
京都大学 大学院理学研究科
物理学・宇宙物理学専攻

大学院入試説明会
2021年5月8日(土)

09:30-09:35 本専攻の概要について
09:35-10:05 修士課程入試について
10:05-10:45 物理学第一分野の各分科の説明
10:45-10:55 休憩
10:55-11:35 物理学第二分野の各分科の説明
11:35-11:50 宇宙物理学分野の各分科の説明
11:50-12:20 Q&A
13:30-15:30 研究室見学会



修⼠課程⼊試について
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物１，２，宇物
「分野」

いわゆる研究室
「分科」

全体を「専攻」と呼ぶ
物理学・宇宙物理学専攻
（物理学第一分野） E1:固体量子物性、量子凝縮物性、低温物理学

E2:量子光学・レーザー分光学、光物性、ナノ構造光物性
E3:不規則系物理学、時空間秩序・生命物理、ソフトマター物理、生体分子構造
（以上、実験分科）
T1:凝縮系理論、物性基礎論：凝縮系物理
T2:非線形動力学、流体物理学、相転移動力学、非平衡物理学、物性基礎論：
統計動力学、物性基礎論：量子情報

（以上、理論分科）
（物理学第二分野） 原子核・ハドロン物理学、ビーム物理学、素粒子物理学、宇宙線物理学、

核放射物理学、核ビーム物性学

（以上実験系分科。これら６分科全体を「実験系分科群」とする。）
素粒子論、原子核論、天体核物理学（以上理論系分科）

（宇宙物理学） 太陽物理学、太陽・宇宙プラズマ物理学、恒星物理学、銀河物理学、
理論宇宙物理学
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Kyoto University Graduate School of Science 
Kitashirakawa Oiwake, Sakyo, Kyoto 606-8502, Japan 

TEL: +81-75-753-3613 FAX: +81-75-753-3624 
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修⼠課程⼊試スケジュール
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◆願書受理期間 !"年#月$%日&月'～(月$日&金'
17時必着

◆試験 !"年%月")日&月'～*月"日&金'
（予備日） !"年*月+日&土'、#日&月'
追試験 !"年*月$(日（月）～*月$%日&火'

◆合格発表 !"年*月,)日&金'-正午
理学研究科./0-123/



出願書類とともにレポートを提出する
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1)これまでに勉強したことで志望に関係して
特に関⼼をもった内容についてA4⽤紙⽚⾯３ページ以内

および

2)志望した分科または分科群を選んだ理由（第１志望だ
けでなくその他の志望についても記載すること）につい
てA4⽤紙⽚⾯２ページ以内

のレポートを出願書類と同時に提出してください。

数式や図を挿⼊してもよい。
また、レポートは⾃筆で書いても、
コンピュータ等を使って作成してもよい。



筆答試問について
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筆答試問は試験会場（対⾯）で実施予定です。

ただし、コロナ感染拡⼤の状況によっては、試験会場
での筆答試問から、オンラインによる試問に切り替え
る場合があります。

専攻HP
http://www.scphys.Kyoto-u.ac.jp/education/inshi/
の案内を確認するようにしてください。

★ 過去問などの情報はＨＰに掲載
http://www.scphys.kyoto-u.ac.jp/education/inshi/index.html

専攻ＨＰは常に参照！



院⼊試のスケジュール
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第⼀次合格者発表

９月１日（水）１７：３０頃 Webページで発表

u⼝頭試問を受ける受験者の番号
u⼝頭試問の会場（Zoomの部屋）
u⼝頭試問の時間予定

Webで発表します
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⼝頭試問(⾯接)

レポートの内容について、そして物理学あるいは宇宙

物理学に関する知識（実験・観測を含む）についての

試問を行います。

様々な質問に答える

uメモの準備はOK
(但し，メモはA4紙1ページ程度)

u スライドの使⽤やプリントの表⽰は不可．
u 物理第⼆分野の実験系の⼝頭試問では，強い関
⼼を持った実験・観測に関する⼝述を含みます．



追試験について
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࣭ヨ㦂๓Ⓨ⇕࣭တ➼ࡢ≧ࡍ⥆⥅ࡀሙྜ➼ࠊࡣᮏヨ㦂ཷ㦂ࡇࡍ᥍࠼㏣ヨ㦂ཷ㦂ࡉࡔࡃ࡚ࡋ࠺ࡍ

