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● 表示価格は税抜きです。 2019年3月 

No.2019-095 

書名 著編者名 冊子版ISBN 発行年 
同時 

1アクセス 
(本体) 

同時 
3アクセス 

(本体) 

商品コード 

アラケロフ幾何  森脇 淳 9784000075510  2008 ¥15,950  ¥47,850  1028391684 

線形計算の数理  杉原 正顯、室田 一雄 9784000075565  2009 ¥19,800  ¥59,400  1028391685 

複雑領域上のディリクレ問題 
 ポテンシャル論の観点から  

 相川 弘明 9784000075602  2008 ¥12,650  ¥37,950  1028391686 

ギンツブルク-ランダウ方程式と 
 安定性解析 

 神保 秀一、森田 善久 9784000075619  2009 ¥14,300  ¥42,900  1028391687 

オーリッチ空間とその応用  北 廣男 9784000075633  2009 ¥14,300  ¥42,900  1028391688 

正則関数のなすヒルベルト空間  中路 貴彦 9784000075664  2009 ¥11,000  ¥33,000  1028391689 

特異積分  薮田 公三 9784000075695  2010 ¥19,250  ¥57,750  1028391690 

放物型発展方程式とその応用  （上）   
 可解性の理論 

 八木 厚志 9784000075954  2011 ¥19,800  ¥59,400  1028391691 

放物型発展方程式とその応用  （下） 
 解の挙動と自己組織化 

 八木 厚志 9784000075961  2011 ¥18,700  ¥56,100  1028391692 

リジッド幾何学入門  加藤 文元 9784000075978  2013 ¥12,100  ¥36,300  1028391693 

高次元代数多様体論  川又 雄二郎 9784000075985  2014 ¥12,650  ¥37,950  1028391694 

ファイナンスと保険の数理 
 井上 昭彦、中野 張、 
 福 田 敬 

9784000075992  2014 ¥17,600  ¥52,800  1028391695 

岩澤理論とその展望 （上）  落合 理 9784000298216  2014 ¥11,000  ¥33,000  1028391696 

岩澤理論とその展望 （下）  落合 理 9784000298223  2016 ¥20,350  ¥61,050  1028391697 

数値解析の原理 
 現象の解明をめざして 

 菊地 文雄、齊藤 宣一  9784000298230  2016 ¥18,700  ¥56,100  1028391698 

現代数学のあらゆる分野から重要テーマを精選し、各分野の第一人者が問題発見の経緯から最新動向ま
でを解説する。定理や補題の証明も丁寧に記述し、重要な成果はその系譜を解説し、関連する文献を網羅
した。最新の数学に触れたい学生、専門外の分野の正確な理解を求める研究者などに最適な新しい数学
書シリーズ。 

岩波数学叢書 

全15冊揃価格 
同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

¥238,150  ¥714,450  

好評配信中! 

岩波書店 
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書名 著編者名 冊子版ISBN 発行年 

同時 
1アクセス 

(本体) 

