※３
有機合成化学
天然ヘテロ環化合物及び類縁体の合成に関する研究

門田　　功　教授
髙村　浩由　准教授

有機化学
生理活性天然物および類縁化合物の化学合成に関す
る研究

岡本　秀毅　准教授
反応有機化学
機能性有機分子の合成と物性評価および新規光化学
反応の開拓に関する研究

西原　康師　教授 ※２

森　　裕樹　助教 ※２

機能有機化学
有機金属化学に基づく効率的物質変換法の開発と機
能性材料合成に関する研究

大久保貴広　准教授
無機化学
機能性無機化合物の合成（開発）、構造、物性、反応
性の研究

鈴木　孝義　教授 ※２

砂月　幸成　助教 ※４

錯体化学
遷移金属（およびランタノイド）錯体の合成、構造、物
性、反応性及び機能に関する教育と研究

金田　　隆　教授
武安　伸幸　准教授

分析化学
レーザーを活用した単一細胞、単一分子レベルでの生
体関連物質計測法の研究

藤原　正澄　准教授 ナノ化学
光機能性無機ナノ粒子の開発とその応用に関する研究

久保園芳博　教授 ※２

後藤　秀徳　准教授 ※２

江口　律子　助教 ※２

界面化学
新規な超伝導体の合成、界面の制御による新機能を有
するエレクトロニクスデバイスの研究
界面の関係する新しい物理・化学開拓

※１　グローバル人材育成院専任教員　　　　
※２　異分野基礎科学研究所教員　　　　　　
※３　全学教育・学生支援機構専任教員　　　
※４　自然生命科学研究支援センター専任教員

　２年次には教養教育科目、専門基礎科目に加えて、専門科目の割
合が増えます。物理化学、有機化学、無機・分析化学の３分野を中心
として、基礎的な内容からより専門的な内容へと、段階的に学んでい
きます。量子化学１では、全ての化学の基礎となる量子力学の基本原
理を学びます。

　４年次には自分の希望する
分野の研究室において、課題
研究（卒業研究）を行います。
　課題研究２では、研究に必
要な知識、技術、方法を広く
そして深く学びつつ、専門分
野の先端的研究に取り組み
ます。４年次の最後には、卒
業研究の成果を発表します。

物理化学Ⅲ

有機化学Ⅴ有機化学Ⅰ

基礎化学実験

化学数学Ⅰ

量子化学Ⅲ

無機化学Ⅲ

化学実験Ⅰ 化学実験Ⅱ

錯体化学Ⅱ

固体化学Ⅰ

物理化学Ⅳ

有機化学Ⅱ

物理化学Ⅰ 物理化学Ⅱ

有機化学Ⅲ

量子化学Ⅰ

有機機器分析

無機化学Ⅰ

有機化学Ⅳ

分析化学Ⅱ 分析化学Ⅲ

無機化学Ⅱ

量子化学Ⅱ

錯体化学Ⅰ

分析化学Ⅰ

無機化学Ⅳ

化学数学Ⅱ

化学英語

固体化学Ⅱ

有機合成化学

課題研究

化学ゼミナール

物
質
化
学

関
連
科
目

分
子
化
学

関
連
科
目

反
応
化
学

関
連
科
目

共
通
科
目
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研究分野の紹介

　一般に物理化学（Physical	Chemistry）と呼ばれるこの
分野では、一個の分子の性質、少数の分子集団（クラス
ター）の性質、そして多数の分子からなる固体・液体の性質
の解明に取り組んでいます。例えば、分子による光（電磁
波）の吸収・放出から、電子、振動運動、回転運動の状態を
調べます。また、気相・液相中における分子間に働く力（分
子間力）から化学反応が進む方向の予測を試みます。さらに
は、無機・有機分子の結晶・アモルファス・液体における分
子配列の解明、物質の相変化（相転移）の研究などを行って
います。

分子化学
化学の全領域を貫く根本問題を
実験と理論によって解明する

機能性材料の
蛍光測定

微量サンプルの
蒸留

メ
タ
ン
ハ
イ
ド
レ
ー
ト
の

分
解
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

　「有機分子」は私たちの生活と密接に関係しています。
例えば、抗生物質ペニシリンの発見は多くの感染症患者
の命を救いました。有機ELの開発は私たちの生活をより
豊かなものにしました。反応化学分野ではこれらに代表さ
れる医薬品や機能性材料を創り出す研究を行っています。
具体的には、有機金属錯体を巧みに利用した触媒的有機
反応の開発・生理活性物質の化学合成・多機能性蛍光
物質の創製に関する研究を行っています。新たな医薬品
や機能性材料となる「有機分子」を創り世に送り出し、
そして科学の発展と生活の向上に大きく貢献したいと考え
ています。

　私たちは、元素の周期表に挙げられている全ての元素を
研究対象として、新しい材料の開発とそれらの機能の解明
を行っています。例えば、窒素のような安定な分子と化学結
合を形成することのできる金属イオン交換ゼオライトや、温
度や酸性度などの外場の変化や光照射に応答して磁性や
色などの性質を変える金属錯体は、次世代の触媒やセン
サー材料としての応用が期待できます。また、水中に含まれ
る微量元素を精密かつ迅速に分析するための技術は、我々
が安心して生活する上で不可欠です。私たちは、元素の個
性を深く追究しながら、便利で安全な未来を目指します。

反応化学

物質化学

新しい有機反応の開発と
新たな医薬品や機能性材料の創出

元素の個性を活かした
材料の創製と機能の追究

レーザートラッピング
の実験

合成した
化合物の精製

化
学
発
光
計
測

ナ
ノ
粒
子
の
合
成
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TOPICS !

卒業研究テーマ
▪側鎖に（Z ）-アリルアルコール部位を有する6-クロロテトラヒドロフランの合成研究　▪エクソソーム分泌量のpH依存性　▪スカブロライドFの合成研究　
▪シンビオジノライドC69-C83フラグメントの立体発散的合成　▪3,10-ジアルコキシピセンの合成　▪銅触媒によるN-フルオロベンゼンスルホンイミドを
用いたシリルエノール　▪エーテルのラジカルアミノ化反応　▪A2-D-A1-D-A2	型構造を基盤とする低バンドギャップ	n	型半導体の開発　▪アミド置換フタ
ルイミド類縁体の蛍光挙動におよぼす置換基効果とπ拡張の効果　▪ヘリセン構築のビルディングブロック合成　▪アンモニア法によるKBi2 超伝導体の
合成　▪PdBi2-xSbxおよびβ-PdBi2の合成と圧力依存性　▪不純物ドープされたトポロジカル絶縁体の電気伝導特性　▪疎水性相互作用の温度依存性と溶
質サイズ依存性　▪アルコールの疎水性相互作用の温度依存性　▪両親媒性分子の溶媒和自由エネルギーの温度依存性　▪ダイヤモンド表面における水の
キャビテーション　▪機械学習を用いた核生成の予測　▪量子カスケードレーザーを用いたNO3ラジカルの赤外振電バンドの観測　▪N2O5結晶のラマン分光
研究：HNO3スペクトルの帰属　▪ヘテロ元素導入ハードカーボンにおけるNaイオン貯蔵サイトの解明　▪微生物由来酸化鉄を利用した炭素チューブの作製　
▪in	situ 	NMR測定を用いたリチウムイオン電池の過充電および放電状態解析　▪着色剤であるAcid	Orange	7及びSunset	Yellow	FCFのβ-Cyclodextrin
による包接挙動の解明　▪培養細胞による活性酸素の消去能に及ぼす5-アミノレブリン酸の添加効果　▪トリス（イミダゾール-イミン）型単核鉄（Ⅱ）錯体
系のスキャン速度に依存したスピンクロスオーバー挙動の調査　▪8-（ジフェニルホスフィノ）キノリンを含む遷移金属錯体の合成と性質　▪アミド－イミン
型多座配位子を用いたマンガン（Ⅲ）多核錯体の合成　▪抗体による金ナノ粒子の機能化　▪液-液界面で成長する銀樹状結晶　▪ペーパー分析デバイス上
での酵素の安定化の研究　▪カーボンナノホーンを利用したイオン吸着サイトの検討　▪黒リン表面の反応性および電子状態の解析

研究紹介：次世代二次電池の安全性評価
　リチウムイオン電池はスマートフォンやノートパソコン、電動工具などの電源として幅広
く利用されていますが、市場の広がりとともに非純正バッテリーの過充電による発火事故
なども増加しています。リチウムイオン電池が過充電されると、電池内部の負極表面に針
状の金属リチウムが析出し、これが負極と正極を隔てているセパレータを突き破るため、
内部短絡（ショート）が発生し、破裂、発火します。よって、過充電による針状リチウム形成
は電池の安全性確保のために最も注意を払って観察しなければならない現象です。しか
し、これまでの観察手法では電池電極表面のデンドライトは観察できるものの、電極内部
に析出するデンドライトをリアルタイムで検出することは困難でした。
		分子化学分野の研究室（構造化学）では、リチウムイオン電池や、リチウムイオンの次
世代の電池であるナトリウムイオン電池について、電池内部の様子をリアルタイムで把握
できる「オペランド核磁気共鳴（NMR）分析」法を用いた観察を行っています。この方法
は電池を充放電しながら病院のMRI検査のようにして電池の内部を観測するものである
ため、充放電による状態変化だけでなく、過充電をした際の針状リチウム形成過程も精
密に観測できます。二次電池の過充電に対する安全性限界を見極める技術として、現
在の電池だけでなく、今後開発される新しい電池の安全性評価にも応用が見込まれます。

実験風景

【分子化学】
アルゴン大気下での無機層間化合物の合成実験

【反応化学】
有機金属触媒を用いた有機半導体の合成

【物質化学】
金属錯体の合成

細孔性炭素電極の過充電による金属析出モデル

オペランド対応　固体用核磁気共鳴装置
（大学院自然科学研究科に設置）
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大学院（修士課程）進学 69.7％