 ࠋ࠸

࣭ᮏヨ㦂ཷ㦂㛤ጞᚋయㄪⰋッࡓ࠼ሙྜ➼ࠊࡣ㏣ヨ㦂ࡢᑐ㇟ࠋࡏ࡞ࡣ 

࣭᪂ᆺࢫࣝࢼࣟࢥឤᰁࡢᣑࠊධᏛヨ㦂ࡢ᪥⛬ኚ᭦ෆᐜኚ᭦➼ࡓࡌ⏕ࡀሙྜࠊࡣ⌮Ꮫ◊✲⛉ྛࡧ࠾ᑓ

ᨷࠋࡍࡋࡏ▱࠾࡛ࢪ࣮࣮ࢺࢿ࣮ࢱࣥࡢ 

 

࠙㏣ヨ㦂ࡢ᪥⛬ࠚ 
ᑓᨷ 㡯 ᖺ᭶᪥ 㛫 ⛉┠ 

ᩘᏛ࣭ ᩘ⌮ゎᯒ

ᑓᨷ㸦ᩘᏛ⣔㸧 

ͤᩘ⌮ゎᯒ⣔

 ࡃ㝖ࡣ

➹⟅ヨၥ 㸰㸮㸰㸯ᖺ 

㸷᭶㸴᪥(᭶) 

 

༗๓ 9:00㹼༗ᚋ 0:30 ᇶ♏⛉┠ 

༗ᚋ 1:45㹼༗ᚋ 4:15 ᑓ㛛⛉┠ 

➹⟅ヨၥ 㸷᭶㸵᪥(ⅆ) ༗๓ 9:00㹼༗๓ 10:00 ⱥㄒ 

㸯ḟྜ᱁⪅Ⓨ⾲ 㸷᭶㸵᪥(ⅆ) ༗ᚋ 1:30  

ཱྀ㢌ヨၥ 㸷᭶㸵᪥(ⅆ) ༗ᚋ 2:00㹼  

≀⌮Ꮫ࣭ Ᏹᐂ≀

⌮Ꮫᑓᨷ 

➹⟅ヨၥ㸦ᑐ㠃㸧 㸰㸮㸰㸯ᖺ 

㸷᭶㸰㸵᪥(᭶) 

༗๓ 9:00㹼༗๓ 12:00 ≀⌮Ꮫ 

༗ᚋ 1:30㹼༗ᚋ 4:30 ≀⌮Ꮫ࣭ⱥㄒ 

➨୍ḟྜ᱁⪅Ⓨ⾲ 
㸦Web  Ⓨ⾲㸧࡛ࢪ࣮

㸷᭶㸰㸶᪥(ⅆ) ༗๓ 9:00  

ཱྀ㢌ヨၥ㸦ࣥࣛࣥ㸧 㸷᭶㸰㸶᪥(ⅆ) ༗๓ 10:00㹼  

ᆅ⌫ᝨ⛉Ꮫ

ᑓᨷ 

➹⟅ヨၥ 㸰㸮㸰㸯ᖺ 

㸶᭶㸱㸯᪥(ⅆ) 

༗๓ 9:00㹼༗๓ 11:30 ⱥㄒ 

༗ᚋ 1:00㹼༗ᚋ 3:00 ᇶ♏⛉┠ 

ཱྀ㢌ヨၥ 㸷᭶㸯᪥(Ỉ) ༗๓ 9:00㹼  

ணഛ᪥ 㸷᭶㸰᪥(ᮌ)   

Ꮫᑓᨷ 

➹⟅ヨၥ 㸰㸮㸰㸯ᖺ 

㸷᭶㸵᪥(ⅆ) 

༗๓ 9:00㹼༗๓ 11:30 ⱥㄒ 

༗ᚋ 0:45㹼༗ᚋ 2:45 ᇶ♏⛉┠ 

༗ᚋ 3:30㹼༗ᚋ 5:30 ᑓ㛛⛉┠ 

➹⟅ヨၥྜ᱁⪅Ⓨ⾲ 㸷᭶㸶᪥(Ỉ) ༗๓ 11:00㡭  

ཱྀ㢌ヨၥ㸦ࣥࣛࣥ㸧 㸷᭶㸶᪥(Ỉ) ༗ᚋ 1:00㹼  

⏕≀⛉Ꮫᑓᨷ 

➹⟅ヨၥ 㸰㸮㸰㸯ᖺ 

㸶᭶㸰㸲᪥(ⅆ) 

