
情報電子工学科	 カリキュラム	 
 

本学科の専門科目は下図のように分類される．低学年次は工学の基盤となる科目による基本技

術力を，高学年次は専門科目を中心とする専門的な基礎技術力を養成する構成となっている．5

年次は選択科目により将来の目標にあわせた専門技術力の育成を目指している．また，特別選択

科目は，苦手な科目の補習や演習ならびにモノづくり，さらに専門の理解力向上となるように多

数のテーマを用意している．	 

	 

 

基盤科目	 

基盤としての知識の修得と 

体験学習 

 

1 年 
工学入門 

情報基礎 

基礎電気工学 

情報電子工学基礎実験Ⅰ 

 

2 年 
電気工学 

情報工学 

情報工学基礎演習 

情報電子工学基礎実験Ⅱ 

 

3 年 
プログラミング基礎 

電子工学 

情報電子工学基礎実験Ⅲ 

 

 

 

必修：28 単位 

総合科目	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 必修：10 単位	 

実践力の育成 

 
4 年 情報電子工学実験 

5 年 課題研究 

専門基礎科目	 

基本的専門知識の 

理解・修得 

 

3 年 
電気回路 

コンピュータ工学基礎 

情報通信工学基礎 

 

4 年 
情報数理 

応用物理 

回路網学 

電気電子計測 

電気磁気学 

コンピュータシステム 

コンピュータ言語 

プログラミング 

電子回路 

論理回路 

 

5 年 
応用数学 

ネットワーク 

情報理論 

制御工学 

 

 

必修：34 単位 

専門応用科目	 

専門の技術力の育成 

電子工学系	 

選択必修：11 単位 

5 年 
計算機回路 

集積回路 

電子デバイス 

電子応用機器 

信号処理 

技術英語 E 

情報工学系	 

選択必修：11 単位	 

5 年 
ソフトウェア工学 

データ構造とアルゴリズム 

コンパイラ 

データベース 

オペレーティングシステム 

技術英語 I 

特別選択科目  創造力育成と学習支援 
 専門基礎セミナー(４単位まで)    創造セミナー(5 単位まで)    専門特別セミナー(２単位まで) 
     基礎・基盤科目演習          情報・電子系モノづくり           資格試験など 

モノづくり入門など              応用的演習など                

複合系	 	 	 選択：6 単位	 

5 年 
システム工学 

通信工学 

センサ工学 

情報認識 

プログラミング言語 

エネルギーシステム 

1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 

図１ 情報電子工学科科目分類 
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情報電子工学科	 専門科目	 系統図	 
 

本学科の専門科目における関連性を図２に示す．線で結ばれている科目は低学年次から継続して習

得することを示し,高学年次ほど高度な内容を理解することになる．各科目の特徴と関係を考えながら学

習し，各自が目標とする実践的技術者となるべく技術力を身に付けてほしい． 

 

 
 

図２ 専門科目における関連性 
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平成２３年度　情報電子工学科　実施カリキュラムと担当教員 　

区
分
１

授 業 科 目 名 種別
単
位
数

3
年

4
年

5
年

担 当 教 員 ページ 備　　　　考

プログラミング基礎 講義 2 2 村田美 E05

電子工学 講義 2 2 白井 E06

情報電子工学基礎実験Ⅲ 実験 4 4 橋本，白井，小島，西村 E07

情報数理 講義 2 2 橋本 E11

応用数学 講義 2 2 橋本 E22

応用物理 講義 2 2 吉沖 E12

電気回路 講義 2 2 森内 E08

回路網学 講義 2 2 井上 E13

電気電子計測 講義 2 2 湯治 E14

電気磁気学 講義 2 2 橋本 E15

コンピュータ工学基礎 講義 2 2 磯谷 E09

情報通信工学基礎 講義 2 2 藤本 E10

コンピュータシステム 講義 2 2 池田 E16

コンピュータ言語 講義 2 2 米沢 E17

プログラミング 講義 2 2 岩﨑 E18

ネットワーク 講義 2 2 藤本 E23

情報理論 講義 2 2 森内 E24

電子回路 講義 2 2 白井 E19

論理回路 講義 2 2 白井 E20

制御工学 講義 2 2 湯治 E25

情報電子工学実験 実験 4 4 木場，米沢，西村，赤石 E21

課題研究 実験 6 6 Ｅ科全教員 E26

必修単位合計 52 14 24 14

ソフトウェア工学 講義 2 2 小島 E27

データ構造とアルゴリズム 講義 2 2 池田 E28

コンパイラ 講義 2 2 小島 E29

データベース 講義 2 2 村田美 E30

オペレーティングシステム 講義 2 2 池田 E31

技術英語 I 講義 1 1 森内 E32

計算機回路 講義 2 2 谷口（非常勤），森内 E33

集積回路 講義 2 2 木場 E34

電子デバイス 講義 2 2 木場 E35

電子応用機器 講義 2 2 村田勝（非常勤），森内 E36

信号処理 講義 2 2 森内 E37

技術英語 E 講義 1 1 井上 E38

システム工学 講義 1 1 森内 E39

通信工学 講義 1 1 橋本 E40

センサ工学 講義 1 1 湯治 E41

情報認識 講義 1 1 池田 E42

プログラミング言語 講義 1 1 米沢 E43

エネルギーシステム 講義 1 1 井上 E44

開設単位小計 28 0 0 28

インターンシップ 1 E45 4年か5年で修得可

エンジニア総合学習 1 1 ２～３年担任 E46

進路セミナー 1 1 ４年担任（進路支援室） E47

複合工学セミナーⅠ 1 E48 H18まで専門応用セミナーとして開講

複合工学セミナーⅡ 1 E49 H18まで専門応用セミナーとして開講

専門基礎セミナー 4 テーマごとに各教員が担当 E50

創造セミナー 5 テーマごとに各教員が担当 E52 専門応用セミナーから科目名変更

専門特別セミナー 2 テーマごとに各教員が担当 E54

開設単位小計 12 4 5 3 ＊各学年は参考単位

選択単位合計 40 4 5 31 ＊各学年は参考単位

開設単位合計 92 18 29 45 ＊特別選択を含む

基礎履修単位 66 14 24 28 ＊特別選択を除く履修可能単位数
(参考履修可能単位) 78 18 29 31 (基礎履修単位＋特別選択単位)

＊ 5年次の科目については，情報工学系または，電子工学系を選択すること．複合系科目については２科目以上取得すること．
＊ 情報工学系科目・電子工学系科目は並列開講，複合系選択科目は２科目を組み合わせて並列開講．

1

1

専
門
基
礎
科
目

選
択

専
門
応
用
科
目

情
報
工
学
系

特別
選択
科目

1

複
合
系

　３科目選択

区
分
２

　情報コース必修

電
子
工
学
系

　電子コース必修

総合
科目
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学習・教育目標と授業科目の対応表（情報電子工学科） 

学 習 教 育

目 標  

サ ブ  

目 標  

達成度評価対象科目 等  （平成 19 年度対応） 

本科１年 本科２年 本科３年 本科４年 本科５年 

A．知徳体の調和した

人間性を身につけ

た技術者 

A-1 

国語Ⅰ（○） 

地理歴史（○） 

英会話Ⅰ（○） 

国語Ⅱ（○） 

地理歴史Ⅱ（◎） 

政治経済Ⅰ（◎） 

英会話Ⅱ（○） 

国語Ⅲ（○） 

政治経済Ⅱ（◎） 

倫理・社会（○） 

近代と文学（◎） 

経済学（◎） 

現代社会論Ⅰ（◎） 

国語表現(◎） 

法学（◎） 

日本現代文学（◎） 

古典文学(◎） 

現代社会論Ⅱ（◎） 

東アジアの中の日本（○） 

哲学（◎） 

A-2 

地理歴史Ⅰ（○） 

英話Ⅰ（○） 

英会話Ⅰ（○） 

英語Ⅱ（○） 

英会話Ⅱ（○） 

英話Ⅲ（○） 

倫理社会（○） 

英語Ⅳ（◎） 

現代社会論Ⅰ（○） 

英語Ⅴ（○） 

東アジアの中の日本（◎） 

A-3 
保健体育Ⅰ（◎） 

特別活動 

保健体育Ⅱ（◎） 

特別活動 

保健体育Ⅲ（◎） 

特別活動 
スポーツ科学（○） 健康科学（○） 

B．技術の基礎となる

技能と知識を身に

つけた技術者 

B-1 

数学Ⅰ（◎） 

化学（◎） 

総合理科Ⅰ（○） 

数学Ⅱ（◎） 

物理Ⅰ（◎） 

総合理科Ⅱ（○） 

数学Ⅲ（◎） 

物理Ⅱ（◎） 

総合理科Ⅲ（○）	 

多変数の微分積分学（◎） 

行列式と行列の応用（◎） 

情報数理（◎） 

応用物理（◎） 

応用数学（◎） 

情報理論（◎） 

B-2 
情報電子工学基礎

実験Ⅰ（◎） 

情報電子工学基礎

実験Ⅱ（◎） 
情報電子工学基礎実験Ⅲ（◎） 情報電子工学実験（◎） 課題研究（○） 

B-3 

情報基礎（○） 

情報電子工学基礎

実験Ⅰ(○） 

情報工学基礎演習（○） 

情報工学（○） 

プログラミング基礎（○） 

情報電子工学基礎実験Ⅲ（○） 

コンピュータシステム（○） 

コンピュータ言語（○） 

プログラミング（◎） 

情報電子工学実験（○） 

応用数学（◎） 

ソフトウェア工学（○） 

C．複眼的な視点から

問題を解決できる

技術者 

C-1 工学入門（◎）   

現代社会論Ⅰ（○） 

複合工学セミナーⅠ（○） 

複合工学セミナーⅡ（○） 

エネルギーシステム（○） 

C-2 
基礎電気工学（◎） 

情報基礎（◎） 

電気工学（◎） 

情報工学（◎） 

情報工学基礎演習（◎） 

プログラミング基礎（◎） 

電子工学（◎） 

電気回路（◎） 

コンピュータ工学基礎（◎） 

情報通信工学基礎（◎） 

回路網学（◎） 

電気電子計測（◎） 

電気磁気学（◎） 

コンピュータシステム（○） 

コンピュータ言語（◎） 

プログラミング（○） 

電子回路（◎） 

論理回路（◎） 

ネットワーク（◎） 
制御工学（◎） 
課題研究（◎） 
ソフトウェア工学（◎） 
データ構造とアルゴリズム（◎） 
コンパイラ（◎） 
データベース（◎） 
オペレーティングシステム（◎） 
計算機回路（◎） 
集積回路（◎） 
電子デバイス（◎） 
電子応用機器（◎） 
信号処理（◎） 
通信工学（◎） 
センサ工学（◎） 
情報認識（◎） 
プログラミング言語（◎） 
エネルギーシステム（○） 

C-3 
情報電子工学基礎

実験Ⅰ（○） 

情報電子工学基礎

実験Ⅱ（○） 

情報電子工学基礎実験Ⅲ

（○） 

情報電子工学実験（◎） 

複合工学セミナーⅠ（◎） 

複合工学セミナーⅡ（◎） 

課題研究（◎） 

C-4   
電子工学（○） 

電気回路（○） 

コンピュータシステム（◎） 

電子回路（○） 

論理回路（○） 

複合工学セミナーⅠ（◎） 

複合工学セミナーⅡ（◎） 

ネットワーク（○） 

制御工学（○） 

データ構造とアルゴリズム（○） 

データベース（○） 

オペレーティングシステム（○） 

集積回路（○） 

電子応用機器（○） 

センサ工学（○） 

情報認識（○） 

プログラミング言語（○） 

D．技術のあり方に対

する倫理観を身に

つけた技術者 

D-1    現代社会論Ⅰ（○） 哲学（○） 

D-2   倫理・社会（◎） 
法学（○） 

インターンシップ（○） 

ネットワーク（○） 

システム工学（◎） 

エネルギーシステム（◎） 

インターンシップ（○） 

E. ．知的探究心を持

ち、主体的に問題

に取り組むことが

できる技術者 

E-1 
総合理科Ⅰ（◎） 

工学入門（○） 
総合理科Ⅱ（◎） 総合理科Ⅲ（◎）	  

データ構造とアルゴリズム（○） 

コンパイラ（○） 

データベース（◎） 

オペレーティングシステム（○） 

計算機回路（○） 

集積回路（◎） 

電子デバイス（○） 

電子応用機器（○） 

システム工学（○） 

エネルギーシステム（○） 

E-2    

情報電子工学実験（○） 

複合工学セミナーⅠ（○） 

複合工学セミナーⅡ（○） 

課題研究（◎） 

F．基本的なコミュニケ

ーション能力を身

に着けた技術者 

F-1 国語Ⅰ（◎） 国語Ⅱ（◎） 国語Ⅲ（◎） 国語表現(◎） 課題研究（○） 

F-2 
英語Ⅰ（◎） 

英会話Ⅰ（○） 

英語Ⅱ（◎） 

英会話Ⅱ（○） 
英語Ⅲ（◎） 英語Ⅳ（◎） 

英語Ⅴ（◎） 

技術英語(I)（◎） 

技術英語(E)（◎） 

F-3 
英語Ⅰ（○） 

英会話（◎） 
英語Ⅱ（○） 英語Ⅲ（○） 英語Ⅳ（○） 

英語Ⅴ（◎） 

課題研究（○） 

技術英語(I)（○） 

技術英語(E)（○） 

G．社会性・協調性を身

につけた技術者 

G-1 工学入門(○)   
現代社会論Ⅰ（○） 

インターンシップ（○） 

現代社会論Ⅱ（○） 

東アジアの中の日本（○） 

インターンシップ（○） 

G-2 
保健体育Ⅰ（○） 

エンジニア総合学習 

保健体育Ⅱ（○） 

エンジニア総合学習 

保健体育Ⅲ（○） 

エンジニア総合学習 

スポーツ科学（◎） 

進路セミナー 

インターンシップ（◎） 

健康科学（○） 

インターンシップ（◎） 
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【授業科目名】	 プログラミング基礎	 

Fundamental	 Programming	 

【対象クラス】	 情報電子工学科	 ３年 
【科目区分】	 	 専門基礎科目・必修 

（教育目標との対応：C-2，B-3）	 

【授業形式・単位数】	 講義・２単位 
【開講期間・授業時数】	 通期・60 
【担当教員】村田	 美友紀（生物化学システム工学科）	 

(教員室)   専門 A棟 3F 村田教員室 

【科目概要】 
コンピュータを用いて何か処理を行うためには，プ

ログラミング言語を用いてプログラムを作成する必

要がある．プログラミング言語には様々な種類がある

が，本講義では，Ｃ言語にオブジェクト指向的な拡張

を加えた C++言語を学習する．C++はビジュアルな環境

でアプリケーションの開発が行え，高速に実行できる

特徴がある．本講義でプログラムの開発手順を学ぶこ

とにより，プログラミングの基礎的な力を育成する．	 

【授業方針】 
教科書や配布する資料を基に，各項目について勉強

した後に，実習プログラムを作成する．なるべく実習

時間を多く取り，実習を通して理解が容易になるよう

な授業の進め方とする．目標としては，Visual	 C++

の開発環境を勉強し，C++によるプログラミングの基

礎を習得することにある．簡単なアプリケーションが

作成できるようなレベルになり，4年生での授業科目

である「プログラミング」につなげる．	 

【学習方法】 
教科書，配布資料を参照しながら，プログラムを自

分の力で完成させることが重要である．基礎的なプロ

グラムを書けるようになるまでのハードルは高くな

い．プログラミング実習を数多くこなし，何故エラー

が出るのか，何故処理結果が間違っているのか，よく

考えるステップが重要である．授業中での実習時間が

不足する場合には放課後の空き時間を活用して欲し

い．	 

【達成目標】 
1.C++の統合環境において各部の構成要素について理

解し，プログラミングの実行までの基本操作ができ

る．	 

2.デバッガの各種の機能を理解し，プログラムのデバ

ッグができる．	 

3.C++により制御構造までのプログラムが書ける．	 

4.初歩的なアルゴリズムが理解できる．	 

	 

【教科書等】	 

教科書：「やさしい C++	 第 3版」	 高橋	 麻奈	 著 	 ソ

フトバンククリエイティブ	 

参考書：「明解 C言語	 入門編」	 柴田	 望洋	 著	 ソフ

トバンククリエイティブ	 

参考書：プログラミング言語 C++第 3 版 Bjarne	 

Stroustrup	 (著),	 長尾	 高弘	 (訳)アジソ

ンウェスレイパブリッシャーズジャパン	 

【授業スケジュール】 
1. ガイダンス，VisualC++について	 
2．VisualC++の基本操作	 

3．C++の基礎知識―変数と型１―	 

4.	 C++の基礎知識―変数と型２―	 

5． C++の基礎知識―式と演算子―	 
6． C++の基礎知識―データ変換―	 
7． プログラミング演習	 
8． 〔前期中間試験〕	 
9． 前期中間試験の返却と解説	 
10．C++の基礎知識―場合に応じた処理―	 

11．C++の基礎知識―繰り返し文１―	 

12．C++の基礎知識―繰り返し文２―	 	 

13．関数	 

14．プログラミング演習	 

〔前期末試験〕	 

15．前期末試験の返却と解説，	 

16．さまざまな関数	 

17．ポインタ１	 

18．ポインタ２	 

19．配列１	 

20．配列２	 

21．プログラミング演習	 

22．〔後期中間試験〕	 

23．スコープ	 

24．記憶寿命と動的なメモリの確保	 

25．ファイルの分割	 

26．いろいろな型	 

27．構造体型	 

28．クラス	 

29．プログラミング演習	 

〔学年末試験〕	 

30．学年末試験の返却と解説	 

【関連科目】 
４年:プログラミング,５年:プログラミング言語 
【成績の評価方法と評価基準】 
●各目標項目については，定期試験で確認する．  
●最終成績の算出方法は，4回の定期試験を平均した
点数を 80%，不定期に実施する課題の平均点を 20%
として算出し，60点以上で合格とする． 
●上記の方法で算出した最終成績が合格に満たない

場合は，再試験を実施して達成度を確認する． 
【学生へのメッセージ】 
プログラムに慣れることがまず大事です．たくさんの

プログラムを作成・実行してください．疑問点がある

ときはどんどん遠慮せずに直接・メールで質問してく

ださい．空き時間は教員室前に掲示しています． 
E-mail:m-murata@kumamoto-nct.ac.jp 

E-5



【授業科目名】	 電子工学	 

Electronic	 Engineering	 

【対象クラス】 情報電子工学科	 3 年 
【科目区分】 専門基礎科目・必修 

（教育目標との対応：C-2，C-4）	 

【授業形式・単位数】	 講義・2単位 
【開講期間・授業時数】	 通期・60 
【担当教員】	 白井	 雄二（機械知能システム工学科） 
  (教員室)   専門 A棟 3F 白井教員室 

【科目概要】 
電子工学とは大きな分野として見ると電気関係で

電気，電子，情報工学の３つの大きな学問体系の中の

１つとして分類できる．	 

本科目の電子工学とは大きな学問体系の電子工学

分野の中の初歩的かつ基本的な電子の動きや性質を

学ぶ科目としての電子工学である．	 

すなわち電気工学は線形（オームの法則が成立する

学問）に対し電子工学では非線形の学問です．そのた

め電子の動きや半導体の性質，いろいろな半導体素子

について勉強する．	 

【授業方針】 
本科目では教科書を中心に講義を行うが，教科書は

大学の電子工学関係以外の学科の電子工学の入門の

内容であるため，わかり易く書いてあり，専門用語に

ついては英語も併記してあるので採用しているが,教
科書だけでは内容不足である．そこで講義では教科書

以外の内容まで深く学習する． 
【学習方法】 
講義を積極的に聴き，教科書では不足する部分は，き

ちんとノートをとる．	 

【達成目標】 
□1.前期中間では物質の性質と電子の関係が理解で

きる．化学の知識が必要である．	 

□2.前期末ではダイオードやトランジスタの電圧－

電流特性をグラフ上で理解できる．対数グラフにつ

いての性質が理解できる．	 

□3.後期中間では半導体のいろいろな性質を知り，そ

の特性を利用した半導体素子を理解，覚えることが

できる．	 

□4.後期中間の最後または学年末の初めには物理の

力，加速度，速度，変位の関係と微分方程式を理解

し，解くことができる．	 

□5.学年末には遠心力と磁界のつりあい，と幾何を理

解することができる．また，放電現象やレーザ，液

晶の原理を理解することができる．	 

【教科書等】 
教科書：「新版	 電子工学概論」相川，石田，橋口	 共

著	 	 コロナ社	 

参考書：各種の電子工学の参考書がある	 

【授業スケジュール】 

1. 電子工学についてのガイダンス	 
2. 電子と原子	 
3. 個体中の電子	 
4. 導体および絶縁体	 
5. 半導体	 
6. 半導体素子	 
7. ダイオードについて	 
8. 〔前期中間試験〕	 
9. 中間試験の返却と解説	 
10. ダイオードの電圧－ 電流特性について	 
11. トランジスタについて	 
12. トランジスタの電圧－ 電流特性について	 
13. 電界効果トランジスタについて	 
14. サイリスタ	 
〔前期末試験〕	 

15. 後期学年末試験の返却と解説	 
16. 光電素子	 
17. 温度に関する素子	 
18. その他の素子	 
19. 集積回路	 
20. 真空管	 
21. 電界と電子の動き	 
22. 〔後期中間試験〕	 
23. 中間試験の返却と解説	 
24. 電界内の電子の運動	 
25. 磁界内の電子の運動	 
26. 電子幾何光学	 
27. 光電管	 
28. 放電管	 
29. レーザと液晶	 

〔学年末試験〕	 

30. 学年末試験の返却と解説	 
【関連科目】 
1年：工学入門，基礎電気工学（必修・専門基盤） 
2年：電気工学（必修・専門基盤） 
1，2，3年：情報電子工学科基礎実験Ⅰ･Ⅱ・Ⅲ（必
修・専門基盤） 
4年：電子回路（必修・専門基礎科目） 
4年：論理回路（必修・専門基礎科目） 
5年：電子デバイス（選択・専門応用科目） 
5年：センサ工学（選択・専門応用科目） 
【成績の評価方法と評価基準】 
＊定期試験は，各目標項目に対応する問題を含めて出

題し，達成度に応じて評価をつける． 
＊学年末の総合成績は，4回の定期試験の平均を総合
点とするが，授業中に積極的な発表を行った場合は

加点し評価する．60 点が合格点である. 
【学生へのメッセージ】 
本科目は電子工学を学ぶ学生諸君には一生必要な

知識であり，貪欲に知ろうとする積極性が必要である． 
質問等は講義時間以外原則として対応する． 
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【授業科目名】 情報電子工学基礎実験Ⅲ 

Fundamental Experiments on Information 
and Electronic Engineering Ⅲ 

【対象クラス】 情報電子工学科 3 年 
【科目区分】 基盤科目・必修 

（教育目標との対応：B-2，B-3，C-3） 

【授業形式・単位数】 実験・4 単位 
【開講期間・授業時数】 通期・120 
【担当教員】 橋本 俊裕（機械知能システム工学科） 

(教員室)     専門 A 棟 3F 橋本教員室 

白井 雄二（機械知能システム工学科） 
(教員室)     専門 A 棟 3F 白井教員室 

       小島 俊輔（ICT 活用学習支援ｾﾝﾀｰ） 

(教員室)     図書館棟 2F 小島教員室 

     西村 壮平（機械知能システム工学科） 
(教員室)     専門 A 棟 3F 西村教員室 

【科目概要】 
1 年生，2年生での実験に引き続き 3 年で履修する

基盤科目（電子工学）および専門基礎科目（電気回

路，コンピュータ工学基礎）に関連した実験・実習

を通して，各種半導体素子，回路素子等の構造，特

性，動作原理を理解する．また，プログラミング演

習を通して，ソフトウェアに関する基礎知識を習得

する． 

【授業方針】 

実験・実習内容を電子系，電気系，情報系に分け，

電子系６テーマ，電気系３テーマ，情報系２テーマ

を実施する．実験最終日にはレポートを提出させ，

添削指導を行う．また同時に口頭試問を実施し，理

解力の確認およびコミュニケーション能力の向上を

目指す．  
【学習方法】 
 班によっては，実験内容が授業よりも先になるこ

とがあるので，実験課題の説明の際は，よく聞き，

意味がわからないところは質問する． 
 レポートの提出期限は厳密に考えて、必ず守る。 

 いろいろな現象は注意深く観察し，なぜそうなる

のかをよく考えながら取り組む． 

【達成目標】 
1.□各種半導体素子（ダイオード，トランジスタ，FET

等）およびその応用例であるゲート IC，アクティ

ブフィルタの構造，特性（性質），動作原理を理解

することができる． 
2．□電子工作実習を通して，各種回路部品，実装方

法，動作方法が理解できる． 

3．□回路シミュレータの使い方，シミュレーション

による回路素子の解析ができる．  

4．□回路素子としての抵抗 R,インダクタ L,キャパシ

タ C の各特性を理解し，それらの組合せから成る

回路の微分・積分特性，周波数特性が理解できる． 

5．□UNIX の基礎知識が理解できる． 

6．□TeX を使ってレポート作成ができる． 

7． □テーマに応じて，適切なレポート作成ができる． 

8．□口頭試問において，適切な説明ができる． 

【教科書等】 
教科書：担当者が作成した実験指導書 

参考書：電気・電子実習３（電子工学，電子計測，電

子工作，コンピュータ），実教出版 

【授業スケジュール】（ある班の場合） 
1. ガイダンス 

2. 電子系実験課題（その１）の解説 

3,4,5 ダイオード、トランジスタ 

6,7,8. FET、アクティブフィルタ 

9. 電子系実験課題（その２）の解説 

10,11,12. ゲートICの特性、オペアンプ 

13,14,15. 電子工作実習 

16. 電気系実験課題の解説 

17,18. 回路シミュレーション実習 

19,20. 回路素子の特性（１）微分・積分特性 

21,22. 回路素子の特性（２）周波数特性 

23. 情報系実習課題の解説 

24,25,26. UNIX演習 

27,28,29. TeX, gnuplot演習 

30. まとめ 

【関連科目】 
2 年：電気工学（基盤科目） 
   情報工学（基盤科目） 
      情報電子工学基礎実験 II（基盤科目） 
3 年：電子工学（基盤科目） 

電気回路（専門基礎科目） 
コンピュータ工学基礎（専門基礎科目） 

【成績の評価方法と評価基準】 
＊ 評価はそれぞれのテーマごとの具体的な目標項

目の達成度（各担者より説明）を目安とし，提出

期限までに形式の整ったレポート（目的，実験方

法，結果，検討，研究課題，参考文献等）が提出

されたものを合格ラインとする． 
＊ 実験実習の取組み方 20％，レポートの内容 60％，

口頭試問 20％で評価を行う。また最終評価は，

各テーマの評価を平均して提出する 
【学生へのメッセージ】 
＊ 実験・実習が早く終了した場合，残りの時間はデ

ータ整理・レポート作成を行い，提出期限までに

確実にレポートが提出できるように努めること． 
＊ 何らかの理由で遅れるときは，事前に担当教員に

申し出る。もし、理由なく遅れた場合は減点の対

象となるので、注意すること． 
＊ レポート添削で不備が指摘された場合は，直ちに

修正，追加等を行うこと． 
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【授業科目名】	 電気回路 
Electrical	 Circuits	 

【対象クラス】	 情報電子工学科	 ３年  
【科目区分】	 	 専門基盤科目• 必修 
	 	 	 	 	 （教育目標との対応：C-2，C-4） 
【授業形式・単位数】	 講義• 2単位 
【開講期間・授業時数】	 通期• 60 
【担当教員】	 森内	 勉 	 (建築社会デザイン工学科) 
 （教員室） 	 専門 A棟４F	 森内教員室 
【科目概要】 
情報・電子・通信工学の基礎知識である交流現象の