化学科

33名
2020年度卒業生

電気・ガス・熱供給・水道業 
3.0％

公務員 3.0％ その他 6.1％
学術研究、
専門・技術サービス業 
3.0％

製造業 3.0％

情報通信業 
6.1％

教育・学習支援業 
6.1％

就職 24.2％

和田　寛子

田辺三菱製薬株式会社

2011年
化学科卒業

2020年
大学院自然科学研究科
博士後期課程修了

分子科学

26名
2020年度修了生

教育・学習支援業 3.8％

大学院（博士課程）
進学 7.7％

公務員 3.9％

情報通信業 3.8％

サービス業 3.8％

電気・ガス・
熱供給・水道業 
3.9％

製造業 73.1％

就職 92.3％

大学院

卒業生からの
メッセージ

主な就職先
阪神水道企業団、三菱電機ITソリューションズ、四国行政評価支局、
日立SC、日軽形材、三菱マテリアル、シミック、四国経済産業局、
国土交通省四国地方整備局、高等学校教員（島根県、兵庫県	他）

主な就職先
日油、セントラル硝子、北興化学工業、日亜化学工業、大王製紙、ダ
イセル、パナソニック、三洋化成工業、TOYO	TIRE、日立化成、ロー
ト製薬、岡山村田製作所、トヨタ自動車、TDK、クレハ、三菱ケミカル、
凸版印刷、東洋紡、東洋炭素、内山工業、林原、岡山大学

卒業後について

　私は現在製薬会社で研究をしています。満足のいく治療薬がなく苦しむ患者さんやそのご家
族に１日でも早く新薬を届けたいという気持ちで新薬開発に取り組んでいます。未だこの世に存
在しない薬の種を「自らの手で」合成し、育てることができることに科学者としてのやりがいと魅
力を強く感じます。
　私は世界の研究者と対等に戦える高い合成力やコミュニケーション力をつけたいと思い、博士号
を取得しました。新薬開発の成功率は約３万分の１ともいわれており、成果が簡単にでるものでは
ありませんが、大学時代に培った粘り強さや自分でPDCA（Plan Do Check Action）サイク
ルを回し、改善を繰り返すことは日々の研究にも活きています。試行錯誤を繰り返しながらチャレ
ンジできることに日々ワクワクしています。
　学生時代にやっておけばよかったことは「時間を意識する」ことです。ついつい没頭して夜遅
くまで実験していましたが、「もっと効率よくできないか」「最短で結果を出すにはどうすればよい
か」を考えながら学生時代を過ごされると、会社でも役立つと思います。
　ぜひ学生時代から高速PDCAを意識して、探求心を大切に０から１を生み出す研究を楽しんで
もらいたいです。

“０から１を生み出せる化学の魅力”

　学部卒業後、毎年約７～8割の学生が大学院へと進学し、より深い知

識の修得とさらに高度な研究に励んでいます。一方で、学部4年間で学ん

だことをベースに企業に就職している学生もいます。また、中学校教諭

一種（理科）や高等学校教諭一種（理科）の免許も取得できるので、中学

校や高等学校の教員となっている学生もいます。担当の教員が学生と相

談しながら、また企業と連絡を取りながら、学生の就職活動をサポートし

ています。

　大学院ではより専門的な研究を行います。大学院修了後には、多くの

学生は様々な化学系および医薬系企業へと就職し、在学時に習得した

知識と技術を活かし、化学のスペシャリストとして研究開発部門や製造

部門にて活躍しています。また、教員や公務員として就職する学生もいま

す。大学院での就職活動においても、担当の教員が全面的にサポートし

ています。

2021年３月末現在

2021年３月末現在
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Eureka!

  自然に追いつけ追い越せ！
  有機分子を自在に組み立て
  生物の毒から新しい薬を創る

Eureka! 化学科の見つけた！わかったぞ!!

化学科　有機化学　教授　門田　功

自然界の分子を合成し、
新たな価値を与える「天然物合成」

実験は料理と同じ!?
基本を押さえて実験方法を習得

未来の岡山大学生へのメッセージ

薬品をかくはんしている
様子。実験で使うガラス
器具は昔からそれほど変
わっていませんが、中の
反応は大きく進歩してい
ます。

1

分子が変化していく様子を目で見ること
はできません。様々な方法を用いて反応
を追跡し、その構造を調べます。

2

実験室の様子。
各自がそれぞれのテーマに沿って
様々な実験を行っています。

3

研究室ではまるで部活のように、
先輩が後輩へと実験方法を
レクチャーしてくれます。

4

　私の研究分野は「有機合成化学」です。その中でも自然の中か
ら見つかった有機化合物を合成する「天然物合成」を研究の主体
としています。合成した「天然有機化合物」は、研究で使用する
「試料」として供給されたり、医薬品開発の原料として役立ったり
と様々なシーンで活用されます。一見体に害のある「毒」も使い方
次第で新たな「薬」となる事例も多数あります。
　自然を相手にした研究の中では思ったように反応が進まず、様々
な壁にぶつかることは日常茶飯事です。しかし、なぜ上手くいかな
いのかを調べて改善を繰り返していくことが化学の進歩につなが
るのです。「天然物合成」は、まだまだ学問として伸びしろがあり、
やりがいのある分野だと感じています。自然に追いつけ追い越せと、
日々新しい発見を求めて研究を進めています。

　現在４年次生から修士・博士課程の大学院生も入れ
て計12名のゼミ生が、同じ研究室でそれぞれのテーマ
に沿って実験を行っています。４年次生になり研究室に
配属され卒業研究を始めるためには、まず基礎的な実
験方法を身に付ける必要があります。実験は料理と似
ていて、基本を覚える前に自分なりの勝手なアレンジを
入れてしまうと失敗してしまいます。まずはレシピ（＝実
験方法）を忠実に再現できるように練習を行ってから、
新しい研究テーマに取り組みます。

　自然は非常に奥が深く、まだまだわからない事がたくさんあります。新しい研究テーマ
もうまくいくかどうかわかりません。しかし、何事もまずやってみることが新しい発見への
足掛かりとなります。今、皆さんが習っている教科書に載るような研究に関わるチャンス
があるかもしれません。昔から言われるように、「失敗は成功のもと」です。知的好奇心
の旺盛な方の入学を期待しています。

古代ギリシアの科学者アルキメデスは、純金の王冠に混ぜ物がないか、王冠を壊さずして調べるよう命じられた。ある日の入浴中、王冠を
水槽に沈めると比重が測れることに気づき、興奮のあまり「分かったぞ！（Eureka！）」と叫びながら裸で通りに飛び出したと言われています。
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　私は昔から植物の成長や細胞の構造等に興味があり、深
く学びたいと思ったため、生物学科を選びました。大学では
多くのことを学び、知識を得るだけでなく、人と接する機会
も多いためコミュニケーション能力が向上しました。研究室
では植物の遺伝子に関する研究をしており、その分野に対す
る理解を深めつつ、実験を熱心に取り組んでいます。
　卒業後は民間企業に就職しますが、ここで経験したことと
何事にも一生懸命取り組む意識を仕事に生かしたいです。

４年次生　鎗内　優作
香川県　香川県藤井高等学校卒業

生物学科
https://www.okayama-u.ac.jp/user/biology/

学科の特徴

『生命現象の基本原理の理解を目指す』
動物、植物、バクテリアなど、地球上には多様な生物が存在し、それぞれ特徴的な性質を備えています。
一方、その多様な生物を細胞や分子のレベルまで詳しく解析すると、生物に共通するしくみが見えて来
ます。生物学は、このような生命現象の多様性と共通性を多面的な視点から解析する学問です。生物学
科では、様々な生物を材料に、基礎生物学に関する様々な分野（分子、遺伝、細胞、光合成、遺伝子発
現、発生、神経、内分泌、行動、進化など）で最先端の研究を進めている教員の指導のもと、生命現象
の原理を探究し、その成果を世界に発信しています。

大学院での研究 自然科学研究科　　博士前期課程［生物科学専攻］　／　博士後期課程［地球生命物質科学専攻］

求める人材

1．生物学に興味を持ち、積極的に生物に関する基礎知識を学び、
　	様々な生命現象の本質を理解する意欲がある人
2．個人が持つそれぞれの独創的な発想能力を活かして研究を推進したいと思っている人
3．生命科学研究の知識、解析技術や考え方を社会で活かしたいと考えている人

関連産業 食品・バイオ	／	化学・製薬	／	環境	／	分析	／	情報	／	医療機器	／	教育

取得可能免許・資格
【免許】　中学校教諭一種免許状　理科　／　高等学校教諭一種免許状　理科
【資格】　学芸員（任用資格）
	 ※取得可能な免許・資格等は、カリキュラムの改訂等により、一部変更となる場合があります。

募集人員
29名

生物学科
紹介MOVIE
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１年次
１・２学期 １・２学期 １・２学期 １・２学期３・４学期 ３・４学期 ３・４学期 ３・４学期