༗๓ 9:30㹼༗๓ 11:30 ⱥㄒ 

༗ᚋ 1:00㹼༗ᚋ 3:00 ୍⯡ᇶ♏⛉┠ 

ཱྀ㢌ヨၥ 㸶᭶㸰㸳᪥(Ỉ) ༗๓ 9:00㹼  

ணഛ᪥ 㸶᭶㸰㸴᪥(ᮌ)   

 

 

 
㸫 18 㸫 

 

㏣ヨ㦂࡚࠸ࡘ 
 

᪂ᆺࢫࣝࢼࣟࢥឤᰁࡢ⨯ᝈ⪅ࡢࡑࡣࡓࠊ➼⪅࠶ࡀ࠸ᑐ࡚ࡋ㏣ヨ㦂ᐇࡍࡋ㸦ᩘᏛ࣭ᩘ⌮ゎᯒᑓᨷ

ᩘ⌮ゎᯒ⣔ࡣ㝖ࡃ㸧ࠋ 

㏣ヨ㦂ཷ㦂ࡊࡏᚓ࠸࡞ሙྜཱྀྲࠊࡣ 㦂ࡍᑓᨷࡢヨ㦂ึ᪥ࡢ༗๓ ࡚ࡋ⤡㐃࡚࣮࣓ࣝ࠾ࡢୗグࠊ࡛9:00
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令和４年度 京都大学大学院理学研究科修士課程入学願書

 

 

２ ０ ２ １ 年 度 京 都 大 学 大 学 院 理 学 研 究 科 修 士 課 程 入 学 願 書  
 
※受験 

番号 

 

 

   2020年10月1日 

   入学希望 

フリガナ  
□ 男 

□ 女 

 

氏  名  

生年月日 (西暦)          年     月     日 

出願時 
の身分 

□ 学部学生  

    -   -     

京都大学に現在在籍する者は学生番号を上欄に記入してください。 

□ 研究生 

□ 社会人 

□ その他  

出身大学 

(西暦)   
     年  月   日 入学 

□国立 
□公立                            大学 
□私立 
□外国の学校                         学部 

     年  月   日 □卒業 
              □卒業見込 
 
 □ 出願資格（9） □大学以外（                           ） 

  

留学生 

□ 国費(日本政府)外国人留学生 

  （Monbukagakusho Scholarship） 
□ 自国政府派遣留学生 

□ 私費留学生 

国  籍  

英文氏名  

在留資格 □ 留学  □ その他（               ） 

  

連絡先 

〒    －    

 

 

電話（     ）    －            携帯電話（     ）    － 

e-mail                   @ 

緊急 

連絡先 

氏名                        （続柄       ） 

 

電話（     ）    －            携帯電話（     ）    － 

  
志望する 

 

専攻 

 

系・分野 

 

コード 

 

分科・分

科群・コ

ース 

 専  攻 系・分野 

コード 

分科・分科群・コース・分科群記号（分科） 試験

区分 

分科

等 

第１志望      

第２志望      

第３志望      

第４志望      

※志望する専攻、系・分野、分科・分科群・コース欄について 
 ①記入に際しては、募集要項「学力考査一覧」（１３頁～）の志望する専攻（系・分野）の注意書きをよく読んでください。 
 ②専攻、系・分野、分科・分科群・コース・分科群記号（分科）名は募集要項に記載された名称を正確に記入し、省略しないでください。（受験 
  票・写真票なども同様） 
 ③分科・分科群・コースをおく専攻（系・分野）については、同一専攻（系・分野）名を複数回記入してもかまいません。このとき同一専攻 
  （系・分野）名は連続して記入する必要はありません。（第４志望までのどこに、どのように現れてもかまいません。） 第４志望欄まです 
  べて記入する必要はありません。 

 

 

 

写  真 

（4.5cm×3.5cm） 

上半身脱帽正面むきで３

ヶ月以内に単身で撮影し

たもの。 
写真の裏面に氏名を記入

し、はがれないよう全面に

のりをつけて貼付してく

ださい。 
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令和４年度 京都大学大学院理学研究科修士課程入学願書

