
期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H12004-01応用数学特論Ⅰ

後期 2  1 授業形態:講義宮原　慎
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本講義では，カリキュラムポリシーの「高度な技術者・研究者とし
て不可欠な知識を幅広く修得する」ことを目的として、機械工学の問
題解決に必要な数学的技法を身につける。機械工学における応用を意
識し，数学の厳密性にはこだわらず，実用的な内容を重視する。具体
的には，複素関数，フーリエ解析の2つの話題を取り扱う。留数定
理，フーリエ変換といった数学の基礎知識を学習すると同時に，ク
ラーマス・クローニッヒの関係式，熱伝導方程式などの実用例につい
ても学習することで，機械工学と関連した物理の問題における数学的
手法の役割を理解する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　複素関数，フーリエ解析について理解し，数学的手法をとおして応
用物理的な考え方の普遍性を体得することで、機械工学の問題解決能
力に必要な数学的技法を身につける。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

課題レポートの評価（100％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト
　岩波基礎物理学シリーズ10　物理の数学　薩摩順吉著（岩波書店）
  ISBN 4-00-007930-1　

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前にテキストの該当箇所を学習すること。各回の事前学習は、2時
間を目安とする。講義終了後、授業で出題する演習問題を解くこと。
演習問題には、2時間以上取り組み、理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１　複素関数
２　複素関数と微分
３　代表的な複素関数
４　複素積分
５　特異点
６　留数定理
７　複素関数に関する演習
８　フーリエ級数 I
９　フーリエ級数 II
10　フーリエ変換
11　ディラックのデルタ関数
12　ラプラス変換
13　正規直交関数系
14 フーリエ解析に関する演習
15 全体のまとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H12006-01応用物理学特論Ⅰ

前期 2  1 授業形態:講義永田　潔文
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本科目では、幅広い基礎知識と総合的視野を基にした応用的な工学の
問題解決能力を身に付けること、および技術者や研究者としての基礎能
力の裾野を広げることを目的として、物質科学の基礎を学びます。
　我々の身の回りには約1千万種類の物質が存在し、それらは硬い、軟
らかい、電気をよく通す、通さない、透明、不透明、熱をよく伝える、
伝えないなど、多様な性質を示します。物質のこの多様な性質を利用し
て、現在の技術社会は成り立っていると同時に、生き物でさえこのよう
な物質の多様性を利用して生きています。しかしこの物質の多様性は、
たった100種類の原子の組み合わせとその原子配列の違いによって生じ
ています。したがって数少ない種類の原子を使ってうまく原子配列を制
御することができれば、望みの性質を持つ材料を得る、場合によっては
生き物にとって重要な物質をも作ることができると予想され、20世紀の
後半から人類はその努力をし続けています。この努力はまず、以下の方
法で物質を理解することから始まります。
１）対象となる物質はどんな原子がどのように配列してできているか。
２）なぜそのような原子配列をしているのか。
３）その構造で、電子やイオンおよび原子はどのような運動をするか。
４）それらの結果、物質の種々の性質はいかに説明できるか。
この方法が優れている点は、上の１）から４）までのことがわかれば、
今度は逆にたどることで望みの性質を持つ物質を作る設計方針を得るこ
とができる、即ち、物質のデザイン化を可能にすることです。本講義で
は、上記で一番の基礎となる１）の物質を構成する原子配列の表現方法
と、原子配列の見つけ方を中心に学びます。その過程でフーリエ級数を
学びます。授業の最後に、現在の中心的課題となるようなトピックスを
紹介します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１）結晶構造 ＝ 空間格子（結晶の周期性を表す抽象概念） + 単位構造
（具体的原子や原子団）　であることが理解でき、空間格子と単位構造
の表現方法が理解できる。
２）フーリエ級数が理解できる。
３）物質にＸ線や電子線、中性子線を当てて得られる回折像と物質を構
成する原子の配列との関係が理解できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　ゼミでの態度（50％）では、予習をしてテキストの内容を理解してき
ていること、他の学生にわかるような説明をしていること、質問に対し
て的確な応答をしていることを評価します。
　課題に対するレポート（50％）では、テキストの考え方に基づいて具
体的問題がきちんと解けていることを評価します。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　キッテル著「固体物理学入門」第8版（丸善）の第1章と第2章を学び
ます。知識が不足しているところは講義で補います。テキストは図書館
に多数あります。版が異なっていても、内容は同じですのでかまいませ
ん。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　分担してテキストの内容を発表してもらいますが、自分が担当してな
いところも予習し、わからないところを質問してください。また授業で
配布する演習問題やテキストの章末問題を解いて復習してください。毎
回、2時間の事前・2時間の事後の学習を行ってください。全員が全ての
内容を理解することが大切です。
　学部2年次までに習う工学基礎科目、特に数学と物理学を理解してお
いてください。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１）原子の周期的配列
　　　結晶構造の表現の仕方を学ぶ
２）空間格子の種類
　　　７つの結晶系と14のブラベー格子について学ぶ
３）結晶面の表現
　　　結晶面や結晶軸の表現方法を学ぶ
４）簡単な結晶構造
　　　最密充填構造、NaCl、ダイヤモンド構造などについ
て学ぶ
５）演習
　　　１）－４）までの演習問題を解く
６）結晶による波の回折
　　　結晶による回折理論を学ぶ
７）逆格子
　　　逆格子の表現とその数学を学ぶ
８）フーリエ級数
　　　フーリエ級数で周期構造を表す
９）演習
　　　６）－８）までの演習問題を解く
10）回折の条件
　　　エバルトの作図を学ぶ
11）構造因子
　　　回折線の強度を計算する
12）演習
　　　結晶によるＸ線回折の演習問題を解く
13）X線を使った分析
　　　Ｘ線を使った分析の種々の応用例を学ぶ
14）トピックス１
　　　原子配置を調べる他の方法、電子顕微鏡や走査プ
ローブ顕微鏡について学ぶ
15）トピックス２
　　　放射光を使ったＸ線回折を学ぶ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H12007-01応用物理学特論Ⅱ

後期 2  1 授業形態:講義赤星　信
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　現代社会では、機械系や化学系にかぎらず、あらゆる物理的なシス
テムが情報システムと結合して、人を介さずに、あるいは人体と融合
して機能するようになってきており、機械工学や化学システム工学の
応用に際しても、電気系や情報系からなる中枢系と現場の機械系や化
学系との連携が必須である。そこで本科目では、基礎知識の裾野を広
げることを目的として、計測や制御において中枢系と工学的対象物の
間に介在するトランスデューサを中心に、その物理的原理を学ぶ。
　一般に、物理系の計測や制御の際には、その物理系の状態によって
変化する物理量を観測して物理系の状態についての情報を得たり、物
理系の状態を変える働きのある物理量の値を制御情報にもとづいて変
えたりする。このときの「情報を担った物理量」は信号と呼ばれ、計
測や制御を行う系では様々な信号が系内を往来することになる。様々
な物理量が信号になり得るが、主要なものは電気信号で、温度や音や
光などの他の形態の信号は、それぞれに特有なトランスデューサを介
して電気信号と一定の関係をもっている。
　授業では、電気信号に関する基礎的事項を学んだあと、トランス
デューサのいくつかについて、その機能の物理的原理や具体的な使い
方などを学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．テスターやオシロスコープの働きの概略を説明できる。
２．Ｌ、C、Ｒ素子のインピーダンスについて定量的に説明できる。
３．信号や雑音の周波数スペクトルについて説明できる。
４．ダイオードやトランジスタの動作の概略を説明できる。
５．理想的なオペアンプを用いた基本的な回路の動作を説明できる。
６．基本的な論理演算素子の動作を説明できる。
７．種々のトランスデューサについて、その働きの概略を説明でき
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標に対応した課題に対する報告内容によって評点が決まる。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特に定めない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

受講の際，物理の教科書（学部で使ったものでよい）および関数電卓
を携帯すること。また，授業で取り上げられている内容が各自の研究
テーマとどのように関わるかを考えながら授業に参加すること。
毎回の授業の予習および復習にそれぞれ１時間程度をあてること。予
習としては，予定されている授業内容のキーワードを手がかりに，物
理の教科書を参照して物理的内容の概略を予測すること。復習として
は，課せられたレポート課題に取り組むこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

  1．直流回路、電池・導線・抵抗器、
　　電圧と電流、オームの法則
  2．交流回路、RCL回路、機械系との類似、
　　パワーとインピーダンス、電気信号の観測
  3．信号と雑音、周波数スペクトル、搬送波、
　　変調と復調、様々なノイズ
  4．半導体素子、ダイオードとトランジスタ、
　　PN接合、整流作用と増幅作用
  5．アナログICとデジタルIC、
　　オペアンプの動作、論理演算チップ
  6．三端子レギュレータ、DCDCコンバータ、
　　A/D変換とD/A変換、種々のIC
  7．物性物理学、固体の物性、
　　金属・半導体・誘電体・磁性体・超伝導体
  8．温度、発熱と吸熱、ペルチエ素子
  9．音、送信と受信、ブザー、可聴音と超音波
10．モータ、振動素子、ソレノイド、
　　圧電素子
11．光、受光と発光、CdS、LEDとレーザ、
　　赤外・可視・紫外、色センサ
12．気圧、気温、湿度、
　　埃センサ、味センサ、においセンサ
13．加速度センサ、磁気センサ、
14．デジタル処理チップの利用
15．まとめと課題



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H12008-01解析力学

前期 2  1 授業形態:講義端山　和大
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　機械工学に関する様々な問題の解決には，幅広い基礎知識と多様な
ものの見方や総合的な視野が必要になる。様々な条件のもとで「物」
がどのように運動するか，それを解き明かす基礎となるのが物理学で
ある。ここでは，物理学の柱の一つである力学の，洗練された形式で
ある解析力学についての講義を行う。
　ニュートン力学の基本法則はニュートンの運動方程式に集約され
る。ニュートンの運動方程式は，物体の質量と，その位置ベクトルの
時間に関する2回微分である加速度との積が力に比例するという式で
表され，この2階の微分方程式を解き，初期条件を与えると物体の運
動が完全に記述できる。
　解析力学はこのニュートン力学を数学的に洗練された形で書き直し
たものであると考えて良い。ただし，数学的に洗練された形に書き直
す事によって得られる効用は計り知れない。例えば，運動を記述する
さいに，直感的に分かり易い座標のとり方をしても，運動方程式を機
械的に作る事が可能になる。あるいは，拘束条件が課せられた運動に
ついても，位置エネルギーと運動エネルギーを適切な座標で書き下せ
ば容易に運動方程式を書き下す事が出来る。
　講義では，一般化座標の説明から始め，ラグランジュ方程式，変分
原理、そして、量子力学、統計力学といった現代物理学の基礎となる
正準方程式による運動方程式の表現までを，様々な例題も含めて解説
する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・一般化座標について理解できる。
・ラグランジュの運動方程式について理解し説明する事が出来る。
・具体的な問題についてラグランジュの運動方程式を作る事が出来
る。
・具体的な問題を解き，その解法のプロセスと結果のプレゼンテー
ションを適切に行う事が出来る。
・変分原理とラグランジュの方程式の関係について理解出来る。
・正準方程式について理解し、説明出来る。
・正準変換について理解し、説明出来る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

課題レポートの評価50％，
課題への取組・発表，プレゼンテーション力の評価30％，
宿題の演習問題への取り組み20％

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

小出昭一郎著，解析力学（物理入門コース２）
出版社: 岩波書店 (1983/2/14)
ISBN-10: 4000076426
ISBN-13: 978-4000076425
発売日： 1983/2/14

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　この講義では，学部の1年生の時に学んだ力学の知識を前提にして
いるので，力学を復習しておいてほしい。2時間程度の時間をかけて
予習をし，授業の後は2時間程度の時間をかけて復習をし，理解を確
かなものにしてほしい。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　一般化座標とラグランジュ方程式
　　　　平面極座標
第2回　一般化座標とラグランジュ方程式
　　　　平面極座標による運動方程式
第3回　一般化座標とラグランジュ方程式
　　　　平面極座標と一般化座標
第4回　一般化座標とラグランジュ方程式
　　　　一般化座標と一般化力
第5回　一般化座標とラグランジュ方程式
　　　　ラグランジュの運動方程式（極座標）
第6回　一般化座標とラグランジュ方程式
　　　　ラグランジュの運動方程式（ばね振り子）
第7回　一般化座標とラグランジュ方程式
　　　　エネルギー保存則
第8回　ラグランジュ方程式と束縛
　　　　束縛条件と一般化座標
第9回　ラグランジュ方程式と束縛
　　　　ラグランジュ方程式の例（円錐面内の質点）
第10回　ラグランジュ方程式と束縛
　　　　ラグランジュ方程式の例（2本づり）
第11回　ラグランジュ方程式と束縛
　　　　ラグランジュ方程式の例（時間に依存する束縛）
第12回　変分原理
　　　　オイラーの方程式
第13回　変分原理
　　　　最速降下線
第14回　正準方程式
　　　　ハミルトンの正準方程式
第15回　正準変換
　　　　ハミルトンーヤコビの方程式



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H11403-01機械制御特論

後期 2  1 授業形態:講義岩村　誠人、林　長軍
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　カリキュラム・ポリシーの「機械工学分野の高度な技術者・研究者
として不可欠な知識を幅広く修得する」ことを目的とし、機械制御工
学の応用的な内容について学ぶ。機械制御工学は、自動車などの輸送
機械、発電プラントなどの装置、ものを加工あるいは建設する機械、
電子・情報機器などの精密機械など、あらゆる機械システムを安定、
迅速かつ正確に動かす方法（制御法）を提供する学問である。した
がって、実践的な意味で最も重要な役割は、制御系の設計方法を明ら
かにすることである。本特論では、制御系を設計するという観点か
ら、学部で学んできた機械制御工学を見直すとともに、学部では学ば
なかった、制御対象の特性変化や外乱に対してロバスト（頑健）な制
御系の構築法についても学ぶ。また、世界標準として認められてい
る、制御系設計用ソフトウェアMATLABを利用した設計法についても
学ぶことができる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　輪講形式の授業を経験することによって、事前に内容を理解してお
くこと、資料を作成・準備すること、発表することの難しさと重要さ
を学ぶ。制御系設計の内容については、以下の点を修得する。
1. 古典制御理論で学んだ補償器を設計する方法を理解する。
2. 制御対象を線形システムとしてモデル表現することを理解する。
3. 複雑高次元になったモデルを低次元化する手段を知る。
4. 状態フィードバックによる制御系設計の考え方を理解する。
5. 制御対象の特性変化や外乱に対してロバスト（頑健）な制御系を構
築する考え方を学び、その設計法を知る。
6. 制御系設計用ソフトウェアMATLABが種々の制御の設計に有効に利
用できることを知る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　輪講形式で割り当てられた担当箇所の準備資料、説明の内容、質問
に対する回答を評価する(40％)。また、他の受講生へ理解し易く説明
する工夫などのプレゼンテーション能力も問われる(30％)。本特論終
了後には、まとまった課題のレポート提出を求め、その内容も評価に
含める(30％)。到達目標に掲げた各項目について理解し、基礎的な問
題に実際に応用できるかを評価の基準とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テキストは使用しない。学期初めにプリントを配布する。
　授業の準備のために参考となる主な書籍を以下に挙げる。
・野波健蔵 編著、MATLABによる制御系設計、東京電機大学出版局、
ISBN 978-4-501-31940-3
・野波健蔵 編著、MATLABによる制御理論の基礎、東京電機大学出版
局、ISBN 978-4-501-31930-5
・白石昌武 著、入門現代制御理論、日刊工業新聞社、ISBN
978-4-526-03690-0
・尾崎弘明 著、制御工学の基礎、共立出版、ISBN 978-4-320-08159-8

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・学部で学んだ機械制御工学の内容をよく復習しておくこと。また、
授業では輪講担当箇所を前もって決めておくので、各回の担当者は参
考文献を調べるなどよく準備をしておくこと。各回の事前学習は２時
間を目安とする。（事前学習）
・各回の講義内容をよく復習し、不明なところがあれば参考文献を調
べたり、質問にくるなど次の回までに解決しておくこと。各回の事後
学習は２時間を目安とする。（事後学習）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　輪講形式で授業をすすめる。輪講で担当する箇所の順番
は前もって決めておき、その担当者が参考文献等も調べ、
講義資料を作成準備し説明する。担当者の説明に誤解があ
り、補足説明を要すると教員が判断したときには、訂正お
よびコメントを加えて補足説明する。以下の項目の内容に
ついて担当教員が共同で１５回の授業を行なう。
1. 最近の制御技術・制御系設計の動向
2. 根軌跡法による補償器の設計
3. ボード線図による補償器の設計
4. 線形システムモデルの表現と性質
5. 線形システムの安定性
6. モデルの低次元化
7. 状態フィードバック制御
8. 極配置による制御系設計
9. オブザーバの設計
10. オブザーバを用いた制御系設計
11. 最適レギュレータによる制御系設計
12. サーボ系設計
13. 外乱オブザーバの設計
14. H∞制御問題の定式化
15. H∞制御器の設計



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H11302-01機械設計特論

後期 2  1 授業形態:講義森山　茂章
◎－－－　授業の概要　－－－◎

機械設計、機械要素、トライボロジーについて講義する。学部の講義
内容をより深く学ぶとともに、様々な機械関連分野の技術動向を知
る。カリキュラム・ポリシーにおける総合的視野から応用的な機械工
学の問題解決能力を身につける。特に実際問題への応用能力を養うこ
とを目標とする。生体や医療における工学技術について学ぶ。バイオ
メカニクスやバイオトライボロジー、医用材料、人工臓器などテーマ
は多岐にわたるが、特に機械技術との関連を説明する。また、安全
（安全な機械、安全設計、安全な医療など）について考える。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．実際的な機械設計ができる。
２．機械要素の原理および使用方法を説明できる。
３．摩擦や摩耗、潤滑などトライボロジーの理論と応用を説明でき
る｡
４．生体や医療における機械工学の関連を説明できる｡

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

機械設計、機械要素およびトライボロジーの基礎を理解しているかで
評価する。また、実際の機械設計問題に対応できる能力で評価する。
レポート60%および、授業中に行う試験40%で評価を行う。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

必要に応じて資料を配付する。また、学部で使用した以下の教科書を
用意しておくこと。
兼田楨宏・山本雄二著「基礎機械設計工学」理工学社 、2009年、
2,900円、ISBN978-4-8445-2744-2
山本雄二・兼田楨宏著「トライボロジー」理工学社 、2009年、3,300
円、ISBN978-4-8445-2158-7

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

講義で学んだことに基づき、教科書あるいは論文などの関連文献を調
べ、重要事項を抜出す。これを各日 １ 時間程度、２～３日間の学習
を計画的に行うことで、より理解を深めることができる。一方、次回
講義内容に関しても、同様に教科書および関連文献を収集するなど、
事前学習を行い、講義に臨 むことが重要である。事前学習に関して
も、各日 １時間程度、２～３ 日間の学習を計画的に行う。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．機械設計の基礎
２．強度設計
３．安全と設計
４．トライボロジー（摩擦および摩耗）
５．トライボロジー（潤滑法）
６．生体機械工学の基礎
７．生体器官の構造と機能
８．バイオメカニクス
９．運動と歩行
10．バイオトライボロジー
11．医用材料
12．人工臓器
13．医療応用技術（福祉とリハビリテーション）
14．医療応用技術（スポーツと健康）
15．まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H11301-01機械設計・工作法特別研究

２年通年 8  1 授業形態:演習森山　茂章
◎－－－　授業の概要　－－－◎

機械工学関連の開発・研究・設計・生産に従事する専門技術者として
必要な知識および考え方を修得することを目的とし、機械設計や機械
要素、トライボロジーなどを理解するとともに、機械工学の応用とし
て、整形外科学や歯科口腔外科学など安全で高度な医療に貢献できる
技術開発を行う。臨床に携わる医師や卒論生とともにプロジェクトを
遂行し、外科医療において実用に供する技術や臨床応用可能な機器の
開発を行う。カリキュラム・ポリシーにおける先端的な工学知識と高
度な専門技術とを学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．研究成果を修士論文としてまとめる。
２．機械系の専門技術者として基礎知識を確実に修得する。
３．研究開発に携わることができる自立した技術者となる。
４．学会において研究成果を発表する。さら論文として学術雑誌に投
稿する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

研究態度(30%)、研究結果(40%)、修士論文の作成プロセス(30%)など
について、総合的に評価する。
・評点の目安を以下に示す。
95点以上：自ら課題を設定して自立して研究活動を行い、学術雑誌に
研究成果を発表できる。
86点～94点：自ら課題を設定して主体的に研究活動を行い、学会発表
において研究成果を発表できる。
80～85点：研究方針により主体的に研究活動ができる。
60～79点：研究手順により主体的に研究活動ができる。
59点以下＝不合格：主体性のない研究姿勢。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

学部で使用される機械要素設計、トライボロジー、機構学など、機械
設計分野の教科書を参照する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

学部で学修した機械設計やトライボロジーに関する内容は、研究を進
めるための最低限の知識である。研究を円滑に進めるために十分な復
習をする。また、実際の機械加工やプログラミングなどの習得も含
め、１年前半までに研究を進める知識や技術を確実なものにしておく
必要がある。
研究テーマに関連した分野における最新の研究成果を知ることは、研
究を遂行する上で非常に重要であり、最新の研究動向を常に把握しな
ければならない。２週間に１報程度の最新論文を読まなければならな
い。１年後半には学会発表ができるように研究を進める。
２年目は自ら詳細な研究目的を定め研究するとともに、２年後半には
学会発表、修士論文のとりまとめを行う。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

機械工学の応用として、下記に示す項目から複数のテーマ
を選択し研究を進める。
・初年度は機械工学の最新知識や外科医療の基礎を学び、
研究課題の背景を理解する。
・2年目は詳細な研究目的を定め、後半には研究成果を修
士論文としてまとめる。
原則として時間割に記載された時間に最新の研究動向や研
究の進捗に関するミーティングを実施する。

研究課題の例
１．顎変形症治療における骨および軟組織の術後評価
２．非接触計測による顔面腫脹の計測
３．人工股関節の摩耗計測
４．人工股関節の応力解析と最適設計
５．マクロヘテロ構造を有する生体材料の開発
６．カーボンナノチューブ－ポリエーテルエーテルケトン
複合材料の脊椎ケージへの応用
７．人工股関節カップにおけるカーボンナノチューブ複合
ポリエチレンの開発



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H11301-02機械設計・工作法特別研究

２年通年 8  1 授業形態:演習山辺　純一郎
◎－－－　授業の概要　－－－◎

機械工学関連の研究・開発・設計・生産に従事する専門技術者として
必要な知識および考え方を修得することを目的とし、機械工作法や金
属材料学を理解するとともに、機械工学の応用として、材料強度学や
水素材料学などを学ぶことで、安全・安心な脱炭素エネルギー社会の
実現に貢献する。具体的には、塑性加工や機械加工が材料の各種特性
に及ぼす影響や水素透過／水素脆化に関する基礎～応用研究を行い、
水素エネルギー機器などの機械・構造物の合理的な強度設計法を提案
するとともに、安全性と経済性を両立させた革新的な材料や表面皮
膜、並びに機械工作技術を開発する。本特別研究を通じて、カリキュ
ラム・ポリシーにおける先端的な工学知識と高度な専門技術を学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1．研究成果を修士論文としてまとめる。
2．機械系の専門技術者として基礎知識を確実に習得する。
3．研究開発に携わることができる自立した技術者となる。
4．学会において研究成果を発表する。さらに、論文を学術雑誌に投
稿する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

研究態度（30%），研究結果（40%），修士論文の作成プロセス
（30%）について、総合的に評価する。
評点の目安を以下に示す。
95点以上：自ら課題を設定して自立して研究活動を行い、学術雑誌に
研究成果を発表できる。
86～94点：自ら課題を設定して主体的に研究活動を行い、学会などが
主催する講演会において研究成果を発表できる。
80～85点：研究方針にしたがい、主体的に研究活動ができる。
60～79点：研究手順にしたがい、主体的に研究活動ができる。
59点以下＝不合格、主体性のない研究姿勢。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

学部で使用した以下の教科書を参照する。
（１）有浦泰常他4名著、「機械製作法II－除去加工・精密測定法・加
工システム－（基礎機械工学シリーズ11巻）」、朝倉書店、2015年
（初版第10刷）、(3200円+税）、ISBN978-4-254-23711-5
（２）平川賢爾、遠藤正浩、駒崎慎一、松永久生、山辺純一郎著、
「機械材料学（第2版）」、朝倉書店、2018年初版、（3,500円+税）、
ISBN978-4-254-23146-5
（３）朝倉健二・橋本文雄著、「機械工作法I　改訂版」、共立出版、
2016年（改訂版29刷）、（3200円+税）、ISBN978-4-320-08105-6
（４）中村邦雄　編著、「計測工学入門　第3版」、森北出版、2015
年（第3版第1刷）、（2600円+税）、ISBN978-4-627-66293-3

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

学部で学んだ金属材料学、機械工作法、機械加工法、計測工学に関す
る内容は、研究を推進めるための最低限の知識である。研究を円滑に
進めるために十分な復習をしておくこと。また、実際の機械加工、力
学試験、特性評価およびプログラミングなどの習得を含め、1年前半
までに研究を進めるための知識や技術を確実なものにしておく必要が
ある。
研究テーマに関連した分野における最新の研究成果を知ることは、研
究を遂行する上で極めて重要であり、最新の研究動向を常に把握して
おかなければならない。このため、2週間に1報程度の最新論文を読み
つつ、1年後半には学会発表ができるように研究を進める。
2年目には自ら詳細な研究目的を定め研究を行うとともに、2年後半に
は学会発表や修士論文のとりまとめを行う。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

機械工学の応用として、下記に示す項目から複数のテーマ
を選択し研究を進める。初年度は機械工学の最新知識や機
械加工、材料強度、水素透過／水素脆化の基礎を学び、研
究課題の背景を理解する。2年目は詳細な研究目的を定
め、後半には研究成果を修士論文としてまとめる。原則と
して時間割に記載された時間に最新の研究動向や研究の進
捗に関するミーティングを実施する。

研究課題の例
1．切削抵抗に及ぼす工作物材料の種類と水素の影響に関
する研究
2．金属材料の表面状態と水素透過／水素脆化挙動に関す
る研究
3．析出強化金属の水素脆化の基本メカニズムに関する研
究
4．耐水素侵入特性に優れた高強度表面皮膜の開発
5．超音波振動切削の基礎的研究
6．切削シミュレーションソフトによる切削現象の解明
7．各種金属材料の水素拡散特性に関する研究
8．ゴム材料の大変形下における粘弾性挙動に関する研究
9．3次元CADによるシステム設計



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H11402-01機械力学特論

前期 2  1 授業形態:講義岩村　誠人
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　カリキュラム・ポリシーの「機械工学分野の高度な技術者・研究者
として不可欠な知識を幅広く修得する」ことを目的とし、機械力学の
応用的な内容について学ぶ。自動車、鉄道車両、産業機械、建設機
械、航空宇宙機、ロボットなど、実際の機械システムの多くは、多数
の物体や部品がジョイントや力要素によって複雑に結合された構造に
なっている。したがって、機械システムに作用する力とその結果生じ
る運動を解析し、設計・開発・評価に役立てられるようになるために
は、マルチボディシステム（多体系）の運動学、動力学、および数値
解析手法を修得しておかなければならない。本特論では、学部で学ん
だ機械力学の知識を再確認し、その上で複雑な機械システムの動力学
計算理論およびシミュレーション技術に関する学問であるマルチボ
ディダイナミクスについて学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 複雑な機械システムの運動学解析、動力学解析におけるマルチボ
ディダイナミクスの必要性と有用性を理解する。
2. コンピュータを利用した汎用的な運動学解析の手法を理解し、実際
の機械システムに応用できるようになる。
3. コンピュータを利用した汎用的な動力学解析の手法を理解し、実際
の機械システムに応用できるようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　毎回行う小テスト40%、2回実施する解析実習30%、最後に出題する
課題レポート30%を目安として総合的に評価する。到達目標に掲げて
いる各項目について、基本的な内容が理解できているか、基礎的な問
題に実際に応用することができるかを評価の基準とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テキストは使用しない。必要に応じて資料を配布する。
　授業の参考となる主な書籍を以下に挙げる。
・清水信行、今西悦二郎 著、マルチボディダイナミクス(1)-基礎理
論、コロナ社、2006、ISBN 4-339-04493-8
・E.J.Haug 著、松井邦人、樫村幸辰、井浦雅司 訳、コンピュータを利
用した機構解析の基本、大河出版、ISBN 4-88661-553-8 C3055
・Parviz Nikravesh, Planar Multibody Dynamics, CRC Press, 2008, ISBN 13
978-1-4200-4572-7
・Ahmed A.Sabana, Dynamics of Multibody Systems (Third Edition),
Cambridge University Press, 2005, ISBN 13 978-0-521-85011-7

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・学部で学んだ工業力学II、機械力学Iの内容をよく復習しておくこ
と。また、配布された資料に予め目を通しておくこと。各回の事前学
習は２時間を目安とする。（事前学習）
・各回の講義内容をよく復習し、不明なところがあれば参考文献を調
べたり、質問にくるなど次の回までに解決しておくこと。各回の事後
学習は２時間を目安とする。（事後学習）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. マルチボディダイナミクス概論
2. 数学的準備
3. 座標変換
4. 質点、質点系、剛体の運動学の復習
5. マルチボディシステムの運動学
6. 運動学解析
7. 運動学解析に必要な数値計算法
8. 運動学解析実習
9. 質点、質点系、剛体の動力学の復習
10. 仮想仕事の原理とダランベールの原理
11. 力要素と拘束力
12. マルチボディシステムの動力学
13. 動力学解析
14. 動力学解析に必要な数値計算法
15. 動力学解析実習



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H11401-01機械力学･制御特別研究

２年通年 8  1 授業形態:演習岩村　誠人
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　カリキュラム・ポリシーの「先端的な知識や高度な専門技術を修得
しながら修士論文を完成させる」ことを目的する機械力学・制御専修
の特別研究である。マルチボディダイナミクス、ロボティクス、機械
力学、制御工学、振動工学などに関連する研究テーマの中から、各自
が興味のあるテーマを選び、２年間に亘って指導を受けながら研究を
行う。本特別研究では、機械システムのハード面と力学解析および制
御に絡むソフトの両面を含み、システムを作り上げる過程を経験でき
ること、その結果が明確に現れるという点が特徴である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　概要で述べた機械力学および制御工学に関する分野において、自ら
興味がもてる研究テーマをどのように選ぶか、研究をどのように進め
るか、得られた成果をどのようにまとめるか、さらに、まとめたもの
をどのように発表するかなどについて、指導教員の指導・助言を受け
ながら体得する。また、この過程を通じて、研究者、技術者にとって
必要なリテラシーを学ぶ。具体的な到達目標は以下の通りである。
1.研究課題に関連する機械力学・制御分野の高度な専門知識を修得す
る。
2.問題解決に必要な情報や資料を自ら収集できる。
3.研究課題の専門分野における位置づけが説明できる。
4.研究目標および方針に基づいて研究実施の個々のプロセスを主体的
に計画しながら研究を進めることができる。
5.シミュレーションや実験の結果を整理し、考察することができる。
6.研究実施結果を体系的にまとめることができる。
7.研究成果をわかり易く発表し、本質的な質疑応答ができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　研究に取り組む姿勢(20%)、指導教員との研究に関する討論(20%)、
継続的な研究進捗状況の報告(15%)、研究課題に関連する専門知識の
修得度(15%)、修士論文を作成するプロセス(10%)、実質的な研究成果
(10%)、等を総合的に評価する。また、研究成果を学会などで積極的
に公表（講演会発表・論文投稿）することも大切であり評価に加える
(10%)。到達目標に掲げている各事項について、十分に修得できてい
るか、達成されているかを評価の基準とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　研究の初期段階で参考資料を渡されるが、それ以降は、自ら関連資
料を積極的に調べ収集する努力が必要である。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・研究テーマに関連する最新情報を自ら収集し、よく予習をしておく
こと。また、定期的に進捗状況報告会を開催するので、レポートや発
表スライドを作成し、万全の準備を整えておくこと。（事前学習）
・毎日、その日に行った研究内容や主なデータを研究日誌に記録し、
得られた成果や今後の課題を常に整理しておくこと。（事後学習）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　指導教員との議論によって決定したテーマを２年間に
亘って研究する。選定するテーマによっても異なるが、修
士論文完成に至る研究の流れは概ね以下のようになる。
（１年次）
1.研究内容の検討
2.研究課題に関連する情報や資料の収集
3.研究課題に関連する専門知識の修得
4.シミュレーション手法や技術の修得
5.実験装置の設計・製作に必要な知識の修得
6.研究の位置づけと研究計画の立案
7.解析方法や制御方法の検討
（２年次）
8.シミュレーションの実施
9.実験装置の設計・製作
10.実験の実施
11.結果の考察と討論
12.研究成果の公表とフィードバック
（進捗状況に応じて1.から12.を繰り返す）
13.修士論文の内容と構成の検討
14.修士論文の執筆、加筆、修正、推敲
15.修士論文の完成
　この間、進捗状況を報告して確認を受けながら内容を討
論し、同時に、教職員から指導・助言・援助を受けること
ができる。

最近の修士論文の論題の例
(1)マルチボディ車両モデルとパラレルロボットを用いた自
動車乗り心地評価システムの開発
(2)柔軟マルチボディシステムのリカーシブ動力学計算法の
開発とフレキシブルロボットへの応用
(3)受動ストレージ要素を利用した省エネルギーマニピュ
レータの開発
(4)被介護者に優しい介護ロボットの開発
(5)搬送用ロボットアームのアクティブ振動制御
(6)マルチボディシステムの汎用的な最適制御計算ソフト
ウェアの開発



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H11303-01工作法特論

後期 2  1 授業形態:講義山辺　純一郎
◎－－－　授業の概要　－－－◎

多くの機械・構造物には金属材料が用いられ、その金属材料には塑性
加工や機械加工に代表される機械工作が施されている。金属材料の強
度や各種特性に及ぼす塑性加工や機械加工の影響は大きく、実用的な
観点から、これらの影響を理解しておくことは極めて重要である。カ
リキュラム・ポリシーの「機械工学分野の高度な技術者・研究者とし
て不可欠な知識を幅広く修得する」ことを目的とし、金属材料、塑性
加工、機械加工について学部の内容をより深く学ぶことに加え、強度
や水素透過／水素脆化といった材料特性に及ぼす塑性加工や機械加工
の影響について理解する。また、本特論の一部を輪講形式で進め、工
作法に関係する最近の主要論文の内容を理解し紹介してもらうこと
で、最近の技術動向を理解するとともに、プレゼンテーション能力を
養う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・金属材料と機械工作法の基礎を理解する。
・金属材料の強度特性などに及ぼす機械工作法の影響を理解する。
・プレゼンテーション能力を身に付ける。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