基本事項について習得する科目である．電気工学（２

年）からの継続としてキルヒホッフの法則を交流回路

解析への適用手段として身に付けた上で，複素ベクト

ルを用いることによって代数的な計算だけで回路解

析（回路の電流を求めること）や電力の計算ができる

ことを習得する．  
【授業方針】	 

複素ベクトルを用いて基本的な例題を解くことに

よって，交流回路における複素ベクトルの有用性を理

解し認識させる．	 

基礎的な演習問題を数多く解析することで複素ベ

クトルによる計算方法に慣れるようにする．	 

できるだけ多くの演習問題を解くことによって回

路解析への感覚を培わせる． 
【学習方法】	 

・ポイントとなる項目については授業の初めに説明を
するのでノートに記録しておくこと． 
・授業の終わりに次回の講義予告をするので，教科書

の該当する箇所を読んでくること． 
	 

【達成目標】	 

１．□Ｒ，Ｌ，Ｃを用いた直列回路における回路の性質	 	 

や働きが理解できている． 
２．□Ｒ，Ｌ，Ｃを用いた並列回路における回路の性質	 	 

や働きが理解できている． 
３．□インピーダンスとアドミタンスを用いた計算	 

ができる．  
４．□皮相電力，有効電力，無効電力，力率の	 	 	 	 

関係が理解できる．  
５．□Ｙ結線における相電圧と線間電圧の関係	 	 	 

が理解できる．	 	 

６．□Δ結線における相電流と線電流の関係	 	 	 	 

が理解できる．  
７．□三相交流回路の計算ができる． 
【教科書等】	 

教科書： 「新しい電気基礎② 」加地正義  オーム社 
 「基礎からの交流理論」  

小亀英己，石亀篤司	 電気学会 
参考書：「なっとくする電気回路」	 國枝博昭 

森北出版 

【授業スケジュール】	 

１．ガイダンス，交流波形についての復習 
２．複素数，ベクトル表示，記号法についての復習 
３．交流の基本回路（Rだけの回路，Lだけの回路） 
４．交流の基本回路（Cだけの回路） 
５．Rと Lの直列回路 1	 
６．Rと Lの直列回路 2，Rと Cの直列回路 1	 
７．Rと Cの直列回路 2，総合演習問題	 	 
８．（前期中間試験） 
９．答案の返却と解説，復習	 

10．R L Cの直列回路	 
11．直列共振回路，同調	 

12．インピーダンスの直列接続,Rと Lの並列回路 1	 
13．Rと Lの並列回路 2，Rと Cの並列回路	 
14．総合演習問題（１）	 

	 	 （前期末試験） 
15．答案の返却と解説	 	 

16． Lと Cの並列回路，並列共振回路	 
17．インピーダンスの並列接続	 

18．アドミタンスと並列回路	 

19．交流の電力 1 
20．交流の電力 2	 

21．総合演習問題	 

22．	 	 	 （後期中間試験） 
23．答案の返却と解説	 	 

24．三相交流の性質 1	 

25．三相交流の性質 2	 

26．三相交流回路の計算 1	 

27．三相交流回路の計算 2	 

28．三相交流回路の計算 3	 

29．総合演習問題	 

	 	 	 	 （後期末試験） 
30．答案の返却と解説	 

【関連科目】	 

基礎電気工学（1年，必修• 通年• 基盤科目) 
電気工学（2年，必修• 通年• 基盤科目) 
回路網学（4年，必修• 通年• 専門基礎科目) 
【成績評価】	 

＊	 達成目標１～７については定期試験で確認する．	 

＊	 最終成績は，4 回の定期試験を平均した点数を
80%，不定期に実施する小テストの平均点を 20%
として算出し，60点以上を合格とする． 

＊	 最終成績が 60 点に満たない学生は，再試験を実
施して達成度を確認する．  

【学生へのメッセージ】	 

演習問題を解く事により理解が深まるので，疑問点

は放置せず，質問して欲しい．質問は随時受け付ける

ので，遠慮せずに来室してもらいたい．教員室前に授

業や会議のスケジュールを掲示しているので来室の

際の参考にしてもらいたい． 
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【授業科目名】 コンピュータ工学基礎   

Fundamental of Computer Engineering 

【対象クラス】 情報電子工学科 3 年 
【科目区分】  専門基礎科目・必修 

（教育目標との対応：C-2） 
【授業形式・単位数】 講義・２単位 
【開講期間・授業時数】 通期・60 
【担当教員】    礒谷 政志  （共通教育科） 
  (教員室)     図書館棟 2F 礒谷教員室 

【科目概要】 
情報電子工学科における重要な課題であるコンピ

ュータについて，主にパーソナルコンピュータ（以下

PC）を構成する内部のパーツや PC に接続される周

辺機器の仕組みについて解説する．情報処理技術者試

験における「コンピュータシステム－ハードウェア」

のうち，PC ハードウェアに関連する内容の大半を網

羅している． 
【授業方針】 
この講義ではＰＣのハードウェアに焦点を当て，基

礎知識，動作原理などについて解説を行う．組み立て

PC のパーツ選定の課題を通して，PC の構成部品の理

解を深めてもらいたい．クラスでのベストチョイスの

パーツ構成で実際に部品を発注して組み立て実習も

行う． 

最新の技術や次世代技術に対しても解説を行う．普

段何気なく利用しているパソコンの内部でどのよう

な事が起きているのか，命令の実行過程やデータの流

れを把握してもらいたい． 

【学習方法】 
・ポイントとなる項目については授業の初めに説明を
するのでノートに記録しておくこと． 

・授業の終わりに次回の講義予告をするので，教科書

の該当する箇所を読んでくること． 
【達成目標】 
1. □PC の概要について，構成要素や動作原理を説明

できる． 

2．□コンピュータはなぜ 2 進法を使うか理解でき， 

 2 進法と 16 進法の関係を理解できる． 
3．□論理回路の基本演算ができる． 
4．□フリップフロップの動作が理解できる． 

5. □TTL，CMOS の動作が理解できる． 

6. □全加算回路（全減算回路）の動作が理解できる． 

7. □プロセッサにおける 命令の空間的処理過程と 

   命令の時間的処理過程が理解できる．  

8．□プロセッサの高速実装技術が理解できる． 

【教科書等】 
教科書：「パソコン・ハードウェア教科書」 

湯田幸八 著 オーム社 
参考書：「図解 よくわかるディジタル IC 回路の 
    基礎」 松田勲／井原充博 著 技術評論社 
 

【授業スケジュール】 
１. ガイダンス，PC の概要 
２. PC の内部構成と動作原理 

３．PC の起動時の処理について 
  組み立て PC の模擬実習 1（パーツの選択）  
４．組み立て PC の模擬実習 2（パーツの選択） 
５．班別発表（構成した組み立て PC の仕様について） 

６．2 進法表現と 10 進数,16 進数への相互変換  

７．2 の補数，浮動小数点(IEEE) 
８．  （前期中間試験） 
９.  試験内容の解説，復習 
10. 2 進数による情報の表現と算術演算 1 
11. 2 進数による情報の表現と算術演算 2 
12. PC 組み立て模擬実習 

13. 基本ディジタル回路(AND,OR,NOT,NAND,NOR,EXOR) 

14. 負論理，ブール代数 

15. カルノー図 

（前期末試験） 
16. 試験内容の解説，復習 
17. フリップフロップ 1（RS-FF，JK-FF） 

18. フリップフロップ 2（D-FF,MS-FF) 
19. TTL，n-MOS，p-MOS 
 20. CMOS（NOT，NOR，NAND） 
21. レジスタ，カウンタ（非同期式） 
22. カウンタ（同期式） 
23.    （後期中間試験） 
24.  試験内容の解説，復習 

25. 半加算回路と全加算回路， 

（半減算回路と全減算回路） 

26. プロセッサのアーキテクチャ，仮想記憶， 
27.  命令の空間的処理過程 
28. 命令の時間的処理過程 
29. プロセッサの高速実装技術 

（学年末試験） 
30.  試験内容の解説，まとめ  
【関連科目】 

2 年の情報工学，4 年のコンピュータシステム，論

理回路，5 年の計算機回路などとの関連が深い． 
【成績の評価方法と評価基準】 
* 各目標項目については，定期試験で確認する． 
* 最終成績は，4 回の定期試験を平均した点数を 80％，

小テスト，レポート点を 20％として算出する． 
* 上記の方法で算出した最終成績が 60 点以上で合格

とする． 
* 最終成績が 60 点に満たない学生は，再試験を実施

して達成度を確認する． 
【学生へのメッセージ】 
* 授業では教科書を中心に説明を行なうが，不足する

所は適宜資料を配布して補足を行なう． 
* 講義の質問等は，直接あるいはメールにて随時受け

付ける． 
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【授業科目名】 情報通信工学基礎 

Fundamental of Networking Engineering 

【対象クラス】 情報電子工学科 3 年 
【科目区分】 専門基礎科目・必修 

（教育目標との対応： C-2） 

【授業形式・単位数】 講義・2 単位 
【開講期間・授業時数】 通期・60 
【担当教員】 藤本 洋一 

（ICT 活用学習支援センター） 
  (教員室)  図書館棟 2F 藤本教員室 

【科目概要】 
情報電子工学の技術者として必要な情報通信ネッ

トワークに関する最初の科目である．OSI 参照モデル

を中心として，各レイヤの機器やその機器の機能など

とともに，代表的なプロトコルである TCP/IP による

通信の仕組み，データのカプセル化，ネットワークト

ポロジなどについて学習する．  

【授業方針】 
前期は書籍の教科書を中心に全体像を捕らえても

らうための説明を行う．後期はオンラインテキストに

従って発表形式とする．発表はグループごとに準備し

ポイントを発表してもらう． 

【学習方法】 
・ 予習し，説明をよく聞き，質問をしよう．そして，

自分のスタイルでノートをとること． 

・ 資料作成に積極的にかかわり，説明方法も考える

こと． 

・ 演習では必ず文字や図にして考えること． 

・ 予習に 1 時間，発表準備には 2～3 時間を想定し

ている． 

【達成目標】 
1. □ネチケットの概要を身に着ける. 

2. □OSI 参照モデルの各レイヤをすべて言えること 

3. □Ethernet の仕組みを説明できること 

4. □TCP，UDP，IP，MAC アドレスを説明できること 

5. □OSI 参照モデルの各レイヤについて説明できる

こと 

6. □IP アドレスとサブネットを理解し，必要な計算

ができること 

7. □OSI 参照モデルの各レイヤに対応したネットワ 

―ク機器の仕組みを理解し，説明できること 

8. □ルーティングとアドレッシングの仕組みを理解

し，説明できること 

9. □主要なネットワークトポロジを理解し，その動

きを説明できること 

10. □簡単なネットワークの物理構成図と論理構成

図を作成できること． 

【教科書等】 
教科書：「マスタリング TCP/IP 入門編」 

竹下隆史他 オーム社 

「オンラインテキスト」 

シスコシステムズ社 

参考書：s-pagein および外部の Web サイト情報 

    各種ネットワークに関する雑誌 

【授業スケジュール】 
1. 概要説明，ネチケットとは 

2. ネットワークの基礎知識 

3. TCP/IP の基礎知識 

4. データリンク 

5. IPプロトコル 

6. IP に関連する技術と IPv6 

7. これまでのまとめ 

8.  〔前期中間試験〕 

9. 前期中間試験の返却と解説 

10.TCP と UDP 

11.ルーティングプロトコル 

12.アプリケーションプロトコル 

13.物理層と公衆通信サービス 

14.これまでのまとめ 

〔前期末試験〕 

15.前期末試験の返却と解説 

16.UTP ケーブル作成実習 

17.ネットワーキングの概要 

18.ネットワーキングの基礎 

19.ネットワーキングメディア 

20.ケーブルのテスト 

21.LAN と WAN のケーブリング 

22.これまでのまとめ 

23. 〔後期中間試験〕 

24.後期中間試験の返却と解説 

25.イーサネットの基礎・テクノロジ 

26.イーサネットスイッチング 

27.ルーティングの基礎，IP アドレッシング 

28.TCP/IP のアプリケーション層とトランスポート層 

29.これまでのまとめとファイナル試験 

〔後期学年末試験〕 

30.試験の返却と解説，科目のまとめ 

【関連科目】 
５年次のネットワーク(必修：２単位)に特に関連し

ている． 

【成績の評価方法と評価基準】 
＊ 各目標項目を試験および課題により評価する． 

＊ 最終評価は，４回の定期試験を各 16%，オンライ

ンのファイナル試験を 16%，課題を 10%，授業中

の発表・質疑応答を 10%の割合で評価する． 

＊ 成績不振者および希望者については再試験を行 
うことがある．その場合の評価方法は別途示す． 

【学生へのメッセージ】 
à ネット上、または各種雑誌等を通して自分で新し

い情報に接する心構えを持ってほしい． 
à 質問や相談は自室または実験室にいるときはい

つでも応じる．行動予定は自室に掲示する． 

E-10



【授業科目名】	 情報数理	 

Mathematical	 Science	 for	 Information	 Engineering	 

【対象クラス】	 情報電子工学科	 4 年 
【科目区分】	 	 専門基礎科目・必修 

（教育目標との対応：B-1）	 

（JABEE 基準との対応：c）	 

【授業形式・単位数】	 講義・２単位（学修単位） 
【開講期間・授業時数】	 通期・60 
【担当教員】	 橋本	 俊裕（機械知能システム工学科） 
  (教員室)     専門 A 棟３F 橋本教員室 

 

【科目概要】 
3 年までの数学を基礎として、情報理論・電子工

学・電気磁気学等に理論的基礎を置く電子通信工学

に必要な解析学について学習する．	 

 
【授業方針】 
本科目では教科書を中心に授業を進めるが、5年生ま
で続けての必修科目となっている．4年生での講義内
容は、大きく分けて①ベクトル解析②微分方程式③

統計学であり、例題を中心とした基礎の理解と演習

に重点をおきたい．なお、説明はできるだけ専門科

目と結びつけて行いたい． 
 
【学習方法】 

	 数学は自分で計算しないとけっして身につかない．

人から説明を受けるだけ・教科書を読むだけでは理

解できない．従って、予習・復習は必須であり、か

つ例題や演習問題・章末問題をできるだけ多く自分

で解くことに尽きる．	 

【達成目標】 
１.□例題を理解し、演習、課題が実行できる．	 

２.□基礎知識をもとにして、応用問題ができる．	 

３.□情報、電子工学関係で使われる数学への応用が

できる．	 

【教科書等】 
教科書：「解析学概論」矢野健太郎、石原繁著	 

	 	 	 	 裳華房	 

参考書：「応用電気数学」飯島泰蔵著	 岩波書店	 

	 	 	 	 	 「初等統計学」	 P.G.	 ホーエル著	 培風館	 

【授業スケジュール】 
1.	 講義に対するガイダンス	 

2.	 ベクトル、ベクトルの演算	 

3.	 ベクトルの微分・積分	 

4.	 空間曲線・点の移動・曲面	 

5.	 スカラー場・ベクトル場	 

6.	 スカラー場の勾配、発散、回転 １	 

7.	 スカラー場の勾配、発散、回転 ２	 

8.	 〔前期中間試験〕	 

9.	 中間試験の返却と解説	 

10.	 スカラー場の線積分・面積分	 

11.	 発散定理、ストークスの定理	 

12.	 微分方程式	 

13.	 微分方程式の解	 

14.	 初期条件	 

〔前期末試験〕	 

15.	 中間試験の返却と解説	 

16.	 １階微分方程式、変数分離法	 

17.	 ２階微分方程式、定数変化法１	 

18.	 ２階微分方程式、定数変化法２	 

19.	 ２階偏微分方程式の変数分離法による解法	 

20.	 例題	 

21.	 演習	 

22.	 統計学、確率、平均	 

23.	 〔後期中間試験〕	 

24.	 中間試験の返却と解説	 

25．データの整理・分類	 

26.	 経験分布、確率分布特に２項分布	 

27.	 正規分布	 

28.	 推定	 

29.	 検定	 

〔後期学年末試験〕	 

30.後期学年末試験の返却と解説	 

 
【関連科目】 

3 年までの数学、特に微分・積分学をもとにして、
授業を進める．上学年での専門基礎科目および選択

科目で使用される数学と関連する． 
 

【成績の評価方法と評価基準】 
＊	 定期試験は，各目標項目に対応する問題を含め

て出題し，達成度に応じて評価する． 
＊	 学年末の総合成績は，４回の定期試験の平均を

80％、課題レポート等を 20％で算出する． 
＊	 定期試験後に成績不振者と希望者については再

評価のための試験を実施することがある．再評

価は最大で７０点までとする． 
 
【学生へのメッセージ】 
 本科目では，講義中心となる。これらは暗記だ
けではなく実際をイメージしながら講義を受け

ることが望ましい。 
 講義内容や不明な点への質問は，可能な限り対
応する． 
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【授業科目名】	 応用物理	 

Applied	 Physics	 

【対象クラス】	 情報電子工学科 ４年 
【科目区分】	 	 専門基礎科目・必修 

（教育目標との対応：B-1）	 

（JABEE 基準との対応：c ） 
【授業形式・単位数】	 講義・２単位（学修単位） 
【開講期間・授業時数】	 通期・60 
【担当教員】	 吉沖	 周三（非常勤） 
  (教員室)     専門 A棟３F 非常勤講師控室 
【科目概要】 
物理学はすべての自然科学の基礎である。教える

内要は、深く、且つ多岐にわたっているが、多くを

「知る」ことよりも、基本的なことを「理解」して

いることが大切である。基礎的なことを確実に理解

しょうとする努力は、他の分野の学問をも理解する

源泉ともなっている。 
【授業方針】 
前半は自然科学の基礎となる力学に焦点を当てて

講義する。複雑そうに見える現象も、基本的な式は、

簡単な考え方から導出されることを、理解できるで

あろう。授業内容の理解を深めるために、例題と演

習の時間を適宜準備する。後半は波動現象と現代科

学の基礎となった近代および現代物理学を主に講義

する。	 

【学習方法】 
物理現象は言葉で説明しても左の耳から右の耳に通

り抜けるだけである。現象を現している式を理解す

ることが肝心である。物理の教科書はどれも分かり

難いし、問題も結構難しい。例題の解法を理解する

ことが一番の早道であろう。 
【達成目標】 
1.	 □数学で学習する微分と物理で学習する、速度・

加速度との関連から数学と物理の密接さを修得

することができる。	 

2．□数学で学習するベクトル解析が、物理学で如何
に利用されているかを理解することができる。 

3．□ Newton	 の運動方程式が、時間による２階微分
方程式として表されることを理解することがで

きる。 
4．□仕事の概念は、数学で学習する積分で表される

ことを、またポテンシャルは電磁気で学習する電

位に相当することを理解することができる。	 

5．□単振動は、一番簡単な時間による２階微分方程

式で表され、連成振動は、連立２階微分方程式で

表されることが理解できる。	 

6．□波動方程式は、時間と位置による２階偏微分方

程式で表されることを理解できる。	 

7.	 □特殊相対性理論により、静止質量はエネルギー

を持つということを理解できる。	 

8．□電子のようなミクロな物質は波動性と粒子性の

２重性を持つことを理解できる。	 

9．□シュレディンガーの波動方程式とエネルギー固
有値を通して量子力学を理解することができる。 

【教科書等】 
教科書：[物理学]	 小出昭一郎	 裳華房 
参考書：「原子物理学」シュポルスキー	 東京図書 
【授業スケジュール】 
１.	 質点	 と	 vector 
２.	 変位と速度	 および	 演習	 

３．加速度	 および	 演習  
４.	 力と慣性	 および	 放物運動 
５．単振動	 および 	 演習	 

６.  仕事と運動エネルギー 
７.	 演習問題	 

８．	 〔中間試験〕 
９.  束縛運動	 および	 演習  
10.  保存力とポテンシャル、位置エネルギー 
11.  平面運動の極座標表示、惑星の運動 
12.  ガリレイ変換と回転座標系 
13.	 単振動とその合成 
14. 連成振動	 および	 演習	 

〔前期末試験〕 
15.	 前期末試験の返却と解説 
16.	 棒を伝わる縦波	 および	 演習  
17.	 波動方程式とその解	 

18.  平面波と球面波 
19.  ローレンツ変換とその諸性質 
20.  質量とエネルギー 
21.	 演習問題	 

22.	 熱放射と量子仮説	 

23.     （中間試験） 
24.	 光電効果とコンプトン効果 
25.  原子模型とボーア量子論、電子の波動性 
26.  シュレーディンガー方程式、固有値 
27.  波動関数の意味と不確定性原理 
28.  原子構造と周期律 
29. 次元解析 

（学年末試験） 
30.  学年末試験の返却と解説 
【関連科目】 
２年の物理Ｉ,３年の物理Ⅱ，４年の多変数の微分積
分学、行列式と行列の応用、４年の電気磁気学。 
【成績の評価方法と評価基準】 
* 評価は具体的な達成目標についての達成度を目安
とする。 

* 評価点は、4回の定期試験の平均を 100%とする。 
基準点に達しないとき再試験を考慮するときも有

る。 
【学生へのメッセージ】 
* 質問には可能な限り対応するので多いにして欲しい。 
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【授業科目名】 回路網学  Network Theory 

【対象クラス】     情報電子工学科 ４年 
【科目区分】       専門基礎科目・必修 

（教育目標との対応：C-2） 

(JABEE 基準との対応：d2-a, d2-c, c) 
【授業形式・単位数】    講義・２単位（学修単位） 
【開講期間・授業時数】    通期・60 
【担当教員】  井上 勲  （生物化学システム工学科） 
  (教員室)    専門 A 棟東 4F 井上教員室 

【科目概要】  
電気回路(３年)の継続の科目であり，交流回路の単純な回

路解法を経て，回路構成が複雑な場合の電気回路網解析に

必要な基本事項を習得させる．各種定理の原理とそれを応

用した回路解析法を身に付けさせる．併せて，各種回路網

や四端子網等を解くことで解析の応用力も習得させる。ま

た，電気回路網をエネルギー利用としてではなく情報を伝

達する手段としても認識させる．過渡現象の理解も深めさ

せる． 
【授業方針・学習目標】 
電気回路網に関する問題を解決するためにはいろいろな

方法があることを認識させ，問題に対して最適な手法を発

見することを身につけさせる．煩雑な回路網解析にはキル

ヒホッフの法則を応用した閉路方程式や接点方程式などが

用いられている．これらの解法を習得させる．共通する基

礎的な概念については繰り返し説明する．また，電圧や電

流を目に見える形(Circuit Viewer)で表現させ，多くの演習例

題を解くことにより解析法を正しく理解させる．同時に，

回路網への理解度を深めさせるとともに，正解を単に覚え

るのではなく適切な解法を習得させる． 
【学習方法】 
授業をよく聴き，重要な事項が何であるかを把握する．

演習問題は必ず自分で解くこと． 
（具体的な目標項目） 
1.□ すでに学んでいる交流理論を基礎にして，回路

網の基本事項や共通する基礎概念を把握できる． 

2.□ 内部の回路網の具体的な構成を与えた場合適

切な回路網解析ができる． 

3.□ 電気回路素子の交流的な働きを理解できる． 

4.□ 複素数ベクトルによる回路解析が理解出来る。 

5.□ 直列/並列回路の交流回路解析が理解できる． 

6.□ 回路網内のインピーダンス，アドミタンスの合

成や相互変換ができる． 

7.□ 電力の伝達の概念が理解でき，回路にあった最

大電力を計算できる． 

8.□ インダクタンスの概念と回路網解析法につい

て理解し，演習による解答で再確認できる。 

9.□ 代表的な回路解析法を理解し，利用出来る． 

10.□ 各種定理などを理解でき，回路網を解く際の最

適な方法を選ぶことかできる． 

11.□ Circuit Viewer 使用による演習により正解が

すぐに導き出すことができる．また，数多くの

演習によりほとんどの電気回路網を解析でき

る． 

【教科書等】 
教科書：｢基礎からの交流理論」小郷寛，小亀英己，

石亀篤司共著 電気学会 
 
【授業スケジュール】 
１. シラバス説明，直流回路(独立回路，電圧源，電流源) 

２．抵抗の直/並列接続，直流回路（キルヒホッフの法則） 
３. キルヒホッフの法則，クラーメルの法則， 

４．電力とエネルギー,Circuit Viewer による直流回路演習 
５．正弦波交流の発生と用語，位相 

６．正弦波の和と差，ベクトル図法，実効値 

７．章末問題解説と演習 
８． ［前期中間試験］ 
９．中間試験の返却と解説，インピーダンス，回路素子 
10．回路素子の働き（Ｌ，Ｃの交流特性），RL 直列回路 
11．RL 直列／並列回路，RC 直列回路 
12．RC 並列回路，RLC 直列回路， 

Circuit Viewer での直並列回路演習 
13．RLC 直列共振，一般の回路解析 
14．正弦波と複素数，オイラーの公式，交流回路演習 
   ［前期末試験］ 
15．末試験の返却と解説，複素インピーダンス 
16．複素数による RL 直列回路，一般の直列回路 
17．一般の並列回路，交流回路の例(位相推移器)  
18．交流ブリッジ，RLC 並列共振回路 
19．一般の直並列回路，インピーダンスとアドミタンス 

Circuit Viewer による直並列回路と RLC 並列回路演習 

20．素子の電力とエネルギー，有効電力 
21．皮相電力，無効電力，複素電力，最大電力伝達定理 

22．電力のフェーザ図表示，交流電力の計測，電力演習 
23． ［後期中間試験］ 
24．中間試験の返却と解説，△-Ｙ結線の等価変換 
25．相互インダクタンス(1) 
26．相互インダクタンス(2)，変成器のエネルギー，結合回

路の変成器，演習 
27．閉路方程式(網目法） 

28．節点方程式（接続点法） 

29．諸定理：重ねの理，テブナンの定理，それらの演習 

［学年末試験］ 
30．期末試験の返却と解説，諸定理：可逆定理，補償定理，

ノートンの定理 

 
【関連科目】 
電気工学(2 年)の基盤知識と電気回路(3 年)の基礎知識を

習得した上で学ぶ科目である．制御工学(5 年)の一部分への

基礎知識である． 
【成績評価】 
各目標項目については定期試験や課題報告等で確認する．

本評価点は，4 回の定期試験の結果を 80%，演習の提出状

況の評価を 20％として算出する。各定期試験が 60 点に満

たないものに対して再評価試験を行うことがある。最終評

価が 60 点以上のものを合格とする． 
【学生へのメッセージ】 
試験や演習問題の解答は，文章を考えて滑らかに記述する

様心掛ける．講義等への質問や要望は随時受け付ける． 
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【授業科目名】	 電気電子計測	 

	 Electric	 and	 Electronic	 Measurements	 

【対象クラス】	 情報電子工学科	 4年 
【科目区分】	 	 専門基礎科目・必修 

（教育目標との対応：C-2	 ） 
（JABBE基準との対応：d2-a,d2-c,c） 

【授業形式・単位数】 講義・2単位（学修単位） 
【開講期間・授業時数】 通期・60 
【担当教員】湯治	 準一郎(機械知能システム工学科) 
 （教員室） 	 専門 A棟 4F東側 湯治教員室 
【科目概要】 
電気電子計測の技術は，電流，電圧，電力，インピ