2 物理学第一分野の志望者は、入学願書の志望欄には、志望分科群をあらわす記
号E1, E2, E3, T1, T2に引き続き、括弧内にいれて志望分科名を記入してください
。同じ分科群記号を複数の志望欄に記入してもかまいません。ただし、第３志望
と第４志望については、括弧内に＊印を記入し、志望分科群内の全ての分科を志
望することができます。合格者は分科毎に定めます。なお、誤って＊印を第１志
望と第２志望に記入した場合は、その志望欄を空白（無効）とみなします。

3 物理学第二分野の志望者は、願書の志望欄には志望する分科名を記入してくだ

さい。ただし、第３志望及び第４志望欄には「実験系分科群」を記入することが
出来ます。「実験系分科群」を記入した場合は、この分科群に属する6つの実験
系分科を全て志望するものとみなします。この場合、
・第１、第２、第３志望欄のいずれかに物理学第二分野の実験系の分科名が記入
されていてもかまいません。
・合格は分科群ではなく分科で出します。

なお、誤って「実験系分科群」を第１志望と第２志望に記入した場合は、その志
望欄を空白(無効)とみなします。

物理学第二分野の理論系分科の志望者は「サブグループ希望調査書」を提出し
てください。（募集要項「１０．出願書類 (7)」参照）
物理学第二分野の実験系分科の口頭試問は、強い関心を持った実験・観測に関
する口述を含みます。



12

令和４年度 京都大学大学院理学研究科修士課程入学願書

4 宇宙物理学分野の志願者は、「物理学・宇宙物理学専攻（宇宙物理学分野）分科希
望調査書」に、希望する分科名を順に記入してください（募集要項「１０．出願書類
(7)」参照）。入学願書の志望欄には、「理論宇宙物理学」のみを志望する場合は「理
論」、「理論宇宙物理学」以外のみを希望する場合は「観測」と記入してください。
「理論」「観測」両方が志望に含まれる場合は、分科として「理論」「観測」の二つ

を、志望順に沿って記入してください。

5 入学願書の志望分野・分科欄に記入された全ての分科は当人が研究意欲を持つ分科
として選考にあたり重視されるので、受験者は慎重に記入してください。

6 過去入試問題は、物理学・宇宙物理学専攻のホームページからダウンロードできま
す。http://www.scphys.kyoto-u.ac.jp/education/inshi/

7 英語外部試験の導入を告知していましたが、新型感染症の流行のため本年度の導入
を延期しました。

http://www.scphys.kyoto-u.ac.jp/education/inshi/


願書の書き⽅ 1: 物理学第⼀分野

13
記⼊例: 
http://www.scphys.kyoto-u.ac.jp/research/group/physics-1/admission.html
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願書の書き⽅ 2:物理学第⼆分野
 

志望する 
 

専攻 

 
系・分野 

 

コード 
 

分科・分

科群・コ
ース 

 専  攻 系・分野 

コード 

分科・分科群・コース・分科群記号（分科） 試験
区分 

分科
等 

第１志望 物理学・宇宙物理学専攻 物理学第二分野 II 30 素粒子論 

第２志望 物理学・宇宙物理学専攻 物理学第二分野 II 3１ 原子核論 

第３志望 物理学・宇宙物理学専攻 物理学第二分野 II ２６ 素粒子物理学 

第４志望 物理学・宇宙物理学専攻 物理学第二分野 II ２３ 実験系分科群 

 

 

志望する 
 

専攻 

 
系・分野 

 

コード 
 

分科・分

科群・コ
ース 

 専  攻 系・分野 

コード 

分科・分科群・コース・分科群記号（分科） 試験
区分 

分科
等 

第１志望 物理学・宇宙物理学専攻 物理学第二分野 II ３２ 天体核物理学 

第２志望 物理学・宇宙物理学専攻 物理学第一分野 II １８ T2（流体物理学） 

第３志望 物理学・宇宙物理学専攻 物理学第一分野 II ９ E3(*) 

第４志望 物理学・宇宙物理学専攻 物理学第二分野 II ２３ 実験系分科群 

 

 

志望する 

 
専攻 

 

系・分野 
 

コード 

 
分科・分

科群・コ

ース 

 専  攻 系・分野 

コード 

分科・分科群・コース・分科群記号（分科） 試験

区分 

分科

等 

第１志望      

第２志望      

第３志望      

第４志望      

 

 

 

志望する 
 

専攻 

 
系・分野 

 