レポートおよびプレゼンテーション（50%）と講義期間中（15回目）
に行う試験（50%）で評価を行う。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

学部で使用した以下の教科書を使用する。その他の資料については、
必要に応じて配布する。
（１）有浦泰常他4名著、「機械製作法II－除去加工・精密測定法・加
工システムー（基礎機械工学シリーズ11巻）」、朝倉書店、2015年
（初版第10刷）、(3200円+税）、ISBN978-4-254-23711-5
（２）平川賢爾、遠藤正浩、駒崎慎一、松永久生、山辺純一郎著、
「機械材料学（第2版）」、朝倉書店、2018年初版、（3,500円+税）、
ISBN978-4-254-23146-5
（３）朝倉健二・橋本文雄著、「機械工作法I　改訂版」、共立出版、
2016年（改訂版29刷）、（3200円+税）、ISBN978-4-320-08105-6
（４）中村邦雄　編著、「計測工学入門　第3版」、森北出版、2015
年（第3版第1刷）、（2600円+税）、ISBN978-4-627-66293-3

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

学部で学んだ金属材料、機械工作法、機械加工法、計測工学の内容を
よく復習しておくこと。また、本研究の一部を輪講形式で行う。それ
ぞれの担当の論文を人にわかり易く説明できるように、十分な準備を
しておくこと。担当者以外については、予習を行い解らない箇所を見
つけ、講義中に活発な議論を行い、理解するように努めること（事前
学習）。
各回の講義内容を復習し、不明な箇所があれば、参考文献で調べた
り、質問に来るなどして、次の回までに解決しておくこと（事後学
習）。
事前・事後学習ともに計画的に実施することを心がけること。学習時
間の目安は、各日1時間程度、2～3日である。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1～8回目を授業形式、9～14回目を輪講形式で行う。15回
目には試験を行う。授業形式の講義では、レポートもしく
は講義内の演習で理解を深める。輪講形式の講義では、担
当する論文と発表順番を事前に決めておく。担当者は配布
された論文の内容を理解し、必要に応じて参考論文などを
調べ、講義資料をパワーポイントで準備し説明する。活発
なディスカッションを通じて、プレゼンテーション能力を
養い、工作法の理解を深める。
1．金属材料と工具材料
2．強度特性に及ぼす表面仕上げの影響
3．水素透過／水素脆化に及ぼす表面仕上げの影響
4．切りくずを出さない加工法：応力とひずみ、降伏条
件、加工組織
5．切りくずを出さない加工法：鋳造
6．切りくずを出さない加工法：塑性加工
7．切りくずを出す加工法：切削加工
8．切りくずを出す加工法：砥粒加工
9．各種測定法：硬さと表面粗さ
10．各種測定法：残留応力
11．表面粗さを有する材料の強度評価：欠陥材などの強度
評価法
12．表面粗さを有する材料の強度評価：粗さの定式化と強
度予測
13．材料特性に及ぼす表面改質の影響：ショットピーニン
グなど
14．材料特性に及ぼす表面改質の影響：表面皮膜など
15．まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H11001-01材料力学特別研究

２年通年 8  1 授業形態:演習遠藤　正浩
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　機械工学の重要分野の一つである材料力学に関連して，材料の強
度、変形、損傷の評価と防止に関する研究を行って修士論文を作成す
る。カリキュラム・ポリシーに基づき工学論理的考察力と問題設定能
力および工学的表現力の涵養に配慮して下記のような内容になってい
る．
　基礎研究に限らず，材料の応用技術に関する学際的・国際的な研究
テーマを計画している。得られた成果はできる限り国内外の学会で発
表して技術雑誌等の学術論文として社会に公表する。問題の発見から
解決までを研究を通じて経験し、工学者として必要なものの捉え方・
考え方について特に重点的に学ぶ．研究室で招いた外国人研究者と密
に接触して議論や共同作業を行い，また成果を国際会議で発表するこ
とにより、国際感覚を有した力強くしなやかな工学者への成長を目指
す．

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．材料力学に関連した知識について深く理解して自由に使える．
２．責任を持って研究を深く探求することにより，自立した技術者ま
たは研究者として社会に貢献できる能力を身につける．
３．自分で問題を見つけ出し，ゴールを設定し，その解決への道筋の
計画を立て，着実に実行することで，創造型／問題解決の技術・能力
を身につける．
４．研究成果を英語論文にまとめ英語で発表し，海外の学生や研究者
と交流することにより，あるいは留学を通じて，将来も継続して国際
的に活躍する姿勢を身につける．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

研究の計画性(15%)、実行力(35%)、実質的な成果(50%)等を総合して
評価する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　準備学習として，４年生の卒業論文から材料力学実験室で研究を開
始しておくこと，あるいはそれに匹敵する材料力学関連の十分な復習
がなされていることが望ましい。　
　大学院における研究時間を多く確保するため，４年生のときに大学
院の早期履修科目を受講しておくことを強く勧める。
　研究の成果を国際会議において英語で発表することや海外留学を奨
励している。最初の英語レベルは問わない。英語会話の訓練を早期に
開始して毎日続けておくことが重要である。TOEICなどを積極的，継
続的に受験することを奨励する。TOEICは修士1年のときに500点，修
了前までに600点を超えることを目標に頑張ること。
　以上の準備学習には最低30時間が必要である．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．研究テーマに関する検討と議論
２．基礎知識の修得と論文調査
３．研究計画の検討と議論
４．研究の実行と研究内容の修正
５．研究結果の考察
６．修士論文の執筆計画
７．修士論文の完成
８．論文の発表



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H11002-01材料力学特論Ⅰ

前期 2  1 授業形態:講義遠藤　正浩
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　機械工学の重要分野の一つである材料力学に関連して，応力集中と
き裂の力学および疲労強度設計の基礎について深く学ぶ．カリキュラ
ム・ポリシーに基づき工学論理的考察力と問題設定能力および工学的
表現力の涵養に配慮して下記のような内容になっている．
　単なる知識の詰め込みではなく工学者として必要なものの捉え方・
考え方について特に重点的に学ぶ．問題が何かを考えることからその
解決方法まで、少人数で集中的に議論を行い、互いの密な接触による
全人的教育を目指す．チャンスがあれば外国人による専門的内容の講
義を取り入れ，英語環境において工学的思考や議論を行うことができ
る国際感覚を有した工学者に成長するきっかけ作りをする．最後に最
終試験を行い，理解度を確認する．理解が不足している場合は，一定
の水準に達するまで個別に補講を行う．
　早期履修科目なので，４年生で関心があれば受講できる．特に大学
院進学希望者は，進学後の研究時間確保のためにも早期履修を勧め
る．

◎－－－　到達目標　－－－◎

1．破壊力学と疲労強度設計の基礎についてより深い知識と考え方を
修得する．
2．単に表面的な内容を理解するのではなく，新しい問題に遭遇した
ときに解決に役立つように知識を体系化する．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講義中の質疑応答や宿題によって内容の理解度を採点する（約３
０％）．最後に連続して試験を行い評価する（約７０％）．

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：「応力集中の考え方」村上敬宜著　養賢堂　3000円
ISBN4-8425-0374-2

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　受講までの準備学習として，静力学（工業力学I），材料力学I，材
料力学II，固体力学I、材料試験などの材料に関連した科目を復習して
おくこと．表面の知識だけではなく，内容を深く理解するように務
め、疑問があれば質問に来る等して，徹底的な理解を追求して自信を
付けておくこと．また予習復習として各講義の前後それぞれに少なく
とも2時間の時間をとって計画的かつ積極的に学習をすること．なお
毎回の講義では，事後学習の手助けとして宿題を出す．提出物は大学
院生の誇りを持って作成し、理路整然とした内容で提出すること．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1　応力集中の基礎ー円孔と楕円孔
2　応力集中の基礎ー等価楕円の概念
3　応力集中の基礎ーその他の問題
4　線形破壊力学の基礎ーき裂の特異性，変形様式
5　線形破壊力学の基礎ー応力拡大係数
6　線形破壊力学の基礎ーき裂先端の応力分布
7　線形破壊力学の基礎ーき裂先端の塑性
8　線形破壊力学の基礎ー各種問題の応力拡大係数と概算
法
9　線形破壊力学の基礎ーき裂の進展
10　疲労強度設計の基礎ーS-N曲線と疲労限度
11　疲労強度設計の基礎ー切欠き効果と寸法効果
12　疲労強度設計の基礎ー組み合わせ応力
13　疲労強度設計の基礎ー疲労限度に及ぼすその他の因子
14　最終試験（応力集中と線形破壊力学の基礎）
15　最終試験（疲労強度設計の基礎）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H11203-01熱機関特論

後期 2  1 授業形態:講義本田　知宏
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本科目は，カリキュラム・ポリシーの「高度な技術者・研究者として
不可欠な知識を幅広く修得する」に基づき，熱力学第2法則に基づく
エネルギーシステムの評価方法について理解を深めることを目的とし
ている．まず，熱力学の基礎としての熱力学の法則とエントロピーに
ついて復習する．次に，理想的な変化である可逆過程だけではなく，
現実に起こっている不可逆過程を考察するために有効な状態量である
エクセルギー(有効エネルギー)の概念と計算法を解説する．さらに，
種々の変化およびシステムにおける不可逆損失の計算法，およびエク
セルギー効率の定義と計算法を紹介する．以上の準備のもとで，受講
者は個別に与えられたいくつかの課題についてケーススタディーを行
い，その結果を発表するとともに，質疑応答と担当教員による解説に
よって，エクセルギー評価に関する理解を深める．

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) 理想気体の状態方程式と蒸気の蒸気表が使いこなせる．
(2) 熱力学における可逆と不可逆の違いが説明できる．
(3) 状態量としてのエントロピーの変化量が計算できる．
(4) エクセルギーおよびその変化量の計算ができる．
(5) 熱効率とエクセルギー効率の計算およびその意味の説明ができる．
(6) エクセルギー評価に関する特徴が説明できる．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・課題に対する検討結果のレポートの内容50％，発表の内容と態度
25％，質疑応答の内容25％で評価する．
・評点の目安は以下のとおり：
学会での質疑応答も十分こなすだけでなく，一般の人にもエクセル
ギーの概念をわかりやすく説明できるレベル95点以上
学会発表レベル86点～94点
十分な準備を行った学生と教員の対話レベル80～85点
通常の準備を行った学生と教員の対話レベル60～79点
準備不足59点以下＝不合格

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

・日本機械学会編, JSMEテキストシリーズ 熱力学, 日本機械学会（工
学部機械工学科で開講している「工業熱力学ⅠおよびⅡ」のテキス
ト）
・熱工学サブテキスト（「工業熱力学ⅠおよびⅡ」の講義中に配布し
た資料集．本学機械工学科以外の出身者には支給する．）
なお，補足資料や課題プリント等は，必要に応じて配布する．

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

工学部機械工学科レベルの熱力学，蒸気工学，伝熱工学などに関する
基礎的な知識があることが望ましい．授業計画に記載した内容は，学
部における熱力学の知識があることを前提としている．ただし，1回
目から4回目の授業においては学部の熱力学の内容もカバーしながら
説明を行うが，事前に学部で学んだ内容を十分に理解して出席するこ
と．さらに，毎回の授業において確認のための宿題も課すので，授業
終了後にしっかりと復習してその結果をレポートとして提出するこ
と．
5回目以降については、各人が担当する課題について発表するために
関連資料の調査等の十分な準備を行うこと．また，毎回の講義終了後
には，各人の説明に対する教員からの質問・コメントに十分な検討を
加えてA4判レポート用紙２枚程度にまとめておいて，学期終了時に最
終レポートとして提出できるように準備しておくこと．
以上の事前・事後学習には2時間程度を要することを踏まえて受講す
ること．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.講義：状態量と熱力学第1法則
2.講義：カルノーサイクルと温度
3.講義：エントロピーと熱力学第2法則
4.講義：エクセルギーの概念・計算法・評価法
5.報告(演習)：第1法則(状態量，状態変化)
6.報告(演習)：第1法則(熱と仕事)
7.報告(演習)：第1法則(ガスタービン，圧縮機，ノズル)
8.報告(演習)：第1法則(蒸気タービン，ボイラ，熱交換器)
9.報告(演習)：エントロピーと熱力学第2法則
10.報告(演習)：エクセルギーの計算法(閉じた系)
11.報告(演習)：エクセルギーの計算法(開いた系)
12.報告(演習)：エクセルギーの計算法(熱源)
13.報告(演習)：エクセルギー評価(ガスタービン，圧縮機，
ノズル)
14.報告(演習)：エクセルギー評価(蒸気タービン，ボイラ，
熱交換器)
15.まとめ(講義)
本講義の第1回において，受講者各人に対して7～8問の課
題を割り当てる．受講者は5回目から14回目の授業時間
に、担当した課題について事前に調べた結果を発表すると
ともに，講義参加者全員による質疑応答を行う．さらに，
関連事項と発展事項については，担当教員が必要に応じて
解説する．



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H11201-01熱工学特別研究

２年通年 8  1 授業形態:演習本田　知宏
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本科目は，カリキュラム・ポリシーの「専門分野の先端的な知識や高
度な専門技術を修得しながら修士論文を完成させる」に基づき，機械
工学分野（特に熱工学関連）の開発・設計・生産・基礎研究に従事す
る専門技術者として必要な研究および思考のプロセスを修得すること
を目的としている．研究テーマの設定に当たっては，学生が観察・測
定を通じて現象を理解しモデル化するというプロセスを経験すること
が最重要であると考えて，原則として実験的研究を行っている．対象
は熱エネルギーの有効利用を目的とした民生機器（エアコン，給湯
機）や原動機（ディーゼル機関，ガスタービン）の要素技術およびシ
ステム解析である．また，研究は大学院生と学部4年の卒論生からな
る研究チーム単位での活動となるので，2年目には，その年度の研究
計画を立案し，プロジェクト管理をしながらグループを統括して研究
を進めることで，グループ単位のプロジェクト遂行のあり方について
も体験することになる．

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．研究成果を修士論文として取りまとめる．
２．機械系専門技術者としての基礎知識を確実なものとする．
３．研究開発に携わることが可能な自立した技術者となる．
４．グループ単位の研究開発活動において，リーダシップがとれる．
５．学会，できれば国際会議で発表する．さらに優れた内容について
は論文として学術雑誌に投稿する．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

方針検討および計画作成を含む研究遂行能力40％，研究報告における
質疑応答の適切性30％，研究の完成度10％，修士論文の完成度15％，
研究チームの運営能力5％で総合的に評価する．
・評点の目安は以下のとおり：
95点以上：自ら問題点を発見して自立して研究活動を行い，学会での
質疑応答も十分こなせる
86点～94点：自ら問題点を発見して主体的に研究活動ができる
80～85点：研究方針が決まれば主体的に研究活動ができる
60～79点：研究手順が決まれば主体的に研究活動ができる
59点以下＝不合格：主体性のない指示待ちの研究態度

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

学部で使用される熱力学，伝熱工学，内燃工学，蒸気工学，冷凍空調
工学，流体工学，流体力学など，熱流体工学関連分野の教科書を随時
参照する．

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

学部で学修した熱力学，伝熱学および流体力学に関する内容は，研究
を進めるための最低限の知識である．研究に着手するためには，遅く
とも1年時の5月末までに十分な復習をしてそれらの知識を確実なもの
にしておくこと．
また，研究テーマに関連した分野における最新の研究成果と研究動向
を知ることは，研究を遂行する上で重要なことである．そこで，福岡
大学図書館でも利用できるSciVerse ScienceDirectなどのデータベースや
電子ジャーナルを利用して，少なくとも2週間に１報の最新論文を精
読し，そのレジュメを指導教員に提出すること．
以上の学習を行うためには，少なくとも事前・事後合わせて週4時間
程度の時間が必要である．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

話し合いによって下記に示す大項目からひとつのテーマを
選択し，研究を進める．
・初年度は基礎的な知識の修得に努めながら，実験装置の
運転に習熟する．
・2年目はより詳細な研究目的を定め，実験的研究に取り
組む．
・2年目後半は，研究成果を修士論文として取りまとめ
る．
なお，それぞれの研究テーマは，卒業研究の学部学生との
グループとして，取り組む．したがって，研究グループの
ミーティングおよび最新の研究動向に関する勉強会を定期
的に実施する．

　　　記
研究題目の例
1.新冷媒の熱物性（音速）測定に関する実験的研究
2.高温黒体炉を用いた2色法による燃焼場の温度測定に関す
る研究
3.マイクロガスタービン排ガス駆動吸収冷凍機コージェネ
レーションにおける熱力学的研究
4．CFDによる境界層計算における乱流モデルの検討に関
する数値実験



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H11201-02熱工学特別研究

２年通年 8  1 授業形態:演習高尾　幸来
◎－－－　授業の概要　－－－◎

機械工学専攻カリキュラム・ポリシーに関連し、機械工学分野（特に
熱工学関連）の開発・設計・生産・基礎研究に従事する専門技術者と
して必要な研究および思考のプロセスを修得することを目的としてい
る．研究テーマの設定に当たっては，学生が観察・測定を通じて現象
を理解しモデル化するというプロセスを経験することが最重要である
と考えて，原則として実験的研究を行っている．対象は熱エネルギー
の有効利用を目的とした民生機器（エアコン，給湯機）の要素技術お
よびシステム解析である．また，研究は大学院生と学部4年の卒論生
からなる研究チーム単位での活動となるので，2年目には，その年度
の研究計画を立案し，プロジェクト管理をしながらグループを統括し
て研究を進めることで，グループ単位のプロジェクト遂行のあり方に
ついても体験することになる．

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．研究成果を修士論文として取りまとめる．
２．機械系専門技術者としての基礎知識を確実なものとする．
３．研究開発に携わることが可能な自立した技術者となる．
４．グループ単位の研究開発活動において，リーダシップがとれる．
５．学会，できれば国際会議で発表する．さらに優れた内容について
は論文として学術雑誌に投稿する．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

研究態度(30%)，研究結果(30%)，修士論文の作成プロセス(20%)，研
究チームの運営など(20%)について，総合的に評価するが，特に，日
頃の研究報告における質疑応答の内容を重視する．
・評点の目安は以下のとおり：
95点以上：自ら問題点を発見して自立して研究活動を行い，学会での
質疑応答も十分こなせる
86点～94点：自ら問題点を発見して主体的に研究活動ができる
80～85点：研究方針が決まれば主体的に研究活動ができる
60～79点：研究手順が決まれば主体的に研究活動ができる
59点以下＝不合格：主体性のない指示待ちの研究態度

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

学部で使用される熱力学，伝熱工学，蒸気工学，冷凍空調工学など，
熱工学関連分野の教科書を随時参照する．

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習：　SciVerse ScienceDirectなど，福岡大学図書館が契約してい
るデータベースや電子ジャーナルを利用して，研究テーマに関連した
分野における最新の研究動向を把握することに努めてほしい．これを
各日１時間程度、２～３日間の学習を計画的に行うこと．
事後学習：　ミーティングおよび勉強会の内容を復習して、疑問点等
をまとめること．当学習に関しても、各日１時間程度、２～３日間の
学習を計画的に行うこと．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

話し合いによって下記に示す大項目からひとつのテーマを
選択し，研究を進める．
・初年度は基礎的な知識の修得に努めながら，実験装置の
運転に習熟する．
・2年目はより詳細な研究目的を定め，実験的研究に取り
組む．
・2年目後半は，研究成果を修士論文として取りまとめ
る．
なお，それぞれの研究テーマは，卒業研究の学部学生との
グループとして，取り組む．したがって，原則として時間
割に記載された時間に研究グループのミーティングおよび
最新の研究動向に関する勉強会を実施する．

研究題目の例：
1.オイルを含む低GWP冷媒の管内蒸発・凝縮の伝熱特性に
関する研究
2.二相流分配を有する蒸発器内のオイルを含む冷媒流れの
可視化及び性能評価に関する研究
3.液体冷媒の音速測定
4.キャピラリーチューブ内における冷媒の減圧沸騰ニ相流
に関する研究
5．冷却塔内流れの可視化及び性能向上に関する研究



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H11202-01熱工学特論

後期 2  1 授業形態:講義高尾　幸来
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　機械工学専攻カリキュラム・ポリシーに関連し、本科目では熱工学
分野の知識と技術を勉強し、それらを実際の研究・開発で活用できる
ことを第一の目的とする。次に、冷凍空調機器関連の最新情報を調査
し、研究・開発の現状を知ることも目的とする。
　初回から６回目までは、授業＋演習形式で流体の熱物性値の計算方
法を習得する。７回目から１１回目までは、輪講形式で各自配布資料
（不確かさ評価）を十分理解し、説明する。１２回目から最終回まで
は、各グループに与えられた各種冷凍空調機器に関するテーマの研
究・開発状況などを調査し、主要論文を読んで理解したうえ、その原
理・特徴・性能評価方法などについて学会発表（プレゼンテーショ
ン）形式でわかり易く説明する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．流体の特性を知り、汎用熱物性計算ソフトPROPATHを用いて、
それらの熱物性値の推算ができる。
２．Excelによる一次元非定常と二次元定常熱伝導の数値計算などがで
きる。
３．不確かさ評価を理解し、それを活用することができる。
４．各種冷凍空調機器に関管する最新の技術や研究成果を理解し、そ
の原理・特徴・性能評価方法などを説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業の内容を理解し、与えられた課題を完成することが合格の最低
条件とする。課題の完成度（30%）、授業中の発表内容と態度
（30%）、プレゼンテーション資料の充実さ、発表の態度と表現力お
よび質疑応答の結果（40%）で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　初回授業時に資料を配布する。
参考文献：
・日本機械学会編, JSMEテキストシリーズ 「熱力学」,「伝熱工学」
・日本冷凍空調学会編,「冷凍空調便覧」
・日本機械学会編, 「気液二相流技術ハンドブック」

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・熱力学、伝熱工学、冷凍空調工学および蒸気工学など、熱工学関連
の知識が必要となるため、事前に復習・予習をしておくこと。
・ノートPC、Excelおよびプレゼンテーションソフトが必要で、準備
しておくこと。
事前学習：　「熱力学」，「伝熱工学」及び「蒸気工学」等を復習
し、必要な参考資料も入手して、次回の内容を予習しておくこと．こ
れを一日１時間程度、２～３日間の学習を計画的に行うこと．
事後学習：　課題を解きながら、復習をして疑問点等をまとめるこ
と．当学習に関しても、一日１時間程度、２～３日間の学習を計画的
に行うこと．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．流体の特性及び熱物性値の推算方法の概要
２．PROPATHによる流体熱物性値の推算＋課題
３．Execlによ各種冷凍サイクルの性能計算＋課題
４．非定常熱伝導の数値計算の基礎
５．Execlによる非定常熱伝導の数値計算＋課題
６．Execlによる重回帰分析＋課題
７．不確かさ評価とは
８．不確かさ評価で用いられる統計＋演習
９．不確かさの定義と評価
１０．不確かさの合成＋演習
１１．不確かさ評価バジェット表及び表記方法＋課題
１２．グループによる各種冷凍空調機器に関する研究テー
マの調査及び主要文献の翻訳
１３．上記テーマに関する主要文献の翻訳及び理解
１４．上記テーマに関する理解及び発表資料の作成
１５．グループによる上記テーマのプレゼンテーション及
び質疑応答



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H11103-01流体機械特論

後期 2  1 授業形態:講義稲毛　真一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラムポリシーに謳う「高度な専門技術と基礎知識」を身につ
ける一環として、学部時代に学習した水車、ポンプ、圧縮機やタービ
ンなどの流体機械について、より高度な知識を身につける。これらの
機械内部の流れ現象は、乱流、燃焼、高速気流が支配する流体複雑現
象であり、これらを包括的に理解する必要がある。本講座では毎回、
事前に配布する文献を事前に読み込み、内容を理解した上で、持ち回
りで内容を紹介するセミナー形式とする。座学と同時に、適切に演習
も組み込み、より実戦的な学習をする。特に、基礎となる流体力学に
は未解決の問題も相当にあり、将来受講者が解決すべき課題を正しく
理解する。また、今後の技術開発に不可欠になると思われる機械学習
などの話題についても習得していきたい。この様な流体複雑現象の基
礎理論から実用的な現象までについて、他の科目の知識との整合性を
確認しながら論理的に考えながら学ぶことにより、カリキュラムポリ
シーに記載した「総合的視野」を養う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・流体複雑現象の基本と応用を理解する。
・乱流、燃焼のモデルを理解する。また、その現状と未解決の課題を
理解する。
・習得した知識を演習の解決という形で、実践力を身につける。
・資料を自力で、他の知識と関連づけて理解し、論理的に説明できる
能力を身につけ
　る。
・理解したことを他人に分かりやすく説明できる（プレゼンテーショ
ン）能力に熟達
　する。
・疑問点を的確に質問できる能力を会得する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・テキストの説明回数(50％)と発言回数（質問・討論、20％）および
演習に関するレポート（30％）で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

毎回、事前に適切な文献を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

理論の基礎から学ぶので、誰でも受講できます。ただし学部レベルの
「流体工学」「流体力学」「流体機械」関係については理解している
ものとして進めます。本講座では毎回、事前に配布する文献を事前に
読み込み、内容を理解した上で、持ち回りで内容を紹介するセミナー
形式で行います。それに対して全員で質疑と討論を行いながら進めま
す。講義ではとくに説明や思考において、論理的思考の訓練を意識し
て進めますので、論理性を重要視し、理解しやすいように説明の内容
や手順を工夫してください。受講に際しては事前に2時間以上の十分
な予習を行い、テキストの専門用語の意味や、理論の表す現象、式の
誘導および関連する既知の理論との関連などをすべて十分理解した上
で出席してください。また、レポート等を通じて、講義後2時間程度
の復習により、理解を確かなものにしてください。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.イントロダクション(流体複雑現象へのアプローチの仕
方)
2.乱流の基礎：その難しさとアプローチ
3.乱流のモデリング-1：時間平均モデル(k-εモデル)
4.乱流のモデリング-2：時間平均モデル(応力輸送モデル)
5.乱流のモデリング-3：空間平均モデル(LESモデル)
6.流体の数値解析手法
7.数値計算の解法
8.数値解析の演習
9.燃焼のモデリング-1：予混合燃焼
10.燃焼のモデリング-2：拡散燃焼
11.燃焼の数値計算演習
12.機械学習-1(特に、ニューラルネットワーク)
13.機械学習-2(遺伝的アルゴリズム)
14.総括：流体機械の設計の勘所、製品トラブル事例とその
分析
15.最終レポート提出



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H11101-01流体工学特別研究

２年通年 8  1 授業形態:演習稲毛　真一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

この科目は修士論文執筆のための実験・解析他の研究時間に充てられ
る。
　修士の学位は最終的には提出された論文によって判定されるが、日
常の研究生活を通じて技術者、研究者としての資質と素養を身につけ
ることも重要である。このため、各研究テーマに応じた研究指導を行
うとともに、資料調査、学会発表、論文執筆、実験計画書作成などを
通じて発表能力や研究倫理観に関する指導を行う。
研究テーマは、
　　・流体複合現象の機械学習等の活用による解明、
　　・上記に最適な機械学習そのものの開発、
　　・再生可能エネルギーの出力予測技術の開発、
　　・周期渦輪による異温流体の輸送
　　・熱・物質輸送に適する周期渦輪発生用ノズルの開発
　　・高効率横流風車の研究
などであり、理論解析、実験およびコンピュータシミュレーションを
併用して研究を進める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・この特別研究により、技術者、研究者として必要な基礎学問の知
識、方法論　を習得し、更にそれを土台として自身のオリジナルなア
イデアを下に、現象　の解明、課題の解決する方法を習得する事。
・研究計画を作成、研究・実験を遂行でき、データを解析し、修士論
文にまと　めることができるようになる事。
・日本語のみならず、英語などでも世界に発信できる素養を習得する
事。
　これはカリキュラムポリシーの「学生は特別研究を行う専修部門を
自ら選択し、指導教員から専門分野の先端的な知識や高度な専門技術
を修得しながら修士論文を完成させる。」その過程を通じて、「応用
力、創造性、課題設定・問題解決能力、プレゼンテーション能力、コ
ミュニケーション能力、等を涵養する。」に相当する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

研究への取り組み姿勢(４年生などの研究補助者のチーム指導を含
む)、研究に関するプレゼンテーション（学会発表を含む）やレポー
ト、修士論文を成績評価の対象とする。評価方法は、研究への取り組
み姿勢50％、プレゼン・レポート20％、修士論文30％を基準に総合的
に評価する。定期試験は課さない。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは使用しない。過去の論文を徹底的に読み込む事から始め
る。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

理論解析、実験、シミュレーションなどの研究は予め計画を立てて進
める必要がある。また、毎回、2時間以上の研究に関する調査・準備
を行い、実験後は研究ノートに記録、内容を確認し、2時間以上かけ
て整理・考察をすすめること。毎週末に1ページ程度の週報を提出す
る事。進捗に困難を感じた場合には、遠慮無く、担当教員とコミュニ
ケーションを図る事。但し、困難を十分に整理して伝えるようにする
事。また、日頃からの学習は勿論のこと、規則正しい生活を行うこと
が望ましい。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

［1年次］
　前期（1～15週、週3回実施）
　・研究に関する年次計画
　・研究テーマの設定
　・実験装置、シミュレーションツール等の設計および製
作
　・テーマに関する基礎知識の習得
　・テーマに関する文献調査
　後期（16～30週、週3回実施）
　・実験データ、シミュレーション結果の収集および解析
　・テーマに関する基礎知識の習得、特に既知の結果の理
解、課題の抽出

［2年次］
　前期（31～45週、週3回実施）
　・研究に関する年次計画
　・実験データ、シミュレーションツール等の収集と解析
　・テーマに関する基礎知識の習得 、特に自身のオリジナ
ルなアイデアによる課題の解決　　　　
策の発見
　後期（46～60週、週3回実施）
　・実験データ、シミュレーションツール等の収集と解析
　・テーマに関する基礎知識の習得 、特に自身のオリジナ
ルなアイデアによる課題の解決
　・修士論文作成
　・修士論文発表会
　・修士論文提出



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H11102-01流体力学特論

前期 2  1 授業形態:講義安東　洋一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　計算流体力学(CFD: Computational Fluid Dynamics)を用いた流れ場の
解析は，コンピュータ内で流体運動を予測し(流れのシミュレーショ
ン)、実験結果と比較することで様々な流体現象の解明や工学的な利用
のために有用な知見や情報を得ることができ、多くの場面で利用され
ている。この科目ではカリキュラム・ポリシーの「応用的な機械工学
の問題解決能力を身に付ける」目的に流れのシミュレーションの技法
の一つである有限体積法(FVM: Finite Volume Method)についてを学
ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)FVMの基本概念を理解し、支配方程式の離散化を説明できる。
(2)離散化された支配方程式の解法を説明できる。
(3)汎用CFDソフトOpenFOAMを用いて3次元非圧縮性流体の流れを解
析できる．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

担当者の発表内容(50%)，討論の内容(20%)，
三次元の非圧縮性粘性流体の流れ解析に関するレポート(30%)により
評価する．

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

An Introduction to COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS
The Finite Volume Method
H.K.Versteeg, W.Malalasekera
PEARSON

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

この講義は輪講形式で行う．
学部の選択科目「流体力学II」を履修していない者は事前に三章「粘
性流体の流れ解析」を学習すること．

担当者発表の後は，予習時に生じた疑問点が解決されるまで討論を行
う．
担当者はもちろんのこと，他の者も，講義範囲の内容を熟読し，関連
図書を参考にして疑問点の解決に努め，後日の学習のためにレポート
にまとめておく．(この過程は2時間以上必要である．)

講義中に生じる新たな疑問を解決するために，必要と思われる参考書
(流体関係，数学関連図書など)を持ってくること．

講義において，自分が新たに理解したことや自分とは別の見方や考え
方，新たに生じた問題は熟考し，次回の講義までにレポートにまとめ
ること．(この過程は2時間以上必要である．)

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

有限体積法流れ解析の基礎　

1. 支配方程式の基礎
2. 質量保存則
3. 運動量保存則
4. エネルギー保存則
5. 支配方程式のまとめ
6. 支配方程式の平均化処理
7. 乱流と乱流モデル
　　 層流と乱流
8. 乱流と乱流モデル
　　 k-ε乱流モデル
9. 支配方程式の離散化
10.有限体積法
11.対流および拡散問題に対する有限体積法
12.定常流れの圧力と速度の分離解法
13.離散化された方程式の解法
14.OpenFOAMによる流れ解析実習
　　課題モデル作成と境界条件の設定
　　レポート作成1
15.OpenFOAMによる流れ解析実習
　　解析結果の後処理(流れの可視化)
　　レポート作成2



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H22002-01応用数学特論

前期 2  1 授業形態:講義田中　尚人
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この講義ではフーリエ解析（フーリエ級数展開、フーリエ変換）の基礎に
ついて勉強します。フーリエ級数展開はもともとフランス人の数学者・物理
学者の Joseph Fourier (1768-1830) が、「ある時刻の針金の温度分布がわかっ
ている時に、その後の針金の温度分布を求めよ」という問題を解く際に導入
された考え方で、どのような周期関数も正弦波と余弦波（サインとコサイ
ン）の重ね合わせで表現される、というものです。もちろんその後の研究
で、「どのような周期関数でもフーリエ級数展開できる」というわけではな
く、展開する関数にある程度の条件が必要であることがわかっていますが、
応用上よくあらわれる、グラフに不連続（値の跳び）がある関数や、グラフ
に角があってその点では微分することができない関数などもフーリエ級数展
開することができますので、十分に汎用性があると言えます。
　フーリエ級数展開する関数を画像や映像の波形から成る信号とすると、信
号をフーリエ級数展開することにより、その信号は基本周波数の整数倍の周
波数をもつ三角関数の重ね合わせとして表わされ、三角関数の係数（フーリ
エ係数）は信号に含まれるそれぞれの周波数の大きさ（周波数成分、スペク
トル）を表わしています。このようにフーリエ級数展開してそれぞれの周波
数成分の大きさを知ることにより、解析の対象となる信号の周期性の特徴を
定量的に表現出来るようになります。
　講義ではこのようなフーリエ級数の考え方や計算手法を紹介し、また、
フーリエ変換や、最後にこれらの応用としてシャノン(1916-2001)によるサン
プリング定理について解説します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1　直交関数系について理解する。
2　フーリエ級数展開の意味を知る。
3　応用上よく現れる関数のフーリエ級数展開が計算出来るようになる。
4　フーリエ変換の意味を知る。
5　応用上よく現れる関数のフーリエ変換が計算出来るようになる。
6　フーリエ展開とフーリエ級数展開の関係を知る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義の中で行う、到達目標の理解度を試す演習により判定する(100%)。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