ーダンスなどの直接見ることのできない電気量を計

測する技術であり，電気通信，回路解析，自動制御，

電力量の計量，電気量標準の維持などにおいて基盤と

なる技術である．本科目は，測定値の処理方法，指示

計器の動作原理，各種電気量の測定方法などを学ぶ科

目である．本校カリキュラムにおいては，電気電子計

測の基礎技術を習得する専門基礎科目として位置付

けされる．  
【授業方針】 
教科書を主体として，電気電子計測の基本的な事項

について詳細に解説し，電気磁気学の原理や電気回路

の法則と関連させながら講義をする．最終的には，各

種の電気量等を測定する場合に，目的に応じて適切な

計測器と計測方法によって正確に測定できるための

計測技術の習得を目標とする． 
【学習方法】 
・	 教科書は必ず読む．授業で説明したこと，書いてある

ことが分らなければ理解するまで質問すること． 
・	 演習問題は必ず自分で解いてみる．授業中にできな

かった演習問題は次回までに必ずやってくること． 
【達成目標】 
１．□測定の方式，測定値の処理方法が理解できる． 
２．□誤差の伝搬，SI単位系が理解できる． 
３．□各種電気計器の動作原理と使用方法が理解で

きる．  
４．□抵抗，インダクタンス，静電容量の測定方法が理解
できる． 
５．□電力・電力量の測定方法が理解できる． 
６．□オシロスコープの動作原理が理解できる． 
７．□周波数，磁気の測定方法が理解できる． 
【教科書等】 
教科書：「電気・電子計測」第２版	 阿部武雄，村山

実	 森北出版 
参考書：「図解電気計測」佐藤一郎	 日本理工出版会 
【授業スケジュール】 
１．ガイダンス，測定と計測，測定法の種類 
２．誤差の原因，偶然誤差の統計的性質 
３．精密さ，正確さ，感度，分解能 
４．間接測定における誤差の伝搬 

５．単位と標準，SI単位系  
６．単位の実現，電気標準 

７．トレーサビリティ，不確かさ評価 

８．	 〔前期中間試験〕 
９．中間試験の返却と解説，指示計器の分類と構成 

10．可動コイル計器（１）  

11．可動コイル計器（２）  

12．その他の指示計器 

13．電位差計法 

14．特殊な電圧電流の測定 

	 	 	 〔前期末試験〕 
15．前期末試験の返却と解説 
16．抵抗の測定（１） 
17．抵抗の測定（２） 
18．インピーダンスの測定（１） 
19．インピーダンスの測定（２） 
20．電力・電力量の測定（１） 
21．電力・電力量の測定（２） 
22．復習と演習，レポート作成 
23．	 〔後期中間試験〕 
24．後期中間試験の返却と解説 
25．オシロスコープ（１） 
26．オシロスコープ（２） 
27．周波数の測定 
28．磁気測定  
29．復習と演習，レポート作成 
	 	 	 〔学年末試験〕 
30．学年末試験の返却と解説 
【関連科目】 
基礎電気工学(1年)，電気工学(2年)，電気回路(3年)，

電子工学(3 年)，電気磁気学(4 年)，電子回路(4 年)，
情報電子工学基礎実験Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ(1,2,3年)．情報電子
工学実験(4年)，制御工学（5年），センサ工学（5年）
など多くの科目と関連している． 
【成績の評価方法と評価基準】 
＊	 具体的な目標項目についての達成度を定期試験に

より確認する． 
＊	 評価点は，定期試験の平均点を 90%程度，課題レポ
ートの評価を 10％程度として最終評価とする． 

＊	 上記で算出した最終成績が60点以上で合格とする．
60点に満たない場合には，再試験を実施し，達成度
を確認する． 

【学生へのメッセージ】 
 3 年生までに学んだ基礎電気工学，電気工学，電
気回路の知識が必要となるので，これまで使用し

た教科書等を準備し，いつでも復習できるように

しておくこと． 
 新しい内容については，時間をかけて考え，理解
できているか常に自己点検を心がけること． 

 講義への質問や要望は，随時受け付けているので，
放課後等を利用し，来室して欲しい． 
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【授業科目名】	 電気磁気学	 

	 	 Electromagnetic 	 Theory	 	 	 	 

【対象クラス】 情報電子工学科	 ４年  
【科目区分】 専門基礎科目・必修	 	  

（教育目標との対応：C-2）	 

（JABEE 基準との対応：d2-a,d2-c,c）	 

【授業形式・単位数】	 講義・２単位（学修単位） 
【開講期間・授業時数】	 通期・60 
【担当教員】	 橋本	 俊裕（機械知能システム工学科） 
 (教員室)    専門 A棟３F   橋本教員室 

【科目概要】 
	 社会で幅広く利用されている電気現象・磁気現象

を理解し、さらに応用するための基礎理論の内、時

間的に変動しない部分、すなわち静電気学、静磁気

学を主に取り扱う．	 

【授業方針】 
	 本科目では教科書に従い講義を中心に進める。最

初に、電気磁気学で主に使う数学であるベクトル解

析を概観する．その後、電気現象の原因である電荷

と電荷が引き起こす諸現象について学習する．それ

から応用上重要な物質である導体、誘電体について

考察を進める．次に、電流と電流が引き起こす磁気

現象を取り扱い、電気工学を飛躍的に発展させた電

磁誘導の法則に至るまでの種々の法則について学習

する．	 

	 電気磁気学の特徴は”場”の考え方にある．場	 の

考えが身に着かないと電気磁気学を学んだことにな

らないので、講義全体を通して”場”を強調しなが

ら議論を進める．	 

【学習方法】	 

	 まず教科書を読むこと．それから講義での説明や

ノートを参考にして教科書を熟読すること．その際

は、頭の中に教科書に書かれていることの具体的な

イメージを作ることに集中すること．これに加えて

講義中に取り上げた例題を「何を（どういう考えで）

しているのか」を考えながら解きなおす．できたら章

末問題をできるだけ多く解くとよいだろう． 
	 なお、板書は多い方なので、ノートの取り方は速

く筆記するよう各自で工夫をして貰いたい． 
【達成目標】 
1.	 □基本的なベクトルの微・積分ができる．	 

2.	 □ガウスの法則が理解できる．	 

3.	 □ガウスの法則を基本的な問題に応用できる．	 

4.	 □導体・誘電体の性質を定性的に説明できる．	 

5.	 □簡単な場合について電流が作る磁場を求めるこ

とができる．	 

6.	 □電磁誘導の法則を定性的に応用できる．	 

【教科書等】 
教科書：「電磁気学」	 永田	 一清	 著 	 朝倉書店	 

参考書：「電磁気学」	 高橋	 秀俊	 著 	 裳華房	 

	 	 	 	 	 等名著が多いので、講義中に適宜紹介する．	 

【授業スケジュール】 
1.	 電気磁気学へのガイダンス	 

2.	 ベクトル場の微分	 

3.	 ベクトル場の積分	 

4.	 電荷・クーロンの法則・重ね合わせの原理	 

5.	 クーロンの法則からガウスの法則へ	 

6.	 ガウスの法則の応用１	 

7.	 ガウスの法則の応用２	 

8.	 〔中間試験〕	 

9.	 前期中間試験の返却と解説	 

10.	 導体とその性質	 

11.	 導体系の電場	 

12.	 電気エネルギ	 

13.	 例題と演習１	 

14.	 例題と演習２	 

〔前期末試験〕	 

15.	 前期末試験の返却と解説	 

16.	 誘電体とその性質１	 

17.	 誘電体とその性質２	 

18.	 電流・定常電流	 

19.	 静磁場	 

20.	 いろいろな場合の静磁場	 

21.	 ビオ・サバールの法則	 

22.	 アンペアの法則	 

23.	 〔中間試験〕	 

24.	 後期中間試験の返却と解説	 

25.	 ファラデーの電磁誘導の法則	 

26.	 インダクタンス 
27.	 磁気エネルギ	 

28.	 磁性体	 

29.	 静電磁気学から動電磁気学へ	 

〔後期学年末試験〕	 

30.	 学年末試験の返却と解説	 

【関連科目】 
１年次の基礎電気工学、２年次の電気工学、３年次

の電子工学、４年次の情報数理、５年次の通信工学 
【成績の評価方法と評価基準】 
＊定期試験では、各目標項目に対応する問題を含め

て出題し、達成度に応じて評価を行う．	 

＊学年末の総合評価は４回の定期試験の平均点８

０％、演習・レポートの結果２０％で評価する．	 

＊定期試験後に希望者に対して再評価のための試験

を行うことがある．再評価は最大で 70 点とする．	 

【学生へのメッセージ】 
＊本科目は身の周りに起こる電磁気現象を合理的に	 	  
	 説明できることを目指して学んで貰いたい． 
＊疑問に思う点があったら例え説明の途中であって 
	 もその場で質問して貰いたい．また、研究室または

実験室在室中ならいつでも質問を受け付ける．疑

問点をそのままにしておかないこと． 
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【授業科目名】	 コンピュータシステム 
	 Computer	 System	 

【対象クラス】 情報電子工学科	 ４年  

【科目区分】 専門基礎科目・必修 

（教育目標との対応：C-4，B-3，C-2） 

（JABEE基準との対応：d2-d,e,d2-a,c,d2-b,d2-c） 

【授業形式・単位数】	 講義・２単位（学修単位） 

【開講期間・授業時数】	 通期・60 

【担当教員】	 池田	 直光（生物化学システム工学科） 
  (教員室)     専攻科棟３Ｆ	 池田教員室	 

【科目概要】 
現在のコンピュータは、ノイマン型コンピュータと

よばれるシステムが主流となっている。このコンピュ

ータの基本構成要素（CPU、メモリ、入出力）を理解
し、コンピュータがどのように成り立っているかを体

系的に学習する． 

本校のカリキュラムでは、ハードウェアとソフトウ

ェアにまたがる専門基礎科目と位置づけられる． 
【授業方針】 
 本科目では教科書を中心に授業を進めるが，内容が

豊富なので、適宜取捨選択する．高度な部分は 5年生

の計算機回路に委ねることとする．各試験前に章末問

題を中心に演習を行う。 

【学習方法】 
 教科書の内容は適宜取捨選択するので、講義をよ
く聞いてどこが重要かを押さえておくことが必

要である．	 

 各試験前に行なう演習は、必ず自分で考えてレポ
ートを作成すること．	 

【達成目標】	 

1．□	 コンピュータシステムの基本的な構成を歴史的

な観点を踏まえて捉えることができる．	 

2．□	 基本命令セットアーキテクチャについて理解で

きる。	 

3．□	 数値データの数表現が理解できる。	 

4．□	 論理回路として、組み合わせ、順序、プログラ

ム可能の各回路が理解できる。	 

5．□	 CPUの命令実行制御が理解できる。	 

6．□	 割り込みついて説明できる。	 

7．□	 小数点数の演算装置について理解できる。	 

8．□	 ALUアーキテクチャが理解できる。	 
9．□	 メモリアーキテクチャについて説明できる。	 

10．□	 仮想メモリやキャッシュ機構について理解で

きる。	 

11．□	 入出力制御について説明できる。	 

【教科書等】 
教科書：「コンピュータアーキテクチャの基礎」	 

	 	 	 	 柴山 	 潔 	 著	 近代科学社	 

参考書：「コンピュータ工学」	 

	 	 	 	 樹下行三	 著	 昭晃堂	 

	 

【授業スケジュール】	 

１．コンピュータシステムについて	 

２．ハードウェアとソフトウェアの機能分担	 

３．コンピュータ技術の歴史	 

４．基本ハードウェア構成	 

５．基本命令セットアーキテクチャ（１）	 

６．基本命令セットアーキテクチャ（２）	 

７．演習	 

８．	 〔中間試験〕	 

９．中間試験の返却と解説、2進数表現	 

10．数値データの数表現	 

11．組み合わせ論理回路	 

12．順序回路	 

13．プログラム可能論理回路	 

14．演習	 

〔前期末試験〕	 

15．前期末試験の返却と解説、制御アーキテクチャ	 

16．命令実行順序制御	 

17．割り込み	 

18．固定小数点数の算術演算装置	 

19．浮動小数点数の算術演算装置	 

20．ALUアーキテクチャ	 
21．演習	 

22．	 〔後期中間試験〕	 

23．中間試験の返却と解説、メモリアーキテクチャ	 

24．メモリの基礎、種類	 

25．仮想メモリ	 

26．キャッシュ	 

27．入出力制御（１）	 

28．入出力制御（２）	 

29．演習	 

〔学年末試験〕	 

30．学年末試験の返却と解説	 

【関連科目】 
	 3年次のコンピュータ工学基礎の内容を利用する．
また 4年次の電子回路、論理回路とも関連する． 
【成績の評価方法と評価基準】 
* 定期試験および課題により各目標項目の達成度を
評価する． 

* 最終成績は、4回の定期試験を平均した点数を 80％、
随時行う演習レポート点を 20％として算出する． 

* 最終成績が 60点以上で合格とする． 
* 60点に満たない場合は再試験（最高 60点）を実施
することがある． 
【学生へのメッセージ】 
* 講義の質問等は、直接あるいはメールにて随時受け
付ける．また、教員室前に所在を示し、メッセージ

を残すボードも設置しているので、活用して欲しい． 
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【授業科目名】 コンピュータ言語 
Assembly Language 

【対象クラス】 情報電子工学科４年 
【科目区分】  専門基礎科目・必修   

（教育目標との対応：C-2,B-3） 

(JABE 基準との対応： d2-a,d2-c,c,d2-b） 

【授業形式・単位数】 講義・２単位（学修単位） 
【開講期間・授業時数】 通期・60 
【担当教員】 米沢 徹也 （共通教育科） 

(教員室) 図書館棟 2F 米沢教員室 

【科目概要】 
本講義では情報技術者試験用に考えられた架空の

コンピュータ COMETⅡ用のアセンブリ言語である

CASLⅡについて勉強する．アセンブリ言語はコンピュ

ータの機種によって異なるが，コンピュータ内部での

処理やデータの流れを把握するには最適な言語であ

る． 

【授業方針】 
CASLⅡで書かれたプログラムが理解でき，簡単な

アルゴリズムのプログラムが書けるようになること

を目標とする．授業では講義の他，実習も多く取り入

れて進める．出題する実習課題，レポート課題を自分

の力できちんと仕上げることが大切である． 

【学習方法】 

 アセンブリ言語は高級言語に比較すると細かい動

作指示ができる言語である．教科書のプログラムの各

命令の働きをしっかりと理解し，各命令を用いてアル

ゴリズムに沿って組み立てる実習を数多く重ねるこ

とが重要である．毎回１～2 時間程度の自学自習に取

り組むこと． 

【達成目標】 
1. □データ転送命令や加減算命令の働きが理解でき

て、プログラムが作れる． 

2. □比較命令や条件分岐命令を用いて２分岐処理や

多分岐処理のプログラムが作れる． 

3. □指標レジスタを用いてのアドレス修飾が理解で

きる． 

4. □比較命令や条件分岐命令を用いて前判定ループ

処理や後判定ループ処理のプログラムが作れる． 

5. □論理演算命令やシフト命令によるビット操作の

プログラムが作れる． 
6. □I/O 命令やスタック命令が理解できる． 

7. □サブルーチン命令の働きが理解できる． 

【教科書等】 
教科書：「CASLⅡ」八鍬幸信著 技術評論社 

参考書：「アセンブラ言語 CASLⅡ」 
東田幸樹、山本芳人、広瀬啓雄 共著 工学図書 

【授業スケジュール】 
1. ガイダンス，COMMETⅡの仕様 

2. アセンブラ命令（DC,DS 命令） 

3. データ転送命令（LD,ST 命令） 

4. 加減算命令（ADDA,SUBA,ADDL,SUBL 命令） 

5. 加減算命令（ADDA,SUBA,ADDL,SUBL 命令） 

6． 分岐命令（JUMP,JZE,JNZ,JPL,JMI,JOV 命令），

CPA 命令,CPL 命令 
7． 分岐命令（JUMP,JZE,JNZ,JPL,JMI 命令,JOV 命

令），CPA 命令,CPL 命令 
8．  〔中間試験〕 

9． 中間試験の返却と解説  

10．ループ処理 
11．ループ処理 
12．ループ処理 

13．論理演算命令（AND,OR,XOR 命令） 
14．論理演算命令（AND,OR,XOR 命令） 
   〔前期末試験〕 

15．前期末試験の返却と解説 

16. 論理シフト命令（SRL，SLL 命令） 

17．論理シフト命令（SRL,SLL 命令） 

18．論理シフト命令（SRL,SLL 命令） 

19. 算術シフト命令（SRA,SLA 命令） 

20．算術シフト命令（SRA,SLA 命令） 
21．IN 命令 
22. OUT 命令  

23．  〔中間試験〕 

24．スタック（PUSH,POP 命令） 
25． スタック（PUSH,POP 命令） 

26． スタック（PUSH,POP 命令） 

27． サブルーチン（CALL,RET 命令） 

28． サブルーチン（CALL,RET 命令） 

29． 課題実習 

   〔学年末試験〕 

30. 学年末試験の返却と解説 

 
【関連科目】 
３年：コンピュータ工学基礎，プログラミング基礎 
４年：プログラミング 
５年：プログラミング言語 
【成績の評価方法と評価基準】 
＊ 達成目標については，定期試験とレポートで確認

する． 
＊ 最終成績は，４回の定期試験を 80％，レポートを

20％としての総合点とし，60 点以上で合格とする． 
＊ 成績不良者については再試験を実施することが

ある． 
【学生へのメッセージ】 
実習課題については教科書のプログラムを参考に

しながら自分の力でプログラムを作り，プログラミン

グのテクニックをつかむことが重要である．質問は在

室しているときにはいつでも受け付けるので，積極的

に質問に来て欲しい． 
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【授業科目名】	 プログラミング	 

	 	 	 	 	 	 	 Programming	 	 

【対象クラス】	 情報電子工学科	 ４年  
【科目区分】	 	 専門基礎科目・必修 

（教育目標との対応：B-3,C-2	 ）	 

（JABEE 基準との対応：c,d2-b,d2-a,d2-c	 ）	 

【授業形式・単位数】	 講義・２単位（学修単位） 
【開講期間・授業時数】	 通期・60 
【担当教員】	 岩﨑	 洋平（建築社会デザイン工学科） 
  (教員室)    専門 A棟３F 岩﨑教員室 

 
【科目概要】 
	 本科目ではプログラミング技術の向上を目標に基

本的なアルゴリズムを学習する．まず，比較的簡単な

アルゴリズムを学習し，基礎的な力をつける．さらに，

数値計算に関するアルゴリズム，データ処理の基本で

あるソートとサーチについて学習する．	 

	 

【授業方針】 
	 本科目では，基本的なアルゴリズムの学習を C 言語

によるプログラム作成により行ない，同時にプログラ

ムの作成能力の向上を目指す．実習を多く取り入れた

授業になる．勉強するアルゴリズムも多く，課題も多

く出題するので，提出期限を厳守することに心掛けて

欲しい．	 	 

 
【学習方法】 
テキストには例題，練習問題が数多く取り上げてあ

る．まず，例題のプログラムの動作を実習を通してし

っかりと理解して欲しい．次に練習問題，課題等のア

ルゴリズムを実際にプログラムを作成することによ

り理解を深める．プログラム作成に当たっては，イン

ターネットを活用した学習も有効であると考える．毎

回１～2時間程度の自学自習に取り組むこと．	 

 
【達成目標】 
1.	 □C言語の基本的な文法が理解できる．	 

2.	 □基本アルゴリズムが理解できる．	 

3．□課題として与えられた基本的なプログラムが作

成できる．	 

4．□与えられた基本的なプログラムの動作を理解し

説明できる．	 

	 

	 

【教科書等】 
教科書：「改訂第 3 版	 C 言語によるはじめてのアル

ゴリズム入門」河西朝雄著	 技術評論者	 

参考書：	 「C 言語によるプログラミング基礎編第 2

版」内田智史監修	 オーム社	 

 
 

【授業スケジュール】 
1.	 ガイダンス，アルゴリズムとは	 

2.	 漸化式	 

3.	 写像	 

4.	 順位付け	 

5.	 ランダムな順列	 

6.	 モンテカルロ法	 

7.	 ユークリッドの互除法	 	 

8.	 〔前期中間試験〕	 

9.	 前期中間試験の返却と解説	 

10.	 エラトステネスのふるい	 

11.	 乱数	 

12.	 数値積分	 

13.	 テイラー展開	 

14.	 非線形方程式の解法	 

〔前期末試験〕	 

15.	 前期末試験の返却と解説	 

16.	 補間	 

17.	 多桁計算	 

18.	 長いπ	 

19.	 ガウスジョルダン法	 

20.	 ガウスの消去法	 

21.	 線形計画法	 

22.	 最小 2乗法	 

23.	 後期中間試験	 

24.	 後期中間試験の返却と解説	 

25.	 ソート	 

26.	 ソート	 

27.	 ソート	 

28.	 サーチ	 

29.	 サーチ	 

〔後期学年末試験〕	 

30.	 学年末試験の返却と解説	 

【関連科目】 
3 年：プログラミング基礎	 

5 年：プログラミング言語・データ構造とアルゴリズム	 

 
【成績の評価方法と評価基準】 
●各目標項目については，定期試験とレポートで確認

する．  
●最終成績の算出方法は，4回の定期試験を平均した
点数を 80%，不定期に実施する課題の平均点を 20%
として算出し，60点以上で合格とする． 
●上記の方法で算出した最終成績が合格に満たない

場合や成績不良者については，再試験を実施して達成

度を確認する． 
 
【学生へのメッセージ】 
プログラムに慣れることがまず大事です．空き時間

を見つけて，とにかく書いて・実行してみてください．

疑問点があるときはどんどん質問にきてください． 
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【授業科目名】	 電子回路	 

Electronic	 Circuit	 

【対象クラス】	 情報電子工学科	 4 年 
【科目区分】	 	 専門基礎科目・必修 

（教育目標との対応：C-2,C-4	 ）	 

（JABEE 基準との対応：d2-a,d2-c,c,d2-d,e）	 

【授業形式・単位数】	 講義・2単位（学修単位） 
【開講期間・授業時数】	 通期・60 
【担当教員】	 白井	 雄二（機械知能システム工学科） 
	 	 (教員室)	    専門 A棟 3F	 白井教員室 

 
【科目概要】 
３年で学習した電子工学は半導体の特性のみを学

習したが，本電子回路は半導体素子の動作をさらに詳

しく数学を用いて学習する．	 

さらに他の素子との組み合わせによってできる回

路（電子回路）の詳しい動作についても数学を利用し

て理解することになる．	 

そのため数学が電子回路を勉強するためには欠か

せない道具となるため，代数，微分,積分，行列式等

の知識が必要である．	 

	 

【授業方針】 
教科書を深く学ぶ．教科書だけでは内容不足なので

講義により詳しく学習する．教科書半ページを理解す

るためには２回以上必要なところもある．	 

予習と復習は必要不可欠である． 
【学習方法】	 

・毎回講義した内容や課題を各自レポートにまとめ

て次回の講義の前に提出すること。必ず手書きで提

出すること。	 

 
【達成目標】 
□1.前期中間では簡単な微分方程式を理解して電子

の動きを理解することができる．	 

□2.前期末では二次方程式の解について理解し，電子

回路を等価回路で計算することができる．	 

□3.後期中間と学年末では行列と行列式を理解し，等

価回路で回路の動作を理解することができる．	 

□4.学年末ではアナログ回路についての概要を理解

することができる．	 

【教科書等】 
教科書：「新版	 電子工学概論」	 

相川，石田，橋口	 共著	 	 コロナ社	 

参考書：いろいろな電子回路の教科書がある	 

【授業スケジュール】 
1. 電子回路のガイダンス	 
2. 電気回路の基本の復習	 
3. 電子回路の基礎	 
4. インピーダンス整合	 

5. ＲＬＣ共振	 
6. Ｑメータ	 
7. 過渡現象	 
8. 〔前期中間試験〕	 
9. 中間試験の返却と解説	 
10. 能動素子	 
11. トランジスタ回路	 
12. ＦＥＴ回路	 
13. 等価回路	 
14. バイアス回路	 
15. バイアス回路の安定性	 

〔前期末試験〕	 

16. 前期末試験の返却と解説	 
17. 増幅回路の基礎	 
18. 電力利得と電圧利得	 
19. 増幅回路	 
20. ｈパラメータ	 
21. 簡略ｈパラメータと接地回路の比較	 
22. 電圧増幅器の周波数特性	 
23. 〔後期中間試験〕	 
24. 後期中間試験の返却と解説	 
25. 差動増幅器	 
26. オペアンプ	 
27. オペアンプ	 
28. 帰還回路と発振	 
29. 電力増幅器と発振回路	 

〔学年末試験〕	 

30. 学年末試験の返却と解説	 
 
【関連科目】 
3年・電子工学（必修・専門基礎科目） 

 
【成績の評価方法と評価基準】 
 
＊毎回、講義について，自分でまとめて次回の授業の

前に提出すること。必ず手書きのレポートとするこ

と。このレポートの評価を 20％とする。	 

＊定期試験は，各目標項目に対応する問題を含めて出

題する．試験の評価は 80％とする． 
＊学年末の総合成績は，4回の定期試験とレポートに
よる平均を総合点とするが，授業中に積極的な発表

を行った場合は加点し評価する．60 点を合格点と

する。 
＊定期試験後に成績不良者と希望者については再試

験を実施することもある． 
 
【学生へのメッセージ】 
予習と復習が必要である． 
講義には積極的取り組み，問題や演習を自分で考えて

解答することが大切である． 
質問等は講義時間以外，原則として対応する．  
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【授業科目名】	 論理回路	 

Logic	 Circuit	 

【対象クラス】 情報電子工学科	 4 年 
【科目区分】 専門基礎科目・必修 

（教育目標との対応：C-2,C-4）	 

（JABEE 基準との対応：	 d2-a,d2-c,c,d2-d,e）	 

【授業形式・単位数】 講義・2単位（学修単位） 
【開講期間・授業時数】 通期・60 
【担当教員】	 白井	 雄二（機械知能システム工学科） 
  (教員室)     専門 A棟 3F  白井教員室 

 
【科目概要】 

コンピュータはディジタル回路のかたまりで

あるといって良い．そこでコンピュータのハー

ドウェアを知るためにはディジタル回路を知る

必要がある．ディジタル回路の基本は０と１の

みであらわされる２進数の回路です．そこで２

進数の基本（論理）とその２進数の基本演算回

路のＡＮＤ，ＯＲ，ＮＯＴ等やフリップフロッ

プ，加算器，カウンタ等の機能と動作の理解を

するとともに，論理式の簡単化等を理解し，自

由に使用できるようになることを目標とする．	 

	 

【授業方針・学習目標】 
主に教科書を中心にして学ぶとともに演習を行

なって理解を深める．	 

さらに，予習と復習は必要不可欠である． 

（具体的な目標項目） 
1.前期中間では１０進数と２進数，８進数，１６進数

について理解することができる．	 

2.前期末では２進数の論理であるブール代数を理解

し，論理回路についてマスターすることができる．	 

3.後期中間では論理関数の簡単化や論理式の導出を

理解することと，基本論理関数回路を理解すること

ができる．	 

4.学年末には様々なフリップフロップ回路，比較器，

加算器等が理解できる．	 

【教科書等】 
教科書：「電子回路（２）ディジタル編」	 

中村次男著	 	 コロナ社	 

【授業スケジュール】 
1. 倫理回路のガイダンス	 
2. ２進数と１０進数の相互変換	 
3. ８進数と１６進数	 
4. ２進数の四則演算	 
5. ブール代数	 
6. 論理式の簡単化	 
7. 〔前期中間試験〕	 
8. 中間試験の返却と解説	 

9. ゲート回路	 
10. NAND と NOR 回路	 
11. 正論理負論理	 
12. ゲート回路間の相互変換	 
13. そのほかのゲート回路	 
14. ゲート回路の応用１	 
15. ゲート回路の応用１	 
〔前期末試験〕	 

16. 前期末試験の返却と解説	 
17. 非同期式フリップフロップ回路	 
18. 同期式フリップフロップ回路	 
19. 各種のフリップフロップ回路	 
20. N 進カウンタ	 
21. シフトレジスタ	 
22. 各種カウンタ	 
23. 〔後期中間試験〕	 
24. 後期学年末試験の返却と解説	 
25. エンコーダ	 
26. デコーダ	 
27. BCD→７セグメントデコーダ	 
28. 半加算器と全加算器	 
29. D-A,A-D 変換器	 