コード 
 

分科・分

科群・コ
ース 

 専  攻 系・分野 

コード 

分科・分科群・コース・分科群記号（分科） 試験
区分 

分科
等 

第１志望 物理学・宇宙物理学専攻 物理学第二分野 II 30 素粒子論 

第２志望 物理学・宇宙物理学専攻 物理学第二分野 II 3１ 原子核論 

第３志望 物理学・宇宙物理学専攻 物理学第二分野 II ２６ 素粒子物理学 

第４志望 物理学・宇宙物理学専攻 物理学第二分野 II ２３ 実験系分科群 

 

 

志望する 
 

専攻 

 
系・分野 

 

コード 
 

分科・分

科群・コ
ース 

 専  攻 系・分野 

コード 

分科・分科群・コース・分科群記号（分科） 試験
区分 

分科
等 

第１志望 物理学・宇宙物理学専攻 物理学第二分野 II ３２ 天体核物理学 

第２志望 物理学・宇宙物理学専攻 物理学第一分野 II １８ T2（流体物理学） 

第３志望 物理学・宇宙物理学専攻 物理学第一分野 II ９ E3(*) 

第４志望 物理学・宇宙物理学専攻 物理学第二分野 II ２３ 実験系分科群 

 

 

志望する 

 
専攻 

 

系・分野 
 

コード 

 
分科・分

科群・コ

ース 

 専  攻 系・分野 

コード 

分科・分科群・コース・分科群記号（分科） 試験

区分 

分科

等 

第１志望      

第２志望      

第３志望      

第４志望      

 

 



願書の書き⽅ 3: 物理学第⼆分野のサブグループ
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★ 物理学第⼆分野の理論3グループ
素粒⼦論分科
原⼦核理論分科
天体核物理学分科

のいずれかを志望する場合は
さらに，別紙に
サブグループの希望順位
を記⼊する．

 

 

≀⌮Ꮫ࣭Ᏹᐂ≀⌮Ꮫᑓᨷ㸦≀⌮Ꮫ➨ศ㔝㸧㸦⌮ㄽ㸧࣮ࣝࢢࢧᕼᮃㄪᰝ᭩ 

 
 
ᚿᮃḍࡢ㦂㢪᭩ཷࠊ࠺ࡓࡗ࠶㸦ὀ㸧ࡢㄝࡢෆᐜ✲◊ࡢᏛ➨ศ㔝⌮≀ࡢເ㞟せ㡯ࡣㄪᰝ᭩ࡢࡇ 

⣲⢏ࠋࡍ࠸࡚ࡋ㇟ᑐ⪅㦂ཷࡓࡋ௨ୖグධࡘ㸯⛉ኳయ᰾≀⌮Ꮫศࠊ⛉ཎᏊ᰾ㄽศࠊ⛉⣲⢏Ꮚㄽศ

Ꮚㄽศ⛉ࠊཎᏊ᰾ㄽศ⛉ࠊኳయ᰾≀⌮Ꮫศ⛉ࡢ࣮ࣝࢢࢧࠋࡍ࠶ࡀ࣮ࣝࢢࢧࡢᩘ「ࡣᕼᮃ㡰

㸯ࠊ㸰ࡢ㡰␒࡛ࠊୗࡢ✵ḍグධࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ 
 
 
 
 
 
 

 ⾲ᕼᮃㄪᰝ࣮ࣝࢢࢧ
 
 
 
          㸦ࢼࣜࣇ㸧 
           Ặ  ྡ                        
 
 

 ᕼᮃ㡰 ྡ࣮ࣝࢢࢧ 

⣲⢏Ꮚㄽศ⛉   ≀⌮Ꮫ➨ᩍᐊ࣭⣲⢏Ꮚㄽ◊✲ᐊ  
   ᇶ♏≀⌮Ꮫ◊✲ᡤ࣭⣲⢏Ꮚㄽ࣮ࣝࢢ  

 
 

 ᕼᮃ㡰 ྡ࣮ࣝࢢࢧ 
ཎᏊ᰾ㄽศ⛉   ≀⌮Ꮫ➨ᩍᐊ࣭ཎᏊ᰾⌮ㄽ◊✲ᐊ  

   ᇶ♏≀⌮Ꮫ◊✲ᡤ࣭ཎᏊ᰾⌮ㄽ࣮ࣝࢢ  
 
 