参考文献

金谷健一 著 これなら分かる応用数学教室
共立出版(2003)
ISBN　9784320017382

谷川明夫　著　フーリエ解析入門
共立出版(2007)
ISBN　9784320018358

永野宏治　著　信号処理とフーリエ変換
朝倉書店(2014)
ISBN　9784254221596

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

この講義は工学における開発、研究を行う者としての、基礎知識を修得する
ためのものである。

事前学習　前回板書したノートをよく読み、内容を理解しておくこと。

事後学習　講義の内容を確認し、わからないところがあれば質問に来るこ
と。

各回の事前学習、事後学習は、それぞれ2時間を目安とする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1章　フーリエ級数展開とは？

1 信号の周期・周波数とフーリエ級数展開
2 正規直交系
3 3角関数の直交性とフーリエ係数
4 フーリエ係数の性質
5 フーリエ級数展開の演習

第2章　複素フーリエ級数展開と周波数スペクトル

6 複素フーリエ係数と周波数スペクトル
7 複素フーリエ級数展開
8 パーセバルの等式

第3章　フーリエ変換と連続スペクトル

9 フーリエ級数展開からフーリエ変換へ
10 いろいろな関数のフーリエ変換
11 たたみこみ積分
12 フィルター
13 パワースペクトル
14 自己相関関数
15 シャノンのサンプリング定理



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H21301-01応用電気工学特別研究

２年通年 6  1 授業形態:演習住吉谷　覚
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラム・ポリシーの「研究を推進する 4 専修部門の科目」とし
て、回路、計測、制御、エネルギー発生等を含む応用電気関連領域の
中から、研究テーマを設定し、調査、研究および修士論文の作成を行
う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

応用電気関連領域の中から選定されるテーマについて、調査・研究を
進め、修士(工学)として学力と研究能力を会得し、修士論文を作成す
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

修士論文の内容を、学会等での発表実績を含めて、工学専門領域への
寄与の観点から100点満点で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

各学期の初めに、応用電気関連領域の中から選定されるテーマについ
て資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

電気工学関連の基礎的知識を習得済みであることが望ましい。
授業前には、テーマについての十分な文献調査を、計画的に各日1時
間程度、２～３日間実施すること。授業後には、計画的に各日1時間
程度、２～３日間、文献調査を継続し、授業内容を含め、新たに得ら
れた知見と共に整理し、まとめること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

週2回で全60週分

1年前期
　１　　　　研究テーマの選定
　２～３　　研究計画立案
　４～６　　研究テーマ関連研究論文調査
　７～９　　実験研究用機材装置準備
１０～１２　計算研究用プログラム準備
１３～１５　研究進捗状況の取りまとめと報告

1年後期
　１～２　　研究テーマ関連研究論文調査
　３～４　　実験研究用機材装置準備
　５～７　　実験研究データ収集分析
　８～１０　計算研究用プログラム準備
１１～１２　計算研究データ収集分析
１３～１５　研究進捗状況の取りまとめと報告

2年前期
　１～２　　研究テーマ関連研究論文調査
　３～４　　実験研究用機材装置準備
　５～７　　実験研究データ収集分析
　８～１０　計算研究用プログラム準備
１１～１２　計算研究データ収集分析
１３～１５　研究進捗状況の取りまとめと報告

2年後期
　１～２　　研究テーマ関連研究論文調査
　３～４　　実験研究データ収集分析
　５～７　　計算研究データ収集分析
　８～１０　研究成果の取りまとめ
１１～１４　修士論文の作成
１５　　　　修士論文発表



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H21302-01応用電気工学特別実験

２年通年 4  1 授業形態:実験住吉谷　覚
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラム・ポリシーの「研究を推進する 4 専修部門の科目」とし
て、応用電気関連領域の中から選定されるテーマについて、調査・研
究を進める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

応用電気関連領域の中から選定されるテーマについて、調査・研究を
進め、修士(工学)に相応しい研究成果を得る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

修士論文の作成提出に至る過程での、調査・研究への取り組み、工
夫、成果を100点満点で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

各学期の初めに、応用電気関連領域の中から選定されるテーマについ
て資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

電気工学関連の基礎的知識を習得済みであることが望ましい。
授業前には、テーマについての十分な文献調査を、計画的に各日1時
間程度、２～３日間実施すること。授業後には、計画的に各日1時間
程度、２～３日間、文献調査を継続し、授業内容を含め、新たに得ら
れた知見と共に整理し、まとめること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

週2回で全60週分

1年前期
　１　　　　研究テーマの選定　
　２～３　　研究計画立案
　４～６　　研究テーマ関連研究論文調査
　７～９　　実験研究用機材装置準備
１０～１２　計算研究用プログラム準備
１３～１５　研究成果および進捗状況の分析
　
1年後期
　１～２　　研究テーマ関連研究論文調査
　３～４　　実験研究用機材装置準備
　５～７　　実験研究データ収集分析
　８～１０　計算研究用プログラム準備
１１～１２　計算研究データ収集分析
１３～１５　研究成果および進捗状況の分析

2年前期
　１～２　　研究テーマ関連研究論文調査
　３～４　　実験研究用機材装置準備
　５～７　　実験研究データ収集分析
　８～１０　計算研究用プログラム準備
１１～１２　計算研究データ収集分析
１３～１５　研究成果および進捗状況の分析

2年後期
　１～２　　研究テーマ関連研究論文調査
　３～４　　実験研究データ収集分析
　５～７　　計算研究データ収集分析
　８～１５　研究成果の分析と取りまとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H21302-02応用電気工学特別実験

２年通年 4  1 授業形態:実験小浜　輝彦
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　カリキュラム・ポリシーの「研究を推進する４専修部門」の一科目
としてスイッチング電源装置に関する研究及び実験を行う。スイッチ
ング電源は、様々な電気機器・電子機器用電源として広く活用されて
おり、人体に例えるなら「心臓」や「血液」に相当する重要な装置で
ある。しかしながら、電力変換に伴う損失・発熱等によって装置の小
型・軽量化が困難であるため、損失低減による電力変換効率の向上、
小型・軽量化が課題となっている。本特別実験では、これらの背景を
踏まえ、電子機器に使われるDC-DCコンバータを対象に小型・軽量・
高機能化を実現する電源装置に関する研究及び実験を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

DC-DCコンバータの動作を理解し、コンバータ回路を設計・製作でき
る。
製作した回路の動作特性をオシロスコープ等の計測器を用いて正しく
測定できる。
回路シミュレータ上でスイッチング電源を構成し動作させることがで
きる。
現状の電源装置の問題点を把握し、解決に向けた対策を施すことがで
きる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

実験回路の製作、測定の評価（４０％）
課題解決に向けた取組、行動力に対する評価（３０％）
取組・発表、プレゼンテーション力の評価（３０％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

長谷川著、改訂スイッチングレギュレータ設計ノウハウ、ＣＱ出版社/
ISBN4-7898-3081-0

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　実験主体であるので、日々の絶え間ない取り組みと問題から逃げな
い姿勢がもっとも求められる。電気回路、電子回路、パワーエレクト
ロニクスに関する基礎知識を修得済みの者が望ましい。特にアナログ
回路技術、制御方式、ノイズ対策等について強く求められるので、事
前学習として該当する学部の授業科目を復習しておくこと（事前学
習：週2時間以上）。事後学習としては、学習したテキスト及び実験
内容について復習し、不明な点や今後の課題について整理し、解決手
法等を探ること。（事後学習：週2時間以上）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

週２回で全６０週分

１年次
１～４．半導体デバイスの理解
５～８．受動部品の理論と実際
９～１４．スイッチング電源の基本回路と基本特性
１５～２０．各種電源方式の理解
２１～２８．基本回路の製作、特性把握実験
３０．１年次のまとめ

２年次
１～４．現状の電源装置の問題点、克服点の整理
５～１２．解決に向けたアプローチ決め
１３～２２．解決に向けた回路の製作、実験、回路シミュ
レーション
２３～２９．現象解析、評価、改善に向けたフィードバッ
ク
３０．まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H21302-03応用電気工学特別実験

２年通年 4  1 授業形態:実験松岡　毅
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本科目は，カリキュラムポリシーにおける「ジェネラリスト育成」の
一環として，ロボット工学に関連した研究テーマについて調査，およ
び研究を行い，研究成果を得ることを目的とする．研究テーマは，知
能ロボットと呼ばれる自分自身で環境から情報を収集し，状況を判断
し，行動することができるロボットを実現するための要素技術開発で
ある．具体的テーマは指導教員の助言のもと履修学生自身が決定す
る．
得られた成果は学会で発表し，さらに，内容を深めて修士論文を作成
する．

◎－－－　到達目標　－－－◎

・研究テーマについて，問題を発見し，問題解決の方法を提案し，実
験などによってその解決方法が有効に機能することを示すことができ
る．(知識・理解)(態度・志向性)
・実際にロボットを設計・製作するために必要な機械工作，電気・電
子工作，プログラミング関連のスキルを獲得する．(技能)
・自分の意思を相手に精確に伝えるプレゼンテーション能力を獲得す
る．(技能)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

研究の進捗状況や関連分野における研究の位置付けの把握ができてい
るか等に関して，口頭発表および質疑応答により評価する．
評価の割合は以下の通りである．
・問題解決に向けての取り組み(各種スキルの獲得を含む)の評価(70%)
・プレゼンテーション能力獲得の評価(30%)

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

日本ロボット学会誌
計測と制御
その他，研究の進捗状況に併せ，必要に応じて自分自身で関連する書
籍，論文等を探し出す努力も必要である．

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

微分積分学，線形代数学，制御工学に関する基礎的知識を修得済みの
者が望ましい．
研究を進展させるに当たっては，事前に制御工学に関する知識につい
て復習しておくこと．また，プログラミングに関する知識について復
習しておくこと．
口頭発表および質疑応答の後は，研究背景のなかで成果を位置付け，
問題点を再整理していくこと．これらの事前，事後の学習にはそれぞ
れ2時間，計4時間を充てること．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

授業は週2回行う．全60週分の内容を以下に示す．

１年次前期
　　　　１．研究テーマ設定
　２～　４．関連研究の調査
　５～　７．問題点の整理 ，問題解決に向けたアプローチ
の決定
　８～１３．ハードウエア工作，ソフトウェア作成，およ
び検証実験
１４～１５．研究成果および進捗状況の分析

１年次後期
　１～　３．関連研究の調査
　４～１３．ハードウエア工作，ソフトウェア作成，およ
び検証実験
１４～１５．研究成果および進捗状況の分析

２年次前期
　１～　３．関連研究の調査
　４～１３．ハードウエア工作，ソフトウェア作成，およ
び検証実験
１４～１５．研究成果および進捗状況の分析

２年次後期
　１～１０．研究成果のとりまとめと学会発表
１１～１５．研究の総括と修士論文の作成



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H21303-01応用電気工学特論Ⅰ

通年 4  1 授業形態:講義住吉谷　覚
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラム・ポリシーの「研究を推進する 4 専修部門の科目」とし
て、応用電気関連領域の諸事象について講ずると共に、課題を与え、
調査報告を求める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

応用電気領域の諸事象について学び考察し、説明できるようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

応用電気領域の諸事象に関する理解度の質疑応答による評価(50％)
と、与えられた課題に関する調査報告に対する評価(50％)を合わせ
て、100点満点として評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

各学期の初めに、応用電気領域関連資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

電電気工学関連の基礎的知識を習得済みであることが望ましい。
授業前には、テーマについての十分な文献調査を、計画的に各日1時
間程度、２～３日間実施すること。授業後には、計画的に各日1時間
程度、２～３日間、文献調査を継続し、授業内容を含め、新たに得ら
れた知見と共に整理し、まとめること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　１　　前半ガイダンス
　２　　大気電界（成層圏）
　３　　大気電界（大気圏）
　４　　大気電界（地上）
　５　　電気現象（気体中）
　６　　電気現象（液液中）
　７　　電気現象（固体中）
　８　　電離作用（大気中）
　９　　電離作用（特殊気体中）
　１０　電離作用（液体中）
　１１　電離作用（固体中）
　１２　電気伝導率（気体）
　１３　電気伝導率（液体）
　１４　電気伝導率（固体）
　１５　前半総括
　１６　後半ガイダンス
　１７　対流圏構造（温湿度分布）
　１８　対流圏構造（気液特性）
　１９　リモートセンシング（気体中）
　２０　リモートセンシング（液体中）
　２１　リモートセンシング（固体中）
　２２　エアロゾル挙動（粒度）
　２３　エアロゾル挙動（形状）
　２４　エアロゾル挙動（媒質特性）
　２５　空間電荷（気体中）
　２６　空間電荷（液体中）
　２７　空間電荷（固体中）
　２８　大気イオン（正極性）
　２９　大気イオン（負極性）
　３０　後半総括



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H21303-02応用電気工学特論Ⅰ

通年 4  1 授業形態:講義小浜　輝彦
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　カリキュラム・ポリシーの「研究を推進する４専修部門」の一科目
としてスイッチング電源について学習する。スイッチング電源は、
様々な電気機器・電子機器に安定した電力を供給する不可欠な装置で
あり、重要や役割を担っている。本特論では、スイッチング電源の動
作や特性を把握する上で重要な半導体スイッチ素子、制御方式、動作
モード等に関する理論を学習する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

半導体素子（ダイオード、トランジスタ、MOSFET）の内部構造を理
解し動作原理を説明できる。
PWMコンバータの各種方式を理解し、動作原理を説明できる。
状態平均化法を各種コンバータに適用し、それぞれの特徴を説明でき
る。
共振形コンバータの特徴を理解し、主要な共振形コンバータの動作を
説明できる。
電力変換器の損失要因について詳しく説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

取組・発表、プレゼンテーション力の評価（６０％）
課題レポートの評価（４０％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

原田耕介、二宮保、顧文建　著「スイッチングコンバータの基礎」、
コロナ社　ISBN4-339-00593-2

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　電気回路、電子回路、パワーエレクトロニクスに関する基礎知識を
修得済みの者が望ましい。授業前は、テキストに事前に目を通し分か
りにくいところは、他の文献等を調べて事前の理解に努めること（事
前学習：週2時間程度）。発表に際しては、十分な予習を行い、重要
事項を中心に説明すること。授業後は、内容を復習しさらに不明な点
については、文献や担当教員に質問すること等を通して十分な理解に
努めること（事後学習：週2時間程度）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．半導体の基礎（P型、N型、PN接合）
２．半導体スイッチ素子の基礎（ダイオード、トランジス
タ、MOSFET)
３．ＰＷＭコンバータの回路方式（非絶縁形）
４．ＰＷＭコンバータの回路方式（絶縁形）
５．状態平均化法（定常特性）
６．状態平均化法（動特性）
７．電流連続モードの静特性
８．電流連続モードの動特性
９．電流連続モードのレギュレーション特性（入出力特
性、出力インピーダンス）
１０．電流連続モードのレギュレーション特性（定常偏
差）
１１．電流連続モードのレギュレーション特性（安定性）
１２．電流不連続モードの静特性
１３．電流不連続モードの動特性
１４．電流不連続モードのレギュレーション特性
１５．平滑コンデンサのESRによる影響
１６． PWMスイッチとスイッチング損失
１７．寄生素子の影響とサージ
１８．スナバ回路
１９．共振スイッチと共振形コンバータ（電流共振）
２０．共振スイッチと共振形コンバータ（電圧共振）
２１．直列共振形コンバータ（基本動作）
２２．直列共振形コンバータ（等価回路と特性）
２３．並列共振形コンバータ（基本動作）
２４．並列共振形コンバータ（等価回路と特性）
２５．ZVS-PWMコンバータ（基本動作）
２６．ZVS-PWMコンバータ（転流回路付加）
２７．拡張状態平均化法（導出）
２８．拡張状態平均化法（共振型の静特性解析）
２９．拡張状態平均化法（共振型の動特性解析）
３０．重要事項のまとめ、統括



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H21303-03応用電気工学特論Ⅰ

通年 4  1 授業形態:講義松岡　毅
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本科目では，カリキュラムポリシーにおける「ジェネラリスト育成」
の一環として，「応用電気工学特論Ⅱ」と併せて，実際にロボットを
作成して行くに当たって必要となる基礎的な工学的知識を学ぶ．ロ
ボットを作成するためには，数学，物理の知識のみならず，材料の選
定，加工法，機械部品および電気・電子部品の動作原理や活用法につ
いてなど，様々な知識やノウハウが必要となる．

◎－－－　到達目標　－－－◎

ロボットを作成して行くための基礎的な知識，ノウハウを獲得する．
即ち，次に示すことがらについて理解し，他人に説明できる．(態度・
志向性)
(1)ロボットを構成するために必要な様々な知識について(知識・理解)
(2)代表的な3種類のロボットの創造と設計について(知識・理解)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

内容を理解できているか，理解した内容を説明する能力を有している
かに関して，口頭発表および質疑応答により評価する．
評価の割合は以下の通りである．
・内容の理解の評価(70%)
・説明能力の評価(30%)

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

米田完，坪内孝司，大隅久共著　はじめてのロボット創造設計（講談
社）　2013年発行　本体3,200円　[ISBN 978-4-06-156523-4]

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前に，学部レベルの線形代数学，微分積分学，電気工学，電子工
学，力学，制御工学に関する知識について復習しておくこと．授業後
には，獲得した知識の研究への応用について考察し，まとめること．
これらの事前，事後の学習にはそれぞれ2時間，計4時間を充てるこ
と．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１年次前期
　１～１５．ロボット工学の基礎
　　　　１．作図法，自由度，位置姿勢表現
　　　　２．フィードバック制御，三角関数，ベクトルと
行列，トルクと慣性モーメント，断面二次モーメント
　　　　３．エアシリンダー，各種モータ
　　　　４．各種センサ
　　　　５．回転伝達機構，直動機構
　　　　６．減速機
　　　　７．ベアリング
　　　　８．ユニバーサルジョイント，ボールジョイント
　　　　９．ねじ，タップ・ダイス加工，各種結合法
　　　１０．リング，ゆるみ止めナット
　　　１１．ばね
　　　１２．各種材料
　　　１３．電気部品
　　　１４．電子部品
　　　１５．ロボットの機構例

１年次後期
　１～　５．車輪型移動ロボット
　　　　１．車輪配置と舵
　　　　２．動力の伝達
　　　　３．自己位置計算
　　　　４．モーター
　　　　５．走行制御
　６～　９．腕型ロボット
　　　　６．利用目的
　　　　７．マニピュレータの構造
　　　　８．マニピュレータの運動
　　　　９．動作計画
１０～１５．歩行ロボット
　　　１０．歩行のメカニズム
　　　１１．歩行の方法
　　　１２．バランス制御
　　　１３．２足歩行
　　　１４．４足，６足歩行
　　　１５．生物の歩行に学ぶ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H21304-01応用電気工学特論Ⅱ

通年 4  1 授業形態:講義住吉谷　覚
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラム・ポリシーの「研究を推進する 4 専修部門の科目」とし
て、応用電気関連領域の諸事象について講ずると共に、課題を与え、
調査報告を求める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

応用電気領域の諸事象について学び考察し、説明できるようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

応用電気領域の諸事象に関する理解度の質疑応答による評価(50％)
と、与えられた課題に関する調査報告に対する評価(50％)を合わせ
て、100点満点として評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

各学期の初めに、応用電気領域関連資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

電気工学関連の基礎的知識を習得済みであることが望ましい。
授業前には、テーマについての十分な文献調査を、計画的に各日1時
間程度、２～３日間実施すること。授業後には、計画的に各日1時間
程度、２～３日間、文献調査を継続し、授業内容を含め、新たに得ら
れた知見と共に整理し、まとめること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　１　　前半ガイダンス
　２　　金属の腐食（気体中）
　３　　金属の腐食（液体中）
　４　　金属の防食（気体中）
　５　　金属の防食（液体中）
　６　　電解プロセス（液体中）
　７　　電解プロセス（気液混相中）
　８　　エレクトロニクス材料（導体）
　９　　エレクトロニクス材料（半導体）
　１０　エレクトロニクス材料（誘電体）
　１１　エレクトロニクス材料（遮蔽）
　１２　エレクトロニクス材料（光源）
　１３　光磁気記録（光学素子）
　１４　光磁気記録（記憶素子）
　１５　前半総括
　１６　後半ガイダンス
　１７　静電界の生体作用
　１８　静磁界の生体作用
　１９　低周波電磁界の生体作用
　２０　生体周囲電磁界
　２１　生体周囲電磁界の可視化
　２２　生体内誘導電流
　２３　人体モデル
　２４　磁気シールドの理論
　２５　磁気シールドの実際
　２６　電磁界の人体防護
　２７　人体の電磁界暴露測定
　２８　電界計測
　２９　磁界計測
　３０　後半総括



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H21304-02応用電気工学特論Ⅱ

通年 4  1 授業形態:講義小浜　輝彦
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　カリキュラム・ポリシーの「研究を推進する４専修部門」の一科目
としてスイッチング電源の制御方式、理論について学習する。スイッ
チング電源は様々な電気機器・電子機器に安定した電力を供給する装
置であり、重要や役割を担っている。これらスイッチング電源の性能
は基本回路のみならず制御回路によって大きく影響を受ける。本特論
では、スイッチング電源の制御を理解する上で不可欠な制御理論につ
いて学習する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

フィードバック制御の不安定性現象を理解・説明できる。
スイッチング電源の主回路を伝達関数で表現できる。
スイッチング電源の制御回路を伝達関数で表現できる。
一巡伝達関数からボード線図を描き、特性改善のための補償を行うこ
とができる。
制御理論に基づき、基本的なスイッチング電源の制御回路を設計でき
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

取組・発表、プレゼンテーション能力の評価（６０％）
課題レポートの評価（４０％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

森 政弘、小川 鉱一著 「初めて学ぶ基礎制御工学」、東京電機大学出
版局　ISBN　978-4501109608
原田耕介 他著「スイッチングコンバータの基礎」、コロナ社　
ISBN4-339-00593-2

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　工学系数学の基礎知識を修得済みの者が望ましい。授業前は、テキ
ストに事前に目を通し分かりにくいところは、他の文献等を調べて事
前の理解に努めること（事前学習：週2時間程度）。発表に際して
は、十分な予習を行い、重要事項を中心に説明すること。授業後は、
内容を復習しさらに不明な点については、文献や担当教員に質問する
こと等を通して十分な理解に努めること（事後学習：週2時間程
度）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．自動制御の概要、歴史
２．制御系の信号の流れ（一般事例）
３．制御系の信号の流れ（スイッチング電源）
４．制御装置の構成（一般事例）
５．制御装置の構成（スイッチング電源）
６．制御系の数学モデルの導出（一般事例）
７．制御系の数学モデルの導出（スイッチング電源）
８．制御系の基本要素と伝達関数（一般事例）
９．制御系の基本要素と伝達関数（スイッチング電源）
１０．フィードバック制御系のブロック図と伝達関数（一
般事例）
１１．フィードバック制御系のブロック図と伝達関数（ス
イッチング電源）
１２．制御系基本要素の応答時間（一般事例）
１３．制御系基本要素の応答時間（スイッチング電源）
１４．フィードバック制御系の応答（一般事例）
１５．これまでの総括、まとめ
１６．スイッチング電源の基本回路
１７．スイッチング電源の応用回路
１８．状態平均化手法（基礎）
１９．状態平均化手法によるスイッチング電源の線形モデ
ル（昇圧形）
２０．状態平均化手法によるスイッチング電源の線形モデ
ル（降圧形）
２１．状態平均化手法によるスイッチング電源の線形モデ
ル（昇降圧形）
２２．状態平均化手法を用いたスイッチング電源の小信号
モデル
２３．コンバータ（電力変換部）の伝達関数
２４．PWM制御回路の伝達関数
２５．PWMコンバータの一巡伝達関数
２６．ボード線図
２７．スイッチング電源の安定性評価
２８．補償による電源制御系の特性改善
２９．安定性を考慮したスイッチング電源の設計
３０．全体の総括、まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H21304-03応用電気工学特論Ⅱ

通年 4  1 授業形態:講義松岡　毅
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本科目では，カリキュラムポリシーにおける「ジェネラリスト育成」
の一環として，「応用電気工学特論Ⅰ」と併せて，実際にロボットを
設計，作成し，制御するに当たって必要となる具体的な工学的知識を
学ぶ．ロボットを実際に設計，作成し，制御するためには，数学，物
理の知識はもちろんのこと，材料の選定と加工，様々な機構の動作原
理や活用法についてなど，具体的なな知識やノウハウが必要となる．

◎－－－　到達目標　－－－◎

ロボットを実際に設計，作成し，制御するための具体的なノウハウを
獲得する．即ち，次に示すことがらについて理解し，他人に説明でき
る．(態度・志向性)
(1)ロボットの制御に必要な数学上の知識について(知識・理解)
(2)ロボットの制御に必要な物理学上の知識について(知識・理解)
(3)ロボットの作成に必要な材料および加工の知識について(技能)
(4)ロボットの設計に必要な様々な知識について(技能)
(5)代表的な3種類のロボットの創造と設計に必要な具体的な知識につ
いて(技能)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

内容を理解できているか，理解した内容を説明する能力を有している
かに関して，口頭発表および質疑応答により評価する．
評価の割合は以下の通りである．
・内容の理解の評価(70%)
・説明能力の評価(30%)

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

米田完，大隅久，坪内孝司共著　ここが知りたいロボット創造設計
（講談社）　2005年発行　本体3,500円　[ISBN 4-06-153996-5]

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前に，学部レベルの線形代数学，微分積分学，電気工学，力学，制
御工学に関する知識について復習しておくこと．授業後には，獲得し
た知識の研究への応用について考察し，まとめること． これらの事
前，事後の学習にはそれぞれ2時間，計4時間を充てること．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１年次前期
　１～１５．ロボット工学の基礎
　　　　１．数学の基礎
　　　　２．物理学の基礎
　　　　３．運動方程式とその解法
　　　　４．衝撃力
　　　　５．ヤング率と強度
　　　　６．摩擦
　　　　７．ボール盤，バンドソー，旋盤
　　　　８．フライス盤，グラインダ，サンダ
　　　　９．ドリル，切断機，折り曲げ機
　　　１０．センサ設計
　　　１１．バッテリ
　　　１２．プラスチック材料と接着
　　　１３．ねじ止めの設計
　　　１４．マージン設計
　　　１５．優れたメカニクスとは

１年次後期
　１～　５．車輪型移動ロボット
　　　　１．ステアリング
　　　　２．サスペンション
　　　　３．特殊なメカニズム
　　　　３．自己位置計算
　　　　４．静力学
　　　　５．動力学
　６～１１．マニピュレータ
　　　　６．座標系と同次変換
　　　　７．運動学
　　　　８．逆運動学
　　　　９．軌道生成
　　　１０．冗長自由度マニピュレータ
　　　１１．動力学
１２～１５．歩行ロボット
　　　１２．歩行のメカニズム
　　　１３．倒立振子モデル
　　　１４．生物モデル
　　　１５．腕と脚の総合的安定性



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H22003-01応用物理学特論

前期 2  1 授業形態:講義西田　貴司
◎－－－　授業の概要　－－－◎

近年、研究開発において環境、エネルギー、資源は非常に重要なファ
クターである。そのため、世界的な経済発展に伴って、さまざまな技
術開発が模索されている。その最先端では、新しい物理現象を利用し
た発電素子や、材料の物理特性の解明による新材料の開発などが注目
されている。この科目では、特にエネルギーつまり発電について着目
し、次世代の発電技術を題材として、(1)原理や利点などの概要の理解
と、(2)現時点での研究開発のトピックの紹介を目指す。
受講者には授業計画に挙げたような各種の課題、話題のいずれかが割
り当てられる。各自で調査(書籍, Web, 論文など)を行った上で、資料
の作成と授業で発表する。さらに参加者で討論することで理解を深め
る。
本科目では、カリキュラム・ポリシーにも掲げる少人数による集中教
育を目指しているため、積極的な取り組みを期待している。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・新しい発電技術や環境・資源の現在の状況について、原理やその特
徴などの概要、現状での課題などを知る。
・研究開発や最新論文を調査する活動を通して、限られた時間の中で
技術の全体像や重要事項を効率よく把握するスキルを向上させる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

まず、各自の提出物である資料、講義での発表により評価が行われ、
成績の8割程度を決定する。充分な調査がなされたか、資料やプレゼ
ンテーションは丁寧に準備されたか、が評価ポイントである。
一方で、発表後の討論についての評価が成績の2割程度である。質
問、コメントが有効であるか、積極的であるか、などが重要である。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

(1) 太陽電池の基礎と応用: 山口真史ほか, 丸善, ISBN 978-4-621-08211-9
(2) エネルギー・ハーベスティングの最新動向: 桑野 博喜, シーエム
シー出版, ISBN 978-4781302812
(3) 「クリーン発電」がよくわかる本: 山本良一, 東京書籍,
ISBN4-487-80076-5
(4) 自然エネルギーの可能性と限界: 石川憲二, オーム社, ISBN
978-4-274-06808-9

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

高度な講義内容となるため、受講においては事前・事後の学習(目安と
して各2時間程度)を推奨する。
受講前には事前学習として該当テーマについてWeb等で調査をされた
い。
講義内容は学部に比べて高度なものとなるので、不明な点や興味を
持った事項について、受講後に追加で学習を行う必要がある。
方法として、参考文献や資料は本学図書館が所蔵、もしくは担当教員
が所有しているので必要であればコンタクトを取ること。
さらに、多くの学術論文誌はWebからアクセスできるようになってい
る(ただし学内からのアクセスのみ)ので、
Web of scienceなどの学内データベースの活用も試みること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. 序論
2. 結晶Si太陽電池
3. 薄膜Si太陽電池
4. 多接合および集光型太陽電池
5. 有機、色素増感太陽電池
6. 量子ナノ構造太陽電池
7. 燃料電池
8. 海洋温度差発電
9. バイオマス、生物発電
10. 地熱発電
11. 環境発電(振動、熱等)
12. 資源(シェールガス等)
13. 資源(レアアース、レアメタル)
14. 自然エネルギーの可能性と限界
15. まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H22010-01環境電気特論

前期 2  1 授業形態:講義住吉谷　覚
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラム・ポリシーの「ジェネラリスト育成」に基づき、電力の
発生、流通、利用過程の環境電気関連事象について講ずると共に、課
題を与え、調査報告を求める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

環境電気について学び考察し、説明できるようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

環境電気に関する理解度の質疑応答による評価(50％)と、与えられた
課題に関する調査報告に対する評価(50％)を合わせて、100点満点とし
て評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

学期の初めに、環境電気領域関連資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

電気工学関連の基礎的知識を習得済みであることが望ましい。
授業前には、テーマについての十分な文献調査を、計画的に各日1時
間程度、２～３日間実施すること。授業後には、計画的に各日1時間
程度、２～３日間、文献調査を継続し、授業内容を含め、新たに得ら
れた知見と共に整理し、まとめること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　１　　ガイダンス
　２　　電気環境（屋外）
　３　　電気環境（屋内）
　４　　電磁現象（屋外）
　５　　電磁現象（屋内）
　６　　静電気帯電
　７　　静電気放電
　８　　生体への影響（屋外）
　９　　生体への影響（屋内）
　１０　電気回路開閉による電気振動
　１１　周波数スペクトル
　１２　電気環境計測
　１３　サスセプティビリティ
　１４　イミュニティ
　１５　総括　



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H22015-01信号解析特論

前期 2  1 授業形態:講義江田　孝治
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　近年、ロボットや画像処理などさまざまな分野で、ディジタル信号
処理に関する知識が必要となっている。信号処理技術を使えるように
なると、自動運転車のような新しいシステムの開発が可能となるた
め、その技術の重要性は増している。
　信号処理は情報伝達の担い手である信号を処理の対象とし、様々な
信号を数学的に加工するための技術である。また信号処理の目的は、
得られた観測信号からその特性を抽出し評価することである。このこ
とから、信号の性質を詳細に調べることを目的とした信号解析は、信
号処理を行うための必須の知識といえる。
　この講義では、カリキュラム・ポリシーの「ジェネラリストを育成
する」に基づき、信号解析を行う際に重要となるフーリエ変換と
ウェーブレット変換について学ぶ。フーリエ変換は信号解析の基本と
して従来から使われてきたものである。これに対して、ウェーブレッ
ト変換は1980年代に誕生したものであり、信号から時間と周波数にか
かわる情報を同時に抽出することができるものである。そのため、
フーリエ変換では難しかった時間の経過とともに周波数が変化するよ
うな信号からも情報を得ることが出来る。また離散時間システムによ
るディジタル信号処理についても学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・フーリエ変換とウェーブレット変換について理解し、他者に説明す
ることができる。
・連続時間システムと離散時間システムによる信号処理について学
び、信号のディジタル処理について論ずることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

フーリエ変換やウェーブレット変換について説明することができ、離
散信号のディジタル処理について論ずることができるかを成績評価の
基準とする。
授業中の質疑応答による評価を50%、課題レポートによる評価を50%
として評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

和田成夫著、「よくわかる信号処理 - フーリエ解析からウェーブレッ
ト変換まで」、森北出版、2009年、3,200円、ISBN978-4-627-78581-6

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・授業前に各回のテーマを確認し、教科書の該当箇所を読んでおくこ
と。(60分)
・授業後は課題レポートをまとめながら各テーマの復習を行い、理解
を深めること。(60分)

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. 信号処理の基礎
2. フーリエ級数展開
3. 直交展開と直交射影
4. ウェーブレット級数展開
5. 多重解像度表現
6. フーリエ変換
7. ウェーブレット変換
8. 連続時間システム
9. 離散時間システム
10. サンプリング
11. 離散フーリエ変換
12. スペクトル解析
13. ディジタル信号処理システム
14. 高速信号処理システム
15. まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H22009-01自動制御特論

前期 2  1 授業形態:講義松岡　毅
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本科目では，カリキュラムポリシーにおける「ジェネラリスト育成」
の一環として，ロボット工学の発展の歴史とロボットに用いられてい
る様々な工学技術について理解することを目的とする．神話に登場す
る自動機械から始まって現在では工業分野から医療分野，さらにはア
ミューズメント分野にまで広く浸透しているロボットについて，工学
技術面の理解のみにとどまらない包括的な理解を得る．
授業は，英文書籍をゼミ形式で輪読する．担当者は，自分に与えられ
たトピックについて，英文を単に和訳するだけでなく，関連資料を自
分で探しそれらも併せて読み込んでいくことにより，トピックについ
てより深く理解しなくてはならない．