同時 
3アクセス 

(本体) 
商品コード 

位相幾何  佐藤 肇 9784000050517 2006 ¥6,050  ¥18,150  1028391631 

確率微分方程式  舟木 直久 9784000051965 2005 ¥7,700  ¥23,100  1028391632 

関数解析  岡本 久、中村 周 9784000051972 2006 ¥9,350  ¥28,050  1028391633 

可換環と体  堀田 良之 9784000051989 2006 ¥10,780  ¥32,340  1028391634 

幾何学的変分問題  西川 青季 9784000052436 2006 ¥8,250  ¥24,750  1028391635 

群論  寺田 至、原田 耕一郎  9784000052696 2006 ¥10,450  ¥31,350  1028391636 

現代数学の広がり1 
 上野 健爾、青本 和彦、 
 砂 田  利一、深谷 賢治  

9784000053198 2005 ¥7,480  ¥22,440  1028391637 

現代数学の広がり2 
 木村 達雄、 高橋 陽一郎、 
 村瀬  元彦、木上 淳、 
 坂内 英一 

9784000053204 2005 ¥7,480  ¥22,440  1028391638 

実関数とフーリエ解析  高橋 陽一郎 9784000054577 2006 ¥12,100  ¥36,300  1028391639 

数論 I Fermatの夢と類体論 
 加藤 和也、黒川 信重、 
 斎藤 毅 

9784000055277 2005 ¥12,650  ¥37,950  1028391640 

数論 II 岩澤理論と保型形式 
 黒川 信重、栗原 将人、 
 斎藤  毅 

9784000055284 2005 ¥8,800  ¥26,400  1028391641 

測度と確率  小谷 眞一 9784000056106 2005 ¥11,000  ¥33,000  1028391642 

双曲型偏微分方程式と波動現
象 

 井川 満 9784000056113 2006 ¥8,030  ¥24,090  1028391643 

代数幾何  上野 健爾 9784000056496 2005 ¥16,500  ¥49,500  1028391644 

楕円型・放物型偏微分方程式  村田 實、倉田 和浩 9784000056502 2006 ¥8,800  ¥26,400  1028391645 

微分形式の幾何学  森田 茂之 9784000058735 2005 ¥11,000  ¥33,000  1028391646 

微分方程式と固有関数展開  小谷 眞一、俣野 博 9784000058742 2006 ¥8,250  ¥24,750  1028391647 

非可換環  谷崎 俊之 9784000058759 2006 ¥7,480  ¥22,440  1028391648 

複素幾何  小林 昭七 9784000059527 2005 ¥11,000  ¥33,000  1028391649 

複素解析  藤本 坦孝 9784000059534 2006 ¥7,480  ¥22,440  1028391650 

Morse理論の基礎  松本 幸夫 9784000060561 2005 ¥8,800  ¥26,400  1028391651 

リー群と表現論  小林 俊行、大島 利雄 9784000061421 2005 ¥16,500  ¥49,500  1028391652 

力学系  久保 泉、矢野 公一 9784000061469 2006 ¥11,550  ¥34,650  1028391653 

従来の教科書スタイルをはなれ、定義や定理、理論が生まれる背景、必然性をいきいきと語り、 
「生きた基礎」「役に立つ基礎」を学ぶ。『岩波講座 現代数学の基礎』（1994-99年刊）からの単行本化。 

現代数学の基礎 ※本商品は目次のみが検索対象となっております。 

全23冊揃価格 
同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

¥227,480  ¥682,440  

好評配信中! 
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※本商品は目次のみが検索対象となっております。 

書名 著編者名 冊子版ISBN 発行年 
同時 

1アクセス 
(本体) 

同時 
3アクセス 

(本体) 