 ᕼᮃ㡰 ྡ࣮ࣝࢢࢧ 
ኳయ᰾≀⌮Ꮫศ⛉   ≀⌮Ꮫ➨ᩍᐊ࣭ኳయ᰾≀⌮Ꮫ◊✲ᐊ  

   ᇶ♏≀⌮Ꮫ◊✲ᡤ࣭Ᏹᐂ࣮ࣝࢢ  
  



願書の書き⽅ ４: 宇宙物理学分野
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★ 宇宙物理学分野を志望する場合は，
「願書」には宇宙物理学分野 理論 か 観測 を記載する.
（間に、物理２等の他の分野を記⼊してもよい.）
さらに、別紙の「物理学・宇宙物理学専攻（宇宙物理学分野）
分科希望調査書」に志望順位順に希望する分科名を記載する．

別紙
物理学・宇宙物理学専攻

（宇宙物理学分野）
分科希望調査書 ＝＞



願書の書き⽅5: 複数分野志望の例

17

「素粒子論」「原子核論」
「天体核物理学」の場合，
サブグループを別紙に書く．



合否判定等

18

P.7 合否判定基準

分科群を志望した場合でも、合格は「分科」で出します。

P.11 合格発表

 

 
㸫 7 㸫 

㸦㸰㸧᥎⸀᭩ 

 

(ฟ㢪㈨᱁(9)ヱᙜ⪅㸧 

ᅾ⡠ࡍᏛࡢᩍဨࡀసᡂࠊࡋཝᑒࡢࡓࡋ㸦ᵝᘧ㝶ព㸧 

㸦㸱㸧ᡂ⦼ド᭩ 

        

 

 

 (ฟ㢪㈨᱁(9)ヱᙜ⪅㸧 

 ᅾ⡠ࡍᏛࡀసᡂࠊࡋཝᑒࡢࡓࡋ 

㸦ฟ㢪㈨᱁(10)ヱᙜ⪅㸧 

 ᭱⤊ฟ㌟Ꮫᰯࡀసᡂࠊࡋཝᑒࡢࡓࡋ 

㸦㸲㸧ᅾ⡠ࡍᏛ⛉➼ࡢᩍ⫱ෆᐜ

 ᭩㢮ࡍ♧

 

(ฟ㢪㈨᱁(9)ヱᙜ⪅㸧                                                   

ᅾ⡠ࡍᏛ⛉➼ࡢ༞ᴗせ௳ࡀศࡧ࠾ࡢฟ㢪࡛ಟᚓࡢ┠⛉ࡓࡋ

 㸧ྵ┠⛉ㅮ⩏ෆᐜ➼㸦୍⯡ᩍ㣴࣭ࢫࣂࣛࢩ

1. ฟ㢪㈨᱁(9)ฟ㢪㈨᱁ࡢㄆᐃ⏦ㄳࠊࡣ⪅ࡓࡋ᭩㢮ᑂᰝࠋࡍ࠸⾜ 

2. ฟ㢪㈨᱁(10)ฟ㢪㈨᱁ࡢㄆᐃ⏦ㄳࠊࡣ⪅ࡓࡋ᭩㢮ᑂᰝࠊ࠸⾜ᚲせᛂ࡚ࡌ➹グヨ㦂ཪཱྀࡣ㢌ヨၥ⾜

 ࠋࡍ࠶ࡀࡇ࠺

3. ㈨᱁ᑂᰝࡢ⤖ᯝࠊࡣ㸰㸮㸰㸯ᖺ㸴᭶㸯㸯᪥㸦㔠㸧⏦ㄳ⪅࡚࠶㒑㏦㏻▱ࠋࡍࡋ 

 
 
㸴㸬䠍䠌᭶ධᏛ࡚࠸ࡘ 

እᅜே␃Ꮫ⏕ࡣࡓࠊእᅜ࡚࠸࠾Ꮫࡢㄢ⛬ಟࡣ࠸࠶ࠊ⪅ࡓࡋእᅜ࡚࠸࠾Ꮫ㝔ㄢ⛬୍ࡢ㒊ࡣࡓ㒊

᪨ࡢࡑ᭩࡛ᩥฟ㢪ࠊ࡛ࡢ࠶ࡀࡇㄆධᏛࡢ㸰㸮㸰㸯ᖺ㸯㸮᭶㸯᪥ࠊࡣ⪅ࡍᕼᮃࠊ㝈⪅ࡓ࠼⤊

ࠊࡣ࡚࠸ࡘQEࠋࡍ࡞㇟ᑐࡀࡢ⪅QEච㝖ࠊࡣ࡚࠸ࡘᏛ࣭ᩘ⌮ゎᯒᑓᨷ ᩘᏛ⣔ᩘࠊ࠾࡞ࠋ࠸ࡉࡔࡃฟ࡚ࡋ⏦

 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ↷ཧグ㏙ࡢࠖ‽㸵㸬ྜྰุᐃᇶࠕ

 