２年次 ３年次 ４年次

植物生理学［１年次］ 生物学実験B［２年次］ 生物英語演習［３年次］ 課題研究［４年次］

カリキュラム

教員紹介　2021年４月１日現在

中越　英樹　教授
阿保　達彦　教授

分子遺伝学
遺伝情報の伝達と発現、保存性と可変性、および細胞
機能分化における制御機構の研究

高橋裕一郎　教授 ※１

西村　美保　助教 ※１

分子生理学
光合成光化学系の分子構築および光合成初期過程の
分子反応機構に関する研究

三村真紀子　准教授
中堀　　清　助教

植物進化生態学
変動する環境への生物の適応進化
および種分化に関する研究

沈　　建仁　教授 ※１

菅　　倫寛　准教授 ※１

秋田　総理　准教授 ※１

構造生物学
膜タンパク質およびその複合体の構造形成機構、立体
構造と機能についての研究

坂本　浩隆　准教授 ※２

松井　鉄平　准教授
神経制御学
本能行動や高次機能におけるニューロンの生理、形態、
分子化学およびネットワークの研究

濱田麻友子　准教授 ※２

吉井　大志　准教授
環境および時間生物学
多様な環境への生物の適応機構についての生理・生態
学的および時間生物学的研究

坂本　竜哉　教授 ※２

竹内　　栄　教授
相澤　清香　准教授
秋山　　貞　助教 ※２

御輿　真穂　助教

生体統御学
脊椎動物におけるホルモンなどの液性因子による情報
伝達および生体機能制御機構の研究

上田　　均　教授
髙橋　　卓　教授
本瀬　宏康　准教授
佐藤　　伸　准教授 ※３

岡本　　崇　助教

発生機構学
動植物の受精卵が複雑な形態を有する完成した生物へ
と発生する機構の分子レベルでの研究

※１　異分野基礎科学研究所教員　
※２　附属臨海実験所教員　　　　
※３　異分野融合先端研究コア教員

野外で植物を目にした時に、そ
の個体がどのように構成され
ているか、細胞の中で何が起
きているのかを学びます。

専門的な英語力を養うために、
一人の教員が少人数の学生と
一緒に、英語で書かれた生物
の教科書を輪読します。

生物学の基本的な実験手法を
学びながら、いくつかの実験プ
ロジェクトを学生が主体的に
行います。

４年次以降は各研究室に配属
し、教員の指導の下、世界初の
発見に挑みます。写真では学
生が研究報告を行っています。

基礎生物学
A1

基礎生物学
A2

分子生物学
ⅠA

生物学
入門Ⅰ

分子生物学
ⅠB

生物学
入門Ⅱ

分子生物学
ⅡA

分子生物学
ⅡB

生体制御学
ⅡA

神経生物学
ⅡA

生物物理学
Ⅰ生態学Ⅰ

動物生理学
Ⅰ

臨海実習
Ⅱ～Ⅴ

生物学実験C

生物物理学
Ⅱ生態学Ⅱ

動物生理学
Ⅱ

生物学実験D

発生生物学
ⅡA

発生生物学
ⅡB

生体制御学
ⅡB

神経生物学
ⅡB

行動神経
生物学Ⅰ

行動神経
生物学Ⅱ

生物英語演習

基礎生物学
B1

基礎生物学
B2

生化学
ⅠA

生化学
ⅠB

生化学
ⅡA

生化学
ⅡB

生化学
ⅢA

生化学
ⅢB

分子遺伝学
ⅠA

動物行動学
Ⅰ

臨海実習
Ⅰ

生物学実験A 生物学実験B

細胞生物学
ⅡB

動物行動学
Ⅱ

細胞生物学
ⅡA

分子遺伝学
ⅠB

分子遺伝学
ⅡA

分子遺伝学
ⅡB

遺伝学
ⅠA

遺伝学
ⅠB

生体制御学
ⅠA

生体制御学
ⅠB

発生生物学
ⅠB

遺伝学
ⅡA

遺伝学
ⅡB

植物細胞
生理学Ⅱ

植物細胞
生理学Ⅰ

神経生物学
ⅠB

神経生物学
ⅠA

発生生物学
ⅠA

生体制御学
ⅢA

生体制御学
ⅢB

細胞生物学
ⅠA

細胞生物学
ⅠB

植物生理学
Ⅰ

植物生理学
Ⅱ

自然科学入門
（生物学）

課題研究

生物学ゼミナールB生物学ゼミナールA

共通科目

実験・実習・ゼミ
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研究分野の紹介

リボソームレスキュー機構は、翻訳を通常に終結できなかった
リボソームを解放し、他の遺伝子の翻訳を可能にすることで、
細胞全体の翻訳活性を維持する重要な役割を担っています。

　サーカディアンリズムとは、ほとんどの生物に共通にみ
られる約24時間の周期性で、動物の行動や感覚、内分泌
や代謝などに顕著に現れます。このリズムを制御する体内
時計は、時計遺伝子の働きによって動くと考えられていま
す。私たちはハエやコオロギ類等の数種の昆虫を用いて、
昆虫体内時計の振動機構の解明の研究を進めています。
　また、季節への適応として日長によって生理状態を調節
する「光周性」の機構を、時計遺伝子を手掛かりに分子レ
ベルで研究を進めています。これらの研究を通して、環境
適応の仕組みについて理解を深めることができると考えて
います。

　植物のからだを構成する根、茎、葉、花などの器官は、
様々な組織や細胞からできています。これらの器官が正確
に作られるのは、適材適所に遺伝子の発現を制御する調
節因子タンパク質が働き、未分化な細胞が特定の役割を
持った細胞へと分化するからです。私たちはこうした細胞
分化の鍵となる因子を見つけ、植物のからだ作りのしくみ
を分子レベルで明らかにする研究を行っています。
　これらの研究活動は、植物科学の一端を担うだけでなく、
動植物を問わず生命とは何かという究極の難問へ解答の
手掛かりを与えることにつながります。

　生物を構成するタンパク質は、アミノ酸からなる高分子
です。DNA上に記述されたアミノ酸配列の情報はmRNA
へと転写され、さらにタンパク質へと翻訳されます。翻訳に
おいて中心的役割を担うリボソームは、ｍRNA上の開始シ
グナル（開始コドン）に結合し、タンパク質分子を合成しな
がら進み終結シグナル（終止コドン）に到達します。
　私たちは翻訳終結に関係する因子を大腸菌から見出しま
した。ArfA、ArfBと名付けたこれらの因子は、異常な
mRNAの翻訳が原因で機能できなくなったリボソームを解
放（レスキュー）し、新たな翻訳を可能にする新規タンパク
質でした。この発見から、生物におけるリボソームレス
キューの重要性が明らかになりました。単純な生物とされ
るバクテリア。その中でも最も解析が進んだ大腸菌におい
てさえ、わからないことがまだまだ多く残されています。

昆虫の体内時計の
しくみを探る

植物の発生分化のしくみを
分子レベルで明らかにする

生命の全体像を解明する
～バクテリアをモデル生物として～

キイロショウジョウバエ脳内時計ニューロン（A）と、
その時計タンパク質による免疫染色像（B、C）

私たちの研究室では、遺伝学的な解析に適したモ
デル植物として盛んに用いられている「シロイヌナズ
ナ」の有用性に注目し、表皮細胞分化のしくみの解
明や、茎の伸長に関わる生理活性物質（ポリアミ
ン）の発見などで、先駆的な成果をあげています。

シロイヌナズナの野生型（左）と、表皮細胞が分化しない突然
変異株（右）の芽生え。突然変異株の単離は、様々な生理現
象や発生分化のしくみを明らかにする手掛かりとなります。
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TOPICS !

卒業研究テーマ

▪ショウジョウバエ
▪コオロギ

▪キイチゴ属
▪イカリソウ属
▪陸上野生植物

▪ウーパールーパー

▪昆虫の体内時計の分子・神経機構
▪昆虫の季節適応の分子メカニズム

▪交雑と隔離による種分化プロセス
▪環境変化に対する植物の応答と適応進化

▪メキシコサラマンダーにおける肝再生メカニズムの解明

昆虫の
体内時計

植物の
生態と進化

生体の再構築

▪大腸菌

▪クラミドモナス
▪シアノバクテリア
▪イネ

▪シロイヌナズナ
▪ゼニゴケ

▪ショウジョウバエ

▪マウス　▪ラット　▪ニワトリ
▪ツメガエル　▪メダカ

研究材料研究内容

▪葉緑体の翻訳環境を健全に維持する機構の解析
▪大腸菌翻訳終結因子の多型の解析

▪光合成反応の光化学系の構造と機能
▪タンパク質工学による光合成タンパク質の改変
▪遺伝子工学による光合成変異株の解析

▪ニワトリ遅羽性遺伝子の作用機序の解明
▪ラットにおけるニューロメジンUの摂食・代謝制御における機能
▪原始左右相称動物の扁形動物ヒラムシから探る
　神経ホルモンの起源
▪性経験がおよぼすオスラット性行動を司る神経回路系の変容

▪ショウジョウバエの転写制御因子Dveによる
　ストレス応答制御
▪ショウジョウバエの交尾受容性を制御する分子機構解析
▪ショウジョウバエの蛹化タイミングの決定機構

▪シロイヌナズナのサーモスペルミン
　非感受性変異株の単離と解析
▪ゼニゴケのエチレン応答とエチレン関連遺伝子の解析

　昆虫は地球上でもっとも繁栄している動物群であり、様々な環境に
生息域を広げています。温帯にも多くの種が生息していますが、常に
暖かい熱帯とは異なり、温帯には四季があり、生存のためには厳しい
冬を越すことが不可欠です。大学院生の篠原君と三木君が中心と
なって取り組んだこの研究では、幼虫で越冬するタンボコオロギを用
いて季節適応の分子機構を解析し、日長が幼若ホルモンの合成系を
介して脱皮回数と体のサイズを決定すること、他方温度はインスリン・
TORシグナル伝達系を介して体の成長速度を決定することを明らか
にしました。すなわち自然界では両者が協調して作用し、秋から冬にか
けての短日と低温が脱皮回数を増加させ、幼虫発育速度を低下させ
ることで、幼虫で厳しい冬を乗り越えていることがわかりました。
　本成果は、2020年３月に米国科学アカデミー紀要「Proceedings	
of	the	National	Academy	of	Sciences	of	the	United	States	
of	America」に掲載されました。

主な研究内容と研究材料

遺伝子発現の
制御機構

光合成の機構

植物の
発生制御機構

動物の
発生制御機構

ホルモンによる
生体制御機構

図：日長と温度によるタンボコオロギ幼虫発育の制御の仕組み．日長は光周時
計により長日と短日が判定され、長日ではタンボコオロギの変態を促す遺伝子
Ms'myoが４回目の脱皮以降に発現し、幼若ホルモン（JH）の合成酵素遺伝子
Ms'jhamt の発現を抑制することで幼若ホルモン（JH）の合成を抑制し、成虫
への変態（羽化）を促します。短日ではMs'myo の発現が抑制され、幼若ホル
モン（JH）の合成が促進され、幼虫から幼虫への脱皮を繰り返すことで、成虫
への変態が遅れ、体のサイズも大きくなります。一方、温度はインスリン・TOR
情報伝達系を通じて発育速度を制御します。

日長と温度による昆虫の季節適応機構
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生物学科

33名
2020年度卒業生

大学院（修士課程）進学 
69.7％

情報通信業 
12.2％

公務員 6.1％

製造業 3.0％

建設業 3.0％

医療、福祉 3.0％電気・ガス・熱供給・水道業 3.0％

就職 30.3％

生物科学

25名
2020年度修了生

その他 16.0％

情報通信業 20.0％

医療、福祉 4.0％

公務員 4.0％

製造業 48.0％

大学院（博士課程）
進学 8.0％

就職 76.0％

神之田　有紗
ユニ・チャーム株式会社
Global開発本部
第１商品開発部

2018年　生物学科卒業

2020年　自然科学研究科
博士前期課程修了

大学院

卒業生からの
メッセージ

主な就職先
NCS&A、中外製薬、山崎製パン、電通国際情報サービス、ジェイ・オー・
ファーマ、大塚製薬、島根銀行、日本全薬工業、大分銀行、JFEシス
テムズ、シンジェンタジャパン、エスフーズ、ミルボン、県警科学捜査
研究所（宮城県、岡山県）、消防局（高知市）、県庁（岡山県、広島県、
徳島県）、市役所（姫路市）、高等学校教員（岡山県、山口県、福岡県）