◎－－－　到達目標　－－－◎

与えられた英文書籍および関連資料の内容を十分に理解した上で，整
理して他人に説明できる．(態度・志向性)
・英語文献について，専門用語の理解を含め，内容を理解できる．(知
識・理解)
・読み取った内容を，自分が学習してきた工学知識の中に位置付ける
ことができる．(技能)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

英語力，内容の理解，および説明能力を，口頭発表および質疑応答に
より評価する．
評価の割合は以下の通りである．
・内容の理解(英語力を含む)の評価(50%)
・説明能力の評価(50%)

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

Ellen Thro "Robotics: Intelligent Machines for the New Century (Science and
Technology in Focus)", Facts On File, Inc., 2003.[ISBN:0-8160-4701-4]
Lisa Nocks "THE ROBOT: The Life Story of a Technology", THE JOHNS
HOPKINS UNIVERSITY PRESS, 2008.[ISBN:0-8018-9071-3]

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

学部レベルの英文読解力を身につけておくこと．発表の際には，事前
に資料をとりまとめ，推敲しておくこと．発表後は，指摘を受けた点
について考察し，まとめること．他学生の発表の回では，事前にその
回の内容分をよく読んで理解しておくこと．他学生の発表を聴いた後
は，自分でも関連資料を探して読んでみること．これらの事前，事後
の学習にはそれぞれ2時間，計4時間を充てること．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　　　　１．ロボット工学概説，およびビデオによる学習
　　　　２．The Robot Family Tree
　　　　３．Anatomy of a Robot
　　　　４．Robots on the Job Today
　　　　５．Artifical Intelligence
　　　　６．Intelligent and Advanced Robots
　　　　７．Space Robots-Past, Present, and Future
　　　　８．Robots, Society, and You
　　　　９．The Future of Robotics
　　　１０．Between Ritual, Myth, and Machene: Robot
Ancestors
　　　１１．Automata to Automation
　　　１２．Into the Factory: The First Robots
　　　１３．Smarter Machenes: Artificial Intellligence and
Robotics
　　　１４．Getting Around: Perception, Locomotion, and
Power
　　　１５．Robots among Us: The Latest Developments



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H22016-01電気エネルギーシステム特論Ⅰ

集中通年 2  1 授業形態:講義西嶋　喜代人、西田　貴司、根葉　保彦、花井　正広、小浜　輝彦
◎－－－　授業の概要　－－－◎

電気エネルギ－分野は、最近、機器技術から応用技術までの従来の枠を超え
て、急速な広がりを見せている。これれの技術を習得するには、社会の中での
重要性や必要性を意識した教育が不可欠である。そこで、産業界とも連携し、
国内外の著名な研究者技術者によるオムニバス形式の講義（討論を含む）や、
学生が積極的に企画・運営を行う合宿形式の研究発表・グル－プディスカショ
ン、国際会議での研究発表・討論参加を実施する。本講義は,特に日本語によ
るオムニバス形式の講義（討論を含む）、および学生が積極的に企画・運営を
行う合宿形式の研究発表・グル－プディスカションを実施する。
　このことによって、ジェネラリストの電気工学技術者を育成すると共に、プ
レゼンテ－ション能力等を有する全人的教育を目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　カルキュラムポリシ－による教育課程の編成目的である次の目標を満たす必
要がある。
[知識・理解に関すること]
電気エネルギ－、環境の諸問題を認識し、その課題に対し適切に対応できる技
術を提案できるようになること。さらに，グローバルな電気エネルギー利活用
の視点を修得して、効率的な思考を展開できるようになること。
[技能に関すること]
電気エネルギーの発生法に関するベストニックスと各電力機器の省エネルギー
の技術を身につけ、生産管理に有効に生かすことができるようになること。
[態度・指向性に関すること]
電気エネルギ－分野で活躍できる人材を育成するために、志向力とコミュニケ
－ション能力企画力と協働力を発揮できるようになること。日本での最新の開
発状況を理解し、その解決策についても考察できるようになること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．本学と他大学で開催される最新の技術と応用に関するオムニバス講義に参
加し、質問と討議に加わり、各担当教員へ参加報告書を提出して,評価を行
う。
２．５大学合同の合宿型討論会に参加し,企画運営やグル－プディスカッショ
ン力を高める。合宿授業終了後に授業の自己への効果について、レポ－トを各
担当教員へ提出して、評価を行う。
　具体的には、合宿型討論会への出席１回と、４回以上のオムニバスの講義の
参加と報告が必須であるが、合宿型討論会に参加できなかった場合、８回以上
のオムニバス講義の参加と報告を必須とする。報告書は受講後、速やかに指導
教員へ提出下さい。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

我が国の電気エネルギ－システム関連の技術と研究動向を把握するために、専
門的知識を常に吸収する努力とその知識と現状の課題との関係を見出す訓練を
継続的に行って欲しい。よって、図書館やインタ－ネットを利用し,最新の情
報を知るようにして欲しい。特に、エネルギ－・環境分野に関する新聞等を参
考に、専門的課題の発見に努める。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

１．オムニバス講義は、http://renkei.ees.kyushu-u.ac.jp/index.htmlに開催通知が掲
載されるので、事前に講義内容の関連事項の十分な準備学習を実施し、そして
講義に参加した後、講義時の疑問事項については徹底的に事後に学習する時間
を取って欲しい（60分程度）。なお、他大学開催の講義に参加する場合、事前
に当該大学に連絡すること。また,他大学への交通費支給の申請は本学の運営
委員を通して行って下さい。
２．合宿型討論会は、特定の課題に対して討論が進行し、その後、結論をまと
めて発表する一連の形態をとる。よって、普段から専門知識をもとに論理的な
結論へ到達できるよう訓練することを必要とする。なお、参加希望者は事前に
運営委員まで申し込んで下さい。宿泊費、交通費は参加者が自ら運営委員への
申請に基づき支給されます。
３．事前・事後学習は、各講義のテ－マに関する事前調査と、講義後の報告書
の作成のおための事後調査を十分行って下さい。図書館、インタ－ネット，新
聞等を活用下さい（９０分程度）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．我が国の電気エネルギ－分野で重要な技術と研究にお
いて、第一線で活躍されている技術者・研究者から基礎的
な事項から最先端の事項まで日本語にて講義をいただく。
　大学、研究機関、産業界からバランス良く講師を配置
し、興味をもち、やる気を喚起できるよう配慮する。
　５大学で、研究課題の特徴を生かしたオムニバス講義を
１０回程度実施するので、４回以上は本講義に参加するこ
とが評価の基準である。
２．合宿型討論会は、５大学の学生が一同に会して電気エ
ネルギ－分野の課題に対して討議する場である。産業界か
らの参加もあり、実務家との討議の場が提供される。この
合宿型の講義はオムニバス講義の４回分に相当し、評価に
は本討論会への参加と意見発表が必須である。
３．やむをえず合宿型討論会に参加できなっかた場合、オ
ムニバス講義のみの参加であるので、参加の総回数を８回
以上へ増やす。

　ところで、１５回のコマ数に対応する学習の方法と時間
配分は次のようにする。

〇１回のオムニバス講義の事前調査、参加と討論、報告書
の事後作成を２コマとする。よって、４回のオムニバス講
義に対して８コマ、そして８回のオムニバス講義に対して
１６コマとする。（８～１６コマ）
〇２日間の合宿型討論会の参加、討論、討論結果の発表を
８コマとする。
　従って、成績評価基準および方法に明示したように、最
低コマ総数として１６コマを確保している。
　なお、本学教員も授業支援を行う（3回）
　　

◎－－－　備考欄　－－－◎

オムニバス講義前に、関連情報を図書館を利用して調査
し、講義終了後の討論に参加出来るようにしておくこと。
さらに，日常から英会話や専門英語に触れておくこと。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H22017-01電気エネルギーシステム特論Ⅱ

集中通年 2  1 授業形態:講義西嶋　喜代人、根葉　保彦、花井　正広、小浜　輝彦
◎－－－　授業の概要　－－－◎

電気エネルギ－分野は、最近、機器技術から応用技術までの従来の枠を超え
て、急速な広がりを見せている。これれの技術を習得するには、社会の中での
重要性や必要性を意識した教育が不可欠である。そこで、産業界とも連携し、
国内外の著名な研究者技術者によるオムニバス形式の講義（討論を含む）や、
学生が積極的に企画・運営を行う合宿形式の研究発表・グル－プディスカショ
ン、国際会議での研究発表・討論参加を実施する。本講義は,特に英語による
オムニバス形式の講義（討論を含む）、および国際会議での研究発表・討論参
加を実施し、世界の電気エネルギ－分野のグロ－バルな課題に関する理解を深
める。
　このことによって、ジェネラリストの電気工学技術者を育成すると共に、プ
レゼンテ－ション能力等を有する全人的教育を目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　カリキュラムポリシーによる教育課程の編成目的である次の目標を満たす必
要がある。
[知識・理解に関すること]
欧米，東南アジアの電気エネルギーの最新の情報を取得し、その問題点を探求
できるようになること。
[技能に関すること]
日本に無い最新の電気エネルギーに関する技術を把握し、その課題の解決策と
して、導入されている方法を身につけるようになること。
[態度・指向性に関すること]
外国の研究状況を知ることによって、日本に不足している現状を明らかにする
と共に、英語によるコミニュケーシオン力を発揮できるようになること。　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．本学と他大学で開催される最新の技術と応用に関する英語によるオムニバ
ス講義に参加する前に十分な事前学習を行い、講義時には質問と討議に加わ
り、その後十分な事後学習を経て参加報告書を作成し、担当教員へ提出して,
評価を受ける。
http://renkei.ees.kyushu-u.ac.jp/index.html
２．研究成果を英語論文にまとめ投稿し、国際会議で発表して討論すること
で、国際的な研究活動を展開する。同時に、国外の同世代の研究者と接し、ま
た多くの新しい知見を得ることによって、国際人としての研究者・技術者を目
指す。参加学生は,発表するセッションの座長及び参加者に評価シ－トを記入
してもらい、その２部の評価シ－トは担当教員に提出して、評価を受ける。
　　なお、単位評価には、１回の国際会議での研究発表と４回以上のオムニバ
スの講義の参加と報告が必須である。
　しかし、国際会議での発表ができなっかた場合、８回以上の英語によるオム
ニバス講義の参加・討論と報告を必須とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

国内外の電気エネルギ－システム関連の技術と研究動向を把握するために、専
門的知識を常に吸収する努力とその知識と現状の課題との関係を見出す訓練を
継続的に行って欲しい。よって、図書館やインタ－ネットを利用し,最新の情
報を知るようにして欲しい。
　特に、文献調査、新聞報道を参考に、専門的課題の発見に努めると共に、英
語による発表や討論が重視されるので英会話力を高める努力を続けて欲しい。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

１．オムニバス講義は、http://renkei.ees.kyushu-u.ac.jp/index.htmlに開催通知が掲
載されるので、事前学習を十分に行い、講義に参加し、講義内容で理解でき
なっかた関連事項を事後学習によって明らかにして、指導教員へ提出する報告
書を作成してください（90分程度）。なお、他大学開催の講義に参加する場
合、事前に当該大学の主催者に連絡すること。また,交通費支給の申請を運営
委員を通して行って下さい。
２．国際会議での発表は、担当教員と相談して十分な事前準備を行って実施し
て下さい。また、発表後は質問内容や新しい知見について検討して下さい。な
お、国際会議に出席を希望する者は事前に運営委員までに申し込んで下さい。
国際会議参加のための宿泊費、交通費,登録料等は運営委員への申請に基づき
支給されます。希望者が多数の場合は,予算上制限される場合いもあります。
３．事前・事後学習は、各オムニバス講義のテ－マに関する十分な考察を展開
するために、図書館、インタ－ネット、新聞等を活用下さい（90分程度）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．我が国の電気エネルギ－分野で重要な技術と研究にお
いて、第一線で活躍されている技術者・研究者から基礎的
な事項から最先端の事項まで英語にて講義をいただく。
　大学、研究機関、産業界からバランス良く講師を配置
し、興味をもちやる気を喚起できるよう配慮する。
　５大学で、研究課題の特徴を生かしたオムニバス講義を
１０回程度実施するので、４回以上は本講義に参加するこ
とが評価の基準である。
２．国内外で開催される英語発表の国際会議にて、オ－ラ
ルまたはポスタ－にて発表し、参加者からの質問に対して
適切な回答を行う。国際人の自覚を元に電気エネルギ－シ
ステム分野の課題に対し意見交換する。
　電気エネルギ－システム分野は電気エネルギ－の発電、
送配電、電気利用の全ての領域を含んでいる。環境問題に
も対処する新しい
電気エネルギ－利活用を含め、多くの技術的課題を国際協
調のもとでプロジェクトを推進できる実践的な人材育成に
努める。

　ところで、１５回のコマ数に対応する学習の方法と時間
配分は次のようにする。

〇１回のオムニバス講義の事前調査、参加と討論、報告書
の作成と提出を２コマとする。よって、４回のオムニバス
講義に対して８コマ、そして８回のオムニバス講義に対し
て１６コマとする。（８～１６コマ）
〇国際会議での発表は、投稿原稿の作成、研究調査、発表
と質疑応答、終了後の報告書の作成と提出で８コマとす
る。
　従って、成績評価基準および方法で明示したように、最
低コマ数総数として　１６コマを確保している。
　なお、本学教員も授業支援を行う（５回）　　



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H22012-01電気回路特論

前期 2  1 授業形態:講義根葉　保彦
◎－－－　授業の概要　－－－◎

電気回路特論は，交流回路の基礎となるフェーザの概念や過渡現象の
解法および制御理論との関連など，交流回路を解析する上で必要な基
礎知識の習得を目指す。これらは，学部での電気回路と重複する部分
が多分にあるが，将来，電気回路の物理的解釈や検討を行う際に役立
つであろうと思われるからである。授業は、予め与えられた英語書籍
を輪読するゼミナール形式で行う。電気回路の分野は、数学，制御理
論などの知識を必要とするため、担当者は英語の専門用語の習得，書
籍に現れる方程式の導出まで行うなどの相当の予習が必要である。ま
た，回路動作の物理的解釈を十分に理解して説明，解説することによ
り，カリキュラム・ポリシーに記載されているプレゼンテーションの
基本を習得する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

交流回路における電源，回路素子の動的性質を理解し，説明できる。
種々の回路解析法を理解し，回路計算ができる。
複雑な回路計算や回路特性を説明できる。
英文専門用語を習得し，英文テキスト内容を理解できる。
プレゼンテーションで詳細な説明と質疑への回答ができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価の基準：回路動作の数学的表現および物理的解釈が理解でき
ることである。
評価の方法：課題（60%）、取組・発表，プレゼンテーション力の評
価(40%)

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

Electric Circuits(J.W.Nilsson, S.A.Riedel [ISBN　1-292-06054-9])

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

毎回行う内容について事前に各日１時間程度２～３日の学習を行い専
門用語などの意味を調べておくこと。また，毎週授業後においても，
各日１時間程度２～３日の学習によって，回路の理論的な動作などを
十分理解する。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1 Circuit Variables
2 Circuit Elements
3 Simple Resistive Circuits
4 Techniques of Circuit Analysis
5 The Operational Amplifier
6 Inductance, Capacitance, and Mutual Inductance
7 Response of First-Order RL and RC Circuits
8 Natural and Step Responses of RLC Circuits
9 Sinusoidal Steady-State Analysis
10 Sinusoidal Steady-State Power Calculations
11 Balanced Three-Phase Circuits
12 Introduction to the Laplace Transform
13 Active Filter Circuits
14 Fourier Series
15 Two-Port Circuits



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H21001-01電気基礎特別研究

２年通年 6  1 授業形態:演習西田　貴司
◎－－－　授業の概要　－－－◎

次世代の電子デバイスやその材料における開発、研究に必要な技術、
専門知識は電気基礎特別実験および電気基礎特論I・IIで系統的に学ん
だ。実際の研究開発においては、それらの知識を以下に活用するか、
さらには新しく作り出すかが重要になってくる。この科目では、具体
的な研究テーマに取り組む過程でそれらについて学び、電子デバイ
ス・材料での研究開発を進めるには何がキーポイントになるのか、狙
うのはどの部分か、どのように計画すると効率的に進捗するのか、期
待できる研究成果はいかなるものか、について学ぶ。
本科目では、カリキュラム・ポリシーにも掲げる少人数による集中教
育を目指しているため、積極的な取り組みを期待している。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・電子デバイス・材料の研究開発において、研究や社会状況の背景に
基づいて、新規性、独自性を研究目的を設定できる。
・有意義な成果を上げるための研究計画を立案、運用するスキルを身
につける。これによって、将来の研究開発者としての基盤を得る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

毎週のゼミや研究報告ミーティングでの発表、運営状況によって評価
する。作成した報告書や研究資料を重視し、その完成度、特に前記の
研究目的、新規性、成果を意識した内容になっているか、を重視す
る。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

各段階ごとに、対応する論文、参考書、テキストが渡される。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

高度な講義内容となるため、受講においては事前・事後の学習(目安と
して各2時間程度)を推奨する。
新しい知見を生み出すには、研究実施中は微妙な変化を見逃さないた
め常に観察力を高めて取り組むと共に、丁寧にもらさず記録を残す習
慣が大切である。それに加えて、実施前には文献調査により安全性、
結果の予測など十分な事前調査、実施後にはデータの整理、工夫を万
全に行い、なんらかの結論として後に残すようにする。これを怠る
と、思わぬトラブルに見舞われたり、努力が成果に結びつかない徒労
を繰り返すことになる。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

2年で総計60回分の課題実施に取り組む。おおよその内容
と分量の目処としては以下の通りである。
　1-5 研究の計画立案
　6-10 関連文献の調査
　11-30 電子デバイス・材料の実験研究
　31-40 実験データの整理、分析
　41-50 研究状況の進捗報告、検証
　51-60 研究資料・論文の作成
上記の内容は、順番に実施するのではなく、状況に応じ
て、並行して進められる。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H21001-02電気基礎特別研究

２年通年 6  1 授業形態:演習孟　志奇
◎－－－　授業の概要　－－－◎

コンクリートの欠陥は事故や災害に繋がる可能性が高く、内部状況の
診断が必要である。コア採取法では構造物に損傷を与える上、経済
的・時間的コストも高いため、一般的な検査は工事の要らない非破壊
検査が望ましい。今までの非破壊検査はX線やRCレーダによる診断が
主流だが、前者はフィルムの使用と安全管理のできる環境に限られ、
後者は精度が低い上わかりづらい。精度の高い内部画像を構成する技
術の開発は実用的課題である。
本研究ではカリキュラム・ポリシーの「専門分野の先端的な知識の修
得」に基づき、コンクリート診断の技術を開発する。コンクリート構
造物による電波散乱を数値的に解析し、その内部の構造を推定する手
法を確立する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

電磁波の伝搬・散乱を解析できる
最適化・AIに関する理論を説明できる
学習した最適化・AIに関する知識の応用ができる
自ら課題解決に積極的・持続的に取り組むことができる

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

理解度の質疑応答（30%）：到達目標としている内容について自分の
言葉で正確に説明できているか
研究成果（30%）：十分な実験をしてデータを集めることができたか
レポート（30%）：自分の見解を明確に記述することができたか
プレゼン（20%）：研究発表会・学会などで口頭で発表できたか

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

理解度・研究進捗状況に応じて参考書・論文を紹介する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前に関連する知識を参考書・論文により調査・予習をし（60分）、
事後に内容をきちんと整理・検討しながら、研究を進めること（120
分）。
自主的・積極的に取り組むこと。理解度や実験進捗等により内容を適
宜調整する可能性がある。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

2年通年計60週分の授業時間の中で、下記の内容を理解
度・研究進捗状況に合わせてアレンジして展開し、調査・
研究を進める。

電波回折トモグラフィの基本知識: 5週程度
コンクリート構造物に散乱された電磁波の数値解析: 15週
程度
最適化法の理論と応用: 15週程度
AI関連技術: 10週程度
解析データのCG表現法: 5週程度
研究発表・論文の作成: 10週程度



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H21002-01電気基礎特別実験

２年通年 4  1 授業形態:実験西田　貴司
◎－－－　授業の概要　－－－◎

新しい電気材料の研究開発に必要な材料作製、評価について電気基礎
特論で学んだが、この授業では実際に実験に取り組んで、実質的な知
識を体得する。さらに、得られた試料、データについて考察したり、
他の研究例との比較による位置づけの把握、また、新規研究のための
装置開発の経験を経ることで、材料開発の準備やアウトプットについ
ても経験する。
本科目では、カリキュラム・ポリシーにも掲げる少人数による集中教
育を目指しているため、積極的な取り組みを期待している。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・実際の研究開発においては必要な各種装置のオペレーション、デー
タの解析など基礎知識に基づいた実験の実施知識を獲得できる。
・実験データの解析および考察から、得られた知見は何であるのか、
関連研究の調査から知見はどのような価値を持つのか、といった議論
を経て、新しい知識を生み出すスキルを獲得する。
・新知識、新技術を生み出すために装置やプログラムも独自の工夫や
開発を行うことを学ぶ。
・研究開発に伴う実験とその周辺について取り組んで、実践的な知識
の獲得を目指す。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業では各自実験、発表を行い、全員で討論を行う。そのため資料収
集や授業での発表、質問への解答状況を見て総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

各段階ごとに、対応する論文、参考書、テキストが渡される。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

受講前には事前学習として該当テーマについてWeb等で調査をされた
い。高度な講義内容となるため、受講においては事前・事後の学習(目
安として各2時間程度)を推奨する。
講義内容は学部に比べて高度なものとなるので、不明な点や興味を
持った事項について、受講後に追加で学習を行う必要がある。
これらについて、自主的・積極的に取り組むこと。
高度な講義内容となるため、受講においては事前・事後の学習(目安と
して各2時間程度)を推奨する。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

週2回で全60週分
1-5. 材料の作製
6-10. 材料の微細加工とテストデバイスの作製
11-15. 形状の測定
16-20. 組成の測定
21-25. 結晶構造の測定
26-30. 電気特性の測定
31-35. データの解析と考察
36-40. 関連論文の調査
41-45. 知見のまとめと報告資料の作成
46-50. 作製装置の製作もしくは開発
51-55. 電気測定装置の開発・製作
56-60. 装置制御プログラムの開発・製作



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H21002-02電気基礎特別実験

２年通年 4  1 授業形態:実験孟　志奇
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラム・ポリシーの「専門分野の先端的な知識の修得」に基づ
き、特別研究を進めるために必要なアルゴリズムを考案し、コン
ピュータプログラムの作成や実験を行う。具体的には、コンクリート
建造物の様々なケースの数学的モデルを作成してコンピュータ上で電
波散乱の数値実験を行い、実験のデータからコンクリート建造物の内
部形態を可視化するソフトを開発する。実験結果を整理・分析してレ
ポートにまとめる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

コンピュータシミュレーションによる数値実験の手法を説明できる
実験データの整理・分析することができる
実験結果を合理的に説明することができる

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

理解度の質疑応答（60%）：到達目標としている内容について自分の
言葉で正確に説明できているか
レポート（40%）：自分の見解を明確に記述しているか

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

理解度・進捗状況に応じて参考書・論文を紹介する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前に関連する知識を参考書・論文により調査・学習し（60分）、事
後に計算・実験結果をきちんと整理・検討する（90分）。
自主的・積極的に取り組むこと。理解度や実験進捗等により 内容を適
宜調整する可能性がある。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

2年通年計60週分の授業時間で、下記の内容を適切にアレ
ンジして展開し、プログラムの作成と実験データの収集・
分析を進める。

微分方程式解析用プログラムの作成: 5週程度
コンクリート診断用プログラムの作成: 15週程度
最適化用プログラムの作成: 15週程度
AIテクニックの利用: 10週程度
実験結果のCG表現用プログラムの作成: 5週程度
実験結果の分析・まとめ: 10週程度



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H21002-03電気基礎特別実験

２年通年 4  1 授業形態:実験江田　孝治
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　カリキュラム・ポリシーの「ジェネラリストを育成する」に基づ
き、コンピュータを利用した画像処理の手法について知識を深め研究
を行う。
　画像処理はディジタルカメラのような映像機器だけではなく、ロ
ボットや自動車、産業機器など様々な分野で用いられている重要な技
術の一つである。
この授業では、画像の実数型直交変換の変換係数の符号を用いた画像
処理手法について研究する。実数型直交変換は、離散フーリエ変換を
一般化したものであり、DCTやアダマール変換、ハール変換などがあ
る。これらの変換係数の符号は画像信号の位相成分を情報として持
つ。このため、画像の変換係数の符号のみを用いて画像照合や画像分
類などを行うことができる。このような変換係数の符号が持つ特徴を
利用して、新たな画像処理手法について研究を行う。さらに得られた
結果を学会で発表し、修士論文としてまとめる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・画像の周波数解析について理解し、他者に説明することができる。
・画像の実数型直交変換について理解し、他者に説明することができ
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

画像の周波数解析と実数型直交変換について説明することができるか
を成績評価の基準とする。
研究成果の発表内容を60%、課題への取り組み状況を40%として総合
的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

【テキスト】
使用しない。必要に応じて資料を配布する。
【参考文献】
田村秀行編著、「コンピュータ画像処理」、オーム社、2002年、3,000
円、ISBN4-274-13264-1
末松 良一・山田 宏尚 著、「画像処理工学（改訂版）」、コロナ社、
2014年、3,000円、ISBN978-4-339-04407-2

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・フーリエ変換についての基礎知識を習得しておくことが望ましい。
・問題解決のため文献調査を行い、事前に要旨をまとめておくこと。
(120分)
・学んだテーマについてのプログラムを作成し、その動作を確認しな
がら復習を行い、理解を深めること。(120分)

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

週2回で全60週分の授業を下記の内容で進める。関連論文
の調査は、他のテーマと並行して行うことがある。

1～7. 画像処理の基礎
8～15. コンピュータビジョンの基礎
16～23. 画像の周波数解析
24～30. 画像の実数型直交変換
31～37. 機械学習を用いた画像認識
38～45. 実数型直交変換の符号とその応用
46～50. 関連論文の調査
51～60. 研究成果のまとめと報告書の作成



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H21003-01電気基礎特論Ⅰ

通年 4  1 授業形態:講義西田　貴司
◎－－－　授業の概要　－－－◎

次世代の電気応用の発展のために、その基礎として新材料の研究開発
がますます重要になっている。この講義では、最先端の電気材料の作
製手法とその周辺技術について学ぶ。並行して、最近の技術開発の動
向や、実際の問題点や研究例についても触れ、自身でも調査すること
を通して、研究開発に必要な実践的な知識を獲得する。
本科目では、カリキュラム・ポリシーにも掲げる少人数による集中教
育を目指しているため、積極的な取り組みを期待している。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・作製装置の取り扱いに関する基礎知識を得て、実際の運用が出来る
ようになる。
・材料開発の記事や各種報告を理解し、技術開発における位置づけ新
規性や問題点、などを判断、議論できるようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業は、講義を聴くだけではなく、関連したテーマの内容で各自発
表・レポートの作成を行い、全員で討論を行う。そのため資料収集や
授業での発表、質問への解答状況を見て総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

各段階ごとに、対応する論文、参考書、テキストが渡される。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

受講前には事前学習として該当テーマについてWeb等で調査をされた
い。
講義内容は学部に比べて高度なものとなるので、不明な点や興味を
持った事項について、受講後に追加で学習を行う必要がある。
これらについて、自主的・積極的に取り組むこと。
高度な講義内容となるため、受講においては事前・事後の学習(目安と
して各2時間程度)を推奨する。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. はじめに
2. デバイスと構造
3. デバイスと作製プロセス
4. デバイスと加工プロセス
5. 材料と資源
6. 材料と環境
7. 材料と経済
8. 真空蒸着(概要)
9. 真空蒸着(蒸発源)
10. MBE法
11. スパッタリング(原理)
12. スパッタリング(AC/DC)
13. スパッタリング(マグネトロン)
14. CVD法
15. レーザーアブレーション法
16. sol-gel法
17. CSD法
18. インクジェット法
19. フォトリソグラフィ
20. その他のリソグラフィ
21. CZ法, FZ法
22. セラミックス(混合)
23. セラミックス(仮焼)
24. セラミックス(焼成)
25. 真空、ガスの取り扱い(概要)
26. 真空、ガスの取り扱い(安全)
27. 真空、ガスの取り扱い(機材)
28. 電力、電源の制御
29. 水、温度の制御
30. まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H21003-02電気基礎特論Ⅰ

通年 4  1 授業形態:講義孟　志奇
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本科目及びこれに続く「電気基礎特論Ⅱ」はカリキュラム・ポリシー
の「専門分野の先端的な知識の修得」に基づき、特別研究の目的を達
成するために必要とされる知識を習得する。
「電気基礎特論I」では主に関数最適化・AIに関する理論と方法を学習
する。簡単な1次元最適化問題から入門し、最適化の分野で扱う問
題・考え方および解析手法を学んでから、複雑な多次元最適化問題に
取りかかる。従来の降下法範疇の方法を習い、局所的最適化法の優劣
を理解する。更に、AIのアルゴリズムを学習し、その仕組みを理解す
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

次の内容を理解し、関連するテクニックを身につける。

最適化の必要性
最適化の数学的表現
1次元最適化の手法
多次元最適化の手法
AIの考え方・アルゴリズム

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

理解度の質疑応答（60%）：到達目標としている内容について自分の
言葉で正確に説明できたか
レポート（40%）：得られたデータについて自分の見解を明確に記述
できたか

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

理解度に応じて参考書・論文を紹介する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前に関連する知識を参考書・論文により調査・学習し（60分）、事
後に学習した内容をきちんと復習・整理して理解を深める（90分）。
自主的・積極的取り組むこと。
理解度や実験進捗等により内容の適宜調整がありうる。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

最適化とは
一次元最適化の考え方
黄金分割法
割線法
多次元最適化の考え方
山登り法(1)
山登り法(2)
ニュートン法(考え方)
ニュートン法(アルゴリズムの実装)
ニュートン法(終了条件と誤差)
ニュートン法(数値例)
ニュートン法(改善点)
共役勾配法(考え方)
共役勾配法(アルゴリズムの実装)
共役勾配法(数値例)
共役勾配法(改善点)
制約条件(考え方)
制約条件(数値例)
制約条件(改善点)
AIの考え方
AIのアルゴリズム(単純パーセプトローン)
AIのアルゴリズム(学習の仕組み)
AIのアルゴリズム(単純パーセプトローンの実装)
AIのアルゴリズム(数値例)
AIのアルゴリズム(学習効果分析)
AIのアルゴリズム(活性化関数)
AIのアルゴリズム(畳み込み層)
AIのアルゴリズム(誤差の逆伝搬法)
AIのアルゴリズム(多層ニューラルネットワークの実装)
AIのアルゴリズム(数値例)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H21003-03電気基礎特論Ⅰ

通年 4  1 授業形態:講義江田　孝治
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この講義では、カリキュラム・ポリシーの「ジェネラリストを育成
する」に基づき、コンピュータビジョンの研究を進めていく上で必要
不可欠な知識について専門書籍を輪読し、主に静止画像の処理につい
て学習する。
静止画像処理は1960年代から研究されており、様々なアルゴリズムが
提案されている。それらのアルゴリズムを用いることによってどのよ
うな処理結果が得られるのかを実際にプログラムを作成しながら学
ぶ。
　前半で学ぶ、画像処理の基礎と画像変換はこの講義で最も重要な
テーマである。画像処理の基礎では、ノイズ除去とリサイズ、しきい
値処理など基礎的な画像処理技術について学ぶ。これらの技術は画像
処理の研究を行う際によく使われるものである。また画像変換では、
フィルタ処理や直交変換について学ぶ。特に画像の直交変換は、画像
圧縮、画像解析、画像認識などでよく用いられるため、必ず習得すべ
きテーマと言える。画像の直交変換には複数の手法があるが、ここで
は代表的な離散フーリエ変換と離散コサイン変換、アダマール変換に
ついて学ぶ。
　講義では専門書を読みながら解説を行うが、各自で実際にプログラ
ムを作成することによって、各アルゴリズムがどのように動作するの
かも身につける。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・コンピュータビジョンの基礎知識を習得し、他者に説明することが
できる。
・画像処理における各種ディジタルフィルタについて理解し、他者に
説明することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

コンピュータビジョンに関する基礎知識とディジタルフィルタについ
て説明することができるかを成績評価の基準とする。
課題レポート（70%）および授業中の質疑応答（30%）によって総合
的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

詳解OpenCV、オライリージャパン、2009年、4,600円、
ISBN978-4-87311-413-2

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・事前に授業計画の該当範囲のテキストを読んでおくこと。(60分)
・授業後はプログラムを作成し動作を確認しながら復習を行い、理解
を深めること。(120分)

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. 画像処理の基礎
2. 平滑化
3. 画像のモルフォロジー
4. リサイズ
5. 超解像処理
6. しきい値処理
7. 画像変換の基礎
8. コンボリューション
9. 勾配と微分フィルタ
10. 輪郭線抽出
11. アフィン変換
12. 直交変換の基礎
13. 離散フーリエ変換
14. コンボリューションと離散フーリエ変換
15. 離散コサイン変換
16. アダマール変換
17. 距離変換
18. コントラスト変換
19. 画像のヒストグラム
20. 画像のマッチング
21. 輪郭検出の基礎
22. メモリストレージ
23. チェインコード
24. 輪郭のマッチング
25. 部分領域と分割
26. 背景除去
27. 画像修復
28. 平均シフト分割
29. Delaunay三角分割法
30. まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H21004-01電気基礎特論Ⅱ

通年 4  1 授業形態:講義西田　貴司
◎－－－　授業の概要　－－－◎

最先端の材料研究においては基礎物性の評価、解析を経て、メカニズ
ムの解明が重要課題となり、ブレークスルーにつながる場合が多い。
この講義では最近の電気材料の研究開発で利用されている各種評価手
法について学ぶ。それと並行して、実際の研究論文を読み、手法がど
のように用いられているか、データから何がわかるのかについて実際
に知り、自身の今後の研究に有用な知見を得る。
本科目では、カリキュラム・ポリシーにも掲げる少人数による集中教
育を目指しているため、積極的な取り組みを期待している。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・評価法からどのような情報が得られるのか、手法の原理と特徴、限
界について知る。
・実際の問題において最適な評価手法の選択が出来るようになる。
・実例として学術論文を通読し、深い理解を得る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業では、講義を聴くだけではなくテーマに関連した内容で、各自発
表・レポート作成を行い、全員で討論を行う。そのため資料収集や授
業での発表、質問への解答状況を見て総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

各段階ごとに、対応する論文、参考書、テキストが渡される。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