ὀձ 㸯㸮᭶ධᏛᕼᮃᩥࠊࡣ⪅ࡍ ᭩㸦ᡤᐃᵝᘧ㸧ࡢᥦฟඹࠊධᏛ㢪᭩ྑୖࠕࡢ㸰㸮㸰㸯ᖺ㸯㸮᭶㸯᪥ධᏛᕼᮃࠖ

 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋࢡࢳࠊḍڧࡢ

ղ ᪂ᆺࢫࣝࢼࣟࢥឤᰁࡢ⨯ᝈ⪅➼ᑐ࡚ࡋᐇࡍ㏣ヨ㦂ཷ㦂ࡍሙྜࠊ᪥⛬ࡣ࡚ࡗ㸰㸮㸰㸯ᖺ㸯㸮

᭶㸯᪥ࡢධᏛࡈࠊ࡛ࡢࡏࡁ࡛ࡣᢎࠋ࠸ࡉࡔࡃ 

 
 
㸵㸬ྜྰุᐃᇶ‽ 
  ᩘᏛ㺃ᩘ⌮ゎᯒᑓᨷ 

   ᩘᏛ⣔㸸 

࣭ᇶ♏⛉┠࣭ᑓ㛛⛉┠ཬࡧⱥㄒࡢ➹⟅ヨၥࡢᡂ⦼ཱྀࠊ㢌ヨၥࡢホ౯ࠊ⥲ྜⓗุྰྜ࡚ࡋุ᩿ᐃࠋࡍࡋ 

ཱྀ࣭㢌ヨၥ࡛ࡣᑓ㛛ศ㔝ࡢ㐺ᛶࡧ࠾▱㆑✲◊ࠊᚲせࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥ࡞⬟ຊࡢ✲◊ࠊពḧ࡞ホ౯ࡋ

 ࠋࡍ

ཱྀ࣭㢌ヨၥࡢホ౯ྜࡀ᱁ᇶ‽㐩࠸࡞࠸࡚ࡋሙྜࠊࡣ➹⟅ヨၥࡢᡂ⦼ዴఱࠊࡎྜ᱁࠶ࡀࡇ࡞

 ࠋࡍ

࣭ฟ㢪㈨᱁(9)≉ู㑅ᢤࡣ࡚࠸ࡘᡂ⦼ᑗ᮶ᛶู≉⪃៖ุྰྜ࡚ࡋᐃࠋࡍࡋ 

࣭ᩘᏛ⣔࡛ࠊࡣධᏛᚋ༤ኈᚋᮇㄢ⛬㐍Ꮫࡢࡓࡍせ௳࡚ࡋࡘ୍ࡢ༤ኈᚋᮇㄢ⛬㐍Ꮫ㈨᱁ヨ㦂(QE)ㄢ࠸࡚ࡋ

⾜㸰᭶㡭㸶᭶㡭ࡣグヨ㦂➹ࠋࡍ࡞㢌ヨၥཱྀグヨ㦂➹ࡢࡓࡢㄆ☜ࡢᇶ♏▱㆑ࡢᏛᩘࡣQEࠋࡍ

༤ኈᚋࡍ᱁ྜࡑࠋࡍ⾜ࡀᚋ᪥ཱྀ㢌ヨၥࠊࡣ࡚ࡋᑐ⏕ᏛࡓㄆࡀᏛຊ࡞グヨ㦂࡛༑ศ➹ࠊ

ᮇㄢ⛬㐍Ꮫࡍ㈨᱁ࡀᚓࠋࡍᐇ㝿༤ኈᚋᮇㄢ⛬ࡢ㐍Ꮫࡣಟኈㄽᩥࡢᑂᰝ⤒࡚Ỵᐃᩘࠋࡍࡉ

Ꮫ࣭ᩘ⌮ゎᯒᑓᨷᩘᏛ⣔ಟኈㄢ⛬ධᏛヨ㦂࡚࠸࠾ඃ⚽࡞ᡂ⦼ཷࡓࡉ࠾㦂⏕ࡣධᏛᚋ QE ࡇࡉච㝖ࡀ

 ࠋࡍ࠶ࡀ

 