主な就職先
山田養蜂場、ポーラ、鳥居薬品、伊藤ハム、エーザイ、小林製薬、持田製
薬、アース製薬、オハヨー乳業、タカラバイオ、両備システムズ、塩野義製
薬、ハウス食品、東和薬品、大東化成工業、タキイ種苗、日本血液製剤機
構、日本総合科学、日本粉末薬品、不二製油、田村薬品工業、帝人、微生
物化学研究所、医学生物学研究所、大塚製薬工場、ユニ・チャーム、日本
ジェネリック、日本電気、フジパングループ本社、富士通、やまみ、三菱商事
ライフサイエンス、アズワン、林原、中学校および高等学校教員（私立）

卒業後について

　みなさんは、動物や植物は好きですか？
　私は、幼少の頃から動植物の図鑑を眺めることが大好きでした。生き物が好きだったこと、
また自分自身の体内でどんなことが起こっているのかメカニズムを知りたいという思いが強かっ
たことから、生物学科に進学しました。
　大学の講義は、高校の教科書で知識として学んだことを、実際に目で見て理解できる事が大
きな魅力だったと感じています。たとえば、教科書で習った細胞やオルガネラは実際はどんな形
をしているのか、図鑑で見た解剖図の組織・器官の大きさや配置は本当に正しいのか、実物を
観察する事でより詳しく知りたいという意欲が高まりました。
　研究室配属後は、先生方の学生に対する理解力が高く、個々の意思を尊重してくださったので、
自分で責任を持って研究に時間を充てることができました。
　現在の業務内容は専攻分野とは異なりますが、学生時代に培った探求心と持ち前の好奇心を
活かすことができていると思っております。

“持つべきものは探求心と好奇心”

　生物学科の卒業生の半数以上は大学院に進学します。進学後は卒業

研究の内容をさらに発展させ、専門分野での知識を深め科学的な考え方

を磨きます。

　学部卒業後に就職する学生の多くは、生物学科で得られた知識と経験

を活かすことができる、中学・高校の理科教員、公務員、食品・医薬・農

畜産関係の研究／開発／営業職などに就くことが多いです。また、理系人

材のニーズが高い金融、流通、情報関係も就職先として人気があります。

　学部４年次の短い卒業研究とは違い、大学院では、研究の着想、研究
プランの組み立て、研究の遂行、研究成果をまとめるという４つのステップ
を経験します。そのため、大学院生は、高度な専門知識と共に、自らの力で
プロジェクトを遂行できる自己実現力を身につけることができます。さらに、
博士号を取得可能な博士課程まで進学し、研究者を目指す学生もいます。

2021年３月末現在

2021年３月末現在
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Eureka!

  生物はまだまだ未知にあふれている！
  好奇心を頼りに、自分のテーマを探し
“発見する喜び”を体験

Eureka! 生物学科の見つけた！わかったぞ!!

生物学科　生体統御学　助教　御輿　真穂

 ヒトで失われたホルモン
“アドレノメデュリン”

「面白い」をとっかかりにして
  研究テーマを決める

未来の岡山大学生へのメッセージ

実験で使用するメダカは、
学内にある水槽で飼育を
しています。
卵を使用して遺伝子操作
することができるので、
重宝されています。

1

生物や植物の部位を顕微鏡で観察します。
奥にあるモニターに映し出して
大きく確認することもできます。

2

実験で使用するカエル。
とても表情豊かです。

3

研究室に配属されると、
まず先輩から基本的な実験方法、
設備の使用方法を教わります。

4

　1993年ごろに発見された“アドレノメデュリン”という内分泌物
質（ホルモン）について、研究を進めています。このホルモンの哺
乳類に対する研究は各所で進められていましたが、それほどさ
れていなかった魚に着目しました。
　研究を始めて、１種類しかないと思われていたホルモンが、魚
には５種類もあったことがわかりました。さらに、哺乳類で同じ
ように調べてみると３種類あることを発見しました。また、動物
の進化とリンクさせて研究を進めたところ、アドレノメデュリンの
１種類がヒトでのみなくなっていることがわかりました。
　はるか昔から脊椎動物の中で大事そうに保存されていたにも
関わらず、ゴリラにはあって、チンパンジー・ヒトに進化した途端
に失われるこのホルモン。進化の道のりで言うと短いその期間に
何があったのか、様 な々角度から研究を進めています。

　４年間の集大成ともいえる「卒業研究」のテーマ
を何にするかは、とても大切で重要なことです。入学
する前から研究したい分野を決めている人はほとん
どいません。しかし、授業を受け「面白い」「興味が
ある」と思えるものがひとつでもあれば、それをとっ
かかりにして広げていくことができます。大学は、研
究テーマが決まればとことん深く追求することがで
き、それに対して皆が協力してくれる場であるとも言
えます。

　進路で悩んでいる高校生に伝えたいのは「数学が苦手だから自分は文系だ」「英語が
苦手だから理系に進もう」などと、苦手な科目を理由に進路を選ぶのはもったいないという
ことです。生物のテストの点数が悪くても、たとえば動物や植物そのものに興味があれば、
生物学科で研究する方がきっと充実した大学生活を送ることができると思います。色々な
人の話を聞き選択の幅を広げながら、自分の興味・好奇心を頼りに自分らしい道を歩んで
欲しいと思います。

古代ギリシアの科学者アルキメデスは、純金の王冠に混ぜ物がないか、王冠を壊さずして調べるよう命じられた。ある日の入浴中、王冠を
水槽に沈めると比重が測れることに気づき、興奮のあまり「分かったぞ！（Eureka！）」と叫びながら裸で通りに飛び出したと言われています。
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　私は鳥取県の大山の麓で育つ中で、身の回
りの自然について興味を抱くようになりました。
そこで、自然への興味を追求したいと考え、地
球の内部から表層、さらには他の惑星や隕石
まで、幅広い分野の教員が揃っている岡山大
学の地球科学科に進学しました。
　４年次生になって研究室に所属してからは、
10万年という長い時間スケールでの地形の変
化をシミュレーションする研究に取り組んでい
ます。そこでは、海岸の地形変化の要因である
波食や地震による隆起を数式で表し、それをコ
ンピュータで計算することで未来の地形を予
測しようとしています。日々の研究活動を通じ
て、自然に対する理解が深まり、新しい技術・
知識が身についていくことを実感しています。

４年次生　三村　崚太
鳥取県　米子東高等学校卒業

地球科学科
http://www.desc.okayama-u.ac.jp/

学科の特徴

『我々はどこから来て、どこへ行くのか』
1．高校で地学を未履修でも、基礎から学べるカリキュラム
2．多様な実験・実習を通した自然現象の学習
3．少人数グループでの専門英語輪読による密度の濃い英語教育
4．地球と惑星の大気・表層から深部までの広い教育分野

大学院での研究 自然科学研究科　　博士前期課程［地球科学専攻］　／　博士後期課程［地球生命物質科学専攻］

求める人材

1．理科・数学の基礎的な学力があり、
　	地球の歴史や地球の内外で起こる諸現象に強い関心を持っている人
2．幅広く柔軟な思考ができ、問題の解決に意欲を持っている人
地球科学科の授業には、野外での観察や観測、室内での実験、コンピュータシミュレーションなど、様々な実習・実験が
含まれます。興味の範囲に壁を作らず、多様な課題に楽しんで取り組む学生の入学を期待します。

関連産業 気象関係	／	防災関係	／	材料メーカー	／	資源開発	／	海洋調査	／	地質・建設コンサルタント

取得可能免許・資格
【免許】　中学校教諭一種免許状　理科　／　高等学校教諭一種免許状　理科
【資格】　学芸員（任用資格）
	 ※取得可能な免許・資格等は、カリキュラムの改訂等により、一部変更となる場合があります。