商品コード 

一般コホモロジー 
 河野 明、 
 玉木 大 

9784000050579 2008 ¥9,900  ¥29,700  1028391654 

確率解析  重川 一郎 9784000052023 2008 ¥8,800  ¥26,400  1028391655 

散乱理論  井川 満 9784000054102 2008 ¥9,900  ¥29,700  1028391656 

指数定理  古田 幹雄 9784000054607 2008 ¥15,950  ¥47,850  1028391657 

双有理幾何学 
 Janos Kollar、 
 森 重文 

9784000056137 2008 ¥11,000  ¥33,000  1028391658 

代数解析概論  柏原 正樹 9784000056519 2008 ¥9,900  ¥29,700  1028391659 

多変数複素解析  大沢 健夫 9784000056526 2008 ¥5,940  ¥17,820  1028391660 

場の理論とトポロジー  河野 俊丈 9784000058353 2008 ¥7,260  ¥21,780  1028391661 

非線形問題と複素幾何学  中島 啓 9784000058803 2008 ¥9,350  ¥28,050  1028391662 

非平衡ダイナミクスの数理  西浦 廉政 9784000058810 2009 ¥10,450  ¥31,350  1028391663 

複素構造の変形と周期  
 共形場理論への応用 

 上野 健爾、 
 清水 勇二 

9784000059565 2008 ¥11,000  ¥33,000  1028391664 

フェルマー予想  斎藤 毅 9784000059589 2009 ¥13,750  ¥41,250  1028391665 

変分問題入門 
 非線形楕円型方程式とハミルトン系 

 田中 和永 9784000059787 2008 ¥10,230  ¥30,690  1028391666 

無限次元リー環  脇本 実 9784000060486 2008 ¥11,550  ¥34,650  1028391667 

モジュライ理論 I  向井 茂 9784000060578 2008 ¥9,900  ¥29,700  1028391668 

モジュライ理論 II  向井 茂 9784000060585 2008 ¥11,000  ¥33,000  1028391669 

離散群  大鹿 健一 9784000061483 2008 ¥9,350  ¥28,050  1028391670 

特異摂動の代数解析学 
 河合 隆裕、 
 竹井 義次 

9784000062916 2008 ¥6,490  ¥19,470  1028391671 

特性類と幾何学  森田 茂之 9784000062923 2008 ¥9,350  ¥28,050  1028391672 

必要最小限の知識で高度の発達した現代数学の成果と考え方が理解できるように解説し、現代数学の課題、 
今後の展開について語る。『岩波講座 現代数学の展開』（1998-2008年刊）からの単行本化。 

現代数学の展開 
全19冊揃価格 

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

¥191,070  ¥573,210  

好評配信中! 
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現代数学への入門 全16巻   

No 書名 著編者 刊行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

1 初等関数を中心に （微分と積分 1） 青本 和彦 2003 9784000068710 ¥6,600 ¥19,800 1013603970 

2 電磁場とベクトル解析 深谷 賢治 2004 9784000068833 ¥7,150 ¥21,450 1013603971 

3 解析力学と微分形式 深谷 賢治 2004 9784000068840 ¥7,700 ¥23,100 1013603972 

4 現代解析学への誘い 俣野 博 2004 9784000068734 ¥7,150 ¥21,450 1013742160 

5 複素関数入門 神保 道夫 2003 9784000068741 ¥6,600 ¥19,800 1013742161 

6 多変数への広がり （微分と積分 2） 高橋 陽一郎 2003 9784000068727 ¥6,600 ¥19,800 1013890249 

7 行列と行列式 砂田 利一 2003 9784000068796 ¥9,900 ¥29,700 1013890250 

8 数論入門 山本 芳彦 2003 9784000068789 ¥11,000 ¥33,000 1013918623 

9 幾何入門 砂田 利一 2004 9784000068802 ¥11,000 ¥33,000 1013918624 

10 力学と微分方程式 高橋 陽一郎 2004 9784000068758 ¥7,700 ¥23,100 1013998491 

11 熱・波動と微分方程式 俣野 博 2004 9784000068765 ¥7,480 ¥22,440 1013998492 

12 代数入門 上野 健爾 2004 9784000068772 ¥11,000 ¥33,000 1013998493 

13 曲面の幾何 砂田 利一 2004 9784000068819 ¥7,150 ¥21,450 1013998494 

14 双曲幾何 深谷 賢治 2004 9784000068826 ¥7,150 ¥21,450 1013998495 

15 現代数学の流れ （1） 上野 健爾 2004 9784000068857 ¥7,150 ¥21,450 1013998496 

16 現代数学の流れ （2） 上野 健爾 2004 9784000068864 ¥7,150 ¥21,450 1013998497 

全16冊揃価格 
同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

¥128,480 ¥385,440 

好評配信中! 
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岩波 数学辞典 第4版 

数学全分野を透徹した一つの体系のもとに収めた数学のエン
サイクロペディア。基礎概念から数理科学の最先端までを一望
できる辞典として、数学者および関係諸分野の研究者必携。 

日本数学会 編 

同時1アクセス（本体）：￥55,000 同時3アクセス（本体）：￥165,000 

冊子版ISBN：9784000803090 商品コード：1025741200 

※CD-ROMはついておりません。 

好評配信中! 
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スーパーコンピュータは基本原理の説明や因果の理解に活躍する．いまや計算は自然現象の
解明において必須の方法であり，実験や理論とならび，科学に一つの哲学を与える概念となっ
た．本講座は，最先端科学での具体例を通して計算科学をはじめて体系的に紹介する．科学
の視点に重点を置き，学生がはじめて学ぶ際に好適である． 