   ᩘ⌮ゎᯒ⣔㸸 

 ᮏᖺᗘᩘࠊ ⌮ゎᯒ⣔ࡣ➹⟅ヨၥࠊࡎ⾜ᥦฟࡓࡉฟ㌟Ꮫ࡛ࡢᡂ⦼ࡧ࠾ᚿᮃศ㔝ㄪᰝ᭩࣭࣮ࣞࡢࢺෆᐜ

᭱ࠋࡍࡋỴᐃ⪅ḟྜ᱁୍࡚ࡋุ᩿ⓗྜ⥲࡚ࡋ៖⪄ᚿᮃศ㔝ࠊ ⤊ⓗཱྀࠊࡣྰྜ࡞㢌ヨၥࡢホ౯ࡧ࠾ㄪᰝ

᭩࣭࣮ࣞࡢࢺෆᐜࠊᚿᮃศ㔝⪃៖࡚ࡋ⥲ྜⓗ࡚ࡋุ᩿Ỵᐃࠋࡍࡋᚿᮃศ㔝ࡣ࡚ࡗ➨୍ᚿᮃ࡛ྜ᱁

ᑓ㛛ࡧ㸧ཬ࡞⣲ゎᯒ「ࡢṌึࠊᆺ௦ᩘᏛ⥺ࠊᚤศ✚ศᏛࡣᇶ♏㸦⠊ᅖࠊࡣ㢌ヨၥཱྀ࡛ࠋࡍ࠶ࡀࡇ࠸࡞࡞

ศ㔝ࡢᏛຊࠊᑓ㛛ศ㔝ࡢ㐺ᛶ࡞ホ౯ࠋࡍࡋ 

ฟ㢪㈨᱁(9)≉ู㑅ᢤࡣ࡚࠸ࡘᡂ⦼ᑗ᮶ᛶู≉⪃៖ุྰྜ࡚ࡋᐃࠋࡍࡋ 

 

≀⌮Ꮫ㺃Ᏹᐂ≀⌮Ꮫᑓᨷ 

 ➹⟅ヨၥྜࡢィᚓⅬᇶᮏࣞࠊࡋ ࡓࠋࡍࡋỴᐃ⪅᱁ྜ࡚ࡋຍホ౯ࡢ㢌ヨၥཱྀࡧ࠾ホ౯ࡢෆᐜࢺ࣮

ྜࠊࡋࡔ ྜࠊࡓ࠺⾜࡚ࡋุ᩿ⓗྜ⥲࡚࠼ຍᚿ㢪≧ἣࡈ⛉ᚿᮃศࡣỴᐃࡢྰ ィᚓⅬࡢᡂ⦼㡰࠸࡞࡞ሙ

 ࠋࡍ࠶ࡀྜ

 

ᆅ⌫ᝨ⛉Ꮫᑓᨷ 

࣭➹⟅ヨၥ㸦ⱥㄒ 100Ⅼࠊᇶ♏⛉┠ 300Ⅼ㸧ཱྀ㢌ヨၥ㸦ᆅ⌫≀⌮Ꮫศ㔝㸸100Ⅼࠊᆅ㉁Ꮫ㖔≀Ꮫศ㔝㸸50Ⅼ㸧

ᑐ࡚ࡋ⛉┠ཷ㦂⪅ࡓࡋᑐ㇟࡚ࡋ⥲ྜⓗุྰྜᐃࠋࡍ࠸⾜ 

ཱྀ࣭㢌ヨၥ࡛ࠊࡣᑓ㛛ศ㔝ࡢ㐺ᛶཬࡧ▱㆑ࡢ✲◊ࠊពḧ➼ホ౯ཱྀࠋࡍࡋ㢌ヨၥࡣᑂᰝဨဨࡀホ౯ࠊࡋホ౯

Ⅼ⟬ฟࠋࡍࡋ 



研究室⾒学
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本⽇午後︓１３︓３０〜１５︓３０

★研究室⾒学を実施しています。
(実施研究室のみ)

★配布資料に詳細。