募集人員
24名

地球科学科
紹介MOVIE

32 岡山大学理学部



１年次
１・２学期 １・２学期 １・２学期 １・２学期３・４学期 ３・４学期 ３・４学期 ３・４学期

２年次 ３年次 ４年次

地球科学ゼミナール
［１-３年次］

課題研究
［４年次］

顕微鏡岩石学実験
［２年次］

固体地球物理学実験
［３年次］

カリキュラム

教員紹介　2021年４月１日現在

寺﨑　英紀　教授
中村　大輔　准教授
野坂　俊夫　准教授
山川　純次　助教

岩石圏科学
岩石圏構成物質の性質・成因及び地殻の形成・
発展過程に関する鉱物学的、岩石学的、地質学
的研究

竹中　博士　教授
浦川　　啓　教授
隈元　　崇　教授

地球惑星物理学
固体地球及び惑星の構造と進化に関する地震学
的・実験科学的研究

井上麻夕里　教授
山下　勝行　准教授 

地球惑星化学
隕石及び地球を構成する物質に含まれる元素の
移動及び循環に関する無機・生物地球化学的
研究

野沢　　徹　教授
はしもとじょーじ　教授
道端　拓朗　准教授

大気科学
地球および惑星における気象・気候システム・表
層環境に関する研究

　１年次から３年次まで、地球
科学に関する洋書を用いた輪
読授業が必修科目として開講さ
れています。地球科学の基礎と
その英語表現を学びます。

　岩石の観察に用いられる偏光
顕微鏡の使用方法を学びます。
地殻に産する代表的な岩石試
料を実際に観察し、試料を構成
する鉱物の同定をおこないます。

　岩石の地震波速度や地球流
体の粘性係数を測定する実験
などを通して、基本的な計測装
置の取り扱い方とデータ処理法
を習得します。

　４年次は配属された研究室で、
教員の指導の下、卒業研究に取
り組みます。

地球科学
ゼミナール7

現代地球
科学1

現代地球
科学2

火成岩
成因論

地球科学
入門

地球環境
化学実験

大気科学C

大気科学D

大気科学E

大気科学F

測量地理
情報学実習

情報
地質学

地球惑星内部構造論A

地球惑星化学B

地球連続体力学

微量元素・
同位体地球化学

地球科学
ゼミナール8

変成岩
成因論

情報地質学
巡検

大気科学
演習2

大気科学
演習1

地球科学
ゼミナール1

地球科学
ゼミナール2

地球科学
ゼミナール3

地形学
概説

固体地球
物理学

岩石鉱物学
巡検

地球物理の
ための数学

宇宙と地球の化学

大
気
科
学

関
連
科
目

地
球
惑
星
物
理
学

関
連
科
目

岩
石
圏
科
学

関
連
科
目

地
球
惑
星
化
学

関
連
科
目

共
通
科
目

大気科学A

造岩
鉱物学

地球科学
ゼミナール4

地球科学
ゼミナール5

地球科学
ゼミナール6

鉱物結晶学

地質図学
演習

大気科学B

顕微鏡岩石
学実験1

地球惑星化学A

地球化学熱力学

顕微鏡岩石
学実験2

地球物質
反応論1

基礎
岩石学

変動
地形学

固体地球
物理学実験

現代地球
科学3

現代地球
科学4

地震学

地球惑星内部構造論B

地球
形成論

地球
統計学

地球物質
反応論2

課題研究

地球科学輪講
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研究分野の紹介

　「岩石圏科学分野」は、地質学・岩石学・鉱物学の三つ
の分野からなります。大地（地質）は様々な岩石から構成
され、岩石は様々な鉱物から構成さるように、これらの三
つの学問分野は互いに密接に結びついています。私たち
は、これらの構造や化学変化を分析して、地球環境など
の変異を調べています。
　地球の表層を成す地殻は、火山活動や地層の堆積に始
まり、ダイナミックな地殻変動による変形や変成を受けて
形成されたものです。このようにしてできた鉱物や岩石の成
因の研究など、多様な地質現象の解明に取り組んでいます。

岩石圏科学分野
多様な地質現象を解明し、
地球環境の変異を調べる

緑柱石（アクアマリンの原石）

電子プローブマイクロアナライ
ザー（EPMA）による岩石の化
学組成分析

高梁市の中新世の地層
（貝化石を含み巣穴の痕が
多く残る浅海性の地層）

　この分野では、地球の長い歴史の中で起こってきた様々
な出来事を、微量元素や同位体組織分析などから明らかに
しようとしています。地球表層の物質を構成する元素は大
気、水、また生物の作用により絶えず姿を変え循環してい
ます。このような元素の循環の多くは、液体の水と生物が
存在する地球に固有な現象です。私たちはこの元素の動き
に関して、ときには他の惑星との比較を通じて理解を深め
ることで45億年に及ぶ地球表層環境の進化や、現代の地
球環境に及ぼす人間活動の影響評価などを行っています。

　固体地球及び惑星の構造と進化を探ることをテーマとし
て、地球内部の３次元的な姿を地震波と数学的手法を用
いて描き出すこと、太陽系の惑星の内部構造を高温高圧
状態の実験と深部物質の研究から明らかとすること、将来
の地震の地震動や発生確率を予測する事について研究し
ています。
　プレートの沈み込み帯にある日本は、火山噴火や地震な
どの災害と無縁ではありません。地球そのものの成り立ち
と仕組みが、人間の活動にどのように影響するかというこ
とは本質的な問いの一つです。この問いの解明を目的に、
様々な研究を行っています。

地球惑星化学分野

地球惑星物理学分野

地球表層環境の進化について、
化学的分野から解明する

地球の構造と進化を探ることによって、
地球そのものの成り立ちと仕組みを知る

隕石（アエンデ隕石）
研究対象は、海底の熱水噴出孔から陸
上の河川や浅海のサンゴ、時には地球
外から飛来した隕石などにも及びます。

地震波から推定した
九州地方の火山付近の地下の様子地球の内部構造

同位体組成分析用
試料の処理を行う
クリーンルーム

高
圧
発
生
装
置
を

用
い
た
実
験

質量分析計による岩石や隕石の
同位体組成分析
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TOPICS !

　地球規模の大気の循環や局所的な大気現象は、どのよ
うなメカニズムで生じているのか。地球温暖化に代表され
る過去から将来にかけての気候変動は、どのような要因に
より生じているのか。地球だけでなく、金星や火星などの大
気をもつ太陽系内の天体、そして太陽系外の惑星、それら
の気象・気候にはどのような違いがあり、何が原因なのか。
　大気科学分野では、現象のモデリングと数値シミュレー
ション、衛星をはじめとする観測データの解析、などの手法
を用いて地球および惑星の気象・気候に関する研究を行っ
ています。

大気科学分野
地球および惑星の
気象・気候のメカニズムを研究する

金星探査機あかつきが撮像した
金星雲の疑似カラー画像
🄒宇宙航空研究開発機構

宇宙科学研究所	
PLANET-c	Project	Team

年平均した地上気温（上）と
降水量（下）の長期変化傾向
（20世紀後半以降）

卒業研究テーマ

▪有限矩形断層から生じる断層近傍波動場の理論的解析　▪地表の観測記録から地中の地震動分布を求める方法　

▪沖縄本島からトカラ列島にかけての深部地盤モデル改良に向けた研究　▪地形発達シミュレーョンによる降雨－侵食実験の考察　

▪種子島南西部の海成・沈水段丘に関する地形変化シミュレーション　▪ラマン分光法を用いたNaアルミノ珪酸塩ガラスの構造研究　

▪金星大気物質循環モデルの構築：CO分布から子午面循環を制約する　

▪ビーチボール惑星の気候シミュレーション：大陸の大きさと気候の関係　▪岡山大学天文台の系外惑星トランジット観測　

▪サハラ砂漠の緑地化がおよぼす局地的な気候変化の解析　▪北関東における極端降水増加率の地域特性に関する考察　

▪岡山市中心部で大雪となる場合の気象場の特徴について　▪ひまわり８号を用いた2019年台風15号の短時間変動の解析　

▪フィリピン東海岸のサンゴ骨格中の重金属変動に基づく人間活動の影響評価　▪ウニ生殖板の輪紋形成過程の解明に向けて　

▪福井県大野市の人間活動が水質に与える影響　▪風送ダスト起源同定のため中国・モンゴル表層土壌のPb同位体分析　

▪造山古墳より出土した埴輪の岩石学的研究　▪夜久野オフィオライト待ちの山かんら岩体の変形・変成作用

海底掘削から挑む地球の謎
　地球の仕組みを知るための方法はいくつかありますが、海

底下の地層を調べることで、巨大地震の発生や地球規模の

環境変動を知ることができ、また、地下生物圏やエネルギー

資源の発見にも繋がります。このような研究には莫大な費用

がかかるため、多くの国が協力して研究を推進しています

（IODP：国際深海科学掘削計画）。

　研究航海では大型研究船に２ヶ月間ほど乗船して、多くの

国から参加している研究者が昼夜を問わず試料採取・化学分

析・顕微鏡観察などを協力して行います。このような航海に

は大学院の学生も若手の研究者として乗船しています。年齢、

性別、バックグラウンドが様々な研究者が集結し、地球の謎

の解明に挑んでいます。

採取された海底堆積物。
この中身を詳しく調べることで過去の
環境変動などを知ることができる。

IODPで使用されている研究船の一つ。
各国からの研究者が一堂に会する。
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地球科学科

31名
2020年度卒業生

大学院（修士課程）
進学 54.8％

情報通信業 
6.5％

学術研究、
専門・技術サービス業 9.7％

その他 9.7％

建設業 3.2％

卸売業・小売業 3.2％

教育・学習支援業 3.2％

公務員 9.7％

就職 35.5％

智原　睦美
名古屋市立

汐路中学校教諭

2017年
地球科学科卒業

2019年
自然科学研究科
博士前期課程修了

地球科学

13名
2020年度修了生

情報通信業
23.1％

公務員 7.7％

運輸業 7.6％

製造業 15.4％

学術研究、
専門・技術サービス業 
7.7％

電気・ガス・熱供給・水道業 
23.1％

教育・学習支援業 
15.4％

就職 100％

大学院

卒業生からの
メッセージ

主な就職先
アジア航測、いであ、宇宙技術開発、電通国際情報サービス、日本工営、
日立システムズ、ベネッセインフォシェル、気象庁、国土交通省国土地
理院、国土交通省中国地方整備局、県庁（岡山県	他）、市役所（倉敷
市	他）

主な就職先
大阪ガス、NTTドコモ、NTTファシリティーズ、四国旅客鉄道、品川
リフラクトリーズ、日本IBM、日本特殊陶業、富士通、国土交通省国
土地理院、気象庁、中学校および高等学校教員（岡山県、兵庫県	他）

卒業後について

　ある日の高校からの帰り道、なぜ夕焼けは赤く見えるのだろうか、毎日目にしている自然の現象でも

案外知らないことが多いのではないだろうか、そう思ったのが地球科学に興味を持ったきっかけでした。

　地球科学を学んでいく中で地球温暖化や気候変動および海洋学に特に興味を持ったので、地球

化学的な手法を用いて過去約200年間の西太平洋熱帯域の海水温の変動についての研究を卒

論・修論でまとめました。

　現在は中学校の教員として理科を学ぶ面白さや理科の魅力を生徒に伝えられるよう、日々授業づく

りに奮闘しています。大学時代に自分が感じた実験・観察を通して新たな発見をする喜びや嬉しさを生

徒にも感じてほしいと思い、授業では積極的に実験や観察の時間を設けています。地学分野の授業

では、大学時代に行った巡検やフィールドワークで採取した岩石やサンゴの骨格が活躍する予定です。

　普段見慣れた風景の中にもきっと発見があります。あなたも地球科学を学んで、見慣れた風景の

背後に自然界の大きな時間の流れや巨大な動きが見えるワクワクを感じてみませんか。

“自然を知ることの面白さや重要性を伝える”

　多くは大学院に進学して、専門的な能力を深めてから就職します。卒業

研究など大学で学んだ専門分野の知識を活かした職業に就職する人もい

れば、専門から離れた銀行・サービス業などに就職する人もいます。専門

と関わりの深い職種には、大学・研究所・博物館などの研究機関、気象

庁や国土地理院などの官公庁、材料メーカー、鉱業系企業、環境調査企

業、地質コンサルタント、中学高校教員などがあります。

　学部で学んだことをもとに、それぞれの興味に応じて研究活動を行い
ます。各教員の指導のもと専門的な研究に取り組むことで、問題解決の
ための科学的な手段や方法を身につけます。すぐ社会の役に立つ研究
成果ではなかったとしても、研究内容をまとめて学会発表や論文発表す
ることは立派な社会貢献です。純粋に物事を探求することそのものが快
楽ではありますが、新発見の現場に立ち会うという幸運に恵まれること
もあるかもしれません。

2021年３月末現在

2021年３月末現在
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Eureka!