〔学年末試験〕	 

30. 学年末試験の返却と解説	 
 
【関連科目】 
3年：電子工学 
4年：電子回路 
5年：計算機回路，集積回路 

 
【成績評価】 
＊毎回、講義について，自分でまとめて次回の授業の

前に提出すること。必ず手書きのレポートとするこ

と。このレポートの評価を 20％とする。	 

＊定期試験は，各目標項目に対応する問題を含めて出

題する．試験の評価は 80％とする． 
＊学年末の総合成績は，4回の定期試験とレポートに
よる平均を総合点とするが，授業中に積極的な発表

を行った場合は加点し評価する．60 点を合格点と

する。 
＊定期試験後に成績不良者と希望者については再試

験を実施することもある． 
 
【学生へのメッセージ】 
予習と復習が必要である．講義には積極的取り組み，問題

や演習を自分で考えて解答することが大切である． 
質問等は講義時間以外原則として対応する． 
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【授業科目名】 情報電子工学実験 

Experiments on Information and 

Electronic Engineering 

【対象クラス】     情報電子工学科 ４年 

【科目区分】       総合科目・必修 
（教育目標との対応：B-2,C-3,B-3，E-2） 

(JABEE 基準との対応：d2-b,h,c,e,g) 

【授業形式・単位数】     実験実習・４単位 
【開講期間・授業時数】   通期・120 
【担当教員】木場 信一郎  （専攻科） 
    (教員室)  専門 A 棟 3F  木場教員室 

米沢 徹也  （共通教育科） 
  (教員室)  図書館棟 2F 米沢教員室 

西村 壮平  （機械知能システム工学科） 
  (教員室)  専門 A 棟 3F  西村教員室 

赤石 仁（ICT 活用学習支援センター） 
(教員室)  図書館棟 2F 赤石教員室 

 
【科目概要】 
１．電子回路トレーナーを使って様々な電子回路を

構成することにより，電子素子や回路およびそ

れらの動作を学習する．  
２．差動増幅回路の設計，製作，特性測定を行うこ

とにより，理論，および計測方法を勉強する． 
３．Delphi の基礎，関数，手続き，ファイルにつ

いて基本的な使い方を勉強し，画像処理の基礎

に関するプログラミング実習を行う． 
４．Processing を使用してオブジェクト指向プログ

ラミングの実習を行う． 
 
【授業方針】 

実験内容を電気・電子 2 テーマ、情報 2 テーマに分

け，4 班に分けて 4 テーマを実験する．すべての実

験終了後には発表会を実施する．なお，各テーマの

レポートにはノート(現物：ルーズリーフ)をつけて

提出してもらう． 
 

【学習方法】 
 各実験テーマは数週に渡って行うので，実験中は実

験ノートに整理しまとめておくことが重要になる．

レポート作成は実験終了後直ちに行い，提出期限を

厳守してもらいたい． 

 
【達成目標】 

1.□実験した回路および使用した電子素子の動作

概要を説明できること 

2.□ ダイオード，トランジスタ特性の測定，バイ

アス回路，差動増幅回路の設計シミュレーショ

ン，特性測定により，トランジスタとこれを用

いたトランジスタ基本回路の動作を理解し説

明できる． 
3．□Delphi による基本プログラム，関数，手続き，

ファイルを使用でき，画像処理の基礎が理解で

きる。 
４.□VBAを用いてExcelを基盤とした簡単なアプリ

ケーションが作成できる． 

【教科書等】 
教科書：担当者が作成した指導書(プリント配布) 
参考書：電子工学実験 内藤・熊谷著 森北出版 
    オンラインマニュアル，付属ドキュメント 
 
【授業スケジュール】 
１.       ガイダンス 
２～７.     A 班：電子回路の演習 

        B 班：トランジスタ基本回路の設計製作 

        C 班：Delphi 実習 

        D 班：VBA 実習 

８～１３．   各班のテーマ入れ替え       

１４～１９． 各班のテーマ入れ替え 

２０～２５． 各班のテーマ入れ替え 

２６.    発表準備 

２７～２８． 発表会 

２９～３０.  予備日 

 
【関連科目】 
３年の電気回路，情報通信工学基礎，プログラミン

グ基礎，4 年の回路網学，電子回路，プログラミン

グ，課題研究 
 

【成績評価】 
＊評価はそれぞれのテーマごとの具体的な目標項目

の達成度を目安とする． 
１．実験報告書の内容，口頭試問により評価する． 
２．設計レポート，製作回路による特性測定結果によ

り評価する． 
３．実習結果のレポートやプログラムのレポートの説

明により，評価する． 
４．実験中に作成した実験ノートにより評価する． 
５．最終評価は，口頭試問（発表会）20％，レポート

報告書 30％，実験ノート 50％とする． 
 

【学生へのメッセージ】 
* 実験はいつも教科書通りにうまくいくとは限らな

いので，常に実験結果に注目し，なぜそうなるかを

自分で考える習慣を身に付けて欲しい． 
* 実験への質問や要望は，随時受け付けるので活用し

てもらいたい． 
* 提出期限の厳守 
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【授業科目名】	 応用数学	 

Applied	 Mathematics	 

【対象クラス】	 情報電子工学科	 ５年  
【科目区分】	 	 専門科目・必修	 	  

（教育目標との対応：B-1,B-3）	 

（JABEE 基準との対応：c,d2-b）	 

【授業形式・単位数】	 講義・２単位（学修単位） 
【開講期間・授業時数】	 通期・60 
【担当教員】	 橋本	 俊裕（機械知能システム工学科） 
  (教員室）    専門 A 棟３F	 	 橋本教員室 

 
【科目概要】 
	 ４年生までに学んだ数学を基に電気・電子工学に

欠かすことのできない複素関数論のうち基本的な事

項を、さらに数学を応用する上で重要な積分変換論

のうち代表的なフーリエ解析の基礎と簡単な応用、

複素関数論との関わりを学ぶ．また、ラプラス変換と

の関係、フーリエ積分との用法の類似・相違等にも言

及する．	 

【授業方針】 
	 複素関数論については講義を中心とし、必要に応

じて演習を行う．留数計算はその応用範囲が広いの

で実際に使えるよう演習を多く取り入れたい．フー

リエ解析では、専門科目に応用が多く見られるフー

リエ級数について実際にフーリエ級数展開できるよ

う演習に時間を取りたい．フーリエ積分では、複素

積分の延長として説明を行い、複素関数論との関わ

りを強調したい．また、応用上フーリエ積分と双璧を

なすラプラス積分についても時間を割きたい．	 

【学習方法】	 

	 数学は説明を聞いただけでは理解の域には達しな

い．教科書やノートをじっくり読み、講義で取り上げ

る例題を「何を（どういう考えで）してしるのか」を

考えながら自分で解き、さらに章末問題を自分で解く

ことに尽きる．	 

【達成目標】 
１.	 □基本的な複素関数の微分・積分ができる．	 

２.	 □コーシーの定理が理解できる． 
３.	 □留数定理を簡単な実関数の積分に応用できる．	 

４.	 □代表的な波形をフーリエ級数に展開できる	 

５.	 □フーリエ積分の定義を理解できる．	 

６.	 □簡単なラプラス変換・逆変換ができる．	 

【教科書等】 
教科書：「解析学概論」	 矢野	 健太郎	 著 	 裳華房	 

参考書：「物理数学」	 ゾンマーフェルト著	 講談社	 

	 	 	 	 等、この分野では名著が多いので、講義中	 

	 	 	 	 に適宜紹介したい．	 

	 

【授業スケジュール】 
1.	 本講義についてのガイダンス	 

2.	 複素数とその四則演算	 

3.	 複素数列、複素級数	 

4.	 複素関数の微分とコーシー・リーマンの方程式	 

5.	 正則関数	 

6.	 コーシーの積分定理、積分公式	 

7.	 コーシーの積分定理、積分公式	 演習	 

8.	 〔中間試験〕	 

9.	 中間試験の返却と解説	 

10.	 テイラー展開、ロラン展開	 

11.	 特異点、留数、留数定理	 

12.	 留数定理	 例題	 

13.	 留数定理	 演習	 

14.	 等角写像	 

〔前期末試験〕	 

15.	 前期末試験の返却と解説	 

16.	 周期関数、フーリエ級数	 

17.	 フーリエ級数の例題と演習	 

18.	 フーリエ級数	 演習	 

19.	 複素フーリエ級数	 

20.	 フーリエ級数の注意点	 

21.	 フーリエ級数の収束について	 

22.	 フーリエ級数の応用	 

23.	 〔中間試験〕	 

24.	 中間試験の返却と解説	 

25.	 フーリエ変換・逆変換 
26.	 フーリエ解析に現れる諸定理	 

27.	 ラプラス変換とそのフーリエ積分との関係	 

28.	 フーリエ積分の応用・境界値問題	 

29.	 演習	 

〔後期学年末試験〕	 

30.	 学年末試験の返却と解説	 

 
【関連科目】 
	 電気回路、回路網学、通信工学、制御工学など電

気・電子工学コースの殆どの科目が関連している． 
【成績の評価方法と評価基準】 
＊定期試験は、各目標項目に対応する問題を中心に

出題し、達成度に応じて評価する．	 

＊学年末の総合成績は、４回の定期試験の平均点を

８０％、演習の結果を２０％で評価する．	 

＊各定期試験後に、成績不良の者および希望者につ	 	 	 

	 いては再評価のための試験を実施することがある．

再評価は最大で 70 点までとする．	 

【学生へのメッセージ】 
○本科目は多くの専門科目の基盤となる数学であり、

正確に計算できることは重要である．できるだけ

多くの問題を解くよう心がけること． 
○疑問点はその場で、たとえ説明の最中でも構わない 
から質問して貰いたい．また、後で疑問点が生じた

場合は、研究室または実験室にいる時はいつでも

質問に応じる．疑問を放置しないこと． 

E-22



【授業科目名】 ネットワーク 

Networking 

【対象クラス】 情報電子工学科 5 年 

【科目区分】 専門基礎科目・必修 
（教育目標との対応： C-2,C-4,D-2） 

（JABEE 基準との対応： d2-a,d2-c,c,d2-d,e,d） 

【授業形式・単位数】 講義・2 単位（学修単位） 
【開講期間・授業時数】 通期・60 
【担当教員】 藤本 洋一 

（ICT 活用学習支援センター） 
  (教員室) 図書館棟 2F 藤本教員室 

【科目概要】 
情報通信ネットワークと種々の情報システムに関

する知識の習得を主たる目的とする．また，技術者に

要求される倫理観について情報セキュリティを中心

に考え，情報を伝える(コミュニケーション)とはどの

ようなことか，情報が社会に与える影響などについて

も学習する． 

 

【授業方針】 
情報を伝えるとはどのようなことかを考えること

からはじめ，インターネットを支える主要な仕組みや

ファイアウォールなどの具体的な設定や動作説明な

どを行う．また，情報セキュリティや情報通信と社会

とのかかわりなどについても説明するとともに，グル

ープ討議や発表などを適宜とりいれながら講義する． 

【学習方法】 
・ 教科書を十分に読み，説明を聞き，質問をしよう．

そして，口頭による説明を自分のスタイルでノー

トをとること． 

・ 授業に関連したWebページを用意するので参考に

してほしい． 

・ 自己学習として週 1 時間程度，課題は 2～3 時間

を想定している． 

【達成目標】 
1. □DNS，メール，WWW などのインターネットを支え

る主要な仕組みを説明できる． 

2. □正確に情報を伝えるということの難しさを説明

できる． 

3. □情報セキュリティの必要性を説明できる． 

4. □情報システムの利用者・提供者・管理者として

考える必要がある事柄をあげることができる． 

5. □ファイアウォールの基本的な設定を説明できる． 

6. □ネットワークアプリケーションのセキュリティ

を含めた問題点を考えることができる． 

【教科書等】 
教科書：「IT Text (一般教育シリーズ) 情報と社会」 

河合 慧 監修，駒谷 昇一 編著 

オーム社 

参考書：s-pagein および外部の Web サイト情報， 

「マスタリング TCP/IP 入門編」 

竹下隆史他 オーム社 

【授業スケジュール】 
1. ガイダンス，情報と人間のかかわり 

2. コミュニケーション 

3. ユーザインタフェース 

4.  情報通信とネットワーク 

5.  モデル化 

6.  仮想化と階層化 

7.  標準化(OSI 参照モデル)，これまでのまとめ 

8.  〔前期中間試験〕 

9.  前期中間試験の返却と解説 

10. 情報ネットワークの利用と管理 

11. インターネットを支える仕組み 

12. インターネット上の情報システム(その 1) 

13. インターネット上の情報システム(その 2) 

14. これまでのまとめ 

〔前期末試験〕 

15. 前期末試験の返却と解説 

16. 企業活動と情報システム 

17. 企業内部での情報システム 

18. 生活を支える情報システム 

19. 情報システムの課題 

20. 情報セキュリティ(その 1) 

21. 情報セキュリティ(その 2) 

22. これまでのまとめ 

23. 〔後期中間試験〕 

24. 後期中間試験の返却と解説 

25. 情報社会におけるコミュニケーション 

26. 情報が与える影響(その 1) 

27. 情報が与える影響(その 2) 

28. 法律と危機管理 

29. 全体のまとめ 

〔学年末試験〕 

30. 学年末試験の返却と解説 

【関連科目】 
3 年次の情報工学と情報通信工学基礎には情報工学

全般としての一般知識と情報通信の具体例として関

連している．また，5年次の情報理論には情報伝達に

関する理論として関連している． 

【成績の評価方法と評価基準】 
＊ 定期試験および課題により各目標項目の達成度

を評価する．主に 1番から 4 番は試験，他は課題

が中心となる． 

＊ 最終評価は，各定期試験を 18%，ただし,学年末試

験を 26%，課題を 20%の割合で評価する． 

【学生へのメッセージ】 
à インターネットを代表とする情報通信ネットワ

ークに関する基本的知識は技術者として重要． 
à 情報セキュリティ対策が重要なのはなぜだろう． 
à 質問や相談は遠慮なくすること(行動予定は自室

前に掲載してある)． 
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【授業科目名】	 情報理論	  
Information	 Theory	 

【対象クラス】	 情報電子工学科	 ５年   
【科目区分】	 	 専門基礎科目・必修 

（教育目標との対応：B-1） 
（JABEE基準との対応：c） 

【授業形式・単位数】講義・２単位（学修単位） 
【開講期間・授業時数】通期・60 
【担当教員】森内	 勉 （建築社会デザイン工学科） 
 （教員室） 	 専門Ａ棟４Ｆ	 森内教員室 
	 	  
【科目概要】 
	 ディジタル情報を定量化し，情報源や通信路の符号

化及び復号化によって，どのように多くの情報を速く

送り，かつ雑音の介在する中でどのように誤り無く伝

送するかについて習得する科目である。カリキュラム

上は情報通信工学の基礎として位置づけられる。 
 
【授業方針】 
	 定量的情報の概念や情報通信システムにおける理

論的問題の解決法について教科書を中心に解説する．

より効率的で信頼性の高い通信方式を設計する上で

の問題設定とその解決法の基礎知識を習得すること

を目標とする。  
 
【学習方法】 
	 授業前に教科書の該当ページを読んでおく。また，

各章の演習問題を確実に解析できるようにし，できれ

ば，関連する参考書の演習問題にも挑戦する。  
 
【達成目標】 
１．□ディジタル情報を定量化し，情報源の平均的な

情報量としてエントロピーを算出できる。情報源

の持つエントロピーから冗長度を求め。情報源

の特性について説明できる。 
２．□互いに関連を持つ情報源間の結合エントロピーと

条件付きエントロピーを算出できる。それらのエ

ントロピーをもとに，情報源間の関連性を表す

相互情報量を定量的に求めることができる。 
３．□自然言語や信号データの情報源の冗長度を取り

除く情報源符号化の定理や符号化法を説明で

きる。 
４．□雑音の介在する伝送路において，信頼性の高い

情報伝送を行うため，送信情報に冗長度を付加

する通信路符号化法について説明できる。 
５．	 □通信路符号化の符号例として，ハミング符号を	 	 	 	 	  

はじめとした線形ブロック符号の符号構成法や

復号化法を適用できる。 
 
【教科書等】 
教科書：「わかる情報理論」島田良作，他，日新出版 

【授業スケジュール】 
１．ガイダンス 
２．情報量 
３．情報源 
４．エントロピー 
５．冗長度 
６．結合エントロピー 
７．条件付きエントロピー 
８．[中間試験] 
９．エントロピーの性質 
10．相互情報量 
11．マルコフ情報源 
12．情報源符号化の基礎 
13．情報源符号化の定理 
14．符号の性質 

[前期末試験] 
15．符号化方法 
16．通信路容量 
17．通信路符号化の定理 
18．誤り確率 
19．ハミング距離と誤り検出訂正能力 
20．線形ブロック符号 
21．巡回符号 
22．ハミング符号の符号化法 
23． [中間試験] 
24．ハミング符号の復号化法 
25．ＢＣＨ符号の符号化法 
26．ＢＣＨ符号の復号化法  
27．バーストと誤り訂正符号 
28．バースト誤り訂正符号例	 
29．情報理論のトピックス 

[学年末試験] 
30．情報理論のトピックス 
	 	  
【関連科目】 
5Ｅ：ネットワーク（必修・通期・専門基礎科目） 
専２：情報代数学（選択・前期・電子・情報工学科目） 
専２：情報伝送学（選択・後期・電子・情報工学科目） 
 
【成績の評価方法と評価基準】 
各定期試験の評点は，試験点 90％とレポート点

10％（学習目標の達成度を検査する課題）で算出する。
ただし，レポートが無いときは試験点を 100%と扱う。
評点が 60点に満たないとき，60点の達成度を再試験
によってみる。成績評価は以上４回の平均点とする。 

 
【学生へのメッセージ】 
□	 情報データ伝送に絡み，情報理論的な考察力を身

に付けてもらいたい。 
□	 講義にて何か不明なところがあれば，授業中及び

放課後に気兼ねなく質問されたし。 
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【授業科目名】	 	 	 制御工学	 

	 Control	 Engineering	 

【対象クラス】	 情報電子工学科 ５年 
【科目区分】	 	 専門基礎科目・必修 

（ 教 育 目 標 と の 対 応 ： C-2,C-4） 	 

（JABEE基準との対応： d2-a,d2-c,c,d2-d,e）	 
【授業形式・単位数】	 講義・２単位（学修単位） 
【開講期間・授業時数】	 通期・60 
【担当教員】	 湯治 準一郎（機械知能システム工学科） 
(教員室)   専門 A棟 4F 湯治教員室 

【科目概要】 
自動制御の技術は，作られたもの（対象）をうまく働

かせる技術であり，様々な産業分野において基幹技術と

なっている．本科目は，物理法則を用いて対象とする制

御系を数式モデルによって表し,その性質や特性を解析

する方法と，制御量を希望通りに制御するための制御系

の設計方法（特性改善方法）を学ぶ科目である．本校カ

リキュラムにおいては，自動制御の基礎技術を習得する

専門基礎科目として位置付けされる．	 

【授業方針】 
本講義では，教科書を中心にして授業を進める．まず，

制御工学を学ぶために必要なラプラス変換を習得させ

る．その後，基礎的内容について順次解説し，授業の最

後に演習を行いながら理解を深めるように努める．	 

【学習方法】 
・	 教科書は必ず読む．授業で説明したこと，書いてあ

ることが分らなければ理解するまで質問すること． 
・	 例題をみるだけでなく，多くの問題を自分で解いて

みる．授業中にできなかった演習問題は次回まで

に必ずやってくること． 
【達成目標】 
1.	 □ラプラス変換・逆変換の意味を理解し，微分方

程式の解法へ適用できる．	 

2. □フィードバック制御系の構成を理解できる．	 
3.	 □システムの入・出力関係を微分方程式（数式モデ

ル）で表し，伝達関数を導出できる．	 

4.	 □各要素の時間応答を求め，振動の性質を理解できる．	 	 

5.	 □周波数応答（ベクトル軌跡,ボード線図）を求めるこ

とができる．	 

6.	 □系の安定性について理解し，各種方法により安

定判別ができる．	 

7.	 □制御性能を表す速応性，安定度，定常特性が理解できる．	 

 
【教科書等】 
教科書：「制御工学の基礎」田中正吾編著	 森北出版	 

参考書：「自動制御とは何か」示村悦二郎著	 コロナ社	 

【授業スケジュール】 
1.	 ガイダンス，自動制御の歴史，自動制御の分類	 

2．ラプラス変換(1)	 

3.	 ラプラス変換(2)	 

4.	 ラプラス逆変換(1)	 

5.	 ラプラス逆変換(2)	 

6.	 ラプラス変換による微分方程式の解法	 

7.	 復習および演習	 

8.	 〔中間試験〕	 

9．前期中間試験の返却と解説	 

10.	 フィードバック制御の構成	 

11.	 伝達関数の定義	 

12.	 伝達関数の例	 

13.	 ブロック線図と等価変換	 

14.	 復習および演習	 

〔前期末試験〕	 

15.	 前期末試験の返却と解説	 

16.	 インパルス応答，ステップ応答	 

17.	 過渡応答(１)	 

18.	 過渡応答(２)	 

19.	 周波数伝達関数	 

20.	 周波数応答(１)	 

21.	 周波数応答(２)	 

22.	 復習および演習	 

23.	 〔中間試験〕	 

24.	 後期中間試験の返却と解説	 

25.	 安定判別（１）	 

26.	 安定判別（２）	 

27.	 安定度	 

28.	 定常特性	 

29.	 復習および演習	 

〔後期学年末試験〕	 

30.	 学年末試験の返却と解説	 

【関連科目】 
電気回路（３年），回路網学（４年），情報数理（４年），

応用数学（５年） 
【成績の評価方法と評価基準】 
＊	 具体的な目標項目についての達成度を定期試験

により確認する． 
＊	 評価点は，定期試験の平均点を 90%程度，課題レポ
ートの評価を 10％程度として最終評価とする． 

＊	 上記で算出した最終成績が 60 点以上で合格とする． 
＊	 60 点に満たない場合には，再試験を実施し，達成
度を確認する． 

【学生へのメッセージ】 
 4 年生までに学んだ物理，数学，電気回路の知識
が必要となる科目なので，これまで使用した教科

書，参考書を準備し，いつでも復習できるように

しておくこと． 
 新しい内容については，時間をかけて考え，理解
できているか常に自己点検を心がけること． 

 講義への質問や要望は，随時受け付けているので，
放課後等を利用し，来室して欲しい． 
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【授業科目名】	 課題研究	 

Engineering	 Researches	 

【対象クラス】	 情報電子工学科	 5 年	 

【科目区分】	 	 総合科目・必修	 

（教育目標との対応：C-2,C-3,E-2,B-2,F-1,F-3）	 

（JABEE 基準との対応：d2-a,d2-c,c,e,d2-b,h,g,f）	 

【授業形式・単位数】	 	 実験・６単位	 

【開講期間・授業時数】	 	 通期・180	 

【担当教員】	 情報電子工学科	 全教員（代表：森内勉）	 

(教員室)	 専門Ａ棟 3F，4F	 教員室	 

	 

【科目概要】	 

与えられた課題に対して自主的に解析、検討を行う

ことで問題発見能力、処理解決能力などを培い、自立

した実践的技術者の育成を目的としている．	 

数名（2～5名）を課題に応じた研究室に分かれ，担当

教員の指導を受けながら，自主的に，実験研究や設計

製作あるいはソフトウエアの開発などに取り組む．電

気，電子，情報，通信の各分野の専門課題に対して，

問題設定，調査，解析，検討を行い，それを発表する

形式となる．	 

	 

【授業方針】	 

	 本科目では，興味のある技術に関する研究課題を選

択し，その内容を分析・検討しながら問題点を認識し，

指導教員と相談しながら自主的に研究活動を実施す

ることで，問題解決能力を養う。さらに研究成果を研

究報告書としてまとめ，課題研究発表会の場で説明で

きることを目標とする。	 

上記事項と平行しながら，社会の現状や技術の進展な

ども観察し，独自性に満ちた研究，論理正しくまとめ

た報告書作成，さらに，正確に伝えられる発表形式と

なることを目指してほしい．	 

	 

【学習方法】	 

選択した課題研究の内容がどんなものか，事前に予

習を行い，疑問点は指導教員に尋ねる等し，さらに復

習することで内容理解に心がける．技術の現状や最新

の研究状況等にも目を通しておく．	 

	 

【達成目標】	 

1．□	 専門分野に関する研究課題を選択し，問題点を

説明することができる。	 

2.	 □	 自主的に研究活動を続けることができる。	 

3.	 □	 指定されたフォーマットに従い，研究報告書を

作成することができる。	 

4.	 □	 取り組んだ研究課題について，発表会にて発表
することができる。	 

5．□	 課題を解決するための具体的な研究計画が立て

られる．	 

6．□	 課題解析後，研究や実験に必要な機器や部品等

をそろえて，課題解決の準備を行うことができ

る．	 

7．□	 機器や部品などの動作環境を整えたり，システ

ムとして作り上げるなど実際的に取り組める．	 

8．□	 理論や動作特性などの検討を通して，今後の目

安が立てられる．	 

9．□	 得られた成果を報告書としてまとめ発表するこ

とで自分の実力増強とすることができる．	 

	 

	 

【授業スケジュール】	 

学年初めに，自分の適性に合った研究課題を選択し，

指導教員と問題解決法を相談しながら，自主的に研究

を開始する．	 

スケジュールは以下のようになる．	 

４月	 各研究室の紹介	 

各自の課題テーマ決定と研究室配属	 

研究開始	 

10～11 月	 中間発表会	 

２月中旬	 課題研究の報告書提出	 

課題研究概要提出	 

２月下旬	 課題研究発表会	 

	 

【関連科目】	 

情報電子工学実験(4 年，必修• 通期• 総合科目)	 

	 

【成績の評価方法と評価基準】	 

＊	 成績評価は，具体的な目標項目の達成度に応じて，

全教員の合議により行なう。	 

＊	 成績評価は，次の 3項目の重みを考慮して評価し，

「Ａ＋，Ａ，Ｂ，Ｃ」として単位認定する．なお，

(1)は研究実施記録などの資料を基に評価する．	 

	 

(1)課題研究活動状況の評価・・・・〔６５％〕	 

(2)課題研究論文の評価・・・・・・〔１５％〕	 

(3)課題研究発表における評価・・・〔２０％〕	 

	 

	 

【学生へのメッセージ】	 

*	 与えられた研究課題の内容がどんな理論や構成にな

っているか，自主的に指導教員と緊密な議論を重ね

ながら，研究を進めていくこと．	 

*	 積極的に研究を押し進めることで余裕を持てるよう

にしてほしい。	 

*	 技術の現状や最新の研究状況等にも興味を持って意

欲的に臨んでほしい．	 
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【授業科目名】 ソフトウェア工学 

Software Engineering 

【対象クラス】 情報電子工学科 5 年 
【科目区分】 専門応用科目（情報工学系）・選択 

（教育目標との対応：C-2,B-3） 

（JABEE 基準との対応： d2-a,d2-c,c,d2-b） 

【授業形式・単位数】 講義・2 単位（学修単位） 
【開講期間・授業時数】 通期・60 
【担当教員】 小島 俊輔 （共通教育科） 
  (教員室) 図書館棟 2F 小島教員室 

 
【科目概要】 
本科目では，オブジェクト指向プログラミング手法

について，その分析・設計・実装についての手法を説

明し，それらに基づいたプログラミングが出来るよう

になることを目指す．主に C++によるアプリケーショ

ンプログラムを例題とし，その製作過程を理解すると

ともに，実践的なソフトウェア開発方法を学習し，高

品質なプログラムを作成するために必要な知識や手

法に対する理解を深めることを目的としている． 

 