受講前には事前学習として該当テーマについてWeb等で調査をされた
い。
講義内容は学部に比べて高度なものとなるので、不明な点や興味を
持った事項について、受講後に追加で学習を行う必要がある。
これらについて、自主的・積極的に取り組むこと。
高度な講義内容となるため、受講においては事前・事後の学習(目安と
して各2時間程度)を推奨する。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. はじめに
2. 電子、イオンと表面の性質: 電荷の種類
3. 電子、イオンと表面の性質: エネルギー
4. 電子、イオンと表面の性質: 拡散
5. 膜厚、形状の測定法: マクロレベル
6. 膜厚、形状の測定法: ミクロ
7. 電子顕微鏡: SEM
8. 電子顕微鏡: TEM
9. 電子顕微鏡: 拡張
10. 走査型プローブ顕微鏡: STM
11. 走査型プローブ顕微鏡: AFM
12. 走査型プローブ顕微鏡: SPM
13. X線回折法: 概要
14. X線回折法: θ-2θ
15. X線回折法: 極点図
16. X線回折法: 逆格子空間
17. 蛍光X線組成分析: 概要
18. 蛍光X線組成分析: EDX
19. 蛍光X線組成分析: WDX
20. SIMS組成分析
21. 光電子分光法
22. ラマン分光法
23. 電気特性測定法: DC
24. 電気特性測定法: AC
25. 温度測定法: 電気測定
26. 温度測定法: 熱測定
27. 測定系の制御: 自動制御
28. 測定系の制御: コンピュータ制御
29. データ解析手法
30. まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H21004-02電気基礎特論Ⅱ

通年 4  1 授業形態:講義孟　志奇
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラム・ポリシーの「専門分野の先端的な知識の修得」に基づ
き、特別研究の目的を達成するために、電気基礎特論Iに引き続き必要
な知識を習得する。
電気基礎特論IIでは、主に電波伝搬・散乱に関する知識およびその解
析テクニックを学習する。電界と磁界およびその変化はマクスウェル
の方程式に満たすため、時間的に規律的変化する電磁波の数学的表現
である「波動方程式」はマクスウェルの方程式から導出される。波動
方程式を解くことにより電波伝搬・散乱の振る舞いが得られる。しか
し、波動方程式は微分方程式であり、特に簡単なケースを除いてその
解析は高度な数値解析テクニックが必要である。周波数領域と時間領
域の両面で数値解析法を学び、関連するテクニックを身につける。

◎－－－　到達目標　－－－◎

 次の内容を理解し、関連する数値解析テクニックを身につける。

波動方程式
数値解析法

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

理解度の質疑応答（60%）：到達目標としている内容について自分の
言葉で正確に説明できるか
レポート（40%）：得られたデータについて自分の見解を明確に記述
できるか

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

理解度に応じて参考書・論文を紹介する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前に関連する知識を参考書・論文により調査・学習し（60分）、事
後に学習した内容をきちんと復習・整理して理解を深める（90分）。
自主的・積極的取り組むこと。
理解度や実験進捗等により内容の適宜調整がありうる。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

波動方程式(概要)
波動方程式(導出)
波動方程式(簡単な場合の解析解)
波動方程式(各パラメータの影響)
周波数領域における数値解析(概要)
周波数領域における数値解析(アルゴリズムの実装)
周波数領域における数値解析(数値例)
応用テクニック(励振1)
応用テクニック(励振2)
応用テクニック(励振3)
応用テクニック(導体1)
応用テクニック(導体2)
応用テクニック(導体3)
応用テクニック(誘電体1)
応用テクニック(誘電体2)
応用テクニック(誘電体3)
応用テクニック(総合)
時間領域における数値解析(概要)
時間領域における数値解析(アルゴリズムの実装)
時間領域における数値解析(数値例)
応用テクニック(励振1)
応用テクニック(励振2)
応用テクニック(励振3)
応用テクニック(導体1)
応用テクニック(導体2)
応用テクニック(導体3)
応用テクニック(誘電体1)
応用テクニック(誘電体2)
応用テクニック(誘電体3)
応用テクニック(総合)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H21004-03電気基礎特論Ⅱ

通年 4  1 授業形態:講義江田　孝治
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この講義では、カリキュラム・ポリシーの「ジェネラリストを育成
する」に基づき、コンピュータビジョンの研究を進めていく上で必要
不可欠な知識について専門書籍を輪読し、主に動画像の処理について
学習する。さらに動画像処理ではリアルタイム性が重要となるので、
その技術についても解説を行う。
　動画像処理にも様々な目的があるが、ここでは主に撮影された映像
から何らかの物体を検出することについて学ぶ。人は画像を見てそこ
に何が存在しているのか瞬時に判断することができるが、撮影された
映像はコンピュータの中では2次元に数値が並んでいるだけである。
この数値の列から物体の形状などを識別、検出するために様々な手法
が提案されている。従来は画像信号の相関から検出したい物体との類
似度を計算していたが、近年では人と同じように画像データを学習を
することによって画像認識を行う機械学習が用いられている。機械学
習を用いることによって検出したい物体のルールやパターンが抽出さ
れ、従来よりも柔軟に画像認識が行えるようになった。
　講義では専門書を読みながら解説を行うが、各自で実際にプログラ
ムを作成することによって、各アルゴリズムがどのように動作するの
かも身につける。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・コンピュータビジョンの基礎知識を習得し、他者に説明することが
できる。
・機械学習を用いて動画像の中から人物の顔の追跡や物体検出につい
て理解し、他者に説明することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

コンピュータビジョンの基礎知識と機械学習を用いた物体検出につい
て説明することができるかを成績評価の基準とする。
課題レポート（70%）および授業中の質疑応答（30%）によって総合
的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

詳解OpenCV、オライリージャパン、2009年、4,600円、
ISBN978-4-87311-413-2

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・事前に授業計画の該当範囲のテキストを読んでおくこと。(60分)
・授業後はプログラムを作成し動作を確認しながら復習を行い、理解
を深めること。(120分)

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. トラッキングの基礎
2. 不変特徴量
3. オプティカルフロー
4. 平均値シフトとcamshiftトラッキング
5. モーションテンプレート
6. Kalmanフィルタ
7. カメラモデル
8. キャリブレーションモデル
9. ひずみ補正
10. キャリブレーションのまとめ
11. Rodrigues変換
12. 投影
13. アフィン変換と透視変換
14. ステレオ画像処理
15. 動画像からの3次元復元
16. 機械学習の基礎
17. 教師あり学習と教師なし学習
18. MLライブラリの基礎
19. マハラノビス距離
20. K-means
21. 単純ベイズ分類器
22. 二分決定木
23. ブースティング
24. ランダムツリー
25. 顔検出器
26. Haar分類器
27. K近傍
28. 多層パーセプトロン
29. サポートベクトルマシン
30. まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H22008-01電気絶縁特論

前期 2  1 授業形態:講義花井　正広
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　電気絶縁技術は、高電圧で大量の電気エネルギーを経済的に伝送す
る必要性から、発展してきたものである。
　高電圧技術は、工場や発電所の煙道ガスから大量のダストを取り除
く電気集塵機、汚水処理場の廃棄物から悪臭を取り除くオゾン発生
器、自動車などの静電塗装、コピー機、エックス線発生装置、電子顕
微鏡の電源など広く用いられている。さらに最近の電子工業では、電
極の放電加工、半導体LSIの微細加工、表面窒化などの表面の加工、
改質にも高電圧技術が用いられている。
　以上のように、高電圧を利用している産業や製品は多数あり、これ
を支える電気絶縁技術は、電器産業分野だけでなく、多くの他の近代
産業に対しても重要な役目を果たしている。
　本講義は、カリキュラムポリシーの専修部門の科目に相当し、どの
ような分野で高電圧を適用しているかを具体的に理解すると共に、電
気絶縁技術の基礎的な内容について、各自で調査し、発表、質疑応答
をしながら理解を深める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．どのような分野で高電圧を適用しているかを具体的に理解し説明
できる。
２．高電圧技術の発展状況、雷および過電圧の発生について理解し説
明できる。（知識・理解）
３．各種高電圧電力機器に用いられている気体、液体、固体の絶縁特
性について理解し説明できる。（知識・理解）
４．高電圧機器の設計・開発に必要な電気絶縁の基礎知識を理解し説
明できる。（知識・理解）
５．分からないところは積極的に質問する態度が身につく。（態度・
志向性）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業計画に示したテーマ２から１４に関した内容に対して、指名さ
れたテーマについて発表を行い、全員で質疑応答をおこなう。資料の
収集状況20％、発表用PPTの出来具合20％、発表30％、自他の発表に
対しての質疑応答状況30％の配分で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは特に定めない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　事前学習として、自分が発表する課題に対しては、十分な資料収集
をこない、パワーポイントを作成しておくこと。 自分が発表する課題
の事前学習は3時間を目安とする。
　また、事後学習として、発表において指摘された問題点等について
十分に検討し、次の授業において発表すること。各回の事後学習は1
時間を目安とする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

授業では、以下の２から１４に示したテーマに対して、指
定されたテーマに対して各自発表をおこない、全員で質疑
応答をおこなう形式とする。
１．授業の進め方、高電圧を適用している分野の具体例
２．高電圧技術の必要性
３．高電圧レベルの分類、およびその意味
４．高電圧技術の歴史的発展
５．電力系統の構成要素、安定性
６．過電圧
７．絶縁協調
８．遮断器、避雷器の発展
９．絶縁破壊現象（気体）
１０．絶縁破壊現象（真空）
１１．絶縁破壊現象（液体）
１２．絶縁破壊現象（固体）
１３．複合絶縁の必要性
１４．絶縁破壊に及ぼす環境的、時間的要因
１５．まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H22004-01電磁解析特論

後期 2  1 授業形態:講義孟　志奇
◎－－－　授業の概要　－－－◎

電磁波は通信・探査などの分野で幅広く利用されている。その伝搬様
子の解析は理論・応用両面で必要である。
この授業ではカリキュラム・ポリシーの「専門分野の先端的な知識の
修得」に基づき、電磁波伝搬の解析法について学ぶ。具体的には波の
数学的表現であるマクスウェルの方程式及び微分方程式の差分化・離
散化による数値解析手法を学び、電波伝搬の数値解析を行う。演習問
題を解きながら理解を深める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

マクスウェルの方程式を説明できる
異なる媒質の境界面における電磁界の性質を説明できる
差分法による微分方程式を数値解析できる
時間領域における電波伝搬の解析の基本的考え方を説明できる
典型的な電波伝搬の数値シミュレーションができる

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

理解度の質疑応答（60%）：到達目標としている内容について自分の
言葉で正確に説明できるか
レポート（40%）：得られたデータについて自分の見解を明確に記述
できるか

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

毎回プリント配布。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

数値解析にはコンピュータプログラムの作成が必要である。プログラ
ミング（編集・コンパイル・実行）のできる計算機環境を用意し、計
算機言語の基本知識を習得しておくこと。
事前に関連する知識を参考書・論文により調査・学習し（60分）、事
後に学習した内容をきちんと復習・整理して理解を深める（90分）。
自主的・積極的取り組むこと。
理解度や実験進捗等により内容の適宜調整がありうる。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

マクスウェルの方程式と電磁波の数学的表現(1)
マクスウェルの方程式と電磁波の数学的表現(2)
差分法による微分方程式の数値解析(1)
差分法による微分方程式の数値解析(2)
境界条件
時間領域における電波伝搬数値解析の基本的考え方
FDTD法の基本(概要)
FDTD法の基本(定式化1)
FDTD法の基本(定式化2)
吸収境界(1)
吸収境界(2)
アルゴリズムの実装
数値解析演習(1)
数値解析演習(2)
数値解析演習(3)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H21201-01電力工学特別研究

２年通年 6  1 授業形態:演習西嶋　喜代人
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　大容量の電力輸送と変換は、高電圧機器の絶縁技術に支えられている。運転中の絶
縁材料劣化や異常電圧の侵入に対して最適な絶縁技術を開発すれために、高電圧電界
下での火花破壊を誘発する放電プラズマ現象の解明が不可欠である。
　電界の数値解析、電子の衝突電離解析、放電発光診断、放電モデルの開発、レ－ザ
電離プラズマ制御等の放電物理や環境放電応用の分野を含む研究を展開している。特
に、実験結果と数値解析に基づく検討から、放電のメカニズムの電気物理的解明に取
り組んでいる。
　最近の得られた主な結果は次のようなものである。
①大気圧空気で発生するストリ－マ放電の気体温度を精密計測し、気体加熱とストリ
－マ発光形態の変化を関係づけた。
②大気圧空気とガラスの境界面で発生する沿面放電過程の詳細を明らかにし、放電
チャネルの気体加熱を定量的に明らかにした。
③各種電気絶縁材料の表面帯電とその電荷の減衰機構を明らかにした。特に、材料物
性と材料の厚さに依存した電荷減衰機構の変化を実験的に検証した。
④大気圧空気のコロナ放電の２次元的気体温度の計測法を開発し、コロナ放電プラズ
マ応用の分野への適応を検討している。
　このことによって、ジェネラリストの電気工学技術者を育成すると共に、プレゼン
テ－ション能力等を有する全人的教育を目指す。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

　カリキュラムポリシ－による教育課程の編成目的である次の目標を満たす必要があ
る。
[知識・理解に関すること]
研究の目的を理解し，問題点を整理し、解明のポイントを探り、実験装置を構築し
て、その実験結果から得られた成果を抽出し、論文にまとめ発表する一連の能力を身
に付けること。
[技能に関すること]
研究活動で遭遇する困難を克服する方法を見出す能力を持てるようになること。実験
結果をまとめ、研究論文とする力や、その成果を効果的に発表する能力を身につける
こと。
[態度・指向性に関すること]
研究課題を見つけ、その解決法を検索し，実行して新規性のある事項を見出す能力を
つけること。

③自分の専門分野の勉強だけではなく、関連した分野を広く知ることの重要性を意識
することができるようになること。
④研究室の仲間と共同して研究に取り組む姿勢が大切であることを分かるようになる
こと

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　研究課題の実施によって得られた成果が学会等で適切に公表されたか。また、実験
計画から実験実施、デ－タ整理、問題点の抽出、論文作成と発表の一連の作業におい
て、主体的に取り組んでいるか。さらに、研究課題に対して内外の文献を十分調査
し、オリジナルなものであるか。　自立した研究開発者としての能力を総合的に判断
する。特に、研究者倫理についての視点があるかどうかも評価の対象となる。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

研究テ－マに関する参考文献は工学部図書館等で収集する。特に、指導教員から指示
された文献は、その内容について十分に解釈しておくこと。学会等で積極的に発表す
ると共に、広範囲の研究情報を得るように心懸けること。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

修士論文テ－マ全体にわたり、研究の背景、社会的課題、そして研究の成果の寄与
等、十分に検討され論点が明白であるか、常に指導教員と討論しながら進行するこ
と。
　電力工学の視点より、事前に研究内容との関連事項を広範かつ具体的に図書館や自
宅で調べると共に、講義後での不明な点は
事後学習にて理解出来るよう努力すること（90分×15回）。
　計算機シミュレ－ション技法も研究で用いるので、自分でプログラミングできる
か、過去のプログラミング例を参考にしながら、実験結果の検討に利用できるレベル
まで理解を深めておくこと。
　専門的な用語、物性、計測等、研究と関連する事項は極めて広範囲である。研究テ
－マに関連した専門分野についても興味を持ち、その応用価値について外国文献の事
前・事後学習を行って下さい（90分×15回）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

本授業は週２回で全６０週分に該当する。
（１）電力高電圧分野での電気絶縁問題や放電プラズマ分
野の環境応用に関する研究課題について、国内外の情報・
文献を調査し、研究の目的と課題を抽出する。1～10週分
に該当する。
（２）研究目的を達成するために、実験装置の設計および
モデリングの数値計算コ－ドの開発を行う。11～20週分に
該当する。
（３）実験と計算機シミュレ－ションを実行して、その結
果から、研究方針の妥当性を検証し、次への研究方策を探
る。21～30週分に該当する。
（４）得られた研究成果の一部を学会にて公表し、研究の
社会的有効性を確認する。31～40週分に該当する。
（５）注目すべき研究成果は学会論文誌等へ投稿する。41
～45週分に該当する。
（６）学会で発表した研究成果に基づいて、指導教員のア
ドバイスを受け、修士論文を作成する。46～58週分に該当
する
（７）修士論文内容は電気工学専攻の発表会で口頭発表す
る。59～60週分に該当する。

（１）～（７）の内容を実行するために、正規授業と休暇
の期間を有効に利用して、毎週少なくとも１コマ９０分で
６コマ以上の研究時間を確保する。２年間の指導期間で、
修士論文作成と学会発表へ繋げる。　

◎－－－　関連URL　－－－◎

電力・高電圧・放電プラズマ
(http://te.tec.fukuoka-u.ac.jp/nishijima/index.html)

◎－－－　備考欄　－－－◎

研究課題に関連した論文をできるだけ多く読み、自分の論
文の新規性を確認すること。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H21201-02電力工学特別研究

２年通年 6  1 授業形態:演習花井　正広
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　複合絶縁において、破壊機構の解明は、電力系統の外部絶縁設計や
高電圧機器の内部絶縁設計及び絶縁信頼性の向上策をたてるために極
めて重要である。
　破壊機構の解明には、詳細な電圧－電流特性、破壊発生経路の観測
が必要であるが、破壊現象は高速で進行する上、実験条件によって複
雑に変化するため、放電過程の正確な解釈は難しい。このため、実験
条件を大きく変化させ、破壊に伴う発光、電流および電荷の時間的変
化、並びにそれらと破壊特性との関係づけに関する体系的研究をおこ
なう。
　本研究は、カリキュラムポリシーの少人数集中教育により高電圧放
電現象に関する内外における種々の論文調査をおこない、これらに関
する深い知見を身につけ、破壊現象の解明に関する研究を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．高電圧絶縁破壊現象と破壊機構に対する深い知識を身につけ説明
することができる。（知識・理解）
２．各自の研究内容について、分かりやすく発表することができる。
（技能）
３．他の学生の発表内容について、理解するように努め質問する態度
が身につく。（態度・志向性）
４．学会発表に向けて分かりやすいパワーポイントの資料を作成する
ことができる。（技能）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　高電圧・放電分野の研究状況について発表を毎時間行い、全員で討
論を行う。自らの研究発表のテーマに沿った修士論文の完成度
(30％)、自らの研究内容の発表と他の学生の発表において討論への参
加状況(40％)、学会発表へのアプローチの状況(30％)を、総合的に考慮
して評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　高電圧放電現象に関する国内外の最新の論文を参考文献とする。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　各自に関係する分野における研究の背景、社会的意義、研究成果の
寄与および今までおこなわれた類似の研究の論文の調査を行い、パ
ワーポイントを使用して説明できるように、準備をしておくこと。ま
た、他の学生の発表に対して不明な点を積極的に質問すること。各回
の事前学習は、3時間を目安とし、事後学習は0.5時間を目安とする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　以下に、本特別研究の授業計画を示す。
１年次
第1回～第10回　放電・高電圧の応用に関する調査研究お
よび発表と討論
第11回～第20回　気中放電現象に関する調査研究および発
表と討論
第21回～第30回　複合絶縁の破壊現象に関する調査研究お
よび発表と討論

２年次
第31回から第40回　電界などの数値計算理論に関する調査
研究および発表と討論
第41回～第50回　絶縁破壊機構の理論的解析に関する調査
研究および発表と討論
第51回～第60回　修士論文の作成、見直しおよび総括

◎－－－　関連URL　－－－◎

電気材料研究室
(http://te.tec.fukuoka-u.ac.jp/zairyou/)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H21202-01電力工学特別実験

２年通年 4  1 授業形態:実験西嶋　喜代人
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　大容量の電力輸送と変換は、高電圧機器の絶縁技術に支えられている。
運転中の絶縁材料劣化や異常電圧の侵入に対して最適な絶縁技術を開発す
るために、高電圧電界下での火花破壊を誘発する放電プラズマ現象の解明
が不可欠である。
　電界の数値解析、電子の衝突電離解析、火花破壊特性、放電発光診断、
放電モデルの開発、帯電荷の挙動、レ－ザ電離プラズマ制御の実験と解析
を通して、ミクロなプロセスとマクロな現象の結びつきを理解できるよう
になり、電力高電圧工学と放電プラズマ工学と関連した分野に対して、定
量的かつ本質的な検討を加えることができるようになることである。
　この中で、高電圧機器、分光器、レ－ザ発生器、真空排気技術、電気信
号の計測と解析等、テ－マに沿った各種実験器材を使用できるようにな
る。これらの知見は高電圧電力機器の開発、放電プラマ応用機器の設計、
そして電力設備の維持管理と密接に関係する。
　このことによって、ジェネラリストの電気工学技術者を育成すると共
に、プレゼンテ－ション能力等を有する全人的教育を目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　カリキュラムポリシ－による教育課程の編成の目的である次の目標を満
たす必要がある。
[技能に関すること]
実験目的に応じて、自ら実験器材の取扱を理解して、実験と実習に取り組
むことができるようになること。そして，実験データの整理法を身につけ
ること。
[技能に関すること]
実験を計画的に進めることができるようになることや実験結果のデ－タ整
理とレポ－ト作成が適切に行えるようになること。
[態度・指向性に関すること]
研究内容について、自ら課題を設定できるようになること。そして、その
課題解決のための計画を自ら立案する能力を身につけること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　研究課題の実施によって得られた成果が学会等で適切に公表されたか。
また、実験計画から実験実施、デ－タ整理、問題点の抽出、論文作成と発
表の一連の作業において、主体的に取り組んでいるか。さらに、研究課題
に対して内外の文献を十分調査し、オリジナルなものであるか。　自立し
た研究開発者としての能力を総合的に判断する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　実験、数値解析、モデリングに必要な知識は、自ら調査して身に付ける
努力を要する。なお、指導教員からのアドバイスも適切に受けることも大
切である。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

高電圧電力工学・放電プラズマ工学分野の最新の課題に関する実験的検討
を試みる。特に、超高速微弱発光の観測、放電発光のスペクトル分析、帯
電電荷分布計測、レ－ザ応用実験、高電圧パルス計測、そして画像処理を
含むデ－タ処理、デ－タ解析とシミュレ－ションの導入等、多面的計測技
術を駆使するので、関連事項をしっかりと調査研究する事前学習に十分な
時間を取ること（60分×15回）。特に、真空実験装置を使用するので、真
空工学についても事前学習しておくこと。プレゼンによる発表法と表現法
についても普段から学んでおいて欲しい。また、実験遂行上で課題が発生
した場合には、その原因を探るために十分な事後学習を徹底的に行うこ
と。
　さらに、仮説に基づき実験が実施され、仮説と結果の比較から研究目的
が検証される。検証から仮説が十分に立証されない場合は、仮説に誤りが
あるのか、また実験法に問題があったのか、実験装置の機能に関すること
やデ－タ整理に関する方法等について、事前・事後学習に取り組むこと
（90分×１5回）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

本授業は週２回で全６０週分に該当する。
（１）電力高電圧分野での電気絶縁問題や放電プラズマ分
野の環境応用に関する研究課題について、国内外の情報・
文献を調査し、研究の目的と課題を抽出する。1～10週分
に該当する。
（２）研究目的を達成するために、実験装置の設計と構
築、および数値計算コ－ドの開発を行う。11～20週分に該
当する。
（３）実験と計算機シミュレ－ションを実行して、その結
果から、研究方針の妥当性を検証し、次への研究方策を探
る。21～30週分に該当する。
　
（４）研究課題の実験と数値解析を行い、そのデ－タ整理
に基づいて学会の発表用の原稿を作成する。31～50週分に
該当する。
（５）何回かの学会発表を行い、、プレゼンテ－ション能
力のアップを図る。51～60週分に該当する。
　１年次と２年次の２年通年科目として、実行する。

◎－－－　関連URL　－－－◎

電力・高電圧・放電プラズマ
(http://te.tec.fukuoka-u.ac.jp/nishijima/index.html)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H21202-02電力工学特別実験

２年通年 4  1 授業形態:実験花井　正広
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　複合絶縁において、破壊機構の解明は、電力系統の外部絶縁設計は
勿論、他の高電圧機器の内部絶縁設計や絶縁信頼性の向上策をたてる
ために極めて重要である。
　破壊機構の解明には、詳細な電圧－電流特性、破壊発生経路の観測
が必要であるが、破壊現象は高速で進行する上、実験条件によって複
雑に変化するため、特定の放電相や特定の実験条件における観測結果
だけからでは、その条件における放電過程の正確な解釈は難しい。こ
のため、実験条件を大きく変化させ、破壊に伴う発光、電流および電
荷の時間的変化、並びにそれらと破壊特性との関係づけに関する体系
的研究をおこなう。
　本研究は、カリキュラムポリシーにおける全人的な教育として、ま
ず高電圧放電現象に関する自らの研究課題の、実験計画、実験実施、
データ整理、問題点・次の課題の抽出、論文作成と発表を行う。この
中で、高電圧発生装置、分圧器、電流測定装置、導電度測定装置、微
小水分測定装置、乾燥装置などの研究テーマに沿った機器を十分使い
こなす技能も身につける。これらの内容は研究者または技術者として
活躍するためには不可欠な内容である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　以下の４つの項目が到達目標である。
１．各自の研究課題の実験において、実験機器、測定機器の性能およ
び取扱い方法を理解し、実験を実施できる。（技能）
２．実験を主体的に計画し、それに沿って進めることができる。（技
能）
３．実験結果のデータ整理と発表が正確な表現で分かりやすくでき
る。（技能）
４．実験の目標にしたがって、実験結果をまとめる態度が身につく。
（態度・志向性）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　自らの研究課題の、実験計画、実験実施、データ整理、問題点・次
の課題の抽出、まとめと発表の一連の作業において主体的に取り組
み、研究者としての素養を身につけたかを評価基準とする。特に、研
究者としては、他の研究との差異を明確にし、自らの研究の位置づけ
を明確にすることが必要である。
　具体的には、研究の位置づけの理解及び計画(30％)、安全で適切な
実験の実施（30％）、及び実験結果のまとめと考察（40％）とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　機器の操作方法、測定器の性能及び操作方法については、マニュア
ルを基に自ら調査して身につける努力をする。また、指導教官からの
アドバイスも適切に受けることも大切である。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　各自に関係する分野における研究の背景、社会的意義、研究成果の
寄与および今までおこなわれた類似の研究の論文の調査を行い、パ
ワーポイントを使用して説明できるように、図書館で調べて準備をし
ておくこと。　得られた実権結果についてパワーポイントで過不足無
くまとめると共に分かりやすく発表できるよう表現方法にも工夫をこ
らすことを普段から気を付けて欲しい。実験結果を検討し、次におこ
なうべき実験を検討する方法も習得して欲しい。
　各回の事前学習の目安は1時間とし、事後学習を3時間おこないデー
タ整理検討を行うこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　以下に、実験項目について示す。
１年次
第1回～第10回　実験装置と方法
　(1) 実験装置の組み立て
　(2) 測定、観測装置の設置と調整
第11回～第30回　実験
　(1) 絶縁破壊電圧の測定
　(2) 破壊様相の詳細観測
　(3) 電流、放電の観測
　(4) 温度、湿度との関係

２年次
第31回～第45回　シミュレーションによる理論的計算
　(1) 数値電界計算法の作成
　(2) 破壊機構を考慮した計算法の作成
　(3) 各種条件での破壊電圧の　
第46回～第60回　補充実験など

◎－－－　関連URL　－－－◎

電気材料研究室
(http://te.tec.fukuoka-u.ac.jp/zairyou/)

◎－－－　備考欄　－－－◎

https://acsf.jsysneo.fukuoka-u.ac.jp/kyogaku/syllabus/syllabus/



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H21203-01電力工学特論Ⅰ

通年 4  1 授業形態:講義西嶋　喜代人
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　大電力輸送を支える送電線や受変電設備は、高電圧化による電力損失の低減が図
られている。また、最新の電力高電圧機器ガス絶縁技術では、地球温暖化ガスであ
るＳＦ6ガスの使用量の削減が求められ、固体絶縁を含む複合絶縁システムの採用が
進みつつある。さらに、電動機制御にインバ－タが使用され、インバ－タサ－ジが
電動機巻き線の絶縁破壊事故を招くことが問題視されている。
　このように電力送電技術の基本は、先ず高電圧下で電気機器の絶縁破壊事故の発
生を防止する方法を探ることである。特に、電気絶縁破壊を引き起こす放電発生、
放電進展過程、そして過渡的ア－クである火花への電気絶縁過程を放電物理の点か
ら学ぶ必要がある。電力系統で発生する異常な高電圧に対しても絶縁協調の観点か
ら、電力機器を保護する必要がある。特に、電気絶縁破壊によって引き起こる短絡
による大電流を速やかに検出して、しゃ断する必要がある。電力系統の絶縁破壊に
関連した多くの課題があり、その発生原因を探る地道な努力が続けられている。高
電圧工学と放電プラズマ工学と関連した電力設備の課題について理解を深める。
　このことによって、ジェネラリストの電気工学技術者を育成すると共に、プレゼ
ンテ－ション能力等を有し、高度専門技術者となるための全人的教育を目指す。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

　大容量の電力機器や送配電機器に、７５０ボルトを超える高電圧が使用される場
合、固体、液体、気体の絶縁媒質の熱劣化に加えて電気絶縁劣化による電気事故の
可能性を認識する必要がある。電力会社、電気工事設備会社、工場の生産・施設管
理、鉄道等の広い事業では、電気事故をもたらす電気絶縁問題と電力系統保護は極
めて重要である。
従って、カリキュラムポリシ－による教育課程の編成の目的である次の目標を満た
す必要がある。
[知識・理解に関すること]
大容量の電力機器は高電圧絶縁設計が施されており、設計には電界計算と放電モデ
ルが使用されることを学び、自ら知識の具体的な利用法を身につけること。
[技能に関すること]
火花破壊に至る放電相転移があり、放電の前兆より絶縁劣化診断がなされることを
学び、放電物理の観点から解明する技能を身につけること。
[態度・指向性に関すること]
従来の雷サ－ジ、開閉サ－ジの異常電圧に加えインバ－タサ－ジによる絶縁劣化の
メカニズムを知ることができ、電気事故からの電力系統保護技術を理解して、利用
できるようになること。さらに、公衆を支援する技術として生かせるようになるこ
と。
　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　世界及びわが国のエネルギ－と環境の関係及び電力事情について適切な認識が持
たれているか。高電圧電力工学が高効率電力輸送に極めて重要であり、その要素に
電気絶縁技術があることを認識し、かつ今後の検討課題が何であるか。グロ－バル
な視点と要素技術の理解度について質問を行い評価すると共に、課題のレポ－ト提
出とで総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

E.M.Bazelyan and Yu.P.Raizer:"Spark Discharge",
CRC Press（学習箇所をのコピ－を配布する。）
IEEE  Magazine "Elecrical Insulation",(レビュ－記事をコピ－配布する。）
尾崎　編著：高電圧電力工学、電気書院
H.M.Ryan ed.："High Voltage Engineering and Testing,Peter Peregrinus Ltd.
 