 「海のオアシス」造礁サンゴから学ぶ
 海洋環境の歴史を知ることで
 地球温暖化に歯止めをかけよ！

Eureka! 地球科学科の見つけた！わかったぞ!!

地球科学科　地球惑星化学　教授　井上　麻夕里

サンゴのヒミツ

地球の叫びを聞け！

未来の岡山大学生へのメッセージ

稚サンゴ（共生サンゴ）1

石垣島のサンゴ礁
4

琉球大学熱帯生物圏研究センター
　瀬底研究施設での研究の様子

5

　昔からサンゴは“共生藻”と呼ばれる藻類を持つことに
よって成長が促進されることが知られていました。共生藻
がいなくなる現象が「サンゴの白化現象」と呼ばれており、
白化が起きるとサンゴの成長が止まり、やがて死んでしま
います。しかしながら、どうして共生藻がサンゴの成長促進
に影響を与えるのか、ということはよくわかっていませんで
した。私の研究では共生藻を持つサンゴと持たないサンゴ
の飼育実験によって共生藻がサンゴに与える影響を発見し、
この謎の解明に大きく寄与することができたのです。
　私は地球環境の歴史を研究する過程において、このサ
ンゴと共生藻のヒミツを発見し、サンゴの魅力にとりつか
れました。

　サンゴの寿命も実はよく分かっていないことの
一つなのですが、種類によっては100～200年以
上にわたって成長の過程が年輪のように記録され
ています。それを調べる事によって海水温や海洋
汚染の歴史を知ることができます。
　サンゴだけではなく、氷床コアなどいろいろな
地質試料を調べると、産業革命以降の近代は今
までの地球の歴史では経験のない速度で二酸化
炭素の量が増え、温暖化が進んでいます。
　便利で快適な生活から我慢をしたり、不便を強
いたりする事はできませんが、一人ひとりが少し地
球の将来について考えていかないといけない時期
に来ていると思います。

　私が地球科学の研究をする上でサンゴ（生物）の知識が必要になったように、気候や海
洋を研究しようと思ったら物理や数学の勉強が必要になったり、隕石の研究をしようとす
ると化学の知識が必要となったり、さらに論文を読み書きする上で英語は欠かせません。
これからの興味の対象に何の知識が必要になるかわかりません。ですので、高校生のうち
は広くいろんな教科に苦手意識を持たずに取り組んでほしいと思います。このコラムを見
て、少しでも環境問題に興味をもった方が一緒に研究してくれることを望んでいます。

古代ギリシアの科学者アルキメデスは、純金の王冠に混ぜ物がないか、王冠を壊さずして調べるよう命じられた。ある日の入浴中、王冠を
水槽に沈めると比重が測れることに気づき、興奮のあまり「分かったぞ！（Eureka！）」と叫びながら裸で通りに飛び出したと言われています。

稚サンゴ（非共生サンゴ）2

サンゴのポリプ
（透明の部分がサンゴ触手で

その中のオレンジ色の
粒々が共生藻）

3
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Campus Life
先輩VOICE

先輩VOICE

月 火 水 木 金

1 教養物理学
（力学）1 基礎物理学2a 微分と積分1 一般化学1

2 教養物理学
（力学）1 基礎物理学2a 微分と積分1 一般化学1

3 数理・データ
サイエンスの基礎 細胞生物学ⅠA 基礎生物学B1 英語

（ライティング）-1 植物生理学1

4 数理・データ
サイエンスの基礎 細胞生物学ⅠA 基礎生物学B1 ドイツ語

初級Ⅱ-1 植物生理学1

5 英語
（スピーキング）-1

基礎地球科学
2a

6 ドイツ語
初級Ⅱ-1

基礎地球科学
2a

7

8
※４学期のうちの第３学期の時間割です

今井　桜花
生物学科　１年次生

愛媛県　松山東高等学校卒業

理学部生のキャンパスライフ

岡山大学で
充実した大学生活を！

　岡山大学に入学した当初、私は大学の勉強についていけるか、
友達ができるか、ちゃんと一人暮らしできるかなど、多くのことを
不安に思っていました。しかし、実際に授業が始まった今、そんな
不安を吹き飛ばすほど充実した毎日を送ることができています。
　生物学科では、高校で習った生物の内容をもっと詳しく学びま
す。教科書を読み、「なんでだろう」「どうしてだろう」と頭をひねっ
て考える内に、生物についてさらに興味が湧いてきて、生き物のこ
とをもっと好きになることができました。
　岡山大学には、授業以外にもたくさんの魅力があります。例えば、
学食には豊富な限定メニューがあり、毎日通っても飽きることなく

松本　卓也
物理学科　２年次生

岡山県　岡山操山高等学校卒業

好きなことに
集中できる環境

月 火 水 木 金

1 熱力学 量子力学

2 熱力学 量子力学

3 物理学実験 近代日本と
岡山 電磁気学演習 電磁気学 英語コミュニ

ケーション

4 物理学実験 近代日本と
岡山 電磁気学演習 電磁気学 英語コミュニ

ケーション

5 物理学実験

6 物理学実験

7 物理学実験

8 物理学実験

※４学期のうちの第３学期の時間割です

　私は、自然現象の本質を探究したいと思い、物理学科に進学しました。学年が上がるにつれて難しくなっ
ていきますが、身近な現象をより鮮明に説明することができる喜びとやりがいを感じています。分からな
い問題も教授やTA（ティーチングアシスタント）の先輩に質問することで課題解決に繋がっています。
理学部には、アカデミックアドバイザールームと呼ばれる学習支援施設があり、大学院の先輩とも交流
を深めることができます。さらに、実験を通じて知識をより深く定着させることのできることも魅力の一
つです。また、理学部が主催している上海研修に参加しました。コミュニケーションをとる難しさを痛感
するとともに最先端の技術に触れ、世界の様々な情勢を知りました。自分の将来について改めて考える
契機になり、参加してよかったと心から思っています。
　学業以外では、天文部に所属しており、趣味の天体観測を通じて友達との仲を深めています。岡山大
学は多種多様な部活・サークルがあり、私生活をより充実したものにできます。このように理学部は多
様な経験を通して、物事を論理的に考え、成長していける場だと思います。皆さんも理学部に進学して
実りある学校生活を送ってみませんか？

生物と化学の教科書

学食の限定メニュー

バランスの良い食事をとることができます。また、様々な種類の部
活やサークルが存在し、同じことに打ち込む仲間と出会うことがで
きます。
　大学生活には多くの出会いと発見、わくわくがあります。岡山
大学で皆さんにお会いできることを楽しみにしています。

楽しかった上海ディズニーリゾート！

上海の有名観光地　外灘で記念撮影！

美星町で撮影！
肉眼でも綺麗な星空を見ることができます！
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写真提供：岡山県観光連盟

先輩VOICE

岡山ってどんなところ？ 理学部生に聞いた

杉原　優子
数学科　３年次生

岡山県　岡山操山高等学校卒業

貴重な大学生活を
ぜひ理学部で

月 火 水 木 金

1 統計学入門
（自然・生命）1 数理科学演習

2 統計学入門
（自然・生命）1 数理科学演習

3 離散数学Ⅱa 幾何学Ⅱa 解析学Ⅱa

4 離散数学Ⅱa 幾何学Ⅱa 解析学Ⅱa

5 教育実習Ⅱ
（教育実習基礎研究） 幾何学Ⅰa 確率・統計a

6 健康・スポーツ
科学B

教育実習Ⅱ
（教育実習基礎研究） 幾何学Ⅰa 確率・統計a

7 離散数学Ⅰa 幾何学演習

8 離散数学Ⅰa 幾何学演習

※４学期のうちの第３学期の時間割です

　理学部における学びは、自然科学の基礎や理論が中心です。その内容は日常生活からかけ離れ、求
めるべき解を見失う場面も多々あります。しかし、目の前にある課題は私たちのいる場所から遠いだけ
で、途切れているわけではありません。全ての内容は何かに繋がっていて、私たちの世界をより理解し
やすくするためへの発見と繋がるのです。理学部では、各学科の専門性を身につけるとともに、物事を
結びつけ順序立てて深く考えるという論理的思考力や忍耐力も伸ばします。
　また、岡山大学では、海外で勉強する機会も多く用意されています。私は、理学部の研修や語学研
修として、中国やドイツを訪れ、現地の大学や研究施設を見学したり、大学生と交流したりしました。
研修を通して、さらに語学力や研究意欲を向上させることができたと感じています。
　岡山大学は総合大学として、学部学科・研究科が数多く存在し、教養の授業の種類も豊富で、自身
の専門科目と併せて、幅広い教養も身につけられます。大学の周辺地域は交通の便もよく住みやすく、
落ち着いた環境で大学生活を送ることができます。

便利！
四国と本州を結ぶ玄関口として鉄道網や道
路網が発達してきた岡山は、関西や四国
方面から通学している先輩もたくさん。
理学部のある津島キャンパスは、岡山の中
心市街地北部にあり、坂道が少なく平坦
な土地だから、自転車移動が快適です。

快適！
温暖な気候に恵まれ「晴れの国」※と呼ばれる
岡山。キャンパスライフも快適に過ごせます。
市内には美術館や図書館などの文化施設、大
型ショッピングモールなどがあり、仲間との話
もはずむ、オシャレなカフェもたくさん！
※�岡山県は降水量1mm未満の日が日本一多いので「晴れの国」
と呼ばれています。

楽しい！
北を中国山地、南は瀬戸内海に面した岡山県。
岡山市内から少し足を延ばせば、ウインターレ
ジャーやマリンスポーツも楽しめる！�サッカーJ
２リーグ・ファジアーノ岡山やバレーV１リーグ・
岡山シーガルズなどプロスポーツの応援も盛り
上がります。
夏は桃太郎に退治された鬼（温

う ら

羅）伝説を今に
伝える「うらじゃ踊り」、秋には岡山の特産品で
ランナーをおもてなしする「おかやまマラソン」
などがあり、街は盛大に賑わいます。

上
海
理
工
大
学
に
て

研
究
室
見
学
・
学
生
交
流

上海の美しい夜景!!