【授業方針】 
まず，C 言語によるプログラミングの復習からはじ

め，C++によるプログラミングの基礎を修得させる．

その後，C++を用いたオブジェクト指向設計方法論に

ついて，講義と演習を行う．最後に，成果を確認する

ための課題プログラミングを課す． 

 

【学習方法】 
・ 教科書をよく読むこと． 

・ Linux システムを用いた演習が大半を占めるため，

これらの使い方を繰り返し練習してほしい． 

・ 1 回の講義に対し，１時間程度の自学自習（プロ

グラム作成を含む）に取り組むこと． 

 

【達成目標】 
1. □C 言語による小規模プログラムが作成できる． 

2. □C++による小規模プログラムが作成できる． 

3. □静的なクラスの分析ができ，それに基づいたク

ラス図が描ける． 

4. □動的分析を行うことでそれに基づいたシーケ

ンス図，状態遷移図などが描ける． 

5. □クラス図やシーケンス図，状態遷移図から C++

のプログラムとして実装することが出来る． 

6. □要求された課題に対して,プログラムに要求さ

れる設計仕様やテスト仕様に関する説明ができ

る． 

 

【教科書等】 
教科書：「オブジェクト指向開発講座」 

Tucker！著 ，翔泳社 

参考書：s-pagein およびオンラインマニュアルなど 

 

【授業スケジュール】 
1. ガイダンスと C 言語の復習 

2. C 言語によるプログラミング 

3. C++の説明(その 1) 

4. C++の説明(その 2) 

5. オブジェクト指向における分析・設計・実装 

6. クラスとは 

7. クラスの静的分析とクラス図 

8. 〔前期中間試験〕 

9. 前期中間試験の返却と解説 

10. 継承とクラスの管理 

11. クラス属性と派生属性 

12. 集約 

13. 多重継承 

14. 多重継承の実装方法 

〔前期期末試験〕 

15. 前期期末試験の返却と解説 

16. クラスの動的分析 

17. 状態の概念とプログラミング 

18. メッセージシーケンスの分析とシーケンス図 

19. 設計と実装(1) 

20. 設計と実装(2) 

21. クラスライブラリ(1) 

22. クラスライブラリ(2) 

23. 〔後期中間試験〕 

24. 後期中間試験の返却と解説 

25. 課題の解説と準備 

26. 課題プログラムの設計 

27. 課題プログラムの製作(1) 

28. 課題プログラムの製作(2) 

29. 課題プログラムのまとめと報告書提出 

〔学年末試験〕 

30. 学年末試験の返却と解説 

 
【関連科目】 
プログラミング基礎(3 年)，プログラミング(4 年)

などを基礎にしている．また，関連科目としてデータ

構造とアルゴリズム(5 年選択)が挙げられる． 

 

【成績の評価方法と評価基準】 
＊ 定期試験および課題により各目標項目の達成度

を評価する． 

＊ 学年末の総合成績は，4 回の定期試験の平均，お

よび随時行う演習・レポートの総合評価とする． 

4 回の定期試験･･80%(各 20%) レポート･･20% 

＊ 成績不良者については再試験を実施し，再評価す

る場合がある．再評価では 6 割以上を合格とし評

価は 60 点とする． 

【学生へのメッセージ】 
à 講義についての質問や要望は，直接，あるいはメ

ールで随時受け付ける．また教員室前に所在やメ

ッセージを書くボードを設置している．在室時間

等も掲示してあるので活用してもらいたい． 
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【授業科目名】	 データ構造とアルゴリズム	 
Data	 Structure	 and	 Algorithm	 

【対象クラス】	 情報電子工学科	 5 年 
【科目区分】	 	 専門応用科目(情報工学系)・選択	 

（教育目標との対応：C-2,C-4,E-1）	 

（JABEE 基準との対応：d2-a,d2-c,c,d2-d,e）	 

【授業形式・単位数】	 講義・2単位（学修単位） 
【開講期間・授業時数】	 通期・60 
【担当教員】	 池田	 直光（生物化学システム工学科） 
  (教員室)   専攻科棟 3F	 池田教員室 

 
【科目概要】 
プログラムを作成する上で，その基本となるアルゴ

リズムやデータ構造を整理し，把握しておくことは非

常に重要である．本講義では，実用的なプログラムを

作成する上で必要となる，基本的なアルゴリズムとデ

ータ構造について学ぶ．	 

 
【授業方針】 
実際の計算機アルゴリズムやデータ構造の講義の

後，それらを用いた例題をプログラミングしてもらう．

これにより，プログラム作成の基本がアルゴリズムや

データ構造であることを理解してもらい，自ら作成す

るプログラムへ応用できるようになることを目標と

する．表記言語として Cや C++などを用いるが，これ

らの文法についてはその都度解説する．	 

 
【学習方法】 
・	 各アルゴリズムごとに提示されているソースコ

ードの動作を追っていく練習を繰り返し行うこ

と．	 

・	 プログラムを入力して，実際に動作する様子を確

認してほしい．	 

・	 1 回の講義に対し，１時間程度の自学自習（プロ

グラム作成を含む）に取り組むこと．	 

	 

【達成目標】 
1. □アルゴリズムや計算量について説明すること
ができ，アルゴリズムの評価ができる．	 

2. □基本的なデータ構造である配列，リスト，キュ
ー，二分木，ヒープなどが理解できる．	 

3. □グラフの配列表現とグラフの探索や最短路探
索問題のプログラムが理解できる．	 

4. 2 次元や 3 次元の描画プログラムが作成でき座標
変換や陰線消去などが理解できる．	 

	 

【教科書等】 
教科書：「C言語による初めてのアルゴリズム入門」	 

河西朝雄著，技術評論社	 

参考書：「データ構造とアルゴリズム」	 

A.	 V.	 Aho	 他著，培風館	 

	 

【授業スケジュール】 
1. 本講義についてのガイダンス	 
2. アルゴリズムの効率と計算量	 
3. スタック	 

4. ハノイの塔へのスタックの応用	 
5. キュー	 
6. リスト構造	 
7. リスト構造への挿入と削除	 
8. 〔前期中間試験〕	 
9. 前期中間試験の返却と解説	 
10. 双方向リスト	 
11. リストの自己再編成探索への応用	 
12. リストを用いたハッシュ	 
13. ハッシュ表の効率	 
14. 配列とポインタによる二分探索木の表現	 
〔前期期末試験〕	 

15. 前期期末試験の返却と解説	 
16. 二分探索木のトラバーサル	 
17. レベルごとのトラバーサル	 
18. ヒープとヒープソート	 
19. グラフの基礎	 
20. グラフの探索	 
21. トポロジカルソート	 
22. 最短路探索問題	 
23. 〔後期中間試験〕	 
24. 後期中間試験の返却と解説	 
25. 基本グラフィックスライブラリの使い方	 
26. ポリゴンの描画	 
27. ジオメトリックグラフィックス	 
28. 3 次元座標変換	 
29. 立体モデルの描画と陰線消去	 
〔後期学年末試験〕	 

30. 後期学年末試験の返却と解説	 
 
【関連科目】 
本講義の基礎科目として，情報工学（2年），プロ

グラミング基礎（3 年），プログラミング（4 年）が

挙げられる．また，関連科目として，ソフトウェア

工学(5 年)がある．	 

 
【成績の評価方法と評価基準】 
＊	 各目標項目についての達成度の平均が 6割程度以

上のものを合格とする．	 

＊	 学年末の総合成績は，4 回の定期試験の平均，お

よび随時行う演習・レポートの総合評価とする．	 

4 回の定期試験･･80%(各 20%)	 演習・レポート･･

20%	 

＊	 成績不良者については再試験を実施し，再評価す

る場合がある．再評価では 6割以上を合格とし評

価は 60 点とする．	 

【学生へのメッセージ】 
 講義と演習を繰り返し行う．そのため，日ごろか
らプログラミング環境に慣れ親しんでおくこと．

開発環境の使い方など，なんでも遠慮なく聞いて

ほしい．	 

 講義についての質問や要望は，直接，あるいはメ
ールで随時受け付ける．また教員室前に所在やメ

ッセージを書くボードを設置している．在室時間

等も掲示してあるので活用してもらいたい． 
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【授業科目名】 コンパイラ 
Compiler 

【対象クラス】 情報電子工学科 5 年 
【科目区分】  専門応用科目(情報工学系)・選択 

（教育目標との対応：C-2,E-1） 
（JABEE 基準との対応：d2-a,d2-c,c,e） 

【授業形式・単位数】 講義・2 単位（学修単位） 
【開講期間・授業時数】 通期・60 
【担当教員】 小島 俊輔 （共通教育科） 
 （教員室）  図書館棟 2F 小島教員室 
 
【科目概要】 

コンパイラは計算機アーキテクチャと原始プログ
ラムの間に位置し，両者を理解し，はじめて理解する
ことが出来る，いわば計算機工学の要となる科目であ
る．本科目ではコンパイラの主要な３つのフェーズで
ある字句解析・構文解析・コード生成のそれぞれの役
割について解説し，言語処理の基礎を学習する． 
 
【授業方針】 

構文規則を定義することで言語の定義を理解して
もらう．次に Pascal のサブセットである PL/0 を定義
し，この言語を基に構文グラフの作成，字句解析，構
文解析について解説する．次に最終フェーズであるコ
ード生成を行い，仮想計マシンで，実際に生成された
目的コードを実行させる．これにより，コンパイラの
基本的な動作を理解してもらう． 
 
【学習方法】 
・ 授業での説明とコンパイラのソースプログラム

で一対一の対応をとりながら授業の説明を聞く
こと． 

・ コンパイラの動作を理解するには，コンパイラを
作成してみることが一番の近道である．授業の進
度にあわせて教科書の最後の付録にあるコンパ
イラのソースプログラムなどを入力し動作を確
認してみること． 

・ 1 回の講義に対し，１時間程度の自学自習（プロ
グラム作成を含む）に取り組むこと． 

 
【達成目標】 
1. □「言語」の二重構造（字句と構文）について説

明することが出来る． 
2. □プログラム言語を定義するための構文規則が

わかり BNF 記法による構文規則が理解できる． 
3. □正規表現から有限オートマトンへの変換がで

きる． 
4. □LL(1)文法チェックと LL(1)文法に沿ったプロ

グラムの作成ができる． 
5. □意味解析や記号表，誤り処理の意味を理解し，

その内容を説明できる． 
6. □仮想マシンの動作を把握し，メモリ管理を含め

たプログラムの動作をシミュレーションできる． 
 
【教科書等】 
教科書：コンパイラ 中田育男著，オーム社 
参考書：翻訳系構成法序論 N.Wirth 著，近代科学社 
 
【授業スケジュール】 
1. 本講義についてのガイダンス 
2. コンパイラ概説 

3. スタックと RPN 記法 
4. コンパイラの理論的構成 
5. バッカス記法と構文図式 
6. PL/0’文法の定義 
7. 字句解析 
8. 〔前期中間試験〕 
9. 前期中間試験の返却と解説 
10. 正規表現と状態遷移図 
11. 有限オートマトン（１） 
12. 有限オートマトン（２） 
13. 字句読み取りプログラム 
14. 数式処理電卓の作成演習 

〔前期期末試験〕 
15. 前期期末試験の返却と解説 
16. LL(1)文法と下向き構文解析 
17. LL(1)文法チェック 
18. 再帰的下向き構文解析 
19. 意味解析と記号表 
20. ブロック構造と記号表 
21. 誤りと誤り処理の方法 
22. 誤りの報告と修復 
23. 〔後期中間試験〕 
24. 後期中間試験の返却と解説 
25. 仮想マシンとその機能 
26. 仮想マシンの演算・分岐命令 
27. 仮想マシンの記憶管理 
28. コンパイラの拡張（１） 
29. コンパイラの拡張（２） 

〔後期学年末試験〕 
30. 後期学年末試験の返却と解説 
 
【関連科目】 
基礎科目として，情報工学（2 年），コンピュータ工
学基礎(3 年)，コンピュータ言語（4 年），また，関
連科目として，データ構造とアルゴリズム(5 年選択)，
ソフトウェア工学(5 年選択)が挙げられる． 

 
【成績の評価方法と評価基準】 
＊ 各目標項目についての達成度の平均が 6割程度以

上のものを合格とする． 
＊ 定期試験では，各目標項目に対応する問題を出題

し，学年末の総合成績は，4回の定期試験の平均，
および随時行うレポートの総合評価とする． 
4 回の定期試験･･80%(各 20%) レポート評価･･
20% 

＊ 成績不良者については再試験にて再評価するこ
とがある．再評価では 6割以上を合格とし評価は
60 点とする． 

【学生へのメッセージ】 
à すべての週の講義内容は連続しているため，講義

を受講しなかった週は，自らすすんでフォローし
ておくこと．なんでも遠慮なく聞いてほしい． 

à 講義についての質問や要望は，直接，あるいはメ
ールで随時受け付ける．また教員室前に所在やメ
ッセージを書くボードを設置している．在室時間
等も掲示してあるので活用してもらいたい． 
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【授業科目名】	 データベース	 
Database	 

【対象クラス】 情報電子工学科	 5 年 
【科目区分】 専門応用科目(情報工学系)・選択 

（教育目標との対応：C-2,	 E-1，C-4,）	 

（JABEE 基準との対応：d2-a,d2-c,c,d2-d,e）	 

【授業形式・単位数】 講義・2単位（学修単位） 
【開講期間・授業時数】 通期・60 
【担当教員】村田 美友紀（生物化学システム工学科） 
  (教員室)   専門 A棟 3F	 村田教員室 

 
【科目概要】 
現在，データベースは様々な場所で情報を整理・保

存し，検索やデータの加工をするための仕組みとして

幅広く利用されている．そこで，もっとも広く利用さ

れているリレーショナルデータベースについて，GUI

や SQL を用いてデータベースを構築し操作すること

で理解を深め，操作を習熟してもらうことを目標とす

る．本講義の内容は，情報処理技術者にとって必須の

科目となる．	 

	 

【授業方針】 
本科目では，教科書および配布資料を基に授業を進

める．前半は最も身近なデータベースソフト ACCESS

を用いた演習を通してデータベースの基礎を理解す

る．後半は一般的なリレーショナルデータベース操作

言語 SQL の演習を行う．また，データベースに関する

各種技術についても講義を行う．	 

 
【学習方法】 
・	 最初に説明するデータベース用語の意味をきち

んと把握しておく．理解が不十分なままにしてお

かないこと．	 

・	 授業中に出題する演習を含めた様々な問題につ

いて，実際に操作してみること．	 

・	 1 回の講義に対し，操作に習熟するため 1 時間程

度の自学自習に取り組むこと．	 

	 

【達成目標】 
1. □データベースで用いられるスキーマ，フィール
ド，レコード，キーの各種用語の意味を説明する

ことができる．	 

2. □データベースを新規に構築し，またデータベー
スから目的の情報検索をすることができる．	 

3. □データベースへの必要なデータの登録・検索・
削除を行うためのクエリを記述できる．	 

4. □リレーショナルデータベースの概念を理解し，
簡単なリレーショナルデータベースの構築がで

きる．	 

5. □サブクエリの意味を理解し，それを用いた SQL
を記述できる．	 

6. □トランザクション，DB セキュリティ，オブジェ
クト指向 DB といったデータベースの概念や操作

が理解できる．	 

	 

【教科書等】 
教科書：「データベース入門」，増永良文，サイエンス

社	 	 

参考書：「標準 SQL プログラミング」，原潔，カットシ

ステム	 

 
【授業スケジュール】 
1. ガイダンス	 
2. データベース概説	 
3. リレーショナルデータベース	 
4. Access によるデータベースの構築（１）	 
5. Access によるデータベースの構築（２）	 
6. データの検索	 
7. データの複雑な検索	 
8. [	 前期中間試験	 ]	 
9. 前期中間試験の返却と解説	 
10. フォームの作成	 
11. レポートの作成	 
12. アクションクエリを用いたデータの更新	 
13. リレーショナルデータベースのスキーマ設計	 
14. 正規化	 
15. データ一貫性制約	 
[	 前期期末試験	 ]	 

16. 前期期末試験の返却と解説	 
17. リレーショナル代数と SQL	 	 
18. SQLによるデータベースの構築（１）	 
19. SQL によるデータベースの構築（２）	 
20. データの検索	 
21. サブクエリを用いたデータの検索	 
22. データの更新	 
23. [	 後期中間試験	 ]	 
24. 前期中間試験の返却と解説	 
25. SQL とアプリケーションプログラム	 
26. 問い合わせ処理の最適化	 
27. トランザクション処理	 
28. 同時実行制御	 
29. オブジェクト指向データベース	 
[	 学年末試験	 ]	 

30. 学年末試験の返却と解説	 
	 

【関連科目】 
関連科目として，情報工学（2年生）がある．	 

【成績の評価方法と評価基準】 
＊	 各評価項目については，定期試験およびレポート

で確認する.	 

＊	 学年末の総合成績は，4 回の定期試験およびレポ

ートについて総合評価する．	 

4 回の定期試験･･80%(各 20%)	 操作(レポ)･･20%	 

＊	 上記の方法で算出した総合成績が 60 点に満たな

い学生については再試験を実施し，達成度を確認

する．	 

【学生へのメッセージ】 
 講義を受講できなかった週の講義内容について
は，自らすすんで必ずフォローしておくこと．	 

 講義の質問等は，直接，あるいはメールで随時受
け付ける．また教員室前に所在を示し，在室時間

等も掲示しておくので活用してもらいたい．	 

E-mail:m-murata@kumamoto-nct.ac.jp	 
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【授業科目名】	 オペレーティングシステム	 

Operating	 System	 

【対象クラス】	 情報電子工学科	 ５年 

【科目区分】	 	 専門応用科目（情報工学系）・選択 

（教育目標との対応：C-2,C-4,E-1） 

（JABEE基準との対応：d2-a,d2-c,c,d2-d,e） 

【授業形式・単位数】     講義・２単位（学修単位） 

【開講期間・授業時数】       通期・60 

【担当教員】 池田	 直光（生物化学システム工学科） 
  (教員室)       専攻科棟３F 池田教員室 

【科目概要】 
オペレーティングシステム(以下 OS と略す)は、計

算機システムのハードウェアとそれを利用するユー

ザーとのインターフェースの働きをするソフトウェ

アの集まりである．本科目は、OSの基本的な役割と

構成について学習し、その全体像の把握を狙いとして

いる．本校のカリキュラムでは、情報工学系の応用科

目と位置づけられる科目である． 
【授業方針】 
現在、OSはWindows系, UNIX系, Mac系の 3つ

の系列が存在するが、ここでは、主に、UNIXを取り
上げ、その基本的な管理プログラム群について学び、

コンピュータを使いこなすための基礎力の養成を目

標とする． 

【学習方法】 
・	 講義前に教科書の該当ページを読んでおく． 
・	 数回の講義後演習を行うが、必ず自分で考えてレ

ポートを作成すること． 
【達成目標】 
1．□	 OSの基本的な構成を歴史的な観点を踏まえて

捉えることができる． 
2．□ プロセスについて理解し、基本的な 3つの状態
とその遷移について説明できる． 

3．□ 実記憶管理の技法を説明できる．	 
4．□	 仮想記憶の概要を理解し、実記憶との置き換え

技法についてその基本的なものを理解できる．	 

5．□	 ファイル管理およびファイルのアクセス法につ

いて説明できる．	 

6．□	 コンピュータのハードウェアと関係する割り込

み制御の方法について、理解できる．	 

7．□	 マルチプログラミングを支える色々な CPUス
ケジューリングについて、理解できる． 

8．□	 マルチプログラミングにおけるプロセスの同期

と相互排除について、いくつかのプロセス間通信

のやり方やデッドロックの説明ができる．	 

9．□	 実際の入出力制御について、主に CPUの関与
する度合いから分類して説明できる．	 

【教科書等】 
教科書：「オペレーティングシステムの基礎」	 

	 大久保英嗣著	 サイエンス社 
参考書：「オペレーティングシステム」 

	 吉澤康文著	 昭晃堂  
【授業スケジュール】 
１．OSの歴史と役割（OSとは） 

２．OSの構成、運用と管理 

３．プロセスの状態と遷移、操作 

４．マルチプログラミングと CPUスケジューラ 

５．CPUスケジューリングアルゴリズム (1) 

６．CPUスケジューリングアルゴリズム (2) 

７．演習	 

８．	 （中間試験）	 

９．中間試験の返却と解説、前期末までの講義概説	 

10．プロセスの同期と相互排除	 

11．プロセス間通信 (1) 

12．プロセス間通信 (2) 

13．デッドロックの発生と回避	 

14．実記憶の管理	 

（前期末試験） 
15．前期末試験の返却と解説、後期の講義概説	 

16.	 仮想記憶の概要	 

17．フェッチ技法、置き換え技法	 

18．スラッシング、参照の局所性	 

19．ファイルの操作	 

20．ファイル構造とアクセス法	 

21．ディレクトリ管理、ファイル保護	 

22．演習	 

23．	 （中間試験）	 

24．中間試験の返却と解説、割り込み制御 (1) 

25．割り込み制御 (2) 

26．入出力の制御 (1) 

27．入出力の制御 (2) 

28．タイマ管理 

29．総合演習 

（学年末試験）	 

30．学年末試験の返却と解説	 

【関連科目】 
	 4年のコンピュータシステムの内容を利用する．ま
た、5年のコンパイラ、プログラミング言語などとの
関連が深いことも意識してほしい． 
【成績の評価方法と評価基準】 
* 定期試験および課題により各目標項目の達成度を
評価する． 

* 最終成績は、4回の定期試験を平均した点数を 80％、

随時行う演習レポート点を 20％として算出する． 

* 最終成績が 60点以上で合格とする． 

* 60点に満たない場合は再試験（最高 60点）を実施

することがある． 

【学生へのメッセージ】 
* 授業では、OSについての基本的な内容を扱うので、

内容の理解に努めて欲しい． 
* 講義の質問等は、直接あるいはメールにて随時受け
付ける． 
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【授業科目名】	 技術英語	 I	 
Technical English for Information Engineering 

【対象クラス】 情報電子工学科	 5 年	 

【科目区分】 専門応用科目（情報工学系）・選択 
（教育目標との対応：F-2,F-3）	 

（JABEE 基準との対応：f）	 

【授業形式・単位数】	 講義・1単位（学修単位） 
【開講期間・授業時数】	 前期・30 
【担当教員】	 森内	 勉	 （建築社会デザイン工学科） 
  (教員室)   専門 A棟 4F 森内教員室 
 
【科目概要】 
技術者，研究者にとって専門分野における英語の読

解力は必要不可欠になっている．この授業では情報工

学、および通信ネットワーク工学関連の英文をもとに

語彙と構文の理解および読解力を高め、技術英語の基

礎力養成を目指すとともに、この分野の知識を深める．	 

 
【授業方針】 
本科目では情報工学、および通信ネットワーク工学

関連の語彙を使いながら、技術英語の読みと和訳を中

心に講義を進める．語彙や構文に関しては，不定期に

理解度を確かめる小テストを実施し評価に加える．ま

た，英文和訳のﾚﾎﾟｰﾄ課題を出題し評価に加える．	 

 
【学習方法】 
講義前にﾃｷｽﾄの予習をすることが重要である．ま

た，講義後は復習を行い，専門用語の語彙と構文の

定着を図ることも重要である．文献、新聞雑誌、お

よびインターネットを活用して情報通信系の英文あ

るいは最先端技術の英文を調べても面白い． 
 
【達成目標】	 

1.	 □情報工学、および通信ネットワーク工学関連分
野の専門用語の語彙、構文を身につけ、その分

野の技術英語を読解できる．	 

2.	 □情報工学、および通信ネットワーク工学関連分
野の英文（論文概要、解説、ﾆｭｰｽなど）を解読

し説明できる．	 

【教科書等】 
教科書：はじめての技術英語、宮野晃、ﾍﾞﾚ出版	 

参考書：以下のような参考文献例がある	 	 

 Modern	 Technical	 English	 工業英語の基礎、	 	 
Finn	 Bergskaug	 他、SEIBIDO	 

 技術英語の基本、Richard	 Cowell	 他、ｺﾛﾅ社	 
 工業技術英単語集、高橋晴雄、森北出版	 
 工業英語ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ、JSTC	 社団法人日本工業英語
協会、日本能率協会ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｾﾝﾀｰ	 

 電気・電子を説明する英語、宮野晃、工業調査会	 

 

【授業スケジュール】 
1. ｶﾞｲﾀﾞﾝｽおよび技術英語の英文法 
2. 技術英語の 5文型 
3. 技術英語の名詞と現在完了 
4. 技術英語の進行形と不定詞 
5. 技術英語の分詞と分詞構文 
6. 技術英語の動名詞と関係代名詞 
7. [中間試験]	 	 
8. 技術英語の関係副詞、仮定法、および比較 
9. 技術英語の重要な構文と語句 1	 
10. 技術英語の重要な構文と語句 2	 
11. 技術英語の重要な構文と語句 3	 
12. 情報通信工学分野の英文解読 1	 
13. 情報通信工学分野の英文解読 2	 
14. 情報通信工学分野の英文解読 3	 
	 [期末試験]	 

15. 解読演習	 
 
【関連科目】 

1～4年：英語 I～英語 IV 
1～5年：情報工学と通信ネットワーク工学分野の専
門教科	 

 
【成績の評価方法と評価基準】 
＊	 学年末の総合成績は，2 回の定期試験の平均点と
小テスト，課題レポートの総合評価とする．定期

試験 70％，小テスト 20％，課題レポート 10％．
ただし，小テストおよびレポートが課されないと

きは，定期試験のみで評価する． 
＊	 総合成績が 60 点に満たない学生について、達成
度評価のため再試験を行なうことがある． 

 
【学生へのメッセージ】 
＊	 本科目では情報工学および通信ネットワーク工

学分野の基礎的な専門用語を身につけ、本分野の

文章読解に慣れてもらいたい．ただ読解で済ませ

ることなく、英文を言葉として発声しながら、語

彙と構文を理解するほうが良く記憶され、英文に

も慣れる。	 

＊	 英文による文献、新聞雑誌、インターネットを利

用して，興味があることについて積極的に読解に

努めてもらいたい． 
＊	 質問は随時受け付けるので，気楽に来室して欲し

い． 
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【授業科目名】 計算機回路 

Computer Circuit 

【対象クラス】 情報電子工学科 ５年 

【科目区分】  専門応用科目（電子工学系）・選択 
（教育目標との対応：C-2,E-1） 

（JABEE 基準との対応： d2-a,d2-c,c,e） 
【授業形式・単位数】 講義・２単位（学修単位） 
【開講期間・授業時数】 通期・60 
【担当教員】 谷口 和孝 (非常勤) 
（サポート教員）森内 勉（建築社会デザイン工学科） 
 
【科目概要】 

4 年までのコンピュータ工学基礎，論理回路，電子

回路，コンピュータシステムをもとにして，計算機の

構成，データ表現，プロセッサ，コンピュータの性能

と信頼性などコンピュータ工学の体系全般について

理解を深める． 
 
【授業方針】 
本科目は 5 年生での専門応用科目となっている．5

年生での講義内容は演習，課題を中心とした専門内容

の理解に重点をおきたい．そのためには，予習と復習

が強く望まれる． 
 
【学習方法】  

毎回，次回の講義予告により，教科書，参考書など 
に，目を通しておくこと．また，各章の演習問題は 
確実に解けるようにすること． 
 

【達成目標】 
1. □ コンピュータの仕組みを理解する． 
2．□ プロセッサの構成とメモリの仕組みを理解 

する． 
3．□ データ表現について理解する． 

4. □ ブール代数と論理式の関係，論理式の簡単化に

ついて理解する． 

5. □ 組み合わせ回路を理解する． 

6. □ 順序回路を理解する． 

 
【教科書等】 
教科書：「例題と演習で学ぶコンピュータ回路」 

松本光功，井澤裕司 共著、森北出版 
参考書：「コンピュータの構成と設計 上･下」 

成田 訳 日経 BP 社 
「Computer Organization」 
V.Carl Hamacher, Zvonko G. Vranesic   
& Safwat G. Zaky, McGraw-Hill 