西嶋・末廣：電気エネルギ－概論、朝倉書店
横山：配電線の雷害対策、オ－ム社
尾崎：高電圧電力工学、電気書院

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　放電プラズマ、高電圧工学、発変電工学、電気機器、電磁気学、電気材料、そし
て物理学等の知識を有するため、十分な関連事項の事前学習を行い、講義に主体的
に参加し、理解できていない事項は事後学習にて完全に理解するよう努力して欲し
い（60分程度）。
　特に、電子の電界衝突電離、電界分布、空間電荷、レ－ザ電離、放電プラズマと
発光現象、スペクトル分光等、多くの電気物理現象と関連する。よって、高電圧工
学、大電流工学、電力系統工学、放電プラズマ工学、レ－ザ工学、分光工学など、
これまでに学習していない関連事項も多い。学習が進むにつて多くの専門用語と関
連するので、事前・事後学習では、図書館、インタ－ネット、外国文献等を活用下
さい（60分）。
　　

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

本授業は週１回で全30週に該当する。
(1)The concept of spark,corona and
   breakdown
(2)Basic information on processes
   in ionized gases
(3)Basic processes in spark
   breakdown
(4)Experimental techniques
(5)数値電界計算法 Ⅰ（各種計算法）
(6)数値電界計算法 Ⅱ（具体例）
(7)固体・液体の電気絶縁
(8)電力系統の絶縁設計Ⅰ（雷保護設備）
(9)電力系統の絶縁設計Ⅱ
　　（電力機器絶縁劣化）
(10)大電流ア－ク現象と対策Ⅰ（故障電流の　　　遮断と
限流）
(11)大電流ア－ク現象と対策Ⅱ（各種しゃ断
　　器）
(12)高電圧電力機器絶縁関係の最新のトッビクス（文献調
査）
(13)高電圧電力機器絶縁関係の最新のトッピクス（文献調
査）
(14)高電圧電力機器絶縁関係の最新のトッビクス（文献調
査）
(15)高電圧電力工学に関す調査項目の発表と
　　　検討　
1～15のテ－マを各2コマの通年30週で実施する。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H21203-02電力工学特論Ⅰ

通年 4  1 授業形態:講義花井　正広
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　物質(電気材料)の物理的な特性は、導電率、膨張係数、透磁率や誘
電率などによって特徴づけられ、これらの量は一般に印加電界の周波
数、温度や圧力などの外部から与えられるパラメータの関数である。
物質の特性とこれらのパラメータとの関係は、実験から求められ、
我々にとって極めて重要な技術的そして科学的な知識となっている。
　特に電気工学の中で重要な誘電特性、電気伝導および絶縁破壊特性
の機構について詳細に学ぶ。また、このような電気材料を電力機器に
適用する場合には、各々の機器の特徴に合わせた高電圧・大電流に対
応した電気材料を用いている。
　本講義ではカリキュラムポリシーにおける少人数での集中教育によ
り、上記の誘電特性、電気伝導および絶縁破壊特性と関連させて理解
するだけでなく、高電圧特有の現象も理解を深める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．各種絶縁材料の誘電特性、電気伝導を理解し説明できる。（知
識・理解）
２．および絶縁破壊特性の機構について理解し、説明できる。（知
識・理解）
３．分からい所は積極的に質問する態度が身につく。（態度・志向
性）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

誘電特性、電気伝導および絶縁破壊特性の機構について発表・質疑応
答の状況を評価する。
具体的には発表（70％）、質疑応答（30％）とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

犬石嘉雄　他：誘電体現象論、電気学会(オーム社) (1973)、3240円、
ISBN 978-4-88686-108-3

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

各回の事前学習では1時間を目安にテキストを良く読み、理解できる
ように準備をしておくこと。また、各回の事後学習では1時間おこな
い、理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

以下のテーマについて、講義を行う。
前期
1. 講義概要について
2. 誘電体と分極
3. 複素誘電率と誘電損
4. 誘電緩和と複素誘電率
5. 分極率と内部電界
6. 気体の誘電率
7. 液体の誘電率
8. 固体の誘電率
9. 複素誘電率の周波数変化
10. 分極による分散と吸収
11. 複合層の分散と吸収
12. 強誘電体
13. 強誘電性の理論
14. 圧電現象
15. 強誘電体の電気光学効果

後期
16. 固体誘電体の電気伝導現象
17. 固体誘電体の電気伝導の各種要因依存性
18. 固体誘電体の電気伝導のキャリア
19. 液体誘電体の電気伝導現象
20. 固体誘電体の絶縁破壊現象
21. 固体誘電体の絶縁破壊の各種要因依存性
22. 固体誘電体の絶縁破壊理論
23. 液体誘電体の絶縁破壊現象
24. 複合誘電体の絶縁破壊現象
25. 固体の部分放電劣化
26. ボイドとトリ－イング劣化
27. アーク放電 とトラッキング劣化
28. 電圧印加による電気絶縁診断
29. その他の方法による絶縁診断
30. まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H21204-01電力工学特論Ⅱ

通年 4  1 授業形態:講義西嶋　喜代人
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　高電圧電力設備の電気絶縁に関するこれまでの取組を理解し、その
上で、最近の技術開発の方向性を探る事ができるようにすることであ
る。
　特に、変圧器、電力しゃ断器、ガス絶縁機器のコンパクト化とその
課題について理解できるようになることである。また、最近の技術・
研究動向に注目する。
　このことによって、ジェネラリストの電気工学技術者を育成すると
共に、プレゼンテーション能力等を有する全人的教育を目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　カリキュラムポリシーによる教育課程の編成目的である次の目標を
満たす必要がある。
①高電圧機器の設計には、電気絶縁性能の決定が極めて重要であるこ
とを学ぶ。
②地球温暖化係数が高く、最も多量に使用されている絶縁ガスのSF6
に代わるガスが検討され、乾燥空気が利用されていることを学ぶ。
③電力しゃ断時のア－ク消弧法について理解できるようになることで
ある。
④最近では、インバ－タの普及によりサ－ジ電圧発生対する巻き線絶
縁の強化がなされていることを知ることができるようになることで
す。
　また、技術者倫理を踏まえて、技術を生かせるようになることであ
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　電力変換設備で使用される高電圧電力機器の絶縁設計に関連したガ
ス絶縁の有効性と開発のポイントを、高電圧放電プラズマの観点から
理解することがなされているかを評価すると共に、電力輸送の問題点
が適切に理解されているか総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

Ed.S.A.Boggs,F.Y.Chu and N.Fujimoto: GAS-INSULATED
SUBSTATIONS,1985,Pergamom Press
指定文献：
①Journal Physics:Applied Physics
②Gaseous Dielectrics,Springer
③IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation

                     

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　事前の準備学習の段階で、不明な点は図書館で最初に調べ、それで
も分からないときは先輩から指導を受けて下さい（90分程度）。担当
箇所を分担して各自輪番で説明を行ってもらう。特に、解釈が困難で
ある事項は基礎から講義を行うが、もし講義内容で理解が不十分で
あった事項は事後学習にて徹底的に調べて下さい（90分程度）。な
お、電気事故例をインタ－ネットや新聞を参考にしながら安全な高電
圧機器の取扱について自宅学習を進めて下さい（270分程度）。この
科目は、事前学習で十分な準備を行い、講義に臨むと共に、講義には
自主的に参加し、疑問点は事後学習に解決しておくこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

本授業は週１回で全３０週に該当する。
（１）Managing the transition from AIS to GIS technology
（２）The economics of GIS Application
（３）Economic comparison of GIS and AIS for SCE's Serrano
substaion
（４）Specification of usser requirements for Gas-insulated
switchgear
（５）A Manufacturer's perspective on GIS specifications
（１）～（５）は１～１０週で実施する。
（６）Specification and manufacturer design review for gas
insulated substations
（７）Investigation of metal-clad disconnector performance
（８）Performance of GIS disconectors under laboratory and
network conditions
（９）Control wiring transients and electromagnetic
compatibility in GIS
(10)　Problems in the design and application of high current GIS
（６）～（１０）は１１～２０週で実施する。

残りの２１～３０週は高電圧機器、絶縁破壊に関連した文
献購読とし、通年で３０週を確保する。

◎－－－　関連URL　－－－◎

電力・高電圧・放電プラズマ
(http://te.tec.fukuoka-u.ac.jp/nishijima/index.html)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H21204-02電力工学特論Ⅱ

通年 4  1 授業形態:講義花井　正広
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　大電力輸送を支える電力システムは、高電圧を使用することで電力
損失の低減がおこなわれている。この電力システムに使用されている
送電線や受変電機器は、落雷や事故などの現象でいろいろな種類の波
形の高電圧が加わる可能性がある。このような各種高電圧に対して十
分耐えられる設備にする必要がある。このためそれぞれの機器に用い
られている絶縁材料の放電・絶縁破壊メカニズムを知り、絶縁破壊を
防止することが重要となる。
　本講義では、カリキュラムポリシーにおける少人数による集中講義
により気体、液体、固体の放電・絶縁破壊のメカニズムおよび絶縁特
性の理解を深める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．気体、液体、固体の放電・絶縁破壊のメカニズムを理解し説明で
きる。（知識・理解）
２．気体、液体、固体の複合絶縁特性を理解し説明できる。（知識・
理解）
３．高電圧・電力技術者に必要な高電圧絶縁の基礎を理解し説明でき
る。（知識・理解）
４．分からないところは積極的に質問する態度が身につく。（態度・
志向性）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　電力機器に用いられる各種絶縁材料の機能、絶縁の考え方について
の内容の質疑応答を適時おこなうと共に、発表方法、質問の内容を含
め総合的に評価する。
　具体的には、和文訳の完成度（40％）、発表方法（30％）、質問内
容（30％）とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

Farouk A.M. Rizk, Giao N. Trinh : High Voltage Engineering,  CRC Press

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

各回事前学習として3時間を目安にテキストを良く読み、発表担当の
部分を十分理解して説明できるように準備をしておくこと。また事後
学習として1時間をおこない理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

以下のテーマについて、各自発表を行い、全員で討論する
形式とする。
前期
1. 講義概要について (High Voltage Engineering)
2. Electron Avalanches
3. Townsend Discharges
4. Secondary Processes
5. Self-Sustained Discharges
6. Glow Discharges
7. Electric Arc
8. Corona Discharges
9. Streamers
10. Electric Breakdown of Sulfur Hexafluoride
11. Dielectric Withstand
12. Electric Breakdown with Impulses in Air Gap
13. Electric Breakdown with DC in Air Gap
14. Electric Breakdown with AC in Air Gap
15. Humidity Effects on Air Gap Breakdown

後期
16. Chemical Composition of Mineral Oil
17. Synthetic Oils
18. Breakdown in short Oil Gaps
19. Breakdown in long Oil Gaps
20. Impurities Effects on Oil Insulation
21. Intrinsic Breakdown in Solid
22. Thermal Breakdown in Solid
23. Polymer Insulation
24. Physical-Chemical Properties of Polymer
25. Affecting Factors on Polymer Insulation
26. Paper-Oil Composite Insulation
27. Improvement of Paper-Oil Composite Insulation
28. Epoxy Insulation
29. Epoxy-Gas Composite Insulation
30. まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H22011-01パルス・ディジタル応用特論

前期 2  1 授業形態:講義小浜　輝彦
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　カリキュラム・ポリシーの「ジェネラリストを育成するため」の一
科目としてディジタル回路の設計について学習する。今日の家電機器
の高機能化は電子回路のディジタル化に負うところが大きい。本特論
では、ディジタル電子回路を構成する基本要素及びその応用回路を学
習することでハードウェアの構造を理解し、簡易なディジタル回路設
計が可能となるようにする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

各種ゲート回路の内部構造を理解し、その動作を説明できる。
組合せ回路（エンコーダ、デコーダ、加減算演算回路など）を設計で
きる。
順序回路（レジスタ、カウンタ）を設計できる。
波形整形回路の動作を理解し説明できる。
A/D、D/A変換原理を理解し説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

取組・発表、プレゼンテーション力の評価（８０％）
課題レポートの評価（２０％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

家村道雄監修、「入門電子回路ディジタル編」、オーム社、
ISBN978-4-274-20365-7

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　授業前には、事前に講義箇所について予習し、必要に応じて他の文
献、資料等を用いて理解を深めておくこと。（週2時間程度）
授業中、発表者は、内容全てを伝えるのではなく、要点をまとめて重
要箇所を中心に分かりやすく解説すること。
授業後は、内容を復習し、それでも不明な点については、他の文献や
担当教員に質問すること等を通して解決すること。（週2時間程度）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．ディジタル回路の本質
２．２進数、論理演算
３．論理関数の導出
４．論理演算の簡素化
５．論理回路の内部構造
６．組合せ論理回路（エンコーダ、デコーダ）
７．組合せ論理回路（マルチプレクサ、出マルチプレク
サ）
８．組合せ論理回路（一致回路、比較回路）

９．組合せ論理回路（加算回路、減算回路）
１０．フリップフロップ
１１．順序回路（レジスタ、シフトレジスタ）
１２．順序回路（非同期カウンタ、同期カウンタ）
１３．パルス回路（波形整形回路）
１４．A/D変換、D/A変換
１５．ICメモリ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H21401-01パワーエレクトロニクス特別研究

２年通年 6  1 授業形態:演習根葉　保彦
◎－－－　授業の概要　－－－◎

パワーエレクトロニクス特別研究は，修士論文作成のための授業科目
であり，パワーエレクトロニクス特別実験と並行して行われる。特別
実験が実システムによる実際的な授業であるのに対し，特別研究は理
論的な立場から検討を行う。学部４年の卒業論文からの継続研究ある
いは修士入学後に与えられる研究課題について，変換器の回路構成，
制御方法，回路動作などを理解し，シミュレーションのための方程式
およびプログラムを作成して理論波形を求め，特性を検討する。これ
らの結果は特別実験で得られた実測波形と比較し，変換器の長短を明
らかにし特性改善のための回路構成や制御方法を検討する。特別研究
で得られた結果は，特別実験の結果とともに学会で発表することでカ
リキュラム・ポリシーにあるプレゼンテーション能力，コミュニケー
ション能力を向上させる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

研究課題として与えられた電力変換器の回路動作と制御方法を理解
し，説明できる。
電力変換器の入出力特性の理論的考察ができ，説明できる。
学会プレゼンテーションで研究成果と質疑に対する回答について，物
理的，理論的説明ができる。
研究課題として与えられた電力変換器に関する修士論文を作成でき
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価の基準：研究回路の動作原理や特性を理論的，物理的に理
解，説明できることである。
評価の方法：課題の理解度（60％），プレゼンテーション（40％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

IEEE，IET，電気学会などの論文

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前に各日１時間程度２～３日間，文献を調査し課題研究の目的を明
確にしておく。また，授業後には，各日１時間程度２～３日間学習し
て回路素子の電気的特性，電気回路の過渡現象，交流のフェーザ表現
を理解しておくこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

週2回で全60週分
1～30週
研究課題に関する現状，背景，問題点や研究回路の目的を
明確にする。そのため種々の電力変換回路の構成や動作原
理，制御方法を学習し，パワーエレクトロニクスと研究課
題の基礎を修得する。
31～60週
研究回路の定常および過渡動作について，パルス幅変調ス
イッチング時の動作モードと等価回路，状態方程式を導出
してシミュレーションを行い，実験結果と比較，検証を行
う。結果は，パワーエレクトロニクス特別実験の結果と合
わせて学会で発表する。さらに考察を深め，修士論文の作
成を行う。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H21402-01パワーエレクトロニクス特別実験

２年通年 4  1 授業形態:実験根葉　保彦
◎－－－　授業の概要　－－－◎

パワーエレクトロニクス特別実験は，修士論文作成のための授業科目
であり，パワーエレクトロニクス特別研究と並行して行われる。特別
研究が理論的な立場からの検討を行うのに対し，特別実験は実システ
ムによって実験のノウハウを習得しながら研究を行う授業である。学
部４年の卒業論文からの継続研究あるいは修士入学後に与えられる研
究課題について，変換器の回路構成，制御方法，回路動作などを理解
し，主回路や制御回路，制御プログラムを作成して実測波形を観測
し，特性を検討する。これらの結果は特別研究で得られた理論波形と
比較し，変換器の長短を明らかにして有用性・実用性について検討を
行う。特別実験で得られた結果は，特別研究の結果とともに学会で発
表し，カリキュラム・ポリシーにあるプレゼンテーション能力，コ
ミュニケーション能力を向上させる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

研究課題として与えられた電力変換器を試作して実験方法を理解し，
実験データと特性の考察，説明ができる。
電力変換器の入出力特性について，理論特性と比較した物理的考察，
変換器の長短を説明できる。
学会プレゼンテーションで研究成果と質疑に対する回答について，物
理的，理論的説明ができる。
研究課題として与えられた電力変換器に関する修士論文を作成でき
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価の基準：実機システム製作のノウハウを習得し，理論的考察
を考慮した実験結果の検討ができることである。
評価の方法：課題の理解度（60％），取組・プレゼンテーション
（40％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

IEEE，IET，電気学会などの論文

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前に各日１時間程度２～３日間，文献を調査し課題研究の目的を明
確にしておく。また，授業後は，各日１時間程度２～３日間学習して
回路素子の電気的特性，回路動作など実際の現象を理解しておくこ
と。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

週2回で全60週分
1～30週
研究課題として与えられた電力変換回路の主回路および制
御回路を製作し，基本動作の確認を行う。また，主回路パ
ラメータの選定，制御プログラムの最適化を行い，実験シ
ステムを作り上げる。
31～60週
実験システムを種々の条件で動作して実験データを収集
し，入出力波形や特性を検討する。得られたデータは理論
結果と合わせて学会で発表し，さらに考察を深めて修士論
文の作成を行う。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H21403-01パワーエレクトロニクス特論Ⅰ

通年 4  1 授業形態:講義根葉　保彦
◎－－－　授業の概要　－－－◎

パワーエレクトロニクス特論Ⅰは，パワーエレクトロニクスに関する
基礎的な能力を習得するための科目である。また，パワーエレクトロ
ニクス特別研究やパワーエレクトロニクス特別実験を補助する役割も
担う。授業は，予め与えられた英語書籍を輪読するゼミナール形式で
行う。パワーエレクトロニクスの分野は，半導体，回路，制御など幅
広い知識を必要とするため，担当者は英語の専門用語の習得，方程式
の導出まで行うなどの相当の予習が必要であり、特に、変換器の回路
動作の物理的解釈を十分に理解して授業に臨まなければならない。担
当者は，予習内容を説明することにより，理解度の確認を行うととも
にカリキュラム・ポリシー記載のプレゼンテーション能力向上を図
る。なお，パワーエレクトロニクス特論Ⅰでは，主にAC/DCコンバー
タとAC/ACコンバータを扱う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

AC/DCコンバータにおけるスイッチング素子の働きと制御方法，特性
を理解し，説明できる。
AC/ACコンバータの回路動作と制御方法，入出力特性を理解し，説明
できる。
英文専門用語を習得し，英文テキスト内容を理解できる。
プレゼンテーションで詳細な説明と質疑への回答ができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価の基準：種々の電力変換器の動作と特性を理解できることで
ある。
評価の方法：和訳文の完成度（20％），質疑応答による物理的解釈の
理解度（50％），プレゼンテーション（30％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

Introduction to Modern Power Electronics (Andrzej M. Trzynadlowski [ISBN
978-1-119-00321-2])

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

授業前には，各日１時間程度２～３日間，学部テキストを参考にして
十分な予習を行って授業を受けること。また，授業後においても各日
１時間程度２～３日間学習して回路の動作原理を十分に理解するこ
と。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

前期
1 Diode Rectifiers
2 Three-phase Diode Rectifiers
3 Six-pulse Diode Rectifiers
4 Phase-controlled Rectifiers
5 Phase-controlled Six-pulse Rectifiers
6 Dual Converters
7 PWM Rectifiers
8 Input Filter
9 Principles of PWM
10 Current-Type PWM Rectifiers
11 Voltage-Type PWM Rectifiers
12 Vienna Rectifier
13 Device Selection
14 Common Applications
15 Examples
後期
1 AC-to-AC Converters
2 AC Voltage Controllers
3 Phase-Controlled AC Voltage Controllers
4 Single-phase Voltage Controllers
5 Three-phase Voltage Controllers
6 PWM AC Voltage Controllers
7 Cycloconverters
8 Matrix Converters
9 Classic Matrix Converters
10 Sparse Matrix Converters
11 Device Selection
12 Application
13 Summary
14 Examples
15 Problems



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H21404-01パワーエレクトロニクス特論Ⅱ

通年 4  1 授業形態:講義根葉　保彦
◎－－－　授業の概要　－－－◎

パワーエレクトロニクス特論ⅠⅠは，パワーエレクトロニクス特論Ⅰ
と同様にパワーエレクトロニクスに関する基礎的な能力を習得するた
めの科目である。また，パワーエレクトロニクス特別研究やパワーエ
レクトロニクス特別実験を補助する役割も担う。授業は，予め与えら
れた英語書籍を輪読するゼミナール形式で行う。パワーエレクトロニ
クスの分野は，半導体，回路，制御など幅広い知識を必要とするた
め，担当者は英語の専門用語の習得，方程式の導出まで行うなどの相
当の予習が必要であり、特に、変換器の回路動作の物理的解釈を十分
に理解して授業に臨まなければならない。担当者は，予習内容を説明
することにより，理解度の確認を行うとともにカリキュラム・ポリ
シー記載のプレゼンテーション能力向上を図る。なお，パワーエレク
トロニクス特論ⅠⅠでは，主にDC/DCコンバータとDC/ACコンバータ
を扱う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

DC/DCコンバータにおけるスイッチング素子の働きと制御方法，特性
を理解し，説明できる。
DC/ACコンバータの回路動作と制御方法，入出力特性を理解し，説明
できる。
英文専門用語を習得し，英文テキスト内容を理解できる。
プレゼンテーションで詳細な説明と質疑への回答ができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価の基準：種々の電力変換器の動作と特性を理解できることで
ある。
評価の方法：和訳文の完成度（20％），質疑応答による物理的解釈の
理解度（50％），プレゼンテーション（30％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

Introduction to Modern Power Electronics (Andrzej M. Trzynadlowski [ISBN
978-1-119-00321-2])

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

授業前には，各日１時間程度２～３日間，学部テキストを参考にして
十分な予習を行って授業を受けること。また，授業後においても各日
１時間程度２～３日間学習して回路の動作原理を十分に理解するこ
と。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

前期
1 Static DC Switches
2 Step-down Choppers
3 Step-up Choppers
4 Current Control
5 Device Selection
6 Applications
7 Switching Power Supplies
8 Buck Converter
9 Boost Converter
10 Buck-boost Converter
11 Cuk Converter
12 Isolated Switched-mode Converters
13 Resonant Converters
14 Quasi-Resonant Converters
15 Load-Resonant Converters
後期
1 Voltage-source Inverters
2 Single-phase VSI
3 Three-phase VSI
4 Voltage control
5 Current control
6 Current-source Inverters
7 Three-phase Square-wave CSI
8 Three-phase PWM CSI
9 Multilevel Inverters
10 Diode-clamped Three-level Inverter
11 Flying-Capacitor Three-level Inverter
12 Cascaded H-bridge Inverter
13 Soft-switching Inverters
14 Device Selection
15 Applications



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H22007-01放電プラズマ特論

後期 2  1 授業形態:講義西嶋　喜代人
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　放電の抑制（電気絶縁）と放電プラズマ応用に関する放電物理の基礎、放電プラ
ズマの発生、そして放電プラズマの物性を中心に取り扱う。特に、電力機器の電気
絶縁破壊を誘引する火花放電の発生機構の理解は、最適な電気絶縁設計に利用でき
る。また、放電プラズマの物性は、最新の材料開発、環境浄化技術、医療機器の殺
菌などに高度な利用がなされている。これらの分野は気体エレクトロニクスとも呼
ばれる。
　気体中にプラズマを発生する方法、その発生原理、そして放電プラズマの電気
的、光学的、化学的、そして熱的な物性を学び、理解を深める。その中で、電子と
中性粒子の衝突過程が基本的に重要となる。電子と中性粒子との電界衝突電離過程
による放電プラズマ生成を、電子群の統計的なエネルギ－分布と確率的な衝突断面
積から検討する。
　先端材料開発や最適電気絶縁設計に極めて関係の深い分野である。
　このことによって、ジェネラリストの電気工学技術者を育成すると共に、プレゼ
ンテ－ション能力等を有する全人的教育を目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　最近の放電プラズマの応用は多岐に亘り展開されているが、そのプラズマ物性の
発現理由は、十分明らかにされていない。特に、プラズマのパラメ－タ（電子の数
密度と平均エネルギ－、プラズマの温度、イオン数密度など）の診断も極めて困難
な現状である。
　従って、カリキュラムポリシーによる教育課程の編成目的である次の目標を満た
す必要がある。
[知識・理解に関すること]
電子の衝突過程から放電プラズマの発生を理解できるようになり、電子，イオンの
衝突反応の評価法を身につけること。
[技能に関すること]
放電プラズマのもつ種々の物性を適切に利用する事ができるになり、電気ガス絶縁
耐力を高める方策を理解できるようになること。また、電気絶縁設計法の基本概念
を身につけること。
[態度・指向性に関すること]
物理的な背景から技術的課題を想起できるようになると共に、放電プラズマ応用に
関する新分野を開拓する力を身につけること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　電子の電離成長、電子と分子のエネルギ－変換、プラズマ加熱、発光メカニズ
ム、プラズマ化学反応等、電子群とプラズマ作用について物理統計的思考がなされ
ているか、講義中の口頭試問で評価する。特に、最終日に、放電プラズマ関係テ－
マの調査結果に関して１０分程度のプレゼンテ－ションを課し、総合的に判断す
る。
　

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

（テキスト）
放電プラズマ工学（基礎過程と放電）：コピ－資料の使用（英文、和文）、参考資
料の配布
本多　侃二：気体放電現象、東京電機大学出版部
鳳　誠三郎　他：電離気体、電気学会
金田輝男：気体エレクトロニクス、コロナ社
J.S.Chang 他：電離気体の原子・分子過程、東京電機大学出版部
堤井信力　他：プラズマ気相反応工学、内田老鶴圃
電気学会放電ハンドブック出版委員会編：放電ハンドブック上巻気体・プラズマ、
電気学会

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　電子、イオン、中性原子・分子の相互の衝突過程が基本となる。原子・分子の構
造、衝突の確率、粒子群のエネルギ－の統計分布等、放電プラズマでは総合的な物
理現象と関係する。講義内容を口頭試問で理解度を測りながら講義を展開するの
で，事前学習に十分取り組んで下さい（90分程度）。また、物理量の大きさは関数
電卓で数値を確認しながら、講義を進める。
　講義内容の放電プラズマは事前学習で十分理解しておくこと。特に、確率と統計
についての考え方には理解を深めておく必要がある。講義内容に不明な点が発生し
た場合は、事後学習にて徹底的に理解しておいて欲しい（60分程度）。
　電子スウォ－ム(電子群）の挙動を学ぶことが放電プラズマを学ぶことである。す
なわち電子気体(電離気体）の物性を理解出来る
ようになることで、最新のプラズマ化学の制御に結びつく。
　これまであまり学習したことが無い電子エネルギ－分布関数の理解が不可欠であ
る。
　初めて学ぶ専門用語も多数出てくるので、事前学習と事後学習を十分に行ってく
ださい。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

本授業は週１回で全１５週に該当する。
（１）身の回りのプラズマ
（２）放電の基礎過程と応用の概説
（３）気体分子運動と粒子の衝突
（４）粒子の衝突と電子の各種衝突
（５）放電反応と光・熱の作用
（６）放電開始と放電遅れ
（７）タウンゼントの電流成長
（８）コロナ、グロ－、ア－ク放電相
（９）火花破壊と特殊な放電
（10）高周波放電
（11）マイクロ波放電とレ－ザ電離
（12）プラズマプロセス
（13）高周波放電プラズマ
（14）プラズマエレクトロニクス
（15）放電プラズマ調査テ－マの発表と検討

◎－－－　関連URL　－－－◎

電力・高電圧・放電プラズマ
(http://te.tec.fukuoka-u.ac.jp/nishijima/index.html)

◎－－－　備考欄　－－－◎

最終講義時に放電プラズマに関するプレゼンテーションを
各自で行ってもらいます。普段から、放電プラズマ関係の
記事に注目しておいて下さい。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H33190-01移動通信システム特論

前期 2  1 授業形態:講義太郎丸　眞
◎－－－　授業の概要　－－－◎

携帯電話、無線LAN、センサネットワークなどのシステムについて、
物理層（無線伝送方式，変復調，信号処理）およびメディアアクセス
制御（MAC:チャネルやタイムスロット割り当て，および再送制御な
ど）を中心に解説する。上記および本科目の到達目標は、はカリキュ
ラムポリシーの「電子情報分野における工学的デザイン能力、問題解
決能力およびプレゼンテーション能力の育成を行う」に基づく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・携帯電話や無線LANなどの無線通信システムの物理層の概要を理解
し説明できる。
・同システムのメディアアクセス制御方式の概要を理解し説明でき
る。
・上記技術分野の英語文献を読解できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業中の小テストまたはレポート（５０％）、課題発表の予習状況
（５０％）で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

必要に応じてプリントを配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

学部での「電気回路」、「通信工学」、「ディジタル信号処理」、ま
たはこれらに相当する講義科目の知識を前提として授業を進めるの
で、これら科目の復習をしておくこと。テキストのプリント（英文の
ものを含む）を配布するので、毎回必ず予習し、その要約をノートに
まとめておくこと。授業中に指摘された事項は授業後によく復習して
おくこと。毎回の事前および事後学習時間の目安は、それぞれ２時間
以上、計４時間以上である。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　携帯電話システムの概要
第2回　無線LANシステムの概要
第3回　携帯電話のMACプロトコル
第4回　無線LANのMACプロトコル
第5回　変復調理論の基礎
第6回　アナログ変復調理論
第7回　ディジタル変復調理論：ナイキストの第1基準　
第8回　ディジタル変復調理論：シングルキャリア
第9回　ディジタル変復調理論：OFDM
第10回　ディジタル変復調理論：CDMA
第11回　電波伝搬とそのモデル化
第12回　複数アンテナによる送受信方式
第13回　再送制御方式
第14回　誤り訂正方式
第15回　各種無線伝送方式（WiMAX, Bluetooth, ZigBee）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H34008-01応用数学特論Ⅰ

前期 2  1 授業形態:講義田中　尚人
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　カリキュラムポリシーの電子情報分野における工学的デザイン能力、問題
解決能力およびプレゼンテーション能力の育成を行うに基づき、この講義で
は、フーリエ解析（フーリエ級数展開、フーリエ変換）の基礎について勉強
します。フーリエ級数展開はもともとフランス人の数学者・物理学者の
Joseph Fourier (1768-1830) が、「ある時刻の針金の温度分布がわかっている時
に、その後の針金の温度分布を求めよ」という問題を解く際に導入された考
え方で、どのような周期関数も正弦波と余弦波（サインとコサイン）の重ね
合わせで表現される、というものです。もちろんその後の研究で、「どのよ
うな周期関数でもフーリエ級数展開できる」というわけではなく、展開する
関数にある程度の条件が必要であることがわかっていますが、応用上よくあ
らわれる、グラフに不連続（値の跳び）がある関数や、グラフに角があって
その点では微分することができない関数などもフーリエ級数展開することが
できますので、十分に汎用性があると言えます。
　フーリエ級数展開する関数を画像や映像の波形から成る信号とすると、信
号をフーリエ級数展開することにより、その信号は基本周波数の整数倍の周
波数をもつ三角関数の重ね合わせとして表わされ、三角関数の係数（フーリ
エ係数）は信号に含まれるそれぞれの周波数の大きさ（周波数成分、スペク
トル）を表わしています。このようにフーリエ級数展開してそれぞれの周波
数成分の大きさを知ることにより、解析の対象となる信号の周期性の特徴を
定量的に表現出来るようになります。
　講義ではこのようなフーリエ級数の考え方や計算手法を紹介し、また、
フーリエ変換や、最後にこれらの応用としてシャノン(1916-2001)によるサン
プリング定理について解説します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1　直交関数系について理解する。
2　フーリエ級数展開の意味を知る。
3　応用上よく現れる関数のフーリエ級数展開が計算出来るようになる。
4　フーリエ変換の意味を知る。
5　応用上よく現れる関数のフーリエ変換が計算出来るようになる。
6　フーリエ展開とフーリエ級数展開の関係を知る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義の中で行う、到達目標の理解度を試す演習により判定する(100%)。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

参考文献

金谷健一 著 これなら分かる応用数学教室
共立出版(2003)
ISBN　9784320017382

谷川明夫　著　フーリエ解析入門
共立出版(2007)
ISBN　9784320018358

永野宏治　著　信号処理とフーリエ変換
朝倉書店(2014)
ISBN　9784254221596

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

この講義は技術者や研究者としてのキャリアの出発点に立つことができるだ
けの基礎知識を修得するためのものである。

事前学習　前回板書したノートをよく読み、内容を理解しておくこと。

事後学習　講義の内容を確認し、わからないところがあれば質問に来るこ
と。

各回の事前学習、事後学習は、それぞれ2時間を目安とする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1章　フーリエ級数展開とは？

1 信号の周期・周波数とフーリエ級数展開
2 正規直交系
3 3角関数の直交性とフーリエ係数
4 フーリエ係数の性質
5 フーリエ級数展開の演習

第2章　複素フーリエ級数展開と周波数スペクトル

6 複素フーリエ係数と周波数スペクトル
7 複素フーリエ級数展開
8 パーセバルの等式

第3章　フーリエ変換と連続スペクトル

9 フーリエ級数展開からフーリエ変換へ
10 いろいろな関数のフーリエ変換
11 たたみこみ積分
12 フィルター
13 パワースペクトル
14 自己相関関数
15 シャノンのサンプリング定理



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H34009-01応用数学特論Ⅱ

後期 2  1 授業形態:講義田中　尚人
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　カリキュラムポリシーの電子情報分野における工学的デザイン能力、
問題解決能力およびプレゼンテーション能力の育成を行うに基づき、こ
の講義では前期の応用数学特論Ｉで勉強した「フーリエ解析」について
の知識を復習しながら、さらにフーリエ変換について詳しく解説しま
す。
　フーリエ変換はひとことで言うと、周期的ではない関数のフーリエ係
数にあたるもので、フーリエ係数において関数の周期を無限大にしたも
のとみなせます。フーリエ変換を考えることにより信号を時間領域
（フーリエ変換する前の元の関数）と周波数領域（フーリエ変換したこ
とにより得られる周波数の関数）の二つの側面から解析できるようにな
り、これらは互いを補い合って、信号の性質を適切に表現するものにな
ります。講義ではこのようなフーリエ変換に対して成り立つ様々な性質
について説明し、またそれらを通じて自然に現れるディラックのデルタ
関数（インパルス関数）についても解説します。
　フーリエ級数やフーリエ変換では連続信号（アナログデータ）を扱い
ましたが、講義の後半では離散信号（ディジタルデータ）をさまざまな
振動成分に分解する離散フーリエ変換について勉強します。連続信号の
場合と同様の関係式が離散フーリエ変換についても成り立つことがわか
ります。最後に、離散フーリエ変換の計算回数を著しく減少させるアル
ゴリズム（高速フーリエ変換）の仕組みを説明します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1　デルタ関数について理解し、使えるようになる。
2　離散フーリエ変換の意味を知る。
3　高速フーリエ変換の仕組みを知る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義の中で行う、到達目標の理解度を試す演習により判定する(100%)。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

参考文献

金谷健一 著 これなら分かる応用数学教室
共立出版(2003)
ISBN　9784320017382

谷川明夫　著　フーリエ解析入門
共立出版(2007)
ISBN　9784320018358

永野宏治　著　信号処理とフーリエ変換
朝倉書店(2014)
ISBN　9784254221596

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

この講義は技術者や研究者としてのキャリアの出発点に立つことができ
るだけの基礎知識を修得するためのものである。

事前学習　前回板書したノートをよく読み、内容を理解しておくこと。

事後学習　講義の内容を確認し、わからないところがあれば質問に来る
こと。

各回の事前学習、事後学習は、それぞれ2時間を目安とする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1章　デルタ関数とそのフーリエ変換への応用

1 デルタ関数とは？
2 デルタ関数および関連する関数のフーリエ変換
3 周期的なデルタ関数のフーリエ変換
4 デルタ関数列を使った、サンプリング定理の説明

第2章　離散フーリエ変換(DFT)

5 複素フーリエ級数展開から離散フーリエ変換へ
6 逆離散フーリエ変換
7 1の原始N乗根による表現（Nはサンプル数）
8 フーリエ行列
9 フーリエ行列の例
10 離散フーリエ変換の応用（ノイズの除去）
11 離散コサイン変換

第3章　高速フーリエ変換(FFT)

12 高速フーリエ変換のアルゴリズム (1)
（間引き、バタフライと回転因子）
13 高速フーリエ変換のアルゴリズム (2)
（サンプル数N=8の場合の具体例）
14 ビット反転
15 DFTとFFTの計算回数の比較



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H33411-01応用物理学特論

前期 2  1 授業形態:講義鈴木　孝将
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　電子情報分野における工学的デザイン能力、問題解決能力およびプ
レゼンテーション能力を育成するために、固体物理学の有名な教科書
であるC.Kittel著, "Introduction to Solid State Physics", 8th Edition, John
Wiley＆Sonsをゼミ形式で輪講する。
　個体物質は、おおまかに導体か絶縁体のどちらかに属する。なぜこ
のような電気的性質の差が出来ているのであろうか？このことを理解
するために固体の電子論の基礎を学習する。
　はじめに一次元シュレーデインガー方程式の解いて、波動関数とエ
ネルギー準位を求め、フェルミエネルギーの概念を理解する。次に電
子が一つのエネルギー軌道を占有する確率を与えるものとしてのフェ
ルミ・デイラック分布関数と、これらの３次元への拡張を学習する。
ここで伝導電子数に関連して重要な状態密度の概念も学習する。
　次に、半導体の電気的性質を理解するために必要な結晶のバンド構
造を学習する。そして、バンド構造内のバンドギャップの起源や、半
導体と金属、絶縁体の違いをバンド構造の枠組みで理解する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

固体の電子論の基礎を理解して、物質の電気的性質が説明できるよう
になる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

固体の電子論を用いて物質の電気的性質を説明できるかどうかを評価
の基準とする。
学習時間、学習態度、内容の理解度、英語力等を50%程度、レポート
を50%程度の割合で考慮して総合して成績評価を行う。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