世
界
遺
産
ケ
ル
ン
大
聖
堂
の
前
で
記
念
撮
影

独
語
の
教
科
書
で

紹
介
さ
れ
て
い
た

お
店
を
発
見
‼

実はこんな人も岡山県出身なんです！
千鳥／お笑いタレント
稲葉浩志（B'z）、甲本ヒロト／歌手
桜井日奈子／タレント
高橋大輔／フィギュアスケート
星野仙一／野球
竹久夢二／画家
仁科芳雄／物理学者

岡山が誇る有名人
昔から繊維産業が盛んな岡山は、
国産デニムの発祥の地。
コダワリの生地や縫製のジーンズは、
国内はもとより海外でも大人気なんです！
ボタンやリベットを付ける
「ジーンズ作り体験」も人気！

国産デニム
B１グランプリ上位常連の
津山ホルモンうどんや
ひるぜん焼きそばが有名。ほかにも、
デミグラスソースを使ったデミかつ丼や
牡蠣の入った日生カキオコなど、
おいしいグルメがいっぱい！
季節のフルーツを使った
フルーツパフェもイチオシです。

ご当地グルメ

桃太郎もいるよ！

※岡山市が運営する、
　登録制の貸し出し自転車。
　専用駐輪場／市内：35か所
　津島キャンパス：４か所英国のアニメ「チャギントン」

のキャラクターを模した
車両が走る、路面電車。

市内の移動は
“ももちゃり※”で

ラクラク！

岡山大学には
“うらじゃ”の

サークルもあるよ！

買い物はもちろん、バスも自販機もデニムの街児島ジーンズストリート！

新大阪から
新幹線で約50分。
通学もできる！
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先輩からの
メッセージ

薄膜物性学部門

粉体物性学部門

先端超伝導材料研究部門

附属界面科学研究施設
http://www.science.okayama-u.ac.jp/~surface/

　半導体、磁性体、超伝導体など、物質は様々な性質を示します。それらの物質を薄膜化す
ると特性が向上したり新しい特性を示したりする場合があるため、薄膜は学術的にも応用
的にも重要な研究対象と考えられています。薄膜物性学部門では、このような特性の発現機
構を物質中の電子のエネルギーや運動量やスピン（電子の磁石としての性質）を直接的に
調べることのできる分光学的手法により解明したり、物質を薄膜化したり薄膜の積層構造
体を作製することにより、太陽電池などへの応用の可能性を探索する研究を行っています。

　粉体物性学部門では、新規な有機・無機
物質を基礎にした電界効果トランジスタデバ
イスの界面の物理ならびに化学に関する研
究と、新規な超伝導物質の開発ならびに評
価の研究を行っています。
　電界効果トランジスタデバイスは金属・活
性層界面、絶縁膜・活性層界面などの多くの
異種物質間の接触部分を有しており、この部
分の制御が特性に大きく影響します。した
がって、界面の構造、電子状態をナノメータス

　電流がエネルギー散逸なく流れることが可能となる超伝導状態は、多
くの応用可能性を秘めていることから多くの研究が行われています。通
常超伝導は非常に低温で実現し、存在が希少なヘリウムなどを使用しな
いと実現しません。私たちはこれまで知られている物質とは全く異なる特
徴を持つ超伝導体を見つけることや室温でも超伝導状態となるような高
温超伝導体を発見することを目指して超伝導体開発を行っています。
　超伝導体は私たちの生活においてMRIからリニアモーターカーまで

面白くて役に立つ薄膜物質の開発

界面評価・制御手法の確立による新機能デバイスの開発―新規な超伝導材料の合成

新規な超伝導材料の合成を通じた超伝導物理学の構築―新規高温超伝導体の開発

　私たちの研究室では、主に超伝導体やQカーボン、ハーフメタルなどの面白い物質の作製・測定を行って
います。それぞれに興味深い点があるのですが、私は光電子分光法と呼ばれる方法を用いてハーフメタルの
特性を調べています。光電子分光装置とは物質内部の電子の情報を直接観測することができるという素
晴らしい性能を持った装置です。また、ハーフメタルはハードディスクドライブの大容量化などへの応用が
期待されており、これからの技術発展には欠かせないものとなっています。
　その他にも、研究室ではたくさんの仲間と幅広い知識を持った教授方に囲まれているので、実験でさま
ざまなスキルを得られるだけでなく、研究室内でのディスカッションで先輩方からの意見を頂き知識を深め
ることもできます。　
　最先端で刺激的な研究に携われる楽しさ・人類の技術の発展に貢献できる喜びを、私たちと一緒に分か
ち合いましょう。

瀬戸口　太朗　物理学科　４年次生　（佐賀県　伊万里高等学校卒業）

ケールで実験的、理論的に調べて、特性を制
御する研究が重要になります。また、新規な
デバイスの活性層となる新物質の探索も重
要な研究テーマです。例えば、グラフェンや
二次元層状物質は、現在我々が最も力を入れ
ている研究対象です。
　我々の研究部門では新規な超伝導物質の
合成と、その特性解明に関する研究も進めて
います。合成法についても、化学的な手法か
ら、電界効果のようなエレクトロニクスの手

様々な分野で使用されています。また最近は超伝導状態の性質を使っ
て量子コンピューターを実現しようとする試みも多く行われており、転移
温度の高い超伝導体だけでなく、特殊な表面状態・界面状態を持つ超
伝導体もこれからの科学・私たちの生活の発展に欠かせない物質です。
私たちはこのような特異な表面状態を持つ超伝導物質（トポロジカル
超伝導体）や、新しい超伝導発現機構から転移する超伝導体（非従来
型超伝導体）を中心として超伝導体の開発を行っています。

光電子分光装置を使った実験の様子

電界効果トランジスタ評価実験の様子

研究施設の紹介 Research Laboratory for Surface Science

法まで幅広く取り入れて展開しています。超
高圧での超伝導物性の研究も進めています。
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先輩からの
メッセージ

附属臨海実験所
http://www.science.okayama-u.ac.jp/~rinkai/

海洋は生命誕生の源であり、今なお豊富な生物種が適応放散しています。
陸の生物には見られない多様な機能をもつ海の生物が、注目されています。
臨海実験所は、関連施設では中四国・九州の唯一の文部科学省認定共同利用拠点として認定され、
至便な環境のもと、多様な生物、先端設備、充実した教職員により、分子から生体まで
主に生体制御学に関連した様々な研究教育を行っています。
高度な実験生物学の全国的なメッカとしても期待されています。

磯採集風景

　臨海実験所は、“日本のエーゲ海”牛窓にあり、大学キャンパス

から30kmという至便な距離に位置します。付近はまだかなり豊

かな動物相が保たれており、採集・飼育ができます。また、岡山

県水産試験場が隣接しています。これらのメリットを生かし、生

物学科の臨海実習、全国公開臨海・臨湖実習などの教育と、修士、

博士課程および生物学科４年次生の研究指導ならびに国内外の

利用者による研究が行われています。

　年数回の臨海実習（写真上）では、海洋動物の分類、発生、

生理、生態にとりくみます。海の生物の圧倒的な多様さと、見事

に分化した適応戦略に、太古の海に誕生した生命の進化の歴史

を実感することでしょう。

　研究としては、タンパク質・遺伝子解析といった分子生物学・

生化学的手法から、国内では類を見ない次世代実験形態学的ア

プローチ、培養系などの細胞生物学・組織化学的手法、神経／

内分泌系や行動などを扱う個体レベルの手法、そして生態学的

手法を駆使して、陸上にも適応できるトビハゼの環境適応（写真

下）等、様々な脊椎動物および無脊椎動物を用いた比較研究を

行い、進化との関連を検討しています。遺伝子改変小型魚類・

マウスを用いた先端的な解析も行っている随一の関連施設です。

多様な生物の生息する海というフィールドを生かしたハイレベル

な研究を、“海の生命観”の創成につなげることが期待されています。

陸に上がった魚、
トビハゼと
皮膚の塩類細胞

写真提供：岡山県観光連盟

実習船の
『マリナス』（奥：定員30名）と
『はやて』（手前：定員11名）

　臨海実験所が最も賑わうのは、臨海実習が行われる夏です。船で無人島に行く磯採集や、夜の灯火採集、
最終日のバーベキュー。岡大のみならず他大学の実習もあり、多くの学生と交流できます。普段は学生や
教職員、そして国内外からの訪問研究者が研究や白熱したディスカッションを行っています。また、院生は
様々な機関へ共同研究に出向いています。
　臨海実験所の飼育設備は全国トップレベルで、海に近い立地を生かしたトビハゼやヒラムシ、ほかにもメ
ダカやラットといった様々な動物の飼育や行動実験を行っています。私はマウスを用いて、ホルモンの開口
分泌に関与する分子について調べています。
　実験材料は眼前の海から採集でき、分子生物学や生理学、人工河川などの実験機材も揃っています。
海に囲まれた環境で有意義な研究生活が送れる臨海実験所に来てみませんか？

川上　奈津子　自然科学研究科（博士前期課程）生物科学専攻　２年次生　（兵庫県　兵庫高等学校卒業）

研究施設の紹介 Ushimado Marine Institute（UMI）
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異分野
基礎科学

研究所

　異分野基礎科学研究所（基礎研）は、2016年４月に設置された新しい研究所です。
従来の基礎研究は、それぞれの学問分野・学問領域の発想や研究手法を用いることが
多かったと言えます。しかし、多くの難問が山積している現代には、従来の学問体系で
は解決が難しい課題が多く残されています。最先端の基礎研究を推進するために、異
なった背景、発想、研究手法を用いた研究を進めることも重要です。基礎研は、岡山大
学の強みである物理学から基礎生命科学の異なる分野の研究を深化・融合することに
より、新しい研究成果を得ることを目指しています。また、外国人研究者が主宰する研
究グループがいくつもあり、海外からの研究者や大学院生が数多く研究に従事してい
ます。国際的な環境下で、新しい学問分野を開拓する意欲をもって国際レベルの研究
を進め、様々な分野で活躍する人材の育成を進めています。