 
 
 
 

【授業スケジュール】 
１．コンピュータの基本構成と役割 
２．数の表現，基数の変換 
３．２進数の加減算 
４．ハミング距離 
５．ブール代数 
６．主和標準形式，主積標準形式 
７．演習問題 
８．［前期中間試験］ 
９．前期中間試験の返却と解説 
10．キーン・マクルスキー 
11．シャノンの展開定理 
12．多数決関数，しきい値関数 
13．論理回路記号とゲートの等価変換 
14．演習問題 

［前期末試験］ 
15．前期学年末試験の返却と解説 
16．組み合せ論理回路 
17. 非同期回路のハザード 
18．エンコーダ，デコーダ，PLA 
19．セレクタ，デマルチプレクサ 
20．演算回路，同時桁上げ加算回路 
21．ハードウェア記述言語 
22. 演習問題 
23．［後期中間試験］ 
24．後期中間試験の返却と解説 
25．順序回路，各種 FF の特性方程式 
26．順序回路の応用方程式 
27．カウンタの構成 
28．リングカウンタ，レジスタ 
29．演習問題 
［学年末試験］ 
30．学年末試験の返却と解説 
 

【関連科目】 
３年次のコンピュータ工学基礎 
４年次のコンピュータ言語，論理回路，電子回路、

コンピュータシステム 
 
【成績の評価方法と評価基準】 

各目標項目についての達成度の平均が６割以上

のものを合格とする．最終成績は、定期試験で評価

する．最終成績が 60 点以上で合格とする。適宜課

題を出し，授業の理解度を確認する． 
成績不振者に対しては、再試験を実施し、再評価

することがある． 
 
【学生へのメッセージ】 

本科目では，講義と並んで演習問題を解くことが

中心となる．講義への質問や要望は，随時受け付け

るので活用して貰いたい． 
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【授業科目名】	 集積回路	 

Integrated	 Circuit	 

【対象クラス】	 情報電子工学	 ５年	 

【科目区分】	 	 専門応用科目（電子工学系）・選択 
（教育目標との対応：C-2,E-1,C-4）	 

（JABEE 基準との対応：d2-a,d2-c,c,e,d2-d）	 

【授業形式・単位数】	 講義・２単位（学修単位） 
【開講期間・授業時数】	 通期・60 
【担当教員】木場	 信一郎（機械知能システム工学科） 
  (教員室)     専門 A 棟３F  木場教員室 

 
【科目概要】 
	 半導体を中心とした電子デバイス関連の技術者が

必要とするトランジスタ回路の基礎と，LSI 設計の立

場からみた MOS トランジスタの集積回路技術につい

て習得する．	 

	 

【授業方針】 
	 集積回路の設計は，機能設計・論理設計・トランジ

スタ回路設計・マスク設計・レイアウト設計・プロセ

ス開発・試験の過程とそれぞれのフィードバック過程

を経て進められる．この講義では論理設計とトランジ

スタ回路の基礎について重点的に説明する．これらの

知識を使用してマスク設計，プロセス技術など IC が
作られる過程で必要な基本的な集積回路技術とその

フローについて解説する． 

【学習方法】 
・	 レポートの他に，各単元のまとめとして演習課題

を出題する．	 

・	 予告された範囲について，テキストを基に１時間

程度の予習をすること．	 

【達成目標】 
1.□ MOS トランジスタの基礎的な構造と電荷・電流
などの電気的特性を関連づけながら図などを用い

て説明ができる．	 

2.□ 差動増幅回路などのアナログ回路と組合わせ，
順列回路，メモリなどの基本的な論理回路の設計が

できる．	 

3.□ 2 の論理回路等を基にトランジスタ回路を設計
できる．	 

4.□	 LSI の設計・製造の流れ、要素技術について図

示し説明できる。	 

5.□	 基本的な MOS トランジスタ回路を規格に合わせ

てマスク設計し，プロセス条件との関連性と構造を

図示し説明できる．	 

	 

【教科書等】 
教科書：「LSI工学」小松教彦，他	 共著	 森北出版 
参考書：「集積回路設計入門」國枝博昭著	 コロナ社 
 

【授業スケジュール】	 

1.	 授業の概要・ガイダンス	 

2.	 集積回路の種類と製造の流れ	 

3.	 MOS 構造とプロセス 
4.	 MOS トランジスタの基本特性（構造と電荷の動き）	 

5.	 MOS トランジスタの基本特性（電流特性）	 

6.	 MOS トランジスタによるアナログ回路の構成	 

7.	 アナログ基本回路としての差動増幅回路	 

8.	 〔中間試験〕	 

9.	 試験の返却とレポート	 

10.	 論理回路とトランジスタ回路Ⅰ（組合わせ回路）	 

11.	 論理回路とトランジスタ回路Ⅱ（順序回路）	 

12.	 論理回路とトランジスタ回路Ⅲ（メモリ回路）	 

13.	 論理回路とトランジスタ回路の演習	 

14.	 LSI 設計の手法	 

〔前期末試験〕	 

15.	 試験の返却と解説	 

16.	 LSI設計の流れ（システム設計）	 

17.	 LSI設計の流れ（検証）	 

18.	 LSI 設計の流れ（設計ツールと関連技術）	 

19.	 LSI製造の流れ（前工程）	 

20.	 LSI製造の流れ（後工程）	 

21.	 LSI 設計・製造のまとめ	 

22.	 〔後期中間試験〕	 

23.	 試験の返却とレポート	 

24.	 プロセス工程の要素技術（イオン注入技術等）	 

25.	 プロセス工程の要素技術（リソグラフ技術等）	 

26.	 CMOS ゲート回路のトランジスタ回路設計	 

27.	 CMOS ゲート回路のマスク設計	 

28.	 フリップフロップ回路のトランジスタ回路設計	 

29.	 FF 回路のマスク設計	 

〔後期学年末試験〕	 

30.	 試験の返却と解説	 

 
【関連科目】 
５年電子デバイスの前半と関連が深い．専攻科	 電子

物性デバイス論の基礎となる内容も含む． 
 
【成績の評価方法と評価基準】 
評価方法	 達成目標（主に前期 1～3，後期 4～5）に

対して前後期それぞれ中間試験（要素或いは中間点の

理解度）20％，レポート（項目 1,3,4,5 に関連内容）

10％，期末試験（中間の範囲・内容を含む）70％で評

価する． 評価基準	 総合した平均が 60％以上の成績
を合格とする．（ただし、再試験を実施した場合は、

60 点を基準とした合否のみとする） 
 
【学生へのメッセージ】 
・	 原則として講義，その他不在中以外は，いつでも

質問等受け付ける。メール等でも可．	 
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【授業科目名】	 電子デバイス	 

Electronics	 for	 Solid	 State	 Device	 

【対象クラス】 情報電子工学	 ５年	 

【科目区分】 専門応用科目（電子工学系）・選択 
（教育目標との対応：C-2,E-1）	 

（JABEE 基準との対応：d2-a,d2-c,c,e）	 

【授業形式・単位数】 講義・２単位（学修単位） 
【開講期間・授業時数】 通期・60 
【担当教員】木場	 信一郎（機械知能システム工学科） 
  (教員室)  専門 A 棟 ３F   木場教員室 

 
【科目概要】	 電子デバイス関連のエンジニアは，将

来技術への対応を考慮するとその基礎力として電子

工学の基礎物性に近い専門の技術力が必要となりつ

つあり，半導体工学，集積回路，電気電子材料分野へ

応用できる電子工学の専門基礎科目がそれである．こ

こでは電子デバイスを理解する上で基本となる固体

の物性について初歩的な考え方を習得する．	 

 
【授業方針】	 結晶構造からエネルギーバンドと固体

の電気伝導性に至る前段後期２５週目までが，授業の

骨子である．２６週目からは，前段の学習の定着の意

味で電磁気学，固体物理，量子論を基礎にして総合的

に説明できる超伝導現象を題材にする．全体として固

体の物理を量子的な現象として理解し，電子デバイス

の特性へ結びつけることができることを目標とする．  
 
【学習方法】 
・各単元のまとめとして演習課題を出題する．	 

・予告された範囲について，テキストを基に１時間程

度の予習をすること．	 

	 

【達成目標】 
1.□	 結晶構造を図示し，格子ベクトルとミラー指数

について説明できる．ｘ線回折と結晶構造の対応が

説明できる．	 

2.□	 バンド構造と自由電子モデルの知識を使って固

体の電気伝導性の違いを分類し図，式などで説明で

きる．	 

3.□	 バンド構造の変化と固体の状態の変化を対応づ

けることにより，主に半導体中のキャリアについて

定量的な説明ができる．	 

4.□	 半導体を要素とした電子デバイスの物理的な性

質と電気的特性について構造パラメータおよび特

性曲線と特性式の対応付けができる．	 

5.□	 １～３で学習した知識を応用して超伝導体の物

理的な特徴について説明できる．	 

	 

【教科書等】 
教科書：「電子物性」	 松澤剛雄，他共著	 森北出版 
参考書：「電子物性の基礎」	 宮入圭一著	 森北出版 

【授業スケジュール】 
1.科目の位置付け等のガイダンス	 

2.	 固体の結晶構造	 

3.	 ミラー指数	 

4.	 X 線回折による構造の評価法 
5. 逆格子ベクトル	 

6.	 自由電子モデルとバンド	 

7.	 エネルギーバンドと電気伝導性 
8.	 〔中間試験〕	 

9.	 試験問題の返却と演習	 

10.	 バンドとキャリアの数の関係	 

11.	 真性半導体の物理	 

12.	 不純物半導体の物理 
13.	 半導体を流れる電流	 

14.	 PN 接合とバンドの動き	 

〔前期末試験〕	 

15.	 試験問題の返却と演習	 

16.	 PN 接合とキャリアの拡散	 

17.	 PN 接合を流れる電流 
18.	 バイポーラトランジスタとバンドの動き	 

19.	 バイポーラトランジスタの電流式	 

20.	 MOS 構造とバンドの関係	 

21.	 〔中間試験〕	 

22.	 試験問題の返却と演習 
23.	 MOS トランジスタの閾値電圧 
24.	 MOS トランジスタの電流特性 
25.	 超伝導現象の特徴 
26.	 超伝導体のバンド構造と電磁気現象 
27.	 第Ⅰ種，第Ⅱ種超伝導体 
28.	 高温超伝導体の特徴（結晶構造） 
29.	 超伝導体のデバイス応用 
〔後期学年末試験〕	 

30.	 試験問題の返却と演習	 

【関連科目】 
５年	 集積回路に関連したトランジスタ特性につい

て物理的な基礎となる内容を含む．専攻科	 電子物性

デバイス論の基礎となる内容． 

【成績の評価方法と評価基準】 
・評価方法	 達成目標（主に前期 1～3，後期 4～5）

に対して前後期それぞれ中間試験（要素或いは中間点

の理解度）30％，期末試験（中間の範囲・内容を含む）

70％で評価する． ・評価基準	 総合した平均が 60％
以上の成績を合格とする．（ただし、再試験を実施し

た場合は、60 点を基準とした合否のみとする） 

【学生へのメッセージ】 
・	 原則として講義，その他不在中以外は，いつでも

質問等受け付ける。メール等でも可．	 

・	 教科書を補間しながら進めるので，方程式の導出

など必ず復習し理解して演習に備えること．	 
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【授業科目名】	 電子応用機器	 

Electronic	 Equipments	 

【対象クラス】	 情報電子工学科	 ５年	 

【科目区分】	 	 専門応用科目（電子工学系）・選択	 	 	 

（教育目標との対応：C-2,C-4,E-1）	 

（JABEE 基準との対応：d2-a,d2-c,c,d2-d,e）	 

【授業形式・単位数】	 講義・２単位（学修単位）	 

【開講期間・授業時数】	 通期・60	 

【担当教員】	 	 村田	 勝昭	 (非常勤)	 

	 (教員室)	 	 	 崇城大学情報学部情報学科	 

（サポート教員）森内	 勉（建築社会デザイン工学科） 
	 

【科目概要】	 

ダイオード，接合型トランジスタおよびＦＥＴにつ

いては４年次までに修得しているので，ここでは大電

力を取り扱う新しい半導体素子のＩＧＢＴおよび各

種ＳＣＲの構造，そして特性について学習する．	 

つづいて，これらの素子を使用した電力変換回路に

ついて学習するが，これらはパソコン，TV，FAX，等

の電子機器の電源として，広く利用されている最新の

技術である．	 

	 

【授業方針】	 

	 半導体素子に関しては，PN 接合の特性から，その

素子の特性が理解できるようにする．	 

また，電力変換回路に関しては，コンピュータを用

いたシミュレーションを併用して学習をし，その動作

原理が深く理解できるようにする．	 

	 

【学習方法】	 
講義だけではなく，シミュレーションも併用するの
でその場その場で理解するよう心かける．	 

	 

【達成目標】	 

1.	 □	 半導体素子の特性が理解できる．	 

2.	 □	 新しい半導体素子の特性が推測できる．	 

3.	 □	 電力変換回路の動作が理解でき，基本回路の	 

設定ができる．	 

4.	 □	 電子回路シミュレータが使えるようになる．	 

	 

【教科書等】	 

教科書：	 特に指定しない．	 

参考書：	 多くの「電子回路」，「電力変換器」，「DC-DC

コンバータ」に関する参考書がある．	 

	 

【授業スケジュール】	 

1.	 	 整流回路の必要性と整流機器の発展	 

2.	 	 整流回路の抵抗負荷時の動作	 

3.	 	 平滑用リアクトルの作用	 

4.	 	 演習問題を解く	 

5.	 	 交流条件と直流偏磁	 

6.	 	 電流の重なりと相間リアクトル	 

7.	 	 演習問題を解く	 

8.	 	 〔前期中間試験〕	 

9.	 	 試験問題の解答，SCRの構造と基本回路	 

10.	 SCR のトランジスタによる等価回路	 

11.	 SCR の点孤特性と消孤特性	 

12.	 ゲート回路	 

13.	 サイリスタの仲間	 

14.	 演習問題を解く	 

〔前期末試験〕	 

15.	 試験問題の解答	 

16.	 サイリスタの応用	 

17.	 点孤角による直流電圧制御	 

18.	 他励式インバータ	 

19.	 TRC による直流電圧制御(1)	 

20.	 TRC による直流電圧制御(2)	 

21.	 降圧形 DC-DC コンバータ	 

22.	 シミュレーションによる回路動作確認	 

23.	 演習問題を解く	 

24.	 〔後期中間試験〕	 

25.	 試験問題の解答	 

26.	 シミュレーションによる回路動作確認	 

27.	 昇降圧形 DC-DC コンバータ	 

28.	 シミュレーションによる回路動作確認	 

29.	 演習問題を解く	 

〔後期学年末試験〕	 

30.	 試験問題の解答	 

	 

【関連科目】	 

電気回路（3年必修）	 

回路網学（4年必修）	 

電子回路（4年必修）	 

	 

【成績の評価方法と評価基準】	 

	 定期試験とシミュレーション実習の積極的な取り

組みを評価する．	 

＊定期試験は，各目標項目に対応する問題を出題し，

達成度に応じて評価をつける．	 

＊学年末の総合評価は，４回の定期試験の平均を総合

点とし，60 点以上を合格とする.	 

＊定期試験後に成績不良者と希望者については再試

験を実施することがある．	 

	 

【学生へのメッセージ】	 

抵抗，容量とインダクタンスの基本動作まで帰って

回路動作を説明するので，欠席をしないようにして欲

しい．質問は E-mail でも受け付ける．	 

（E-mail：	 kmurata@cis.sojo-u.ac.jp）	 
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【授業科目名】	 信号処理	  

Signal	 Processing	 

【対象クラス】	 情報電子工学科	 ５年   
【科目区分】	 	 専門応用科目（電子工学系）・選択 

（教育目標との対応：C-2） 
（JABEE基準との対応：d2-a,d2-c,c） 

【授業形式・単位数】講義・2単位（学修単位） 
【開講期間・授業時数】通期・60 
【担当教員】森内	 勉 （建築社会デザイン工学科） 
 （教員室） 	 専門Ａ棟４Ｆ	 森内教員室 
	 	  
【科目概要】 
	 アナログ信号をディジタル信号に変換し，高速フー

リェ変換（FFT）や逆フーリェ変換（IFFT）によって

時間と周波数領域に，Z 変換法によって時系列パルス

に変換し解析処理する技術を習得する科目である。カ

リキュラム上はディジタル信号処理及び解析法の基

礎技術として位置づけられる。 
 
【授業方針】 
	 ディジタル信号処理の基礎的事項であるフーリェ

変換とディジタルフィルタについてその処理・解析法

について教科書を中心として講義する。ディジタル信

号処理及び解析法の基礎技術の修得を目標とする。 
 
【学習方法】 
	 授業前に教科書の該当ページを読んでおく。また，

各章の演習問題を確実に解析できるようにする。 
 
【達成目標】 
１．□アナログ信号からディジタル信号を生成すると

きの問題点やアナログ信号の標本化や量子化

によるディジタル化の手法を説明できる。 
２．□周期的な信号をフーリェ級数展開し，信号の持つ

周波数スペクトルを解析的に求めることがで

きる。 
３．	 □離散化されたディジタル信号に対する離散フー   

リェ変換（DFT），及びその高速フーリェ変換法
(FFT)や高速フーリェ逆変換（IFFT）のアルゴリ
ズムとそのプログラムを説明できる。 

４．	 □周期的な信号に対しても成立する一般的なフー  
リェ変換，離散信号に対するＺ変換を解析的に求

めることができる。 
５．□雑音除去を目的としたアナログフィルタとディジ 

タルフィルタの構成や設計法について説明でき

る。 
 
【教科書等】 
教科書：「高専学生のためのディジタル信号処理」 
酒井幸一，コロナ社 
 

【授業スケジュール】 
１．ガイダンス 
２．ディジタル信号処理の概要 
３．信号のディジタル化―時間軸の標本化 
４．信号のディジタル化―振幅軸の量子化 
５．信号処理の簡単な例 
６．実フーリェ級数展開 
７．演習 
８．[中間試験] 
９．複素フーリェ級数展開 
10．離散フーリェ変換（ＤＦＴ）の導出 
11．ＤＦＴの重要な性質，計算例 
12．高速フーリェ変換（ＦＦＴ）の原理 
13．ＦＦＴアルゴリズム 
14．演習 

[前期末試験] 
15．演習 
16．高速フーリェ逆変換（ＩＦＦＴ），ＦＦＴの応用
17．フーリェ変換の性質，計算例 
18．線形システムへの応用 
19．ラプラス変換からＺ変換へ 
20．Ｚ変換 
21．演習 
22．演習 
23．[中間試験] 
24．アナログフィルタの基礎理論 
25．ディジタルフィルタの概要 
26．ディジタルフィルタの構成  
27．ディジタルフィルタの設計と評価 
28．総合学習 
29．総合学習 

[学年末試験] 
30．信号処理のトピックス 
	 	  
【関連科目】 
５年：ネットワーク（必修・通期・専門基礎科目） 
５年：計算機回路（選択・通期・専門応用科目） 
５年：電子応用機器（選択・通期・専門応用科目） 

 
【成績の評価方法と評価基準】 
各定期試験の評点は，試験点 90％とレポート点

10％（学習目標の達成度を検査する課題）で算出する。
ただし，レポートが無いときは試験点を 100%と扱う。
評点が 60点に満たないとき，60点の達成度を再試験
によってみる。成績評価は以上４回の平均点とする。 
 
【学生へのメッセージ】 
□	 本教科は三角関数や微積分などの解析的な数学を

背景にもつ。復習し数式に困惑しないよう努める。 
□  講義にて何か不明なところがあれば，授業中及び

放課後に気兼ねなく質問されたし。 
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【授業科目名】	 技術英語 E	 

Technical	 English	 for	 Electronics	 Engineering	 

【対象クラス】	 情報電子工学科 5年 
【科目区分】	 	 専門応用科目（電子工学系）・選択 

（本校教育目標との対応：F-2,F-3）	 

（JABEE 基準との対応：f）	 

【授業形式・単位数】	 講義・１単位（学修単位） 
【開講期間・授業時間数】	 前期・30 
【担当教員】	 井上	 勲	 （生物化学システム工学科） 
（教員室）    専門 A棟４F 東 井上教員室 

 
【科目概要】 
技術者，研究者にとって専門分野における英語の読

解力は必要不可欠になっている．この授業では，電気

電子工学関連の英文をもとに，専門用語の習得と読解

力を高める技術英語の基礎力養成を目指す．また,英

文による電気電子工学分野の理解を深める．	 

	 

【授業方針】 
電気・電子に関する英文を演習形式で読み，内容の

説明や補足説明を行うことにより，英文内容と英語表

現方法の理解を深める．また，英文作成の訓練を通し

て英語力の向上を図る．	 	 

	 

【学習方法】 

	 英語の上達方法は英語に慣れる，英文をたくさん読

む，ということに尽きる．授業以外でも英文ウェブペ

ージや英字新聞の閲覧を心がけ，検索もできるだけ英

語で行うよう心がけるとよい．また，英文を読むだけ

でなく，書き写すことにより，表現方法や単語を覚え

やすくなるので，できるだけ手を使って学習してみよ

う．	 	 

	 

【達成目標】 
1.	 □専門英語になれ親しむことができる．	 

2.	 □専門英語の内容について理解する能力を身につ

けることができる．	 

3.	 □専門英語の言い回し等ができるようになる．	 

	 

【教科書等】 
参考書：「電気・電子・情報通信のための工学英語」，

奈倉理一著，共立出版，	 

「Electromagnetics」,	 Mcgraw-hill	 book	 company	 

「Electric	 circuits」,	 Mcgraw-hill	 book	 company	 

 

 

 

 

 

【授業スケジュール】 
1. Guidance	 
2. Numerical	 Values,	 fundamental	 Laws	 and	 
Theorems(1)	 

3. fundamental	 Laws	 and	 Theorems(2),	 Solve	 
problems	 

4. Coulomb	 Forces	 and	 electric	 field	 intensity	 
5. Charge	 distribution,	 Solve	 problems	 
6. Potential	 Deference,	 Power,	 Inductance,	 
Capacitance,	 Solve	 Problems	 

7. Average,	 Effective	 Value,	 Solved	 problems	 
8. 〔前期中間試験〕	 
9. 答案返却，Sinusoidal	 Voltage,	 Impedance,	 Phase	 
Angle	 

10. Series	 and	 Parallel	 Circuits,	 Solve	 problems	 
11. Complex	 Numbers,	 Multiplication	 of	 Complex	 
Numbers	 

12. Complex	 Impedance	 	 
13. Phasor	 notation,	 Solve	 problems	 
14. Series	 circuits,	 Parallel	 circuits,	 Solve	 
problems	 

〔前期末試験〕	 

15. 答案返却，Power	 factor	 correction	 	 
 
【関連科目】 
１～４年・英語（必修・一般基礎科目） 
 
【成績の評価方法と評価基準】 
＊	 定期試験は，各目標項目に対応する問題を含めて

出題し，達成度に応じて評価をつける． 
＊	 学年末の総合成績は，2 回の定期試験の平均点と
課題レポートの総合評価とする．定期試験 80％，
課題レポート 20％である． 

＊	 60 点に満たない学生については再試験を実施す
ることがある． 

 
【学生へのメッセージ】 
＊予習と復習が必要である． 
＊最低限自分に割り当てられたところはよく読んで，

理解して発表すること． 
＊質問等は随時受け付けるので，気楽に来室して欲し

い． 
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【授業科目名】	 システム工学	  
System	 Engineering	 

【対象クラス】	 情報電子工学科	 ５年   
【科目区分】	 	 専門応用科目（複合系）・選択 

（教育目標との対応：D-2,E-1） 
（JABEE基準との対応：d2-d,b,d2-c,e） 

【授業形式・単位数】講義・１単位（学修単位） 
【開講期間・授業時数】前期・30 
【担当教員】森内	 勉 （建築社会デザイン工学科） 
 （教員室） 	 専門棟Ａ棟４Ｆ	 森内教員室 
	 	  
【科目概要】 
	 システム開発に対する要求の調査研究から，システ

ム解析，設計，製造，運用のシステム開発段階におけ

る問題解決の基本的手法，技法の習得と共に技術のあ

り方に関する倫理観を身につける科目である。カリキ

ュラム上は，幅広い分野の知識を吸収し，探求してい

く能力を養成する科目として位置づけられる。 
 
【授業方針】 
	 システム開発での調査研究，解析，設計，製造，運

用の各段階における問題解析や解決手法を講義する。

特にプロジェクト・スケジューリング，システム解析

と待ち行列問題，システム解析と統計的データ処理，

擬似乱数の発生法と統計的検定法及び乱数の応用，線

形計画法（LP 法）について応用できることを目標とす

る。 
 
【学習方法】 
	 授業前に教科書の該当ページを読んでおく。また，

各章の演習問題や随時与える課題を解き，内容の理解

に努める。さらに，各種システム開発問題について，

システム工学的な問題解決法を考える。 
 
【達成目標】 
1. □システムの開発におけるシステム工学の役割，   

システム開発プロセス，その各段階における問

題解決手法の概要を述べることができる。 
2. □システムの計画段階で必要となる目標の設定，  

計画立案に関係する手法として，プロジェクト・

スケジューリングについて説明できる。 
3. □統計データの処理，確率分布，回帰分析など，  

不確定な対象を解析し，システムの特性を把握

するための手法として，確率分布母数の推定や

線形回帰分析について解析的に説明できる。 
4. □システム解析において必要なモデリングとシミ  

ュレーションに関する考え方と手法として，シス

テムの待ち行列問題を解析的，あるいは実験的

に説明できる。 
5. □確率的な変数を扱うシステム解析のシミュレー	 	  

ションでは擬似乱数が必要となる。そのような

擬似乱数の発生アルゴリズムや統計的な検定法

について解析的に説明できる。 
6. □システムの最適化理論の基礎概念と線形計画 

法（ＬＰ問題）について数理計画法のアルゴリズ

ムを述べることができる。 
 
【教科書等】 
教科書：「システム工学」室津義定，他，森北出版 
	 	 	 	 関係資料配付	  
参考書：授業にていくつかを紹介 

「Excelで学ぶ統計解析」涌井良幸、涌井貞
美、ナツメ社 
 

【授業スケジュール】 
１．システムの計画と評価 
２．プロジェクト・スケジューリング 
３．システム解析と統計的データ処理 
４．確率分布母数の推定への応用 
５．確率分布の適合度検定 
６．線形回帰分析 
７．演習 
８．[中間試験] 
９．システム解析とモデル 
10．待ち行列問題の解析的解法 
11．待ち行列問題の実験的解法 
12．擬似乱数の発生法と統計的検定 
13．線形計画法（ＬＰ法） 
14．シンプレックス法によるＬＰ問題解析 

[学年末試験] 
15．演習 
 
【関連科目】 
システム工学とは「システムの目的を最も良く達成

するために，対象となるシステムの構成要素，組織構

造，情報の流れ，制御機構などを分析し，設計する技

術」と定義されており（JISZ8121），総合的な工学と
位置づけられるので，あらゆる教科と関連している。 

 
【成績の評価方法と評価基準】 
各定期試験の評点は，試験点 90％とレポート点

10％（学習目標の達成度を検査する課題）で算出する。
ただし，レポートが無いときは試験点を 100%と扱う。
評点が 60点に満たないとき，60点の達成度を再試験
によってみる。成績評価は以上 2回の平均点とする。 

 
【学生へのメッセージ】 
□	 各種システム開発問題において，システム工学 

的問題解決法と考察力を身に付けてもらいたい。 
□  講義にて何か不明なところがあれば，授業中及び

放課後に気兼ねなく質問されたし。 
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【授業科目名】	 通信工学	 