C. Kittel著、“Introduction to Solid State Physics”、
　(John Wiley and Sons)、ISBN-13: 978-0471680574

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

テキストは英文で書かれている。これを基にして輪講を進めるので、
受講者は講義前に必ずテキストの該当部分を90分以上かけて読んでく
ること。また、講義後は該当部分の復習を90分以上かけてすること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回 Chapter 6, Energy levels in one dimension,
第2回 Chapter 6, Effect of temperature on the Fermi-Dirac
distribution,
第3回 Chapter 6, Free electron gas in three dimensions
第4回 Chapter 6, Heat capacity of the electron gas,
第5回 Chapter 6, Electrical conductivity and Ohm's law,
第6回 Chapter 7, Nearly free electron model,
第7回 Chapter 7, Bloch functions,
第8回 Chapter 7, Kronig-Penny model,
第9回 Chapter 7, Wave equation of electron in a periodic
potential,
第10回 Chapter 7, Number of orbitals in a band,
第11回 Chapter 8, Band Gap,
第12回 Chapter 8, Equation of motion,
第13回 Chapter 8, Intrinsic carrier concentration,
第14回 Chapter 8, Impurity conductivity,
第15回 Chapter 8, Thermoelectric effect, semimetals and
superlattices



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H31008-01オプトエレクトロニクス特別研究Ⅰ

通年 4  1 授業形態:演習文仙　正俊
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラムポリシーの「電子情報分野における工学的デザイン能
力」，「問題解決能力」及び「プレゼンテーション能力」の育成を行
うことを目的とし，ホログラフィック光ストレージ等の三次元光記
録，ディジタルホログラフィ等の三次元光計測やその他光学デバイス
に関する研究テーマを設定する．研究に必要となる基礎理論の学習や
関連研究調査を行い，シミュレーション技術や光学実験技術も習得す
る．研究計画を立案しこれを遂行する．

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 研究計画を策定し，これに沿って計画的に研究を遂行できること．
2. 研究の遂行に伴い発生する諸問題に対し，熟考しまた適切な文献を
調査すること等によりこれを解決する能力を身に付けること．
3．研究進捗状況や成果を，日々のコミュニケーションやプレゼン
テーションにより，教員や他の学生等と共有する能力を身に付けるこ
と．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

平素の学習態度，内容の理解度，研究の進展度，対外発表等により総
合的に評価する．

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

必要に応じて，適宜紹介する．

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前に十分な情報収集をすること．光エレクトロニクス特論等の関連
する科目をよく復習しておくこと（事前学習：各日一時間程度）．週
に一度研究進捗状況を振り返り，これをまとめて報告すること（事後
学習：各日一時間程度）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

＜前期＞
１～１２回：テーマ設定，関連分野の研究動向調査，必要
な技術の習得

１３～１４回：研究計画の立案

１５回：中間発表

＜後期＞
１６～２７回：研究の遂行

２８～２９回：成果発表準備

３０回：成果発表（一年間の研究を総括するとともに次年
度の研究計画を報告する）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H32008-01オプトエレクトロニクス特別研究Ⅱ

通年 6  2 授業形態:演習文仙　正俊
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラムポリシーの「電子情報分野における工学的デザイン能
力」，「問題解決能力」及び「プレゼンテーション能力」の育成を行
うことを目的とし，オプトエレクトロニクス特別研究Ⅰで行った研究
を進展させ，修士論文を執筆する．

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 研究計画を策定し，これに沿って計画的に研究を遂行できること．
2. 研究の遂行に伴い発生する諸問題に対し，熟考しまた適切な文献を
調査すること等によりこれを解決する能力を身に付けること．
3．研究進捗状況や成果を，日々のコミュニケーションやプレゼン
テーションにより，教員や他の学生等と共有する能力を身に付けるこ
と．
4. オプトエレクトロニクス特別研究Ⅰに引き続き研究を遂行し，最終
成果を修士論文としてまとめること．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

平素の学習態度，内容の理解度，研究の進展度，対外発表等により総
合的に評価する．

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

必要に応じて，適宜紹介する．

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前に十分な情報収集をすること．光エレクトロニクス特論等の関連
する科目をよく復習しておくこと（事前学習：各日一時間程度）．週
に一度研究進捗状況を振り返り，これをまとめて報告すること（事後
学習：各日一時間程度）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

＜前期＞
１～２９回：研究の遂行

３０回：中間発表

＜後期＞
３１～５０回：研究の遂行

５１～５９回：修士論文の作成

６０回：成果発表



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H33409-01音声情報処理特論

前期 2  1 授業形態:講義高橋　伸弥
◎－－－　授業の概要　－－－◎

音声は人間同士のコミュニケーション手段として極めて重要な役割を
果たしている．近年，音声をコンピュータで自動的に処理する技術の
開発が進み，一部では実用化されているシステムもある．特に深層学
習と呼ばれる技術により，音声認識，音声合成，音声翻訳等，従来手
法を大きく上回る性能が得られるようになってきた．本科目では，カ
リキュラムポリシーにおける「専門分野の先端的な工学知識や高度な
専門技術の修得」に基づき，深層学習の基礎から応用までについて学
習する．教科書を理解するだけでなく，関連研究のサーベイや実際の
ツールの使用まで，輪講形式と講義形式およびレポート課題を組み合
わせて進める．

◎－－－　到達目標　－－－◎

・ニューラルネットワークの基本を理解し，各種ツールを用いて深層
学習の応用手法を実際のデータに適用できること

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本講義では，各受講者は与えられた課題について発表を行い，その内
容に関して受講者全員で議論する．その後，授業で学習した内容をレ
ポートにまとめ提出する．
発表内容に対する評価を60%、議論への参加態度に対する評価を
20%，レポートの内容に対する評価を20%とする．

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト
　斎藤 康毅 (著)「ゼロから作るDeep Learning ２ ―自然言語処理編」
オライリージャパン（ISBN-10: 4873118360　ISBN-13:
978-4873118369）

参考書
　斎藤 康毅 (著)「ゼロから作るDeep Learning ―Pythonで学ぶディープ
ラーニングの理論と実装」オライリージャパン
　岡谷貴之 (著) 機械学習プロフェッショナルシリーズ「深層学習」,
講談社
　

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

学部で「音声情報処理」を履修していることが望ましい．各回の講義
内容に関連する事項に関し，教科書の内容を1日1時間程度、2～3日間
の目安で事前に予習しておくこと．また講義で学んだ内容についても
1日1時間程度、2～3日間の目安で事後学習を行って内容を充分に理解
できるようにすること．さらに課題として出されるレポートは期日ま
でに完成し，提出すること．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１回： はじめに
２、３、４回：ニューラルネットワーク
５、６回：自然言語と単語の分類表現
７、８回：word2vec
９、１０、１１回： リカレントニューラルネットワーク
１２、１３回：LSTM
１４、１５回：Attentionモデル

◎－－－　関連URL　－－－◎

講義ページ
(https://media.tl.fukuoka-u.ac.jp/moodle/)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H33410-01画像情報処理特論

前期 2  1 授業形態:講義鶴田　直之
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　カリキュラムポリシーの「電子情報分野における工学的デザイン能
力、問題解決能力およびプレゼンテーション能力の育成を行う」に基づ
き、情報工学技術者に必要な確率統計の諸概念を学習する。コンピュー
タ応用を学ぶ者にとって「ベイズ統計を知らないでは済まされない」も
のになってきている。コンピュータビジョンなどの人工知能、コン
ピュータグラフィックスなどの仮想現実感、両者を組み合わせた複合現
実感、データマイニングや迷惑メールのフィルタと言った最新のIT技術
でベイズ統計は活かされており、コンピュータ応用技術者の必須のツー
ルになっている。すでに私たちの身近なところで活用されているだけで
なく、金融工学(ex:ランダムウォーク)や心理学などの先端分野でも応用
されはじめている。
　この講義では、ベイズ統計の基礎に加え、ベイズ統計に革新を与えた
マルコフ連鎖モンテカルロ（MCMC: Markov chain Monte Carlo）法と階
層ベイズ法を具体的な例題を通して学ぶ。また、Excel程度のツールを
使って実際に計算を行い、理解を深めることとする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ベイズ統計学の位置づけや基礎、用語を説明できるようになる（授業計
画の１～６）
自然な共役分布を使ったベイズ統計学の応用例を解くことができるよう
になる（授業計画の７，８）
MCMC法を使ったベイズ統計学の応用例を解くことができるようになる
（授業計画の９，１０）
階層ベイズ法を使ったベイズ統計学の応用例を解くことができるように
なる（授業計画の１１～１３）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

＜成績評価の基準＞
　毎回の講義の要点の理解度をレポートにより問う。また、試験では、
以下の四点を問う。

ベイズ統計学と他の統計学との関係を論述することができ、和文または
英文で与えられた各種確率の定義や意味を説明できるかどうかを問う。
自然な共役分布を使ったベイズ統計学の応用例について、授業で用いた
例題の類似問題を解くことができるかどうかを問う。
MCMC法を使ったベイズ統計学の応用例について、授業で用いた例題の
類似問題を解くことができるかどうかを問う。
階層ベイズ法を使ったベイズ統計学の応用例について、授業で用いた例
題の類似問題を解くことができるかどうかを問う。

＜成績評価の方法＞
　試験（60％）とレポート（40％）で評価する。試験は１４回目に行
う。レポートは、毎回の講義要点をパワーポイントに要約して提出する
こと。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

涌井 良幸、道具としてのベイズ統計、日本実業出版社、2009年、2,400
円（定価税別）、ISBN-13: 978-4534046475
主要な部分は板書をするが、より深く学習したいものは各自で購入する
こと。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

Moodleに次回講義資料を掲載するので、事前に目を通しておくこと（事
前学習1時間）。また、毎回の講義内容をよく振り返り、各自で演習を
すること（事後学習1時間）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

回内容

1イントロダクション

2ベイズ統計の準備

3ベイズの定理とその応用

4前回の続き

5ベイズ統計学の基本

6前回の続き

7ベイズ統計学の応用（自然な共役分布を使う方法）

8前回の続き

9ベイズ統計学の応用（MCMC法を使う方法）

10前回の続き

11ベイズ統計学の応用（階層ベイズ法を使う方法）

12前回の続き

13前回の続き

14試験

15試験結果の解説

◎－－－　関連URL　－－－◎

moodle
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)

◎－－－　備考欄　－－－◎

特になし



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H34014-01技術マネージメント特論

集中前期 2  1 授業形態:講義亀井　重喜、三宅　賢治、松尾　久人
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　技術系企業におけるR&D（研究開発）、実用化技術開発が、どのよ
うなマネジメント手法で活用されているのかを紹介しながら、各技術
プロセスにおける実践的知見・ノウハウを業界最前線の外部講師も招
聘し、講述する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　技術マネジメントに関する概要・基礎を習得し、実践者ケースを通
じて、応用・実践管理技術の知識を習得する。 そしてオープンイノ
ベーションによる研究開発の在り方や実践応用メソッドも習得する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

出席点　40％
積極的な受講態度　20％
レポート提出　40％

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは、配布資料による。

図解でわかる技術マーケティング
技術者のためのマーケティング戦略策定の考え方と実行ステップを詳
説
ニューチャーネットワークス／高橋透
日本能率協会マネジメントセンター

IoT技術入門 関連書籍
AI・ビックデータ解析 関連書籍
ブロックチェーン関連書籍
プロジェクトマネジメント関連書籍

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　事後学習として、興味のある企業の年次報告書（アニュアルレポー
ト）を調査し、研究開発投資等の技術マネジメントに関する内容を認
識すること。また、グローバルでのMOT実践ケースを俯瞰し、考察す
ること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　本科目は実践理論とMOT実践ケースを組み合わせる内容
とし、「ゲスト講師による講義とディスカッション」を適
宜盛り込むとともに、「技術マネジメントにおける問題解
決」のノウハウを理解し、習得するものとする。

1日目
　Ⅰ限 技術マネジメント概論
　Ⅱ限 R&D（研究開発）マネジメントと
　　　　 知財戦略論
　Ⅲ限 製品開発と技術マーケティング論
　Ⅳ限 人工知能および先端情報技術動向と
　　　　 概要
　Ⅴ限 人工知能および先端情報技術（技術を
　　　 　応用したサービスの概要）

2日目
　Ⅰ限 イノベーションの基本理論
　Ⅱ限 イノベーションのケース事例研究
　Ⅲ限 イノベーションについてのチーム討議
　　　　 とチーム発表
　Ⅳ限 生産管理と品質管理
　Ⅴ限 製造及び電子情報産業動向と企業
     　　事例研究

3日目
　Ⅰ限 プロジェクトマネジメント概論‐PMBOK
　Ⅱ限 プロジェクト立上げ
　Ⅲ限 プロジェクト計画（WBS/スケ
　　　　 ジュール）
　Ⅳ限 プロジェクト実践演習（WBS/ネット
　　　　 ワーク図）
　Ⅴ限 プロジェクトコミュニケーション

亀井が講義を担当し、
1日目はⅣ、Ⅴ限を松尾先生
2日目はⅠ～Ⅲ限を三宅先生
3日目はⅠ～Ⅴ限を亀井が担当し、
3日間を通し共同で講義する。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H33005-01計算機工学特論Ⅰ

前期 2  1 授業形態:講義モシニャガ，ワシリー
◎－－－　授業の概要　－－－◎

今日、コンピュータアーキテクチャはかってない激動の最中である。
単体のコンピュータについていえば、マイクロプロセッサで3GHz以上
のクロックサイクルでしかも多重命令の発行できるスーパースカラ方
式やVLIW方式が商用化されたりしている。本講義は、そのような時
代にあることを踏まえ、最近のマイクロプロセッサの実現技術とし
て、スーパースカラ方式、マルチプロセッサ方式、記憶階層方式、な
どとその型コンピュータアーキテクチャなどについて説明する。計算
機工学分野の先端的な知識や高度な専門技術を修得し、問題解決能力
およびプレゼンテーション能力の育成を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

本講義は、最近のマイクロプロセッサの構成や設計手法および実現技
術を理解することを目標する.
受講者は以下のことができるようになる。
１．スーパースカラアーキテクチャの基礎知識を理解し、説明するこ
とができる。
２．マルチプロセッサ方式を理解し、説明することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価の内訳は、課題レポート（2回で合計60％）、宿題や小テス
ト（40％）とする。合計点数が60点以上を合格とする．ただし、提出
期限までにレポートの提出が無いものは成績評価の対象とせず不合格
とする．また、講義への出席回数が全講義回数の７割以上あることを
合格の必要条件とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

ヘネシー＆パターソン、コンピュータアーキテクチャ　定量的アプ
ローチ　第4反、2009、ISBN978-4-7981-1440-8

J.P.Shen, M.H.Lipasti, Modern Processor Design: Fundamentals of
Superscalar Processors、McGraw　Hill,2005, ISBN 007-057064-7

教科書は必携である．OHPによる講述であるので、ノートをとること
よりも聴講を勧める。教科書による復習が効果的である。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

基本的な計算機工学に関する知識を有していることが望ましい．講義
で学んだことに基づき、教科書あるいは情報誌・新聞を含んだ関連文
献を調べ、重要事項を抜出す。これを各日1時間程度、2～3日間の学
習を計画的に行うことで、より理解を深めることができる。一方次回
講義内容に関しても、同様に教科書調べるあるいは新聞・情報誌を含
んだ関連文献を収集するなど、事前学習を行い、講義に臨むことが重
要である。当事前学習に関しても、各日６０分程度、2～3日間の学習
を計画的に行う。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. 現代コンピュータアーキテクチャ
2. パイプラインプロセッサの工学
3. メモリシステム
4. 仮想記憶
5. スーパースカラプロセッサの特徴
6. 動的命令スケジューリング
7. レジスタリネーミング
8. アウトオブオーダ命令実行
9. メモリアクセス命令実行
10.分岐予測
11.PowerPCロセッサアーキテクチャ
12.Pentiumプロセッサアーキテクチャ
13.IA-64プロセッサアーキテクチャ
14.マルチプロセッサ方式
15.まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H33006-01計算機工学特論Ⅱ

前期 2  1 授業形態:講義佐藤　寿倫
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラムポリシーの「電子情報分野における工学的デザイン能
力，問題解決能力およびプレゼンテーション能力の育成を行う」に基
づき，本科目では最先端のコンピュータシステムにおける課題を学修
する．今日，コンピュータシステムは組み込み機器からスーパーコン
ピュータに至るまで様々な応用分野で利用されており，現代人の生活
を支えるインフラストラクチャーと言える．本科目では現代のコン
ピュータシステムにおける課題：性能の向上，消費電力の削減，そし
て信頼性の改善を扱う．具体的には，

関連する論文を紹介し，ディスカッションする
上述の課題を扱う実習を行い，その結果をレポートにまとめる
レポートの内容をプレゼンテーションする

◎－－－　到達目標　－－－◎

性能の向上，消費電力の削減，そして信頼性の改善における課題を理
解できる
上記の課題を適切な資料にまとめて説明できる
上記の課題の解決策を考察できる

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標に記した課題について，授業中の討論（20%）で理解を，資
料とその発表（80%）で説明と考察を，それぞれ評価する．

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

以下の文献を参考書に指定するが，必要に応じて資料を配布するの
で，購入は必須ではない．

J. L. Hennessy and D. A. Patterson: Computer Architecture - A Quantitative
Approach, 5th Edition, Morgan Kaufmann, ISBN-9780123838728, 2012.
【上記の訳本】ヘネシー＆パターソン: コンピュータアーキテクチャ
定量的アプローチ 第5版, 翔泳社, ISBN-9784798126234, 2014.

ディスカッションに用いる論文も適宜紹介する．

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

「計算機工学」「コンピュータシステム」「計算機アーキテクチャ」
「コンピュータアーキテクチャ」等の学部で教育される科目で，コン
ピュータアーキテクチャの基礎を身につけていることを前提とする．
配布された資料に予め目を通しておくこと（事前学習）．各回の学習
時間は2時間を目安とする．
授業で扱った内容について，インターネット上の記事などを通じて，
どのように応用されているかを調べること（事後学習）．各回の学習
時間は2時間を目安とする．
上記の事前・事後学習時間はあくまで目安であり，必要量は自らの頭
で考えること．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

 1. ガイダンス
 2. 性能向上技術（シングルコア）
 3. 性能向上技術（マルチコア）
 4. 信頼性改善技術（基本技術）
 5. 信頼性改善技術（アーキテクチャ）
 6. ディスカッション（論文#1）
 7. 消費電力削減技術（回路技術）
 8. 消費電力削減技術（アーキテクチャ）
 9. 消費電力削減技術（ソフトウエア）
10. ディスカッション（論文#2）
11. 実習（シミュレーション環境構築）
12. 実習（性能評価）
13. 実習（電力評価）
14. 実習（性能電力比の最適化）
15. プレゼンテーション（実習結果）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H31009-01計算機システム特別研究Ⅰ

通年 4  1 授業形態:演習モシニャガ，ワシリー
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本研究ではユビキタス社会実現に必要不可欠な組み込みシステム設計
技術に関する研究を行う。本研究は、論理回路、計算機工学、マイク
ロコンピュータの基本事項を基に種々の応用演習問題を解くことによ
り、さらに計算機システムに関する理解を深める。研究テーマは、組
み立てシステムの開発、専用プロセッサの設計、アルゴリズムの最適
化、ユーザーインターフェイスなどである。研究テーマを学生が自ら
選択し、教員から専門分野の先端的な工学知識や高度な専門技術を修
得する。本研究では、指導教員が個別で研究指導を行い、専門分野に
おける工学的デザイン能力、問題解決能力およびプレゼンテーション
能力の育成を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

修士論文研究に向け、具体的な研究計画を立案する。自分研究の目的
や新規性を明確化し、解決策方法を決定する。さらにプレゼンテー
ション能力を養う。受講者は以下のことができるようになる。
１．自分研究の目的や新規性について説明することができる。
２．研究テーマに関する基本的な学説について説明できる。（知識・
理解）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

特別研究課題に関する履修者の研究成果をレポートとして提出し、そ
の内容の報告を発表会形式で行う。研究内容50%＋特別研究レポート
20%＋発表30%、詳細は別に定める。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

研究テーマに応じて個別のテキストを設定する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

論理回路、計算機工学、プログラミングを理解していることが望まれ
る。講義で学んだことに基づき、教科書あるいは新聞・情報誌を含ん
だ関連文献を調べ、重要事項を抜出す。これを各日1時間程度、2～3
日間の学習を計画的に行うことで、より理解を深めることができる。
一方次回講義内容に関しても、同様に教科書調べるあるいは新聞・情
報誌を含んだ関連文献を収集するなど、事前学習を行い、講義に臨む
ことが重要である。当事前学習に関しても、各日1時間程度、2～3日
間の学習を計画的に行う。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

以下の項目を実施する.
前期
1.　関連分野の研究動向の調査
　文献などの調査により行う
2.　問題点の分析と解決策
　必要に応じて小規模実験などを行い、問題点と解決方法
を検討する

後期
3. 研究計画立案
　具体的方法や実施時間も含めて研究計画を立案する.
4.　プレゼンテーション能力の涵養
　上記の各段階において口頭発表を行い、プレゼンテー
ション能力の涵養を図る.

以上について前後期各15回の授業を行う．



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H31009-02計算機システム特別研究Ⅰ

通年 4  1 授業形態:演習佐藤　寿倫
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラムポリシーの「電子情報分野における工学的デザイン能
力，問題解決能力およびプレゼンテーション能力の育成を行う」に基
づき，本科目ではLSIシステムにおける問題の解決に取り組む．マイ
クロプロセッサに代表されるLSIシステムは，組み込み機器からスー
パーコンピュータに至るまで様々な応用分野で利用されており，現代
人の生活を支えるインフラストラクチャーと言える．本科目ではLSI
システムの開発における問題点を扱う．具体的には性能の向上・消費
電力の削減・信頼性の改善における問題を扱う．今日では，携帯電話
ですら三次元画像処理などの高い処理性能を要求するアプリケーショ
ンが動作しており，高性能と省電力の両立を達成できるシステムLSI
技術が求められている．加えて，微細化の急激な進展によりLSIの信
頼性が大きく低下しており，製造技術のみならず，回路技術やアーキ
テクチャ技術による信頼性改善が必要である．本科目ではこれらの問
題の解決に取り組む．

◎－－－　到達目標　－－－◎

討論等を通じて，以下の能力を身につけることを目標とする．
　1. 既存技術をサーベイできる．
　2. 現状の問題を理解できる．
　3. 問題の解決に向けて熟考できる．
　4. 自分の考えを表現できる．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

以下の項目について，授業における討論の内容（80%），修士論文の
準備状況（10％），そして中間発表または対外発表（10%）により，
総合的に評価する．
　1. 既存研究を説明できているかを評価の基準とする．
　2. 問題解決に向けての検討を適切な資料としてまとめられることを
評価基準とする．

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

必要に応じて資料を配布する．

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・計算機工学特論Ⅱを併せて履修することが望ましい．
・討論に基いて関連文献を調べ，内容を理解すること（事後学習）．
・週の終わりには一週間を振り返り，研究の進捗状況をレポートにま
とめること（事後学習）．
・上述の関連文献で理解できなかった内容については，次回の討論で
解決できるように質問事項をまとめておくこと（事前学習）．
・授業前日までに進捗状況レポートを回覧し，参加者間での理解を深
めておくこと（事前学習）．
・上述の事前・事後学習時間は8時間/週を目安とするが，必要量は自
ら考えること．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

前期
　1～14. 既存技術サーベイ
　15.　　中間発表

後期
　1～14. テーマに沿った討論
　15.　　中間発表（または対外発表）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H32009-01計算機システム特別研究Ⅱ

通年 6  2 授業形態:演習モシニャガ，ワシリー
◎－－－　授業の概要　－－－◎

計算機システムの専門分野において、指導教員のもとで研究を行い、
専門知識の総合化と深化を図り、問題解決に向けての広い視野から理
論的、実践的に考究する能力と独創性を養う。特に、修士論文の研究
を通じ、研究の進め方、課題の解決方法、評価方法、修士論文のまと
め方、発表方法などについて学習する。研究テーマを学生が自ら選択
し、教員から専門分野の先端的な工学知識や高度な専門技術を修得修
得しながら、修士論文卒業研究を完成させる。本研究では、指導教員
が個別で研究指導を行い、専門分野における工学的デザイン能力、問
題解決能力およびプレゼンテーション能力の育成を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

本研究は計算機システム分野における研究技術を理解すること。ま
た、研究を遅滞なく実施し、成果を修得し、その結果を修士論文とし
てまとめて、諮問会で口頭発表すること。受講者は以下のことができ
るようになる。
１．研究分野における工学知識や専門技術を理解し、説明することが
できる。
２．研究テーマに関する基本的な学説について説明できる。（知識・
理解）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

特別研究内容50%＋特別研究論文20%＋発表30%、詳細は別に定め
る。
ただし，前刷りの提出，特別研究論文の提出および研究発表のいずれ
かが欠けた場合，成績評価は60点未満とする．また，専攻在学中に各
種学会等が主催あるいは後援する学術講演会等において，特別研究に
関する研究発表を必ず行うこととし，学外発表を行わない場合の成績
評価は80点未満とする．

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

研究テーマに応じて個別のテキストを設定する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

１年次における特別研究の進捗状況を検討し、特別研究の完結へ向け
て計画的に研究を進めること。講義で学んだことに基づき、教科書あ
るいは新聞・情報誌を含んだ関連文献を調べ、重要事項を抜出す。こ
れを各日1時間程度、2～3日間の学習を計画的に行うことで、より理
解を深めることができる。一方次回講義内容に関しても、同様に教科
書調べるあるいは新聞・情報誌を含んだ関連文献を収集するなど、事
前学習を行い、講義に臨むことが重要である。当事前学習に関して
も、各日1時間程度、2～3日間の学習を計画的に行う。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

計算機工学特別研究Ⅰで作成した研究計画に基づき、実際
の修士論文研究を行う。以下の項目のうち、前期までは主
に1～2を行い、後期では3～5を行う。
1.　研究の進め方
　現在の技術動向、研究動向に絶えず注意し、新たなアイ
ディアを追及する。
2.　問題点に対する解決方法
　大きな問題から個別の課題へと、段階的に課題解決を
図っていく。また、仮説を立て、それを検証するフェーズ
を繰り返す。
3.　評価実施方法
客観性のある評価を実施する。
4.　修士論文のまとめ方
　研究の意義・目的・提案手法・評価などを明確にかつ論
理的にまとめる。
5.　発表方法
　修士論文にまとめた事項を、分かりやすく、また与えら
れた時間制約を守って発表する。

以上について60回の授業を行う．

　



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H32009-02計算機システム特別研究Ⅱ

通年 6  2 授業形態:演習佐藤　寿倫
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラムポリシーの「電子情報分野における工学的デザイン能
力，問題解決能力およびプレゼンテーション能力の育成を行う」に基
づき，本科目ではLSIシステムにおける問題の解決に取り組む．マイ
クロプロセッサに代表されるLSIシステムは，組み込み機器からスー
パーコンピュータに至るまで様々な応用分野で利用されており，現代
人の生活を支えるインフラストラクチャーと言える．本科目ではLSI
システムの開発における問題点を扱う．具体的には性能の向上・消費
電力の削減・信頼性の改善における問題を扱う．今日では，携帯電話
ですら三次元画像処理などの高い処理性能を要求するアプリケーショ
ンが動作しており，高性能と省電力の両立を達成できるシステムLSI
技術が求められている．加えて，微細化の急激な進展によりLSIの信
頼性が大きく低下しており，製造技術のみならず，回路技術やアーキ
テクチャ技術による信頼性改善が必要である．本科目ではこれらの問
題の解決に取り組む．

◎－－－　到達目標　－－－◎

討論等を通じて，以下の能力を身につけることを目標とする．
　1. サーベイから問題を抽出できる．
　2. 問題を解決する方法を提案できる．
　3. 論理的に表現できる．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

計算機システム特別研究Ⅰで初歩的な研究遂行力を身に付けているこ
とを前提に，以下の項目について，授業での討論の内容（30%），修
士論文の完成度（60%），そして中間発表または対外発表（10%）に
より，総合的に評価する．
　1. 既存の問題を適切な資料を用いて説明できることを評価基準とす
る．
　2. 問題解決に向けた提案を論理的に説明できること評価基準とす
る．

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

必要に応じて資料を配布する．

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・計算機工学特論Ⅱの単位を修得していることが望ましい．
・討論に基いて関連文献を調べ，内容を理解すること（事後学習）．
・週の終わりには一週間を振り返り，研究の進捗状況をレポートにま
とめること（事後学習）．
・上述の関連文献で理解できなかった内容については，次回の討論で
解決できるように質問事項をまとめておくこと（事前学習）．
・授業前日までに進捗状況レポートを回覧し，参加者間での理解を深
めておくこと（事前学習）．
・上述の事前・事後学習時間は12時間/週を目安とするが，必要量は自
ら考えること．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

前期
　1～14. テーマに沿ったディスカッション
　15. 　　中間発表（または対外発表）

後期
　1～14. 修士論文に沿ったディスカッション
　15. 　　総括（または対外発表）

　※1週あたり2回の授業を行う。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H33417-01言語工学特論

後期 2  1 授業形態:講義吉村　賢治
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　プログラミング言語のように人間によって設計されたされた言語を
人工言語とよぶのに対して、私たちが日常使っている日本語のように
自然発生的に生まれた言語を自然言語とよぶ。自然言語処理とは、コ
ンピュータで自然言語を処理することである。現在身近に存在する自
然言語処理システムとしてはコンピュータに日本語を入力するときに
使っている仮名漢字変換システムや英語文を日本語文に変換する機械
翻訳システムなどがある。自然言語処理研究の最終的目標は、人間と
同じように自然言語を操ることができるコンピュータシステムを実現
することである。自然言語処理の技術が音声認識や推論、知識表現な
どいわゆる人工知能の様々な技術と融合することにより、話し言葉に
よる情報検索や文章の要約作成、自動翻訳電話など多くの有用なアプ
リケーションの実現が可能になる。しかし、言語学や心理学などの諸
分野における長年の研究にもかかわらず、自然言語処理のお手本であ
る人間が行っている言語理解のメカニズムは完全に解明されていない
のが現状である。
　本講義では、カリキュラムポリシーの電子情報分野における工学的
デザイン能力、問題解決能力およびプレゼンテーション能力の育成を
行うに基づき、自然言語処理の分野において工学的な方法論が比較的
に確立している形態素解析、構文解析のアルゴリズムを中心に学習
し、意味解析、文脈解析の現状についてもこれまでの研究状況を概観
する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) 形態素解析のアルゴリズムを理解し、説明することができる。
(2) 構文解析のアルゴリズムを理解し、説明することができる。
(3) 意味解析、文脈解析の方法論について理解し、説明することができ
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

形態素解析、構文解析のアルゴリズムと意味解析、文脈解析の各種方
法論について理解していることを授業中の発表とそれに対する質問へ
の対応で評価する。具体的には、
授業中の質問に対する回答の評価（60％）
プレゼンテーションの評価（40％）
とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

吉村賢治著：自然言語処理の基礎［新訂版］、サイエンス社(2012)。
ISBN978-4-7819-1315-5
税別1650円

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

授業は輪講形式で行うので、毎週90分以上の予習をして授業に臨み、
理解できなかった箇所については授業中に質問して、授業後も毎週90
分以上の復習を行うことでその都度解決していくこと。特に、毎週の
発表者はパワーポイントでプレゼンテーションの資料を作成しておく
こと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．自然言語処理の予備知識：日本語の形態論
２．自然言語処理の予備知識：句構造文法
３．自然言語処理の予備知識：単一化文法
４．形態素解析：基本的なアルゴリズム
５．形態素解析：A*アルゴリズム
６．形態素解析：2レベル形態論
７．形態素解析：確率モデル
８．構文解析：基本的なアルゴリズム
９．構文解析：チャート法
１０．構文解析：CYK法
１１．意味解析：第一階述語論理
１２．意味解析：概念依存理論
１３．意味解析：生成語彙論
１４．文脈解析：スクリプト
１５．文脈解析：談話表示理論



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H33306-01固体電子回路特論

後期 2  1 授業形態:講義末次　正
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラムポリシーの「専門分野の先端的な工学知識や高度な専門
技術を修得」に基づき、高周波パワー増幅器の産業応用についての基
本的な知識を身につけることを目的とする。主な内容は高周波エレク
トロニクスの理論、およびその応用技術である。高周波エレクトロニ
クスに関する演習を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

最先端の技術レベルを自ら理解できる能力を得るために。
以下の能力を身につけることを到達目標とする。
１．高周波エレクトロニクスの理論を理解できるようになる。
２．高周波エレクトロニクスの測定技術、試験方法に関する知識を身
につけるようになる。
３．スミスチャートについての知識を実につけるようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準
上記の到達目標を最低限入門技術者として職務に就けるだけのレベル
まで習得していることを単位認定の基準とする。
成績評価方法
高周波パワー増幅器とその産業応用に関するレポートにより評価す
る。(100%)

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

"RF Power for Industrial Applications”, Louis E. Frenzel, Prentice Hall,
2003 ISBN 0130965774

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習：テキストは事前に読んで、章末の演習問題をすべて解いて
おくこと。これを各日1時間程度、2～3日間の学習を計画的に行うこ
と。
事後学習：授業でわかったことわからなかったことをまとめること。
わからなかったことは資料などで調査して十分に理解しておくこと。
これを各日1時間程度、2～3日間の学習を計画的に行うこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

Contents

１回目　Chapter 1 Introduction of applications for RF power.

２回目　Chapter 2 signal source.

３回目　Chapter 3 Fundamental of RF power amplifiers.

４回目　Chapter 4(1) Linear and nonlinear power RF
amplifiers.

５回目　Chapter 4(2) High power RF amplifiers.

６回目　Chapter 5 impedance-matching circuits.

７回目　Chapter 6　Transmission lines.

８回目　Chapter 7　Smith charts

９回目　Chapter 8 RF power measurement and control.

１０回目　Chapter 9(1) Power system specifications

１１回目　Chapter 9(2) the troubleshooting, maintenance

１２回目　Chapter 10(1) the most common applications of RF
power in industry.

１３回目　Chapter 10(2) various application of RF power
industry.