巻 各巻タイトル 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

1  計算の科学 2013 9784000113014 ¥8,800 ¥26,400 1016411859 

2  計算と宇宙 2012 9784000113021 ¥9,900 ¥29,700 1016411860 

3  計算と物質 2012 9784000113038 ¥10,450 ¥31,350 1016411861 

4  計算と生命 2012 9784000113045 ¥9,900 ¥29,700 1016411862 

5  計算と地球環境 2012 9784000113052 ¥9,900 ¥29,700 1016411863 

6  計算と社会 2012 9784000113069 ¥9,900 ¥29,700 1016411864 

別巻  スーパーコンピュータ 2012 9784000113076 ¥8,800 ¥26,400 1016411865 

実験は科学を変える―実験，理論に並ぶ科学の第三の柱を体系的に紹介。 

宇川 彰 編集委員／押山 淳 編集委員／小柳 義夫 編集委員／杉原 正顯  
編集委員／住 明正 編集委員／中村 春木 編集委員 

計算科学 全6巻・別巻1  

揃価格 
同時１アクセス(本体) ：¥67,650    同時３アクセス(本体) ：¥202,950  

＜商品コード：1016411858＞ 

数学史 

同時1アクセス(本体) ¥33,000 

同時3アクセス(本体) ¥99,000 

冊子版ISBN 9784000055338  

著編者名 佐々木 力 発行年 2010 商品コード 1012550330 

数学は、人間の知識の中でも最も普遍的で確実な知識といわれる。そのような特異な知的
営みは、いかに創造され、変容し、飛躍を遂げるのか。超越的存在のように見える数学を「歴
史―内―存在」として位置づけた数学通史の決定版。 

岩波数学入門辞典 

同時1アクセス(本体) ¥20,350 

同時3アクセス(本体) ¥61,050 

冊子版ISBN 9784000802093  

著編者名 青本 和彦 発行年 2005 商品コード 1012309053 

高校から大学で学ぶ数学用語を中心に解説。数学を学ぶために必要な概念のみならず、数
学の歴史や社会的な背景にもふれる。項目の説明は、段階的に厳密な理解ができるように
配慮。拾い読みしても楽しめる便利な辞典。 
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統計科学・機械学習・データマイニングなど、
データ解析の手法が、今注目されています。
各巻ごとに「特集」を組み、読んで必ず役立
つ情報を提供。 

Vol 特集 発行年 冊子版ISBN 商品コード 

1 ベイズ推論とMCMCのフリーソフト 2015 9784000298513 1025355541 

2 統計的自然言語処理 －ことばを扱う機械 2016 9784000298520 1025355542 

3 因果推論－実世界のデータから因果を読む 2016 9784000298537 1025355543 

4 地理空間情報処理 2016 9784000298544 1025355544 

5 スパースモデリングと多変量データ解析 2017 9784000298551 1025355545 

6 
時系列解析－状態空間モデル・因果解析・ビジネス
応用 

2017 9784000298568 1025355546 

岩波データサイエンス 全6巻 
伊庭幸人（統計数理研究所）ほか編 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥26,400 ¥79,200 

各巻 ¥4,400 各巻 ¥13,200 

好評配信中! 
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統計科学のフロンティア 全12巻  

 統計学を理論の中心とする学問は，進化し続けています．金融，データマイニング，バイオインフォマティク
ス，脳の情報理論をはじめとして，工学，経済学，医学，心理学など分野の応用に新展開が見られます．この
ように新しい情報の科学を生み出しつつある領域全体を，「統計科学」とよび，ここにシリーズとして体系化しま
した．1) 統計理論の基本概念の再構成，2) 新しい理論や手法の解説，3) 応用分野の広がり，4) 計算機の活
用，といった4つの視点からまとめられています．人社理工医、必携のシリーズです。 

No 書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時 

1アクセス 
(本体)  