	 	 	 	 Communication	 Engineering	 	 	 	 

【対象クラス】 情報電子工学科	 ５年 
【科目区分】 選択専門科目（複合系）・選択	 	  

（教育目標との対応：C-2）	 

（JABEE 基準との対応：d2-a,d2-c,c）	 

【授業形式・単位数】	 講義・１単位（学修単位） 
【開講期間・授業時数】	 後期・30 
【担当教員】	 橋本	 俊裕（機械知能システム工学科） 
  (教員室)	 	 	 専門 A棟３F 橋本教員室 

 
【科目概要】 
	 多岐にわたる通信の分野から、この科目では通信

媒体として広く使われている電磁波について学ぶ．

まず、Maxwell	 の方程式の解としての平面波とその

基本的な性質を学ぶ．次いで古典的な幾何光学から

始めて幾何光学に基づく回折理論までを説明した

い．	 

	 

【授業方針】 
	 まず Maxwell の方程式が電気・磁気現象をどう表

現しているかをまず振り返る．それから Maxwell の

方程式の取り扱いを学ぶ．これにはベクトル解析の

知識が必要である．波動方程式の取り扱いでは、交

流理論の考え方を強調して後に解法の説明をしたい．

波動方程式の解としての平面波とその性質は波の基

本であるから特に強調する．なお、波動光学ではど

うしても数式に頼ることになるので、できるだけ定

性的な説明を織り込みたい．	 

幾何光学では、フェルマの原理から始まって近年

の幾何光学的回折理論までを簡略にではあるが取り

扱う．簡単な実験も取り入れ、それによって実際の

回折・干渉がどういうものかを体験させたい．	 

	 

【学習方法】	 

	 講義は配布プリントに従って行う．予習は不要で

あるが、復習はやって貰いたい．プリント（＋板書の

うち重要と思って自分で書き足した分）を読んで講義

を思い出す程度でよいだろう．演習も必要に応じて

行うが、それには真剣に取り組むことが肝要である．

もし、もっと深く知りたい人は研究室に来室すれば

討論に応じる．	 

 
【達成目標】 
1.	 □Maxwell の方程式が電磁気現象をどう表現して

いるかを理解できる．	 

2.	 □平面波が概念的に理解できる．	 

3.	 □ホイヘンスの原理を基に回折現象を説明でき

る．	 

4.	 □反射の法則、屈折の法則を幾何光学的に解析で

きる．	 

5.	 □波の干渉を定性的に説明できると共に、基本的

な場合について干渉縞の概算ができる．	 

【教科書等】 
教科書：教材プリントを配布する．	 

参考書：「アンテナ・電波伝播」	 

	 	 	 	 虫明康人著	 オーム社、	 

	 

【授業スケジュール】 
1.	 電磁波についてのガイダンス	 

2.	 Maxwell の方程式、波動方程式	 

3.	 平面波、波の位相速度	 

4.	 偏波	 

5.	 ダイポール・アンテナからの放射	 

6.	 ポインティングの定理	 

7.	 平面波の反射・屈折	 

8.	 〔中間試験〕	 

9.	 中間試験の返却と解説	 

10.	 幾何光学、光学素子	 

11.	 フェルマの原理、ホイヘンスの原理	 

12.	 回折・干渉の実験	 

13.	 回折	 

14.	 干渉	 

〔後期末試験〕	 

15.  期末試験の返却と解説 
 
【関連科目】 
２年次の物理 
３年次の電子工学 
４年次の電気磁気学 
 
【成績の評価方法と評価基準】 
＊２回の定期試験ではそれぞれの達成目標に対応し	 	 	 

	 た問題を中心に出題し、それに実験のレポートを

加味して評価をする．	 

＊学期末の総合成績は、２回の定期試験の平均点を	 

	 ８０％、レポートの成績を２０％で評価する．	 

＊成績が合格点に達しない者および希望者には再評	 	 

	 価のための試験を行うことがある．再評価は最大	 

	 で 70 点までとする．	 

	 

【学生へのメッセージ】 
 波動現象は電子波から電磁波に至るまで電気・電	  
	 子工学の基本となる現象である。”波”を感覚とし 
	 て捕らえられるようになるよう期待する．定性的 
	 に考えることができるようになって貰いたい． 

 電磁波は電気磁気学と密接な関わりがある．電気	 	  
	 磁気学の教科書を手放さないことが肝要である． 

 質問には自室または実験室にいる限りいつでも対 
	 応する．この分野に興味がある者もフリートーク 
	 に応じるので自由に来室されたい． 
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【授業科目名】	 センサ工学	 

	 Sensor	 Engineering	 

【対象クラス】	 情報電子工学科	 5 年 
【科目区分】	 	 専門応用科目（複合系）・選択 

（教育目標との対応：C-2,C-4） 	 

（JABEE基準との対応：d2-a,d2-c,c,d2-d,e） 
【授業形式・単位数】	 講義・１単位（学修単位） 
【開講期間・授業時数】	 前期・30 
【担当教員】 湯治	 準一郎（機械知能システム工学科） 
  (教員室)   専門 A棟 4F	 湯治教員室 
 
【科目概要】 
センサは，外界の様々な物理量や化学量を電気信号

に変換するデバイスであり，生産ラインの自動制御，

安全管理システム，環境計測，医療診断機器，家電製

品など，現代社会のいたるところにセンサ技術が使用

されている．本科目は，代表的なセンサの原理・構造

およびセンサを使う技術を学ぶ科目である．本校カリキ

ュラムにおいては，４年生までに習得した電気電子工学

分野の知識や技術を基にしてセンサの基礎技術を習得

する専門応用科目（複合系）として位置付けされる．	 

 
【授業方針】 
本講義では，プリントおよび実物のセンサを用いて

授業を展開する．まず，センサに用いられている変換

原理（効果），材料の特性や使用方法を理解させる．

その後，センサを用いた応用例や新技術を調査し，各

自で問題点や改善方法をレポートにまとめて提出さ

せることで，知識の定着を図る．最終的には目的に合

ったセンサの選び方，使い方の習得を目標とする． 
 
【学習方法】 
・	 センサで検出する物理量はどのような性質を持

っているか，なぜ物理量が電気信号に変換できる

のか，それがどのように利用されているのかとい

った様々な角度からセンサについて考え，授業内

容（ポイント）を確認する． 
・	 課題は必ず自分で調べてやり遂げる． 
 
【達成目標】	 

1. □センサの役割を説明できる．	 
2. □物理量を電気信号に変換するための変換原理

（効果）を理解できる．	 

3. □センサの動作原理を理解できる．	 
4. □目的に応じてセンサの選び方，使い方が理解で

きる．	 

5. □センサを用いた応用例（測定器，診断装置等）
を挙げ，動作原理，特徴を説明できる．	 

【教科書等】 
教科書：なし（プリント配布） 
参考書：「センサの原理と応用」塩山忠義著 森北出版 
	 	 	  「センサ工学」森泉・中本共著	 昭晃堂  

 

【授業スケジュール】 
1.	 ガイダンス，センサとは何か	 

2.	 生体の感覚機能	 

3.	 計測の基礎	 

4.	 光センサ	 

5.	 機械量センサ	 

6.	 温度センサ	 

7.	 復習と演習，レポート作成	 

8.	 	 〔前期中間試験〕	 

9.	 中間試験の返却と解説	 

10.	 音響・超音波センサ	 

11.	 化学センサ	 

12.	 磁気センサ	 

13.	 その他（知能センサ，多機能センサ等）	 

14.	 復習と演習，レポート作成，	 

〔前期末試験〕 
15. 	 学年末試験の返却と解説 
 
【関連科目】 
3年：電子工学（必修・通期・専門基礎科目） 
4年：電気磁気学（必修・通期・専門基礎科目） 
4年：応用物理（必修・通期・専門基礎科目） 
4年：電子回路（必修・通期・専門基礎科目） 
4年：電気電子計測（必修・通期・専門基礎科目） 

 

【成績評価の評価方法と評価基準】 
＊	 達成目標１から 4についての達成度は定期試験に
より確認する． 

＊	 達成目標５については，レポートで確認する． 
＊	 最終評価点は，２回の定期試験の平均点を 75%程度，
レポートの評価を 25%程度として算出する． 

 
【学生へのメッセージ】 

 ここで扱うセンサは，一般に広く用いられている代

表的ものばかりであるが，現物を見ながら物理情報

が電気信号へ変換される仕組みを学んで欲しい． 
 授業では，講義資料，参考資料のプリントを配布
するので，各自バインダーを用意しておくこと． 

 講義への質問や要望は，随時受け付けているので，
放課後等を利用し，来室して欲しい．	 
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【授業科目名】	 情報認識	 

Information	 Recognition	 

【対象クラス】	 情報電子工学科	 ５年 
【科目区分】	 	 専門応用科目（複合系）・選択 

（教育目標との対応：C-2,C-4） 

（JABEE基準との対応：d2-a,d2-c,c,d2-d,e）	 

【授業形式・単位数】	 講義・１単位（学修単位） 

【開講期間・授業時数】  後期・30 
【担当教員】  池田	 直光（生物化学システム工学科） 
  (教員室)     専攻科棟３F 池田教員室 

 
【科目概要】 
近年、ハードウェアの急速な進展によって、各種情

報のディジタル処理が広く行われており、音声や画像

の認識システムも見かけるようになってきた．ここで

は、音声や画像を対象として認識の基本的な枠組みに

ついて学ぶ．本校のカリキュラムでは、コース選択を

伴わない複合系の応用科目である． 
 
【授業方針】 
各種のディジタル信号処理の応用として、音声や

画像の認識を扱う．認識過程をディジタル化→特徴

量の抽出→パターン認識の手順で捉え、その全体像

の理解を目指す． 
 

【学習方法】 
 半期という限られた時間で信号処理からパター
ン認識まで多岐にわたる内容を扱うので、配布す

るプリントや板書でポイントをしっかり押さえ

て欲しい． 
 数回の講義後演習を行うが、必ず自分で考えてレ
ポートを作成すること． 

 
【達成目標】 
1．□	 アナログ入力のディジタル化について、離散化

と量子化の２つの過程を説明できる． 
2．□	 FFT による周波数変換を代表とするディジタ
ル信号からの特徴量の抽出について理解できる． 

3．□	 抽出された特徴量とあらかじめ用意された標準
パターンとの類似性を元に入力の分類を行うこと

で、認識が行われることを理解できる． 
4．□	 類似度計算の手法としてベイズ判定や線形判別

関数の意味を理解し、それを情報の認識にあては

めて考えられる．	 

5．□	 音声を認識の対象として扱い、その生成の過程

をモデル化してとらえることができる．	 

 
【教科書等】 
教科書：「配布資料」 
参考書：「パターン認識」示村悦二郎著 コロナ社 

参考書：「ディジタル音声処理」古井 貞煕著 東海大
学出版会 
 
【授業スケジュール】 
１．音声や画像の認識について	 

２．信号のディジタル化－ 標本化	 

３．信号のディジタル化－ 量子化	 

４．特徴量の抽出	 

５．周波数分析－ DFT	 
６．FFT	 
７．演習	 

８．	 （中間試験）	 

９．中間試験の返却と解説、パターン認識の基礎	 

10．パターン認識の概要	 

11．ベイズ決定法	 

12．演習	 

13．音声生成のモデル化	 

14．演習	 

（学年末試験） 
15．学年末試験の返却と解説	 

     
【関連科目】 

4 年の情報数理の内容を利用する。また、5 年の応
用数学や信号処理との関連も深い． 
 
【成績の評価方法と評価基準】 
* 各目標項目については、定期試験で確認する． 
* また、目標項目の 3から 5については、演習による
レポートも評価に加える． 

* 最終成績の算出は、2回の定期試験を平均した点数
とレポート点を用いて次式で行う． 
定期試験の平均点［80%］＋レポート点［20%］ 

* 上記の方法で算出した最終成績が 60 点以上で合格
とする． 

* 成績不良者については、定期試験後に再試験(最高
60点)を実施することがある． 

 
【学生へのメッセージ】 
* 前半はディジタル信号処理の内容であり、卒業後も
利用する機会は多いはずである．後半のパターン認

識の分野は、卒業後に出会う学生の方が少ないかも

知れないが、人間の感覚代行という観点からはユニ

ークな内容であると思われるので、興味を持って臨

んで欲しい． 
* 講義の質問等は、直接あるいはメールにて随時受け
付ける．また、教員室前に所在を示し、メッセージ

を残すボードも設置しているので、活用して欲しい． 
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【授業科目名】プログラミング言語 

  Programming Language 

【対象クラス】 情報電子工学科５年 
【科目区分】 専門応用科目（複合系）・選択  

（教育目標との対応：C-2,C-4） 

（JABEE 基準との対応：d2-a,d2-c,c,d2-d,e） 

【授業形式・単位数】  講義・１単位（学修単位） 
【開講期間・授業時数】  前期・60 
【担当教員】 米沢徹也（共通教育科） 
  (教員室) 図書館棟 2F 米沢教員室 

 

 
【科目概要】 
  プログラミング言語の種類は非常に多く，同じプロ

グラミング言語でも時代と共に単語や文法が改定さ

れていくので，詳細にすべてに精通するのは容易では

ない．本講義では個々のプログラミング言語について

細かく勉強するのではなく，プログラミング言語の種

類や用途とその特徴などについて勉強する．更に関数

型言語の代表である Lisp について勉強する． 

 

 

【授業方針】 
授業は配布した資料を中心に進める．必要に応じ

て，コンピュータ実習を行う．プログラミング言語

の種類と用途を勉強することにより，将来，技術者

として目的に応じた適切なプログラミング言語の選

択ができるような知識を習得する．関数型言語の代

表である Lisp について，実習を行いながら勉強する． 

 

【学習方法】 
 配布したプリントをよく勉強して，プログラミング

言語に関しての知識を広めてもらいたい．レポート作

成にはインターネットを活用してもらいたい．また，

Lisp に関しては，実習を通して勉強するので，実習

時間は集中して欲しい．Lisp の学習については，１

～2時間程度の自学自習に取り組むこと． 

 

【達成目標】 
1．□プログラミング言語のツールについて理解する． 

2．□プログラミング言語の種類と用途を理解する．  
3．□Lisp についての基礎知識を習得する． 
4．□基本的な Lisp のプログラムが作成できる． 
 
 

【教科書等】 
教科書：資料配布 

参考書： 「プログラミング言語の仕組み」 

黒川利明著 朝倉書店  

「Emacs 辞典」佐藤竜一著 翔泳社 

 

【授業スケジュール】 
1. ガイダンス 

2. プログラミング言語のツール 

3． プログラミング言語のツール 

4． Lisp 実習 

5． Lisp 実習 

6． Lisp 実習 

7． Lisp 実習 

8．〔中間試験〕 

9．中間試験の返却と解説 

10．Lisp 実習 

11．Lisp 実習 

12．Lisp 実習 

13．プログラミング言語の種類と用途 

14．プログラミング言語の種類と用途 

〔前期末試験〕 
15．前期末試験の返却と解説 

 
 
【関連科目】 
3 年：プログラミング基礎 
4 年：プログラミング 
4 年：コンピュータ言語 
5 年：コンパイラ 
 
 
【成績の評価方法と評価基準】 
＊ 達成目標については定期試験とレポートで確認

する． 
＊ 最終成績は，2 回の定期試験を 80％，レポートを

20％としての総合点とし，60 点以上で合格とする． 
＊ 成績不良者については再試験を実施することが

ある． 
 

 

【学生へのメッセージ】 
卒業後の就職先や進学先で，いずれかのプログラミ

ング言語を用いてプログラムを作成することが必要

になってくると考えられるが，用途に応じてプログラ

ミング言語を選択する必要がある．そのときに，本科

目で学んだ内容が役に立つと思う．すべてのプログラ

ミング言語について詳細に勉強することは困難であ

るが，プログラミング言語の種類や用途についての基

礎的な知識をしっかりと身につけて欲しい．質問は空

き時間であればいつでもいいので，来室して欲しい． 
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【授業科目名】	 エネルギーシステム	  
Energy	 System	 

【対象クラス】	 情報電子工学科	 5 年 
【科目区分】	 専門応用科目（複合系）• 選択 

（教育目標との対応：D-2,C-1,	 C-2,	 E-1） 
（JABEE基準との対応：d1,d2-d,b,d2-a,d2-c,c,e） 
【授業形式・単位数】講義• 1単位（学修単位） 
【開講期間・授業時数】前期• 60 
【担当教員】	 井上	 勲 	 (生物化学システム工学科) 
 （教員室） 	 専門 A棟東４F	 井上教員室 
	 

【科目概要】	 

巨大なエネルギーシステムの中の重要な構成要素

である電気エネルギーについて，その燃料としてのエ

ネルギー資源やエネルギー事情さらに，位置，熱，核，

自然などの各エネルギーを電気エネルギーへ変換す

る技術電気エネルギー変換システムなどを習得させ

る．最新の技術を織り込みながら講義を行い，それに

併せて，実際に，稼動している技術も見学する．	 

【授業方針】	 

社会における電気エネルギー利用の割合は大きく，

その発生から消費までの流れは大きなシステムを構

成しており，それらの電気エネルギーシステムについ

て，エネルギーの現状やエネルギー資源さらに各種の

エネルギーを電気エネルギーへ変換する電気エネル

ギー変換システムの原理や技術の概念などを習得さ

せる．併せて，学外実習を行い，実際のエネルギー変

換に触れさせることで，授業内容の理解に繋げさせる．

それにより，専門技術を幅広い視野で捕らえるために

必要な基礎知識と，それを処理，実践する能力を通し

て総合的なものの考え方を身に付けさせる． 
【学習方法】	 

講義時間中に説明している内容をその場その場で

捉え，復習でさらに理解するよう心掛ける．また，現

在のエネルギー事情が新聞やインターネット等に掲

載されるのでなるべく目を通すようにする．	 

	 

【達成目標】	 

１．□ 地球上に存在するエネルギー資源の種類につ
いて理解することができる．また，エネルギー事情

について過去，現在を通して今後の対策について理

解できる． 
２．□地球上に存在するエネルギー資源量（非循環，

循環エネルギー資源）がいかなる状況にあるか理解

することができ，どうすべきであるかを考えること

ができる． 
３．□	 エネルギー資源の中の水力エネルギーシステ

ム(水力発電システム)の現状や水力発電技術につ

いてその原理や方式などの概念を理解できる． 
４．□	 身近な例を学外自習で体験させることで，机

上の知識を自分のものとして深く認識できる． 

５．□熱エネルギーの基礎知識を示し、熱エネルギー	 

(火力発電)システムの現状やその最新発電技術に	 

ついてその原理や方式などの概念を理解できる． 
６．□	 エネルギー資源の中の核分裂エネルギーの現

状や原子力発電システムの技術について原理や方

式等の概念を理解できる．さらに，世界が目指して

いる最新の核エネルギー変換技術の原理，方式など

が理解できる． 
 
【教科書等】	 

教科書：資料を配布する． 
参考書：「エネルギー工学概論」関根他著， 電気学会 
「発電工学」吉川他著， 電気学会 
「資源エネルギー工学概論」世良力著，東京化学同人 
 
【授業スケジュール】	 

１．エネルギーの種類とその分類	 

２．エネルギーの変換と単位，熱力学第一法則	 

３．熱力学第二法則，エントロピー	 

４．エネルギー量，エクセルギー	 

５．エネルギー事情	 

６．エネルギー資源，世界のエネルギー構成等	 

７．エネルギー変換システム	 

８．	 ［中間試験］	 

９．答案返却解説，水力発電システム(水力学)	 

10．学外実習（九州電力大平発電所見学）	 

11．水力発電システム(発電原理等)	 	 

12．水力発電システム(落差，水車発電機等)	 

13．熱エネルギーの原理，火力発電システム（ランキ

ンサイクル，再熱サイクル，再生サイクル）	 

14．火力発電システム（燃料，ボイラー，タービン等）	 

	 	 	 	 [学年末試験]	 

15．答案返却解説，原子力発電システム（核反応式等）	 

	 

【関連科目】	 

回路網学（４年，必修• 通年• 専門基礎科目) 
制御工学（５年，必修• 通年• 専門基礎科目) 
	 

【成績評価】	 

各目標項目に対応する問題による２回の定期試験

結果の平均を 80％とし，残りの 20％を学外実習，課
題へのレポート提出等で評価する．60 点以上を合格
とする。合格点に達しないときは再試験等を行い，合

格に至ることで 60点を与える． 
	 

【学生へのメッセージ】	 

	 学外実習を行うので，疑問点はどしどし質問するよ

うにすること．質問等に関しては居室やメールその他

にて随時受け付ける． 
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【授業科目名】 インターンシップ 

Internship 

【対象クラス】 情報電子工学科 ４年・５年 
【科目区分】 特別選択科目・選択 

（教育目標との対応：G-2,G-1,D-2） 

【授業形式・単位数】 実習・１単位 
【開講期間・授業時数】夏季休業期間・実働５日以上 
【担当教員】 
（代）森内 勉（建築社会デザイン工学科） 

(教員室)   専門 A棟 4F 森内教員室 
５年担任 白井 雄二（機械知能システム工学科） 

(教員室)   専門 A 棟 3F 白井教員室 

４年担任 磯谷 政志（共通教育科） 
(教員室)   図書館棟 2F 磯谷教員室 

 

【科目概要】 
インターンシップは，八代工業高等専門学校の学生

一人一人の勤労観，職業観を育てるキャリア教育の一

環として，産業界並びに公共機関等において，自らの

専攻や将来のキャリアに関連した就業体験を行うこ

とを目的とする． 

 

【授業方針】 
インターンシップでは，本校での学業以外に，企業

での就業体験を行う．受け入れ企業については，夏休

み前に担任から連絡があるので，自分の進路を考えて

希望する企業を選定する．実習期間は，原則として夏

季休業中である．実習先では，日々の記録をとり，帰

校後に，指定の書類を提出し，インターンシップ発表

会を行う． 
 
【学習方法】 
・ インターンシップ先の決定は，自分の進路を考え

て，選定することが望ましい．企業研究を率先し

て行なうこと． 

 

【達成目標】 
1.□自分の進路を考えて実習先を選ぶことが出来る． 

2.□与えられた仕事の内容と，全体における位置づけ

を理解する． 

3.□協調性を持ちながら責任を持って作業を遂行で

きる． 

4.□社会参加への意欲と関心を持つことが出来る． 

5.□社会人となるための必要なマナーが身について

いる． 

6.□実習内容について指定の書式に従い報告書を作

成し，プレゼンテーションが出来る． 

 

【教科書等】 
教科書：特に指定しない． 

参考書：特に指定しない 

【授業スケジュール】 

 インターンシップの連絡関係は，担任を通じて行わ

れる．詳細は，４月以降に担任から連絡がある．例え

ば，各自で作業する項目を並べると以下のようになる． 

○夏季休業前 

 ・インターンシップ受け入れ企業の発表 

 ・希望先の決定 

 ・書類の発送 

 ・実習期間の確認と決定 

○インターンシップ期間 

 ・移動に関する手続き（旅券の手配等） 

 ・企業での実習 

 ・インターンシップ証明書の受領 

○夏季休業後 

 ・インターンシップ報告書の作成 

 ・書類の提出（インターンシップ証明書，インター

ンシップ報告書） 

 ・インターンシップ報告会の準備・発表 

《注意点》 

・ 移動に関する手続き等は各自で行うこと． 

・ 実習先に向かう前に，持参品のチェックを行うこ

と．（実習服などの確認） 

・ 実習先で事故やトラブルがあった場合は，速やか

に担任か本校の教務係へ連絡すること． 

・ 移動中や実習先では先方の迷惑にならないよう

に本校の学生としての自覚を持って行動をする

こと．また，安全については十分に留意すること． 

 
【関連科目】 

関連するセミナーとして，３年までのエンジニア

総合学習，４年での進路セミナーがある． 
 
【成績の評価方法と評価基準】 
＊ 実習期間が５日間以上で単位認定を行う． 

＊ 成績評価は，次の項目について行う． 

・実習先からの評価・・・・・25% 

・実習報告書による評価・・・50% 

・実習報告会による評価・・・25% 

＊ 上記の割合で算出した最終成績が 60 点以上で合

格とする． 

 
【学生へのメッセージ】 
à インターンシップは，各自の将来を考える非常に

良い機会である．積極的に参加してもらいたい． 
à 企業での実習は，社会人としてのマナーを学ぶ場

でもある．社会参加の意義を感じてもらいたい． 
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【授業科目名】	 エンジニア総合学習	 

Integrated	 Study	 for	 Engineering	 

【対象クラス】 情報電子工学科	 １年～３年 
【科目区分】 特別選択科目・選択 

（教育目標との対応：G-2）	 

【授業形式・単位数】 HR 活動・１単位 
【開講期間・授業時数】 1 年～3年・30 
【担当教員】（代）森内	 勉 （建築社会デザイン工学科） 

(教員室)	 	 	 専門 A棟 4F	 森内教員室	 

３年担任 村田	 美友紀（生物化学システム工学科） 
(教員室)	 	 専門 A棟 3F	 村田教員室	 

 
【科目概要】 
	 本校の理念・教育目標に基づき，各学年の HR 活動

の一環として低学年次に3年間を通じて実施する技術

者育成の教育プログラムとして位置付け，「①社会

性・人間性を育てる」「②進路を考える」の 2 つを大

きな目標として掲げ，本校における学業意識の向上と

目標設定のサポートをすることを目的とする．	 

	 

【授業方針】 
２年から３年までの間で，各学年で１０時間ずつの

テーマを設定し，HR 活動の中で実施する．具体的な

テーマについては，担任より連絡がある．また，自己

点検として「学習等記録簿」と「学習点検シート」の

記録を行う． 

 
【学習方法】 
・	 常に情報収集に心がけ，各自の知識を増やすこと

が必要である．新聞を毎日読み，図書館やインタ

ーネットを活用して，日々の社会情勢や専門業界

の動きに興味を持つこと．	 

	 

【達成目標】 
〔社会性・人間性を育てる〕	 

1.□自己分析を行い，状況に応じて自分の意見の主張

や行動について決断することができる．	 

2.□集団行動の中で，周囲と強調して物事の達成に向

けて行動することが出来る．	 

3.□自然や社会について理解を深めることが出来る．	 

〔進路を考える〕	 

4.□自分の将来について考え，将来設計を行うことが

出来る．	 

5.□自己学習の習慣が付いている．	 

6.□卒業後して社会人になるための職業観をもつこ

とが出来る．	 

	 

	 

【教科書等】 
教科書：特に指定しない．	 

参考書：特に指定しない	 

	 

【授業スケジュール】	 

	 エンジニア総合学習のテーマは，各学年でのクラス

担任が計画をして実施する．これまでに実施したテー

マの一例を下に示す．	 

〔２年〕	 

	 ・図書館の活用について考える	 

	 ・高専祭への作品展示の準備と作業	 

	 ・バス見学による専門分野の理解	 

〔３年〕	 

	 ・3年生としての自覚（マナー教育）	 

	 ・進路を考える（学外・学内研修）	 

	 ・留学生紹介	 

 
【関連科目】 
関連するセミナーとして，４年での進路セミナー

とインターンシップがある． 
 
【成績の評価方法と評価基準】 
＊	 担任からの 3 年間の実施報告書により，3 年間の

実施時間が 30 時間をもって単位を認定する．	 

＊	 成績評価は「合格」とする．	 

＊	 留年した学生については，留年した学年のエンジ

ニア総合学習を再度受講するものとする．	 

＊	 留学生については，3年次の 10 時間に出席するこ

ととする．	 

 
【学生へのメッセージ】 
 エンジニア総合学習は，学習以外での本校の技術
者教育プログラムの一環として実施している．そ

れぞれのテーマについては，担任から説明がなさ

れるが，学生諸君は積極的に参加してもらいたい． 
 日々の社会情勢を知ることも社会人として必要
なことである．毎日新聞を読む習慣をつけましょ

う． 
 その他，インターネットや図書館を活用し，エン
ジニアになる志を持って日々の学習に励みまし

ょう． 
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【授業科目名】 進路セミナー 

Career and Job Study 

【対象クラス】 情報電子工学科 ４年 
【科目区分】 特別選択科目・選択 

（教育目標との対応：G-2） 

【授業形式・単位数】 ＨＲ活動・1 単位 
【開講期間・授業時数】 4 年通期・30 
【担当教員】（代）森内 勉（建築社会デザイン工学科） 

(教員室)   専門 A 棟 4F 森内教員室 

４年担任 磯谷 政志（共通教育科） 
(教員室)  図書館棟 2F 磯谷教員室 

 
【科目概要】 
 進路セミナーでは，進路に関するテーマをＨＲ活動

の一環として１年間実施し，次年度の就職活動に向け

ての準備を行うことで，学生の勤労観や職業観を磨き，

自分の将来について考えるサポートの目的で実施す

るセミナーである． 

 