異分野基礎科学研究所　所長　

高橋 裕一郎量子宇宙・
ニュートリノ研究
　当グループは、原子物理、原子核物理、量子
光学、数理科学、ビーム物理の手法を発展させ、
宇宙・素粒子物理学に融合することにより、新た
な基礎科学分野の創出を目的としています。最
先端レーザー技術を用いて原子・分子・原子核
の量子状態を精密に制御し、量子干渉性を利用
した増幅を行うことで、これまでに見えなかった現
象を捉えて、素粒子・宇宙の謎に迫ります。原子
からのニュートリノを捉えることによりニュートリノ
の未知パラメータ（絶対質量、等）を決定する、あ
るいは、特異な原子核トリウム229を用いた超精
密な「原子核時計」を開発することで、究極精度
での時間測定によって物理定数が経年で変化
するかどうか検証する、等、に取り組んでいます。
吉村	浩司　教授　　笹尾	　登　教　授
吉村	太彦　教授　　吉見	彰洋　准教授

植竹	　智　准教授

光合成における
酸素発生機構の解明
　植物は、光のエネルギーを用いて水と
二酸化炭素から酸素と炭水化物を生成す
る光合成を行っています。光合成における
最も重要な反応の一つが水の酸化分解で
す。近年、この反応にはマンガンを含む
化合物が触媒として関与していることがわ
かったが、その反応機構は未だ明かされ
ていません。当グループでは、この反応
機構を量子化学計算により明らかにする
とともに、より効率的な人工触媒の開発
を目指して、モデル化合物をはじめとする
新たな金属錯体触媒の開発に取り組んで
います。

鈴木　孝義　教　授
磯部　　寛　准教授

新しい有機合成反応
に基づく機能性
有機材料の開発
　当グループでは、有機金属化学を基盤と
した新規な有機合成反応の開発を行ってい
ます。また、合成した縮合多環π共役系有
機分子を有機電界効果トランジスタおよび
有機薄膜太陽電池の材料として応用する研
究を行っています。従来の無機物からなる
材料と比べると、軽量で超薄型化や大面積
化が可能なので、様々な場所で使用するこ
とが可能になります。また、人体にも無害なの
で、身体に身に着けることができる「ウェア
ラブルデバイス」の開発も目標にしています。
	 西原　康師　教授

森　　裕樹　助教

Research Institute for Interdisciplinary Science

Our	group	works	on	understanding	 the	evolution	of	organisms	 through	studying	protein	 function.	
The	 laboratory	uses	structural	biology	 to	 “see”	 the	protein	components	of	biological	machines.	
Through	understanding	how	the	parts	fit	together,	and	how	the	components	move	relative	to	each	
other,	we	being	 to	understand	what	 these	biological	machines	do,	and	how	and	why	 they	work.	
Specifically,	 the	 “designs”	of	protein	machines	have	been	perfected	 (selected	 for)	over	several	
billion	years	of	evolution.	Through	comparing	 the	genomes	from	organisms	that	have	diverged	at	
different	time	points	in	evolution,	we	chart	the	paths	of	how	protein	machines	have	become	more	
sophisticated	in	carrying	out	their	functions.	We	are	currently	focusing	on	proteins	from	the	newly	
discovered	Asgard	archaea,	which	are	providing	fascinating	insights	into	eukaryogenesis.

Professor　Robert	C.Robinson

LABORATORY OF EVOLUTION AND STRUCTURAL BIOLOGY

海外から招へいされた研究者の活発な研究活動
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アドミッションポリシー（求める人材）

2022年度　入試日程

2021年度　入試実施状況

入学料・授業料

　理学部では、基礎的かつ総合的な学力を重視しつつ、以下のような意欲と能力をもった学生を求めています。

入学料  …………………………………………………………………  282,000円 （予定額）

授業料（年額） ………………………………………………  535,800円 （予定額）
※入学時及び在学中に改定が行われた場合には、
　改定時から新たな金額が適用されます。

※下記は予定のため、詳細は「2022年度岡山大学入学者選抜要項」（資料請求・ホームページ）等を参照してください。

入試概要

入学者
受入方針

１． 自然科学の基礎を学び、
　 　その知識や能力を社会で活かしたいと考える人

２． 自然現象を原理や法則から理解したいと考える人

３． 真理探究への情熱をもっている人

第３年次編入学試験
2021年７月４日（日）

国際バカロレア選抜※

2021年12月予定

国際バカロレア選抜※

2021年８月予定

大学入学共通テスト
2022年１月15日（土）・16（日）

一般選抜＜後期日程＞※

2022年３月12日（土）

一般選抜＜前期日程＞※

私費外国人留学生選抜※

2022年２月25日（金）

学　科 募集人員
国際バカロレア選抜 物理チャレンジ（総合型選抜） 一般選抜＜前期日程＞ 一般選抜＜後期日程＞

募集人員 志願者数 合格者数 募集人員 志願者数 合格者数 募集人員 志願者数 合格者数 募集人員 志願者数 合格者数
数 学 科 19

若干人

0 0 ― ― ― 16 45 18 3 9 3
物 理 学 科 34 0 0 3 0 0 27 81 34 4 30 4
化 学 科 29 0 0 ― ― ― 26 56 29 3 19 6
生 物 学 科 29 0 0 ― ― ― 24 39 25 5 32 8
地球科学科 24 0 0 ― ― ― 21 44 23 3 30 3

計 135 0 0 3 0 0 114 265 129 18 120 24

学　科
私費外国人留学生選抜 第３年次編入学試験

募集人員 志願者数 合格者数 募集人員 志願者数 合格者数
数 学 科

若干人

2 0 9 12 8
物 理 学 科 3 0 8 11 8
化 学 科 0 0 5 10 8
生 物 学 科 4 1 5 8 7
地球科学科 0 0 3 5 3

計 9 1 30 46 34
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岡山大学 理学部
〒700-8530  岡山市北区津島中三丁目1番1号

岡山大学理学部事務室教務学生担当
Tel. 086-251-7778　　Fax. 086-251-7777
E-mail  igx7778@adm.okayama-u.ac.jp
岡山大学理学部広報委員会

お問合せ窓口 :

編 　 集  :
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尾道

高松

新見
岡山大学
［津島キャンパス］

理学部附属
臨海実験所

保健管理センター

北福利施設北福利施設

文学部、法学部、経済学部
社会文化科学研究科
文学部、法学部、経済学部
社会文化科学研究科

コラボレーション・センター
自然生命科学研究支援センター
分析・極低温計測部門

岡大西門福居入口

法務研究科　文化科学系総合研究棟
放送大学岡山学習センター（5F・6F）
法務研究科　文化科学系総合研究棟
放送大学岡山学習センター（5F・6F）

桑の木
留学生宿舎

障がい学生
支援室

女子学生寮

第
二

体
育
館

農学部

グラウンド

岡大入口

岡山大学筋

国道53号線← 至 岡山桃太郎空港

岡山県
総合グラウンド ↓ 至 岡山駅

野球場

陸上競技場

サッカー場

テニスコート

テニスコート

臨時バス
駐車場

Junko Fukutake Terrace

岡大東門

自然科学研究科棟

自然科学系
総合研究科棟

自然生命科学研究支援センター
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新技術
研究センター

馬　場

教育学部

教育学部
体育棟

東福利施設

中央図書館

大学本部

旧事務局庁舎

創立五十周年
記念館

自然生命科学研究支援センター
光・放射線情報解析部門津島施設
自然生命科学研究支援センター
光・放射線情報解析部門津島施設

学生相談室
（1F）

一般教育棟

何でも相談窓口
（２F）

大学会館

南福利施設

清水記念
体育館

工学部

薬学部

岡大西門

福居留学生宿舎

農学部Ⅳ号館
山陽圏フィールド科学センター

国際交流会館

国際学生
シェアハウス

理学部
理学部附属界面科学研究施設

異分野基礎科学研究所

岡山県
総合グラウンド

岡山IC

← 至 岡山

　　桃太郎空港

岡山大学
津島キャンパス

天満屋

↓ 至 岡山大学鹿田キャンパス

NTT

裁判所

桃太郎線（吉備線）

山陽本線・伯備線

山陽本線

津山線

山陽自動車道

岡山済生会総合病院
附属外来センター

53

180

53

N

岡山済生会
総合病院

法
界

院
駅

岡山大学筋

岡大入口

岡大西門

山陽新幹線

岡電バス
【47】系統

岡電バス
【16】【26】【36】【86】

系統

岡
山

駅

アクセスマップ

津島キャンパス案内

岡山までJR利用
▪	JR岡山駅運動公園口（西口）バスターミナル22番のりばから
　岡電バス【47】系統「岡山理科大学」行きに乗車、
　「岡大入口」又は、「岡大西門」で下車
　（バス所要時間約10分）

▪	JR岡山駅後楽園口（東口）バスターミナル7番のりばから
　岡電バス【16】系統「津高台団地・半田山ハイツ」行き、
　【26】系統「岡山医療センター国立病院」行き、
　【36】系統「辛香口」行き、
　【86】系統「運転免許センター」行きのいずれかに乗車、
　「岡山大学筋」で下車、徒歩約７分（バス所要時間約10分）

▪JR津山線「法界院駅」で下車、徒歩約10分

岡山まで航空機利用
▪	岡山桃太郎空港から「岡山駅方面」行きバスに乗車し、「岡
山駅」にて下車（バス所要時間約30分）その後は上記
岡山駅周辺からの各種交通機関をご利用願います。
　	（ノンストップバス以外をご利用の場合は、「岡山大学筋」
にて下車、徒歩７分）

岡山まで山陽自動車道利用
▪	岡山ICで降り、岡山駅方面へ国道53号線を直進、右手
に岡山県総合グラウンドの木々が見え始めたら約600
メートルで岡山大学筋があります。左折すれば岡山大学
に着きます。

緑あふれる広大な敷地の津島キャンパス。
構内には研究施設や図書館、
カフェテリアやコンビニなどが揃っていて、
勉学や研究に打ち込める環境が整っています。

※本誌掲載の写真について、基本的には2019年以前に撮影したものです。一部の個人写真や研究室の写真は、2020年度感染防止対策に配慮したうえで、最少人数のスタッフが短時間で撮影したものです。