同時 
3アクセス 

(本体) 
商品コード 

1 線形モデルからの出発 ―統計学の基礎 1― 竹村 彰通 2003 9784000068413 ¥9,350 ¥28,050 1012550338 

2 統計学の基礎概念を見直す ―統計学の基礎 2― 竹内 啓 2003 9784000068420 ¥9,900 ¥29,700 1012550339 

3 モデル選択 ―予測・検定・推定の交差点― 下平 英寿 2004 9784000068437 ¥9,350 ¥28,050 1012550340 

4 
階層ベイズモデルとその周辺 ―時系列・画像・認知への
応用― 

石黒 真木
夫 

2004 9784000068444 ¥10,450 ¥31,350 1012550341 

5 多変量解析の展開 ―隠れた構造と因果を推理する― 甘利 俊一 2002 9784000068451 ¥9,900 ¥29,700 1012550342 

6 パターン認識と学習の統計学 ―新しい概念と手法― 麻生 英樹 2003 9784000068468 ¥10,450 ¥31,350 1012550343 

7 特異モデルの統計学 ―未解決問題への新しい視点― 福水 健次 2004 9784000068475 ¥10,450 ¥31,350 1012550344 

8 経済時系列の統計 ―その数理的基礎― 刈屋 武昭 2003 9784000068482 ¥12,100 ¥36,300 1012550345 

9 生物配列の統計 ―核酸・タンパクから情報を読む― 岸野 洋久 2003 9784000068499 ¥10,450 ¥31,350 1012550346 

10 
言語と心理の統計 ―ことばと行動の確率モデルによる分
析― 

金 明哲 2003 9784000068505 ¥10,450 ¥31,350 1012550347 

11 確率計算の新しい手法 ―計算統計 1― 汪 金芳 2003 9784000068512 ¥9,350 ¥28,050 1012550348 

12 
マルコフ連鎖モンテカルロ法とその周辺 ―計算統計 
2― 

伊庭 幸人 2005 9784000068529 ¥13,200 ¥39,600 1012550349 

全12冊揃価格 
同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

¥125,400 ¥376,200  

8 



丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
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書名 著編者名 冊子版ISBN 発行年 
同時 

1アクセス
(本体) 

同時 
3アクセス 

(本体) 
商品コード 

 共形場理論と1次元量子系  川上 則雄、梁 成吉 9784000074117 1997 ¥19,250  ¥57,750  1028391677 

 巨視的トンネル現象  高木 伸 9784000074124 1997 ¥18,700  ¥56,100  1028391678 

 量子ホール効果  吉岡 大二郎 9784000074131 1998 ¥17,600  ¥52,800  1028391679 

 スピングラス理論と情報統計力学  西森 秀稔 9784000074148 1999 ¥18,700  ¥56,100  1028391680 

 経路積分と対称性の量子的破れ  藤川 和男 9784000074155 2001 ¥18,150  ¥54,450  1028391681 

 電子相関の物理  斯波 弘行 9784000074179 2001 ¥17,600  ¥52,800  1028391682 

 ゆらぎのエネルギー論   関本 謙 9784000074186 2004 ¥17,600  ¥52,800  1028391683 

自然の統一的理解を進めながら、研究のフロントを次々と拡大していく物理学。その発展の根幹には、
新しい概念の創造と斬新な数学的手法の開発がある。この視点から今日もっとも重要で将来性の高
いテーマを厳選し、各分野の第一人者が自由に書き下ろす。大学院生・研究者に役立つシリーズ。 

全7冊揃価格 
同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

¥127,600  ¥382,800  

新物理学選書 

好評配信中! 
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丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
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本書は大学教養課程において力学をはじ
めとする学習する人のための入門書あるい
は参考書であって、のちに物理学科または
物理を基礎とする理工系諸学科を専攻しよ
うとする学生のために書かれたものである。 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN  
同時1 アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

力学 戸田 盛和 2017 9784000298612 ¥7,150 ¥21,450 1025649038 

解析力学 小出 昭一郎 2017 9784000298629 ¥5,280 ¥15,840 1025649039 

電磁気学1 長岡 洋介 2017 9784000298636 ¥6,380 ¥19,140 1025649040 

電磁気学II 長岡 洋介 2017 9784000298643 ¥4,070 ¥12,210 1025649041 

量子力学I 中嶋 貞雄 2017 9784000298650 ¥6,270 ¥18,810 1025649042 

量子力学II 中嶋 貞雄 2017 9784000298667 ¥6,600 ¥19,800 1025649043 

熱・統計力学 戸田 盛和 2017 9784000298674 ¥6,490 ¥19,470 1025649044 

弾性体と流体 恒藤 敏彦 2017 9784000298681 ¥7,480 ¥22,440 1025649045 

相対性理論 中野 董夫 2017 9784000298698 ¥6,490 ¥19,470 1025649046 

物理のための数学 和達 三樹 2017 9784000298704 ¥7,920 ¥23,760 1025649047 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥64,130 ¥192,390 

物理入門コース（新装版） 全10巻 

好評配信中! 
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