【授業方針】 
 年度初めに担任が１年間のスケジュールを立てる．

その内容は，クラスごとに行うテーマと，全学科共通

で実施するテーマの２つに区分できる．内容としては，

進路決定や就職活動に関すること，職業観に関するこ

とを展開する． 
 
【学習方法】 
・ 来年は就職活動を展開し，自分の卒業後の進路を

決定することになる．今年度は，その前準備とし

て企業研究や保護者の方々との話し合いをよく

しておくことが望ましい． 

・ 世の中の情勢の動きには注意を払うこと．新聞を

毎日読むことにより，社会情勢を理解し，文章の

書き方の学習にも役立つ． 

 

【達成目標】 
1.□工場見学旅行の中で，社会と工業との関連性を認

識することが出来る． 

2.□インターンシップの前準備としてエントリーシ

ートを作成することが出来る． 

3.□SPI 模擬試験や企業研究など，自発的に活動をす

ることが出来る． 

4.□就職することへのビジョンを固め，自分の志望動

機を説明することが出来る． 

5.□進路相談を通じて，自分の進路を固めることが出

来る． 

 

【教科書等】 
教科書：特に指定しない． 

参考書：特に指定しない 

 

【授業スケジュール】 

 進路セミナーのテーマは，クラス担任が計画をして

1 年間を通じて実施する．これまでに実施したテーマ

の一例を下に示す． 

〔工場見学旅行について〕 

 ・工場見学旅行のガイダンスと準備 

 ・工場見学旅行のまとめ 

〔進路に関すること〕 

 ・進路ガイダンス 

 ・進路相談会（三者面談） 

 ・進路書類の作成 

〔共通プログラム〕 

 ・エントリーシートの作成（国語：村田先生） 

 ・SPI 模擬試験 

 ・仕事に就くための法律知識（社会：小林先生） 

 ・人間にとって仕事とは何か（学校長） 

 ・企業研究の方法（就職アドバイザー） 

 
【関連科目】 

関連するセミナーとして，３年までのエンジニア

総合学習，４年でのインターンシップがある． 
 
【成績の評価方法と評価基準】 
＊ 担任からの実施報告書により，30 時間の実施時間

をもって単位を認定する． 

＊ 成績評価は「合格」とする． 

 
【学生へのメッセージ】 
à 自分の将来を考えることは非常に悩ましいこと

です．本校に入学してから，学生諸君はそれぞれ

の目標をもってこれまで学習してきたと思いま

す．このセミナーでは，その目標を実現するため

に，学生諸君の就職活動や進路決定をサポートす

るために実施しているものです．積極的に参加す

るように心がけてください． 
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【授業科目名】 複合工学セミナーⅠ 

Combined Engineering Seminar Ⅰ 

【対象クラス】 全学科 ４年・５年 
【科目区分】  専門応用科目・選択 

（教育目標との対応：C-3,C-4,E-2） 

（JABEE 基準との対応：d2-b, h,c,e,d2-d,d2-a,g） 
【授業形式・単位数】 演習・１単位 

【開講期間・授業時数】前・後期２回開講・３０ 

【担当教員】 磯谷 政志  （共通教育科） 
  (教員室)   図書館棟 2F 磯谷教員室 

滝 康嘉（機械知能システム工学科） 
  (教員室)   専門 A棟 3F 西側 滝教員室 

 
【科目概要】 

コンピュータは我々の生活の中の至る所にある．

ワープロやメールに利用するパソコン以外にも，計

測・制御などの様々分野で組込み型の小型のコンピ

ュータが利用されている．本セミナーではコンピュ

ータを道具として使う基礎について学ぶことで，ワ

ンチップマイクロコンピュータ（以下，ワンチップ

マイコンと呼ぶ）を使って「my」コンピュータを作

ることを目標とする．  
 
【授業方針】 

本セミナーは本校の「生産システム工学」教育プ

ログラムの導入科目であり，実験や計測で必要とな

る各種データ（例：温度，湿度，各種測定値）を収

集するシステム作りを全学科に共通したテーマとし

て取り上げる．全学科の学生を対象とし，原則とし

て学科の異なる学生でグループを構成する．グルー

プ毎に収集するデータの選定や必要なセンサなどを

調査し，システム概要を決定する．ワンチップマイ

コンはこちらで準備するが，入出力ポートからデー

タを収集する部分については，簡単な回路を作成す

る．また，最終的には発表会を開催して各グループ

の作成したシステムについて成果を発表する．受け

入れ人数は前後期各 20 名程度を目安とする． 
 
【学習方法】 
・システム設計から回路製作まで実習をメインに実施

するので，グループ内で大いにディスカッションを

して積極的に参加してもらいたい． 

 
【達成目標】 
1. □実験や計測で得られる各種データの中からコ

ンピュータに取り込むことの出来るデータを選

定できる．  

2. □様々な分野からの意見や要望をまとめて一つ

の形にすることが出来る． 

3．□簡単な入出力回路についてデータの要求仕様 

をまとめることが出来る．  
4．□簡単な電子回路の設計ができる．  
5. □一つの課題をグループで協力して製作できる．  

 

【教科書等】 
教科書：特になし（適宜資料を配付する） 
参考書：課題に合わせて指定する 

 

【授業スケジュール】 
１. 本講義についてのガイダンス,グループ分け,ワ

ンチップマイコンシステムの概要 

２. マイコン機能，LED 点滅回路のプログラミング 1 

３．LED 点滅回路のプログラミング 2 

４．回路の設計案を検討 
５．システム概要設計１  
６．システム概要設計２ 
７．設計仕様レビュー 
８．回路設計１ 
９. 回路設計２ 

10. 回路製作１ 

11. 回路製作２ 
12. 回路制作３ 
13. 回路テスト，発表会準備 
14. 製作物レビュー（発表会） 

15．報告書作成データのまとめ 

 
【関連科目】 

特に総合科目や実験系科目との関連が深い． 
  

【成績の評価方法と評価基準】 
＊ 各目標項目について，レポートと発表会の状況

で確認する． 
＊ 最終成績の算出方法は，制作した回路 40％，

最終報告書 30％，発表 15％，自学自習 15％と

して計算する．  
＊ 最終成績 60 点以上を合格とする．  
 

【学生へのメッセージ】 
＊全学科の学生を対象に敷居を低く設定しているの

で，日頃コンピュータを苦手と感じている学生に

こそ，受講して欲しい． 

＊受講に当たっては指導教員やグループの仲間と密

接な連絡を取り，絶えず意見交換をはかること． 

＊疑問点は放置しないこと．質問は随時受け付ける

ので，遠慮せずに来室やメールして欲しい． 
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【授業科目名】	 複合工学セミナーⅡ 
Combined	 Engineering	 Seminar	 Ⅱ	 

【対象クラス】	 全学科	 ４年・５年	 

【科目区分】	 	 専門・特別選択科目	 

（教育目標との対応：C-3,C-4,E-2）	 

（JABEE 基準との対応：d2-b,h,c,d2-d,e,d2-a,g）	 

【授業形式・単位数】	 演習・１単位	 

【開講期間・授業時数】	 前後期２回開講・３０	 

【担当教員】斉藤	 郁雄（建築社会デザイン工学科）	 

（教員室）共同教育研究棟	 ２Ｆ 	 斉藤教員室	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 浜辺	 裕子（生物化学システム工学科）	 

（教員室）専門棟２-１Ｆ	 浜辺教員室	 

	 

【科目概要】	 

実社会のモノづくりにおいては幅広い工学的視野

から社会環境や自然環境と調和を保ちながら共生し

ていくことが求められている。本セミナーは M,E,C,B

全学科の 4年と 5年を対象に，異なる専門分野の学生

が一緒になって，それぞれの専門分野の視野から，地

域社会が抱える様々な問題に取り組むことにより、工

学全体の幅広さや複合化・融合化の意義、科学技術が

果たす役割について再認識することを目標とする。	 

	 

【授業方針】	 

本セミナーは本校の「生産システム工学」教育プロ

グラムの導入科目として、地域社会の抱える様々な課

題をテーマとして取り上げ、問題点の抽出や改善策の

提案を行ってもらう。なお、グループ構成は異なる学

科の学生で構成するものとし、受け入れ人数は前後期

各 20 名程度を目安とする。	 

	 

【学習方法】	 

取り組みの内容については各グループで自ら計画

することとするが、現場に出かけての資料収集、実態

調査、アンケート、インタビューなどできるだけ学外

での活動を盛り込むものとする。	 

	 

【達成目標】	 

１．□地域社会が抱える問題について専門的立場から

問題を理解することが出来る。	 

２．□異なる専門分野からの見解や意見を理解するこ

とができる。	 

３．□問題点の抽出に必要な調査などを企画し計画的

に実施することができる。	 

４．□地域社会の問題についてなんらかの改善策を提

案することができる。	 

５．□調査結果や自らの提案を分かりやすく説明する

ことができる。	 

６．□取り組みの実施状況を継続的に記録することが

できる。	 

	 

【教科書等】	 

教科書：特になし	 

参考書：テーマに応じて別途紹介	 

	 

【授業スケジュール】	 

１．	 科目概要・授業方針の説明、テーマ内容説明	 

２．	 班分け、活動計画の作成	 

３．	 活動計画の作成	 

４．	 調査活動	 

５．	 調査活動	 

６．	 中間報告	 

７．	 調査活動	 

８．	 調査活動	 

９．	 中間報告	 

10．調査活動	 

11．調査結果のとりまとめ	 

12．調査結果のとりまとめ	 

13．改善策の提案・レポート作成	 

14．改善策の提案・レポート作成	 

15．意見発表会・討論	 

	 下記に最近のテーマ例を挙げる。	 

○八代港における経済効果	 

○ああ、素晴らしき自転車ライフ	 

○八代の伝統を活かした地域の活性化	 

○高専生の交通事故調査	 

○八代のグルメマップづくり	 

○球磨川の水質調査	 

○水無川の水質調査における水質改善案	 

○高専周辺の自転車窃盗	 

	 

【関連科目】	 

	 	 テーマの設定によって異なるが，これまでに学んだ

ほとんどの科目が関連する。	 

	 

【成績の評価方法と評価基準】	 

*	 目標項目１～５についてはレポートと意見発表会の

状況で確認する。	 

*	 目標項目６については活動実施記録により確認する。	 

*	 レポート点を 60%、意見発表の状況を 30％、活動の

記録状況を 10%として最終成績はその合計とし､２

名の担当教員の合議で評価する。	 

*	 最終成績 60 点以上を合格とする。	 

	 

【学生へのメッセージ】	 

*	 上記授業スケジュールは一例であり、調査活動等に

ついては指導教員との相談の上で自由にスケジュ

ールを立ててよい（休業期間を上手に使うこと）。	 

*	 受講に当たっては指導教員やグループ仲間と密接な

連絡を取り絶えず意見交換を図ること。	 

* 質問や要望は随時受け付けるので､教員室前の掲示
を見て空き時間に訪れること。 
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【授業科目名】 専門基礎セミナー 

Engineering Basic Seminar 

【対象クラス】 情報電子工学科 全学年 
【科目区分】    専門特別選択科目 
      （教育目標との対応：B-1,C-4,E-2） 
【授業形式・単位数】演習・各１単位（最大４単位） 
【開講期間・授業時数】各テーマ 通期 30 
【担当教員】    森内 勉 ほか (情報電子工学科) 
 （教員室）   専門 A 棟４F  森内教員室 
 
【科目概要】 

授業の補習や演習，ものつくりや資格取得に必要な

知識などの理解を通して，専門基礎力の定着を図ると

ともに，専門への興味と学習意欲を喚起する．少人数

による自学自習形式で行い，以下のテーマを開講する．

各学期の開始時に開講されるテーマのガイダンスを

実施する． 
 
a) 電気回路演習（3 年を主とし，3,4 年対象） 
b) Delphi 入門（2～4 年対象） 
c) 不得意科目克服セミナー（全学年対象） 
d) 無線技術（全学年対象） 
e) 原子力・放射線体験セミナー（3～5 年対象） 

 
【授業方針】 

技術者としての基礎知識習得を，積極参加と目標達

成への努力で培わせ，実力増強へとつなげさせる． 
上記テーマに対して，年度始めに担当教員よりガイ

ダンスを受けて自由に選択し参加できる． 
 
【学習方法】 

講義だけではなく，実験・実習も取り入れてあり，
技術者としての基本知識習得を補助するためのもの
で，その場その場で確実に理解すること． 
 
【達成目標】 

１．□ 自ら参加することで弱点克服実力増強の機会

が捉えられる． 
２．□ 目標設定により学習への計画性とその取り組

み方が容易と成り，自分のペースで行なえる． 
３．□ 実際のモノに接することで，理論の習得・理

解力を養成できる． 
４．□ 努力した学習結果を表現できる場を与えられ

ることで処理力や表現力を養成できる． 
５．□ 基礎知識が充実することで，他の専門教科へ

のゆとりと楽しみを喚起できる． 
６．□ 他分野の基本事項を理解することで，工学的

な応用力が身に付けられる． 
 
 
 

【教科書等】 

教科書：授業時の教科書や参考書ならびに問題のプリ

ントを配布．また，必要に応じてテキストを配布． 
 
【授業スケジュール】 

 

a) 電気回路演習（3 年を主体とし２～4 年対象： 
 井上） 

直流• 交流回路における抵抗，コイル，コンデンサ

の単純な組み合わせから複雑な組み合わせに至る回

路解析補習に，おもに視覚的演習である回路シミュレ

ータを利用することで，電気回路関連教科内容の理解

力増加を目指す． 
 

 
b) Delphi入門（2～4年対象：米沢，村田） 
プログラミング言語の種類は数多くあり，用途に応じ

て使い分けることが必要である．プログラミング言語

の中でWindowsのアプリケーション開発が比較的に簡

単にできる Delphi について実習を通して勉強する． 

 
c) 不得意科目克服セミナー（全学年対象：森内, 池田） 

専門科目は，情報，電子，電気の 3 分野にわたって

いるが，学生によっては分野別に得意，不得意の科目

が出てしまう．一方，これらは必修科目であるため，

すべて合格しないと進級ができない．ここでは，学生

各自が不得意とする科目（主に専門科目）について勉

強会を行い，不得意科目の克服を狙う．前期終了時に

不合格の科目が 2 科目以上ある者、または 40 点以下

の科目がある者を対象とする。 
 

d) 無線技術（全学年対象：白井） 
第１級陸上特殊無線技士とは，１つの周波数の電波

に，いくつもの信号を同時に載せて通信する多重無線

設備を使用した固定局等の無線設備を操作するため

に必要な資格です．これらを多く設置しているところ

は，ＮＴＴ，ＫＤＤ，ＪＲ，ＮＨＫ，各民放，電力会

社，防衛庁，警察庁，県庁等多数あります．試験の内

容としては無線工学と法規の２つです．これらについ

ての受験の対策を行います．国家試験ではそれぞれ

60点満点で 40点が合格点なので模擬試験では同様に

取り扱い 40/60 点を合格とします． 
 

e) 原子力・放射線体験セミナー（3～5 年対象：  

MI 科 小田） 
 将来、原子力関連分野を進路として意識している

学生、原子力・放射線に興味がある学生等を対象とし

て、放射線計測実験、原子力エネルギー関係の講義、

講演会、原子力発電所見学会等を実施する。 
 

【関連科目】 
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 基盤科目，専門基礎科目，一般科基礎科目，一般科

特別選択科目 
 
 
【成績の評価方法と評価基準】 

• 演習結果報告や課題提出等を基本として総合的に

判断し合格とする． 
• 目標としている評価を主とするが，途中経過や取り

組みなどを加えて総合的に判断し合格とする． 
 
 
【学生へのメッセージ】 

技術者としての基本知識習得を補助するためのも

のであり，積極参加を期待する．質問等に関しては各

担当教員の居室やメールその他にて随時受け付ける． 
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である．実施は放課後や土曜日，長期休暇などを中心

とする． 
既に重要となっているネットワーク技術を学ぶこ

とは将来にとって有効である．特に，情報通信関係の

仕事を希望する学生はぜひ参加して欲しい．なお，3
年の情報通信工学基礎とも対応している． 

 
e) 電子デバイス演習(5 年)： 木場 
半導体をはじめとする電子・情報・通信のハードウ

ェアーの専門分野は，すでに固体物理と電子工学の融

合の領域を基礎に発展してきており，将来にわたって

もこれらの知識は，重要な専門基礎工学の一部である．

ここでは電子デバイス或いは固体デバイスに関する

基本について学習の不足した部分を補いながら，専攻

科のデバイス論につながる演習・模擬実験により学習

する． 

 
f) HSP による Windows プログラミング入門 

(3～5 年) ： 岩崎 
Microsoft Windows 上で手軽に扱えるスクリプト言

語 HSP（Hot Soup Processor）を用いた Windows プロ

グラミングについて学ぶ． 

まず，HSP の基礎およびプログラミングの基礎につ

いて学習する．さらに，CG ビューア・サウンドプレイ

ヤー・スクリーンセーバー・ゲーム（ノベルゲームや

シューティングゲーム）といった実用的な Windows ア

プリケーションを作成することによって，Windows プ

ログラミングの習得を目指す． 

 
 g) コミュニケーション能力実践 

(3～5 年) ： 岩崎・小薗 
中学生を対象としたプログラミングコンテストな

らびにサマーセミナーを通して，実践的技術者に必要

なコミュニケーション能力を育成する． 
まず,中学生を指導するための知識や技術を習得す

る．同時にサマーセミナーやプロコンの企画ならびに

運営，実施を通して，これまで学習した様々な知識や

技術を実践的に活用する手法を学ぶ． 
実際に他者に教えることやイベントを運営すると

いうことを体験し，より実践的なコミュニケーション

能力の習得を目指す． 
 

i) 技術ボランティア(3～5 年)： 井上 
情報電子工学に関連した技術セミナーや出前授業

などの準備や開催に関しての技術的ボランティア活

動に対し発行します．準備なども含めて原則 30 時間

以上の参加と内容を報告書として提出することが条

件です．評価は内容などを確認して行います． 
 
 
 

【関連科目】 
情報電子工学科および一般科の各科目の応用である． 
 
【成績の評価方法と評価基準】 
それぞれのテーマに対し，その活動状況や成果およ

び実施報告書により評価する． 
 
 
【学生へのメッセージ】 
・時間はかかるが積極的に参加することで技術者とし

ての基本的な力を養成することができるので，ぜひ

参加して欲しい． 
・目的を達成することで，技術者としての喜びを感じ

よう． 
 質問等に関しては各担当教員の居室やメールその

他にて随時受け付ける． 
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【授業科目名】	 専門特別セミナー	 

Engineering	 Extra	 Seminar	 

【対象クラス】	 情報電子工学科	 全学年  
【科目区分】	 	 専門特別選択科目・選択 

（教育目標との対応：B-3,C-1,E-2） 
【授業形式・単位数】演習・各１単位（最大２単位） 
【開講期間・授業時数】各自による自習を主とする 
【担当教員】	 森内	 勉  	 ほか	  (情報電子工学科) 
 （教員室） 	 専門 A棟４F 森内教員室  
 
【科目概要】 
資格取得並びに専門分野に関係する支援活動など，

学校外における社会体験や資格をもとに単位を認定

します． 
以下に認定項目を示します．それ以外でも適合する

と思われるものは検討の上，認定となることもありま

すので，担当教員に申し出ること． 
a) 第 3種電気主任技術者	 
b) デジタル技術検定 2級	 
c) ラジオ・音響技能検定 2級	 
d) 情報処理技術者（基本情報技術者以上） 
e) 電気通信工事担当者アナログ第 2種 
f) 電気通信工事担当者デジタル第 2種	 
g) 第 2級陸上無線技術士	 
h) TOEIC	 
i) 工業英語検定 3級	 
 
 
【授業方針】 
本セミナーは前述のように社会経験や資格取得に

より単位を認定します．自学自習で取り組み，持続性

のある学習姿勢や実社会での仕事を経験することで

幅広い知識力を身に付けて下さい．希望者は担当教員

に申し出られますと，詳しく説明いたします． 
 
【学習方法】 
受験したいテーマは事前に各自で調べておく．そ

の上で各担当者へ質問すること．積極的に受験や参加
してほしい． 
 
【達成目標】 
１．□目標を定め，自ら勉強を進めることで，自己啓

発の習慣を身につける． 
２．□自分の興味や適性を考えながら，実力にあった

到達目標を設定して取り組める． 
３．□目標実現に向けて必要な資料や情報を集め，そ

れらを受験準備等に活用していくことができ

る． 
４．□目標実現のための過程を考え，種々の制約の中

での実施計画を立てることができる． 
 

５．□与えられた条件の下で受験準備等に取り組み，

自らの実力養成がはかれる． 
６．□目標として試験等に合格することで，当初の目

標が達成できる． 
７．□学校外の人との関係により，より広い視野を得

るとともに，実際の仕事のあり方などを知るこ

とができる． 
８．□達成した目標について，その経験の内容を資料

等にまとめ，他人に対しても説明することがで

きる． 
 
【教科書等】 
必要にあわせて紹介する． 
 
【授業スケジュール】 
 
a)	 第 3種電気主任技術者	 	 森内 
本試験は「電気事業法」に基づいて実施される国家

試験（経済産業省管轄）で，多くの国家試験の中でも，

伝統と格式のある国家試験のひとつです． 
試験は「電気工作物の工事，維持及び運用の保安に

関して，必要な知識及び技能」について実施され，筆

記試験で４科目（理論，電力，機械，法規．各科目の

試験時間は２時間で 60 点以上が合格？）について行
われます．試験の程度は，工業高等学校の電気科を卒

業した程度の学力が必要となっています．一度に４科

目合格しなくてもよく，３年以内に４科目を合格する

とよい．平成１８年度，受験申し込み期間は５月中旬

から１ヶ月，試験日は８月 20 日，受験料は 4650 円
で，合格発表日は 10月２日でした． 
電験第３種を合格すると，電力会社や電気工事会社

はもちろんのこと，多くの電気関連企業への就職に大

きなプラス材料となります．本人が意欲を持って学習

し，堅固な知識と技能を身に付けた証は，将来にわた

って本人の大きな自信となります．また，本校での電

気，電子工学に関する教科はもちろんのこと，情報工

学系教科の理解も容易に進み，工学への新たな興味が

湧いてくることを保証いたします．本件に関する詳細

は森内までお尋ねください． 
 
b)	 デジタル技術検定 2級	 	 木場 
デジタル技術の資格は，最近の IT 化技術に関連す
るハードウェアの分野で有利な資格である．トランジ

スタを用いたデジタル回路，論理回路，これらの応用

などが中心となる．以上の内容で受験の為のアドバイ

スや資格試験情報等のサポートを主に行う． 
 
c)	 ラジオ・音響技能検定 2級	 	 池田 
本検定は，エレクトロニクス・オーディオの知識，

技能をアナログ技術という観点から総合して評価す

るものである．試験は知識と実技に分かれているが，
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その内容はいずれも本校で学ぶ電気回路，電子回路

（アナログ回路）およびそれらの応用に相当している． 
ここでは，その検定を受験する上でのアドバイスや各

種情報の提供等のサポートを行う． 
 
d) 情報処理技術者試験(基本情報技術者以上)	 米沢  
	 情報処理技術者試験は，経済産業省が情報処理技

術者としての「知識・技能」の水準がある程度以上で

あることを認定している国家試験です．情報技術全般

に関する基本的な知識・技能をもつ者と位置付けされ

ている基本情報技術者試験から，高度な知識や技術が

要求される技術者までの 14 区分された試験が毎年行
われています．試験は年に１～2回行われており，願
書の受付や試験内容，試験日などの詳細については情

報処理推進機構のホームページに掲載されます． 
 
e)	 電気通信工事担当者アナログ第 2種	 	 白井	 

アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するため

の接続工事または監督するための資格です． 
 
f)	 電気通信工事担当者デジタル第 2種	 	 白井  
デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するため

の接続工事または監督するための資格です． 
 
g)	 第 2級陸上無線技術士 白井 
無線通信の技術操作に関しての資格です．活躍の範

囲は，例えば，(1)ラジオ・テレビの放送局	 (2)国際
通信を行う大電力無線局	 (3)大型海岸局の送信所	 	 
(4)無線標識局	 (5)小電力局であっても，その送信装
置の仕組み上から高度の知識技能が要求される無線

局．従って，主な活躍の場所は，ＮＨＫ，民間放送会

社，電気通信事業会社（ＫＤＤ，ＮＴＴなど），運輸

省航空局，海上保安庁，気象庁，警察庁，建設省など

です．また，中学や高校の教員免許２級の資格が得ら

れます．操作の範囲は，次に掲げる無線設備の技術操

作ができます． 
１．空中線電力２キロワット以下の無線設備（テレビ

ジョン放送局の無線設備を除く） 
２．テレビジョン放送局の空中線電力 500W以下の無
線設備 
３．レーダーで第１号に掲げるもの以外のもの 
４．第１号及び前号に掲げる無線設備以外の無線航行

局の無線設備で 960 メガヘルツ以上の周波数の電波
を使用するもの 
（注）第４級アマチュア無線技士の操作の範囲に属す

る操作も行うことができます． 
 
h)	 TOEIC 	 	 磯谷 
近年，企業や大学等の英語力の評価基準として

TOIEC 試験の成績が使われています．特に企業内で
の評価や大学の奨学金などの選考に使用されたりし

ます．そこで，英語力を向上させる目的で，990点満
点中 400 点以上をこのセミナーの合格点としていま
す．積極的に勉強し，合格を目指してください． 

 
i)	 工業英語検定 3級 	 	 井上 
工業英語はその重要性を広く普及・啓蒙し，その実

力を客観的に正しく評価することを目的に 1981年よ
り実施されている文科部省認定の検定試験です．国立

高等専門学校協会も後援を行っております．高専上級

学年程度の工業英語の応用知識を有する者であれば

誰でも受験でき，英文和訳，和文英訳（短文），適語

補充，単語問題の形式で出題されます．最近の社会的

傾向として，英文技術文書やインターネットを介した

先端情報など技術分野におけるリーディング力，ライ

ティング力が求められてきており，技術者を対象に工

業英検の取得を実施している企業が増えてきていま

す．これからエンジニアをめざす学生には必要な資格

の一つと言えますので，積極的に挑戦してほしい． 
 
【関連科目】 
一般科目，専門科目のほとんどの科目との関連が深

く，自学自習で積極的に努力する必要がある． 
 
【成績の評価方法と評価基準】 
・本セミナーの単位は資格取得を以て発行する． 
・評価は「A+」，「A」，「B」，「C」とし，報告書や発
表等により判定する． 

 
【学生へのメッセージ】 
本セミナーは，生涯にわたる自主的学習の第一歩とし

て開講する．各自の個性や進路等にあわせ積極的に参

加して欲しい．質問等に関しては各担当教員の居室や

メールその他にて随時受け付ける． 
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