１４回目　Appendix Broadband linear power amplifiers for
wireless applications

１５回目　Practice



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H34017-01システム開発特別演習

前期 2  1 授業形態:演習中西　恒夫、吉村 賢治，鶴田 直之，モシニャガ・ワシリー，高橋 伸弥
◎－－－　授業の概要　－－－◎

電子情報分野における工学的デザイン能力，問題解決能力およびプレ
ゼンテーション能力の育成を行うべく（カリキュラムポリシ），地域
に存在する実課題をICTを用いて『プロジェクト型開発特別演習・実
習』の前章に位置づけられるこの演習では，まずはシステム開発プロ
セスの基礎を学び，続いて学生数名程度でプロジェクトチームを構成
し，与えられた課題を理解，分析し，その課題を解決するICTシステ
ムの構想をまとめ要求仕様書を作成する。あわせて，当該ICTシステ
ムを構築するうえで必要となる要素技術と開発技術の習得を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

システム開発プロセスを構成する諸工程，各工程の目的と内容，各工
程の着手に必要な前工程の成果物，各工程の成果物を理解し説明でき
ること。
与えられた課題を理解し，理解した内容を第三者に説明できること。
与えられた課題を解決するICTシステムの開発プロセスを定義し，そ
のプロセスの妥当性を第三者に説明できること。
与えられた課題を理解，分析し，その課題を解決するシステムの構想
とその妥当性を第三者に説明できること。
与えられた課題を解決するシステムを構築するうえで必要となる要素
技術を洗い出し，自ら学び，理解できること。
与えられた課題を解決するシステムの要求仕様書を記述できること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期的に行う報告会の発表内容と質疑応答，ならびにそのときに提出
される報告書で見られる，課題の理解度，取組み態度，積極性に基づ
いて，複数教員によってチームおよび各人を評価する（60%）。
最終報告会の発表内容，そのときに提出される報告書，ならびに課題
を解決するICTシステムの要求仕様書の品質（理解容易性，整合性，
妥当性）に基づいて，複数教員によってチームを評価する（30%）。
発表における各人への質疑応答で見られる各人の理解度とプロジェク
トへの貢献に基づいて，複数教員によって各人を評価する（10%）。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

担当教員より課題内容に応じた参考文献を適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

履修上の留意点:

システムの実現に必要となる要素技術について，教員は技術の選択に
ついて助言をすることはあっても，その内容を教授することはしな
い。自ら必要な資料を選び，主体的に学ぶこと。

準備学習:

システム開発プロセスの予習，開発環境・ツール・言語の学習，要素
技術の調査と学習に毎週最低4時間（半期で60時間）はあてること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

システム開発プロセスの学習

第1回: システム開発プロセスおよび要求記述の技法
第2回: 構造および振舞いの分析技法
第3回: 設計技法
第4回: テスト技法

プロジェクト課題の選定

第5回: 課題の選定，課題の理解と分析，開発プロセスの定
義

開発技術の習得

第6回: 開発環境および開発ツールの学習
第7回: 開発言語の学習 (1)
第8回: 開発言語の学習 (2)

要求仕様の確定

第9回: 課題の理解および分析
第10回: 課題解決策の検討
第11回: 要素技術の検討 (1)
第12回: 要素技術の検討 (2)
第13回: 要求仕様書の作成
第14回: 要求仕様書のレビューと改善

最終発表会

第15回: 最終発表会

なお，課題内容によって開発プロセス，開発言語，要素技
術の選択やその修得に要する難易度が変動するため，シラ
バスの各回の内容は追加，省略，変更される可能性があ
る。
　月曜6限・金曜2限に開講のうち、吉村は月曜6限のみ担
当（その他の教員は全て担当）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H34021-01システム開発特別実習

集中後期 2  1 授業形態:実習鶴田　直之、吉村　賢治，高橋 伸弥，中西　恒夫
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　カリキュラムポリシーの「電子情報分野における工学的デザイン能
力、問題解決能力およびプレゼンテーション能力の育成を行う」に基
づき実習を行う。具体的には、学生は，実際の企業内で行われる夏季
インターンシップに参加する．このインターンシップは，九州経済連
合会が仲介役となって福岡県内の複数の大学と企業が協働して行う
「九経連・先導的ＩＣＴ人材育成施策提携事業」によるものである．
　課題内容（テーマ）は，企業にもよるが，現実的で実社会への応用
性が高いものであることが多い．
　インターンシップへの参加にあたっては，テーマごとに企業からイ
ンターンシップ遂行に必要となるスキルの提示がある．学生は，実際
の就職活動さながらの自己アピールシート及び面接によって選考され
る．したがって，事前の準備を怠ると．参加できない場合もある．
　学生は，終了時には，九経連が主催する大学間合同成果発表会で発
表すると同時に，終了報告書を提出することによって単位認定を受け
る．

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．自己分析を行うことができる
２．そのうえで，企業内において与えられた技術課題に取り組むこと
ができる
３．それにより，以下の社会人基礎力を計画的に向上させることがで
きる．（つまり，無計画にすべての能力を向上させようとすることは
望ましくない）
＜参考＞
・現状理解：現状把握力・分析力
・コミュニケーション：協調性，傾聴・理解力，積極・主体性，報告
力，説明・表現力
・業務遂行：計画力，応用力，創造力，遂行力，規律・道徳性

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

最低60時間の実習（詳細は企業との調整による）を実施し，要求され
た事項を完了すること，（スケジュール上止むを得ない場合を除き）
最終成果報告会で発表することが条件である．成績は，到達目標に挙
げた項目について，その能力および能力向上率を企業のチューター及
び指導教員が主観評価する．

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

なし

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

実習先企業から事前に学習すべき項目が指定されたら，その項目につ
いて事前学習しておくこと（事前学習1時間）．また，日報または週
報が課せられるので，期限を守って復習して提出すること（事後学習
1時間）．履修上の留意点としては，分からないことは，ためらわず
に指導担当の方に相談すること．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

回内容

１学内ガイダンス（全員）

２配属先書類選考（事前指導：全員）

３配属先面接試験（事前指導：全員）

４九経連合同ガイダンス（全員）

５～２８企業での実習

２９企業での口頭報告

３０九経連合同最終成果発表会で報告（全員）

※1回当たり1時限分の授業



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H33413-01システム・ソフトウェア工学特論

前期 2  1 授業形態:講義中西　恒夫
◎－－－　授業の概要　－－－◎

電子情報分野における工学的デザイン能力、問題解決能力およびプレゼンテーション
能力の育成すべく（カリキュラムポリシ），学部のプログラミングの講義や演習で
は，専ら言語の文法をマスターし，機能要求を満足するコードを記述することが求め
られ，コードの品質まで評価される機会はあまりなかった。しかしながら，実務的な
ソフトウェア開発では，ソフトウェアは正しく機能することのみならず，要求された
品質を満足することも厳しく求められる。ソフトウェアの品質は，完成品たるコード
の品質，ならびにそれを担保する開発プロセスによって定まる。この科目ではそのた
めのテクニックを実践的に学習する。

この科目は講義，輪講，ならびに演習の複合形式で実施する。

講義（1回）は教員がこの科目を受講するうえで必要最小限の知識を講義する。

輪講では，各回（2～15回），受講生の中からひとりの当番講師を定め，当番講師は設
定されたテーマについて発表資料を作成し，他の受講生にその内容を講義する。他の
受講生は内容に対する質問を行う。当番講師であるか否かにかかわらず受講生は全員
予習をしなければならない。

演習は，実際の（決して品質のよくない）コードを受講者全員でレビューし，コード
を改善することで，各回で学んだ内容を実践する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

望ましいコードのレイアウトとスタイルを理解し実践できること。
ソフトウェア設計の基本的な戦術を理解し説明できること。
クラスやルーチンの設計と実装の指針について理解し，それら指針の理由を説明でき
ること。
変数やデータ型の定義と使用の指針について理解し，それら指針の理由を説明できる
こと。
ステートメントの記述の指針について理解し，それら指針の理由を説明できること。
防御的プログラミング，コラボレーティブコンストラクション，デベロッパテスト，
デバッグ，リファクタリング，コードチューニングの技法を理解し説明できること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

【輪講80%】輪講において，当番講師として理解しやすい講義資料の作成と講義を行っ
たか，また聴講者として積極的に質疑応答と討議に参加したかを，講師および参加者
の相互評価に基づいて評価する。
【演習20%】レビューにおいて積極的に問題点の指摘や議論を行ったかを，参加者の相
互評価に基づいて評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

Steve McConnell（著）, （株）クイープ（訳）, 「コードコンプリート」, 第2版, 上巻,
日経BP社, ISBN978-4-89100-455-2，2011.
Steve McConnell（著）, （株）クイープ（訳）, 「コードコンプリート」, 第2版, 下巻,
日経BP社, ISBN978-4-89100-456-9，2011.

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

履修上の留意点:

輪講の当番講師は他の受講者が学習内容を理解できるよう，講義内容の理解と講義資
料の作成を万全にしておくこと。
予習では講義内容を完全に理解する必要はないが，教科書以外の文献も調べながら可
能な限りの理解に努め，何が理解できて何が理解できなかったのかを明らかにするこ
と。

準備学習：

事前学習: 当番講師は発表資料の作成を行うこと。受講者全員，次回の内容を予習をし
てくること。
事後学習: 事前学習で理解できていなかったことの理解を完全にすべく復習すること。
そのための予復習に毎週最低4時間（半期で60時間）はあてること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回: イントロダクション: ソフトウェア開発プロセス，
オブジェクト指向，C言語プログラミングに関する復習，
ソフトウェアの品質（講義）
第2回: ソフトウェア設計のあり方（輪講，教科書5章）
第3回: レイアウトとスタイル（輪講，教科書31～32章）
第4回: クラスの設計と実装の指針（輪講，教科書6章）
第5回: ルーチンの設計と実装の指針（輪講，教科書7章）
第6回: 防御的プログラミング（輪講，教科書8～9章）
第7回: 変数の定義と使用の指針（輪講，教科書10～11章）
第8回: データ型の定義と使用の指針（輪講，教科書12～13
章）
第9回: ステートメントの記述の指針(1)（輪講，教科書14～
17章）
第10回: ステートメントの記述の指針(2)（輪講，教科書18
～19章）
第11回: コラボレーティブコンストラクション（輪講，教
科書21章）
第12回: デベロッパテスト（輪講，教科書22章）
第13回: デバッグ（輪講，教科書23章）
第14回: リファクタリング（輪講，教科書24章）
第15回: コードチューニング（輪講，教科書25～26章）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H33302-01集積回路工学特論

後期 2  1 授業形態:講義名倉　徹
◎－－－　授業の概要　－－－◎

半導体集積回路を用いたシステムは様々な場所で用いられており、ス
マホを始めとする現在の電子機器およびネット社会を支えている。カ
リキュラムポリシーの「電子情報分野における工学的デザイン能力、
問題解決能力およびプレゼンテーション能力の育成を行う」に基づ
き、本科目では、集積回路を開発することを念頭に置きながら、集積
回路設計を行うための基本的な設計論について述べる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

集積回路を設計するには様々なステップを踏むことになるが、各ス
テップにおけるポイントを押さえ、それを実際の設計に反映させるた
めの手法をマスターすることを目標とする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業中の討論 50% および発表 50% で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

「LSI 設計常識講座」名倉徹 (東京大学出版会) 3456円
ISBN-10:4130628321

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

学部レヘ ルの半導体工学・集積回路工学の基礎的な知識を有している
ことを前提とする。授業に先立ってテキストの該当箇所を事前に読ん
て おくとともに、授業終了後に復習すること。予習・復習それそ れ
90 分程度を目安とする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. 回路図入力
2. SPICE シミュレーション
3. レイアウトとその検証
4. 配線 RC 抽出
5. IO バッファ
6. ノイズ対策
7. 微細化の進展で発生する問題
8. 測定装置
9. 測定技術
10. 設計の全体フロー
11. 実際の設計 1
12. 実際の設計 2
13. 実際の設計 3
14. 実際の設計 4
15. 実際の設計 5



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H31006-01集積回路特別研究Ⅰ

通年 4  1 授業形態:演習末次　正
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラムポリシーの「指導教員が個別で研究指導を行い、電子情
報分野における工学的デザイン能力、問題解決能力およびプレゼン
テーション能力の育成を行う。」に基づき。高周波スイッチング増幅
器に関して研究テーマを設定し、研究の計画立案、研究の遂行、及び
報告または論文作成を行なう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

エレクトロニクス、通信および情報を中心に進められている技術革新
を担ってゆくことができる高度な知識と研究能力を得るために、研究
計画を立てて、研究結果を学術発表できる内容に仕上げることを目標
とする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準
国内研究会発表に相当するレベルの研究課題について自ら研究計画を
立てて、研究を遂行し、研究発表をおこなえるようになることを評価
の基準とする。
成績評価方法
研究遂行状態５０％、論文５０％として評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

それぞれの研究テーマに関して、個別に設定する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

毎週、研究の進捗状況報告を義務とする。【事前学習】事前に情報収
集を行いよく予習すること。これを各日1時間程度、6日間学習を計画
的に行うこと。【事後学習】事後に資料を整理し次の研究方針を考え
ること。これを各日1時間程度、6日間学習を計画的に行うこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　研究背景の調査
第2回　研究計画の作成
第3回　実施内容の検討
第4回-第15回　研究遂行
第16回　研究結果のまとめ
第17回　報告書の内容のまとめ
第18回-第30回　報告書作成



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H31006-02集積回路特別研究Ⅰ

通年 4  1 授業形態:演習鈴木　孝将
◎－－－　授業の概要　－－－◎

電子情報分野における工学的デザイン能力、問題解決能力およびプレ
ゼンテーション能力を育成するために、半導体材料やナノエレクトロ
ニクス等に関して、必要となる基礎理論の学習や関連文献調査等を行
い、修士論文の研究テーマを設定する。さらに、研究計画の立案、研
究の遂行、及び報告または論文作成を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

研究計画を立てて研究を遂行し、有用な実験データを取得できる能力
を養う。さらに、得られた実験データを整理・考察して研究結果を学
術発表できる内容に仕上げる能力を身に付ける。また、研究中に発生
する諸問題を解決する能力や、研究進捗状況や成果を他人に分かりや
すくプレゼンテーションする能力を身に付ける。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

研究内容の理解度、研究遂行状態などを50％程度、学会・論文発表な
どを50%程度考慮して、総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

それぞれのテーマに関して、個別に設定する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

毎週、研究の進捗状況報告を義務とする。事前学習は、研究進捗内容
を説明できる資料の準備に90分程度時間をかけること。また、事後学
習は指摘事項を考慮した研究計画の訂正を90分程度行うこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1～3回　研究背景の調査
第4～6回　研究計画の作成
第7～9回　実施内容の検討
第10～24回　研究遂行
第25～27回　研究結果のまとめ
第28～29回　成果発表準備
第30回　成果発表



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H31006-03集積回路特別研究Ⅰ

通年 4  1 授業形態:演習名倉　徹
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラムポリシーの「電子情報分野における工学的デザイン能
力、問題解決能力およびプレゼンテーション能力の育成を行う」に基
づき、半導体集積回路の基礎的な設計力を身につけるとともに、集積
回路設計者が直面している課題を見つけ、その解決策を模索・提案す
る。特に、生体微弱信号抽出回路・位相同期回路・電源回路・テスト
容易化回路など、アナログ集積回路に関する理解を深める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

修士論文研究に向けた具体的なテーマ設定を行い、研究計画を策定す
る。また、世の中で分かっていること、自分が知っていること、自分
が考えていること、を明確に区別しながら他者に分かりやすく伝える
ためのコミュニケーション能力を養成する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

国内研究会で発表できるレベルの研究課題を設定し、議論を交わしな
がら研究を遂行できることを評価の基準とする。研究遂行状態50%、
特別研究報告書20%、発表30%として評価を行う。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

研究テーマに応じて個別のテキストと参考文献を設定する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

毎週、研究の進捗状況を報告するとともに、ディスカッションを通じ
て理解を深め、問題解決に向けた次にやるべき手段を考える。進捗報
告内容および今後の予定を事前にしっかりと考えておくとともに、毎
日計画的に研究をすすめること。事前・事後学習はそれぞれ一日一時
間程度を目安とする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. 関連分野の文献調査を通じて、現状の課題および研究動
向を把握する。(第1～5回)
2. 課題の解決に繋がるアイディアを出し、解決策を提案す
る。必要に応じて回路設計およびシミュレーションを行
う。(第6～10回)
3. 解決策の実証に向けた研究計画を立案、実行する。(第
11回～25回)
4. レポート執筆およびプレゼンテーション能力を養成す
る。(第25回～30回)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H32006-01集積回路特別研究Ⅱ

通年 6  2 授業形態:演習末次　正
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラムポリシーの「指導教員が個別で研究指導を行い、電子情
報分野における工学的デザイン能力、問題解決能力およびプレゼン
テーション能力の育成を行う。」に基づき、高周波スイッチング増幅
器に関して研究テーマを設定し、研究の計画立案、研究の遂行、及び
報告または論文作成を行なう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

エレクトロニクス、通信および情報を中心に進められている技術革新
を担ってゆくことができる高度な知識と研究能力を得るために、研究
計画を立てて、研究結果を学術発表できる内容に仕上げることを目標
とする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準
国内研究会発表に相当するレベルの研究課題について自ら研究計画を
立てて、研究を遂行し、研究発表をおこなえるようになることを評価
の基準とする。
成績評価方法
研究遂行状態５０％、論文５０％として評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

それぞれの研究テーマに関して、個別に設定する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

毎週、研究の進捗状況報告を義務とする。【事前学習】事前に情報収
集を行いよく予習すること。これを各日1時間程度、6日間学習を計画
的に行うこと。【事後学習】事後に資料を整理し次の研究方針を考え
ること。これを各日1時間程度、6日間学習を計画的に行うこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　研究背景の調査
第2回　研究計画の作成
第3回　実施内容の検討
第4回-第30回　研究遂行
第31回　研究結果のまとめ
第32回　報告書の内容のまとめ
第33回-第60回　報告書作成



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H32006-02集積回路特別研究Ⅱ

通年 6  2 授業形態:演習鈴木　孝将
◎－－－　授業の概要　－－－◎

電子情報分野における工学的デザイン能力、問題解決能力およびプレ
ゼンテーション能力を育成するために、集積回路特別研究Ⅰで行った
研究を進展させ，修士論文を執筆する．

◎－－－　到達目標　－－－◎

研究計画を立てて研究を遂行し、有用な実験データを取得できる能力
を養う。さらに、得られた実験データを整理・考察して研究結果を日
本語と英語で学術発表できる内容に仕上げる能力を身に付ける。ま
た、研究中に発生する諸問題を解決する能力や、研究進捗状況や成果
を他人に分かりやすくプレゼンテーションする能力を身に付ける。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

研究内容の理解度、研究遂行状態などを50％程度、学会・論文発表な
どを50%程度考慮して、総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

それぞれのテーマに関して個別に設定する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

毎週、研究の進捗状況報告を義務とする。事前学習は、研究進捗内容
を説明できる資料の準備に90分程度時間をかけること。また、事後学
習は指摘事項を考慮した研究計画の訂正を90分程度行うこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1～3回　研究背景の調査
第4～6回　研究計画の作成
第7～9回　実施内容の検討
第10～54回　研究遂行
第55～57回　研究結果のまとめ
第58～59回　成果発表準備
第60回　成果発表



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H32006-03集積回路特別研究Ⅱ

通年 6  2 授業形態:演習名倉　徹
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラムポリシーの「電子情報分野における工学的デザイン能
力、問題解決能力およびプレゼンテーション能力の育成を行う」に基
づき、集積回路特別研究Iで身に付けたアナログ集積回路に関する技術
を利用し、研究を発展させるとともに、修士論文作成を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

研究計画にもとづいて計画的に研究を遂行する。本研究では実際の集
積回路を設計・試作する。そして実デバイスと丁寧に向き合って測定
することにより、新たな知見を得る。設計・試作・測定を通じて得ら
れた成果をまとめ、学会等で発表する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

研究内容の理解度、研究の進捗および成果、学会発表、論文発表を総
合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

研究テーマに応じて個別のテキストと参考文献を設定する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

毎週、研究の進捗状況を報告するとともに、ディスカッションを通じ
て理解を深め、問題解決に向けた次にやるべき手段を考える。進捗報
告内容および今後の予定を事前にしっかりと考えておくとともに、毎
日計画的に研究をすすめること。事前・事後学習はそれぞれ一日一時
間程度を目安とする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. 研究背景の調査 (第1～5回)
2. 課題の解決に繋がるアイディアを出し、解決策を提案す
る。(第6～10回)
3. 回路設計およびシミュレーションを行うとともに、実
チップを試作する。(第11～45回)
4. 実チップを測定し、その効果を定量的にまとめる。(第
46回～55回)
5. レポート執筆およびプレゼンテーション能力を養成す
る。(第56回～60回)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H31010-02情報アーキテクチャ特別研究Ⅰ

通年 4  1 授業形態:演習上山　憲昭
◎－－－　授業の概要　－－－◎

インターネットやスマートフォンに代表される情報ネットワークは，
日常的に多くの人が利用し，現代生活を営む上で無くてはならない社
会インフラとしての役割を担っている．しかし一方で，ネットワーク
の混雑によって生じる通信品質の劣化，災害時の通信断等による信頼
性の劣化，情報セキュリティ攻撃等によって生じるセキュリティ脆弱
性など，情報ネットワークを快適・安全に人々が利用し続けるために
は解決すべき課題が多く存在する．本科目では，カリキュラムポリ
シーの電子情報分野における工学的デザイン能力，問題解決能力およ
びプレゼンテーション能力の育成を行うに基づき，これら課題の解決
を目的とした修士論文作成の準備として，各人の研究テーマの背景や
基礎的技術を学び，研究テーマを詳細化する．

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 情報ネットワークに関する各人の研究テーマの関連分野の背景
と基礎的技術について理解し，他者に説明することができる．
2. 各人の研究テーマの関連分野において，何が未解決であるかを
理解し，自身の研究テーマを詳細化し，研究計画を立てることができ
る．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

以下の評価基準に基づき，各人の意欲，取組み態度，理解度を多面的
に評価する．
1. 【情報収集・調査能力: 40%】自身の研究テーマの関連分野の背
景と基礎的技術についての理解度と，関連研究論文の調査内容と，教
員との個別打合せや輪講における作成資料の内容を評価基準とする．
2. 【研究課題設定能力: 30%】自身の研究テーマの関連分野におけ
る未解決問題の理解度と，研究テーマを詳細化して研究計画を立てる
取組みに対する態度と，教員との個別打合せ資料の内容を評価基準と
する．
3. 【プレゼンテーション能力: 20%】輪講や中間報告会において，
自身の論文調査内容や研究計画について，簡潔に要点をまとめ，わか
りやすく理路整然と発表できたかを評価基準とする．
4. 【他者の研究の理解能力: 10%】輪講や中間報告会において，他
者の発表内容の理解に努め，不明な点を質問し助言を積極的に行った
かを評価基準とする．

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは使用しない．適時，資料を必要に応じて配布する．

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

教員が指定した論文を熟読して要約し，輪講のプレゼンテーション資
料を作成し，輪講における発表に備えて事前学習を行うこと．また研
究テーマを詳細化し研究計画を検討し，検討内容を資料化して教員と
の個別打合せに備えて事前学習を行うこと．これら事前学習は各回2
時間以上の時間をかけて十分な準備を行うこと．さらに中間報告会に
備えて研究テーマを詳細化し，要点をまとめ，プレゼンテーション資
料を作成すること．輪講で受けた質問で答えられなかった点や，教員
から受けた研究テーマの改善案に対して，事後に復習し調査を，事後
学習として各回2時間以上の時間をかけて十分に行うこと．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. 自身の研究テーマの関連分野の背景と基礎的技術に
ついて，書籍等をもとに学習する．(1～10回)
2. 自身の研究テーマに関連する研究論文を調査し，技
術の要点や問題点をまとめ，輪講にて発表する．(11回～
20回)
3. 自身の研究テーマを詳細化し，研究計画を設定す
る．(21回～29回)
4. 中間報告会において，論文調査内容と設定した研究
テーマを発表する．(30回)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H32010-01情報アーキテクチャ特別研究Ⅱ

通年 6  2 授業形態:演習荒牧　重登
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　カリキュラムポリシーの電子情報分野における工学的デザイン能
力、問題解決能力およびプレゼンテーション能力の育成を行うに基づ
き、情報アーキテクチャー特別研究Ⅰで作成した研究計画に従って研
究を遂行し、修士論文としてまとめ、その内容をわかりやすく口頭発
表する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　修士論文をまとめ、その内容をわかりやすく口頭発表する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　平素の研究態度（自ら進んで解決しようとする態度）、論文の内容
（新規性）、プレゼンテーションの内容（自分の研究内容をわかりや
すく他人に伝えているか）などを総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

必要に応じて講義資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

毎週、研究の進捗状況を報告すること。情報アーキテクチャー特別研
究Ⅰを履修しておくこと。
事前学習：事前にプレゼン用の資料など準備すること。これを各日1
時間程度、6日間学習を計画的に行うこと。。
事後学習：指摘された箇所について調査、改善を行うこと。これを各
日1時間程度、6日間学習を計画的に行うこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　１～４０回目：研究計画に従って研究を遂行する　４１
～４６回目：学会への論文発表の準備
４７～５４回目：最終的な研究論文の作成に向けての研究
の実施
５５～６０回目：修士論文の作成



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H32010-02情報アーキテクチャ特別研究Ⅱ

通年 6  2 授業形態:演習上山　憲昭
◎－－－　授業の概要　－－－◎

インターネットやスマートフォンに代表される情報ネットワークは，
日常的に多くの人が利用し，現代生活を営む上で無くてはならない社
会インフラとしての役割を担っている．しかし一方で，ネットワーク
の混雑によって生じる通信品質の劣化，災害時の通信断等による信頼
性の劣化，情報セキュリティ攻撃等によって生じるセキュリティ脆弱
性など，情報ネットワークを快適・安全に人々が利用し続けるために
は解決すべき課題が多く存在する．本科目では，カリキュラムポリ
シーの電子情報分野における工学的デザイン能力，問題解決能力およ
びプレゼンテーション能力の育成を行うに基づき，これら課題の解決
を目的として情報アーキテクチャ特別研究Iで詳細化した研究テーマに
関して研究を遂行し，成果を修士論文としてまとめ，口頭発表を行
う．

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 情報アーキテクチャ特別研究Iで詳細化した研究テーマに取り組
み，計算機シミュレーション等の方法で数値データを取得することが
できる．
2. 上記研究テーマの取り組み内容を修士論文としてまとめること
ができる．
3. 修士論文としてまとめた研究成果を口頭で論理的にわかりやす
く説明できる．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

以下の評価基準に基づき，各人の意欲，取組み態度，理解度を多面的
に評価する．
1. 【情報収集・調査能力: 30%】自身の研究テーマを遂行する上で
必要な既存研究調査と分析を行い，自身の研究テーマの内容に活用す
ることができたかを評価基準とする．
2. 【研究遂行能力: 40%】計算機シミュレーション等の方法で，自
身の研究テーマの成果を定量的に示すためのデータを収集するための
取組みに対する態度と，教員との個別打合せ資料の内容を評価基準と
する．
3. 【プレゼンテーション能力: 20%】進捗報告会と口頭試問会にお
いて，自身の研究の進捗状況や修士論文の内容を簡潔に，わかりやす
く理路整然と発表できたかを評価基準とする．
4. 【他者の研究の理解能力: 10%】進捗報告会において，他者の発
表内容の理解に努め，不明な点を質問し助言を積極的に行ったかを評
価基準とする．

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは使用しない．適時，資料を必要に応じて配布する．

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

研究テーマに取り組み，進捗状況や新たに生じた問題点を資料化して
教員との個別打合せに備えて，各回2時間以上の時間をかけて十分な
事前学習を行うこと．さらに進捗報告会に備えて研究の進捗状況をま
とめ，プレゼンテーション資料を作成すること．教員との個別打合せ
や進捗報告会で受けた質問で答えられなかった点や，教員から受けた
研究テーマの改善案に対して，事後学習として各回2時間以上の時間
をかけて十分に検討し，以降の研究取組みにおいて反映すること．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. 自身の研究テーマに取組み，計算機シミュレーショ
ン等の方法で数値データを取得し，定期的に実施する教員
との個別打合せで研究進捗報告を行い，以後の研究に
フィードバックさせる．また成果を修士論文としてまと
め，口頭試問会で発表する．(1～60回)
2. 自身の研究の進捗状況をまとめ，進捗報告会で発表
し，受けた質問やコメントの内容を以後の研究にフィード
バックする．(1～60回の期間中，3ヶ月に1回程度の頻度で
実施)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H31013-01情報システム開発工学特別研究Ⅰ

通年 4  1 授業形態:演習中西　恒夫
◎－－－　授業の概要　－－－◎

電子情報工学分野の専門家に求められるデザイン能力，問題解決能力，および
プレゼンテーション能力の涵養を目的に，システムズ工学ならびにソフトウェ
ア工学を中心として，各人の研究テーマの基礎となる理論と技術の学習，関連
研究の論文講読を行い，分野の現在の技術水準の把握に努め，また修士論文の
研究テーマの詳細化と研究計画の具体化を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

システムズ工学ならびにソフトウェア工学の基礎的な理論と技術について理解
していること。特に，基本的な術語を他分野の人に説明できる程度に理解して
いること。またそれを説明できること。
システムズ工学ならびにソフトウェア工学に関する自身の研究テーマを詳細化
し，より具体化されたテーマを設定できること。
システムズ工学ならびにソフトウェア工学に関する自身の研究テーマに関係す
る問題について，何が解決され，また未解決であるかを理解し，説明できるこ
と。
システムズ工学ならびにソフトウェア工学に関する自身の研究テーマに関係す
る問題について，解決策を立案し，説明できること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

平素の学習態度などから次の項目を重点的に評価し，60 点以上を合格とする。

【情報収集および分析能力30%】学生は，書籍，論文誌論文，国際会議論文，
技報等，科学技術文献の特性をよく理解したうえで，より多くの科学技術文献
を調査し，分析，体系化することができたかを，ゼミ，中間発表，ならびに最
終発表で評価する。
【研究実施力20%】学生は，自身の研究テーマを詳細化するにあたり，その実
施可能性を検討するのに必要な予備実験を立案し実施することができたかを，
ゼミ，中間発表，ならびに最終発表で評価する。
【計画能力30%】学生は，文献調査ならびに予備実験の結果に基づいて，自身
の研究テーマを詳細化し，修士論文を完成させるまでの計画を立てることがで
きたかを，ゼミにおけるレジュメ，中間発表，ならびに最終発表で評価する。
【表現能力10%】学生は自身の調査や研究の成果を正しく，わかりやすく，理
路整然と発表することができたか，また同様にレポートを作成することができ
たかを中間発表，ならびに最終発表で評価する。
【コミュニケーション能力10%】学生は第三者の発表に対して，その理解に努
め，不正確もしくは不明確な点を質したり，また改善に関する助言を行うこと
を積極的に行ったかをゼミ，中間発表，ならびに最終発表で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

なし

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

履修上の留意点：

教員と定める各人の目標に従って，継続的かつ計画的に研究を進めなければな
らない。
研究ノートを用意し，自身が学習，調査，発見，考案，検討，実験した事柄に
ついて絶えず記録をとる習慣を身につけること。
研究遂行上の問題が発生した場合は速やかに担当教員と相談すること。

準備学習：

事前学習： 文献発表会，進捗報告会，検討会等での発表においては，レジュメ
の執筆やプレゼンテーション資料の作成など事前に十分な準備をしておくこ
と。
事後学習： 質疑においてディフェンスできなかった事柄，自身でもよく理解し
ていなかった事柄については再調査を行い，問題の解決に努めること。
事前／事後学習に毎週最低4時間（通年で120時間）はあてること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

以下の項目に従って研究を遂行する。

科学研究の考え方と方法論，問題解決の方法論，文献の調
べ方に関するガイダンスを行う（1回）
自身の研究テーマに関する基本技術について，自身で見つ
けた，あるいは担当教員が紹介した書籍や文献をもとに学
習する。（2～8 回）
自身の研究テーマに関する関連研究に関する文献調査を実
施する。（9～18 回）
中間発表会においてこれまでの学習，ならびに調査した内
容を分析，整理して発表する。（19 回）
自身の研究テーマの詳細化を進め，その中で必要な技術の
学習と調査，関連研究の調査，実現可能性検討のための予
備実験を行い，1 年生後期以降の研究計画を立てる。（20
～29 回）
最終発表会において，これまでの調査結果と自身の研究計
画を発表する。（30 回）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H32013-01情報システム開発工学特別研究Ⅱ

通年 6  2 授業形態:演習中西　恒夫
◎－－－　授業の概要　－－－◎

電子情報分野の専門家として独り立ち可能な水準の，工学的デザイン能力，問
題解決能力，およびプレゼンテーション能力の獲得すべく，情報システム開発
工学特別研究Iで詳細化した研究テーマについて，同じく同科目で具体化した
研究計画に従って研究を実施し，その成果を修士論文としてまとめ，その内容
を口頭発表する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

情報システム開発工学特別研究Iで詳細化した研究テーマとして設定された問
題を，一定の条件・制約下で一定の再現度で解決できるプロダクト，あるいは
プロセスを完成させること。
情報システム開発工学特別研究Iで詳細化した研究テーマとして設定された問
題とその解決方法を，図表，数式等を交えながら口頭で論理的かつ理解しやす
く第三者に説明できること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

平素の学習態度などから次の項目を重点的に評価し，60 点以上を合格とす
る。

【情報収集・分析・活用能力20%】学生は，自身の研究テーマに関する科学技
術文献を調査し，分析，体系化し，分野の現在の技術水準を把握することに日
常的に努めていたか。また，自身の研究テーマとして設定した問題の解決や研
究計画の改善にそれらの情報を活用できたかをゼミ，中間発表，ならびに修士
論文で評価する。
【問題解決力30%】学生は，自身の研究テーマとして設定した問題の解決に全
面的あるいは部分的に寄与する装置の開発，方法の考案，法則の発見，あるい
は理論の確立を行うことができたか。失敗した場合にはその原因を分析し，失
敗を回避する方法を提示することができたかをゼミ，中間発表，ならびに修士
論文で評価する。
【研究実施力30%】学生は，自身の研究テーマとして設定した問題を解決する
のに必要な調査や実験を立案し実施することができたかをゼミ，中間発表，な
らびに修士論文で評価する。
【表現能力10%】学生は自身の調査や研究の成果を正しく，わかりやすく，理
路整然と発表することができたか，また同様にレポートを作成することができ
たかをゼミ，中間発表，ならびに修士論文で評価する。
【コミュニケーション能力10%】学生は第三者の発表に対して，その理解に努
め，不正確もしくは不明確な点を質したり，また改善に関する助言を行うこと
を積極的に行ったかをゼミ，ならびに中間発表で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

なし

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

履修上の留意点：

教員と定める各人の目標に従って，継続的かつ計画的に研究を進めなければな
らない。
研究ノートを用意し，自身が学習，調査，発見，考案，検討，実験した事柄に
ついて絶えず記録をとる習慣を身につけること。
研究遂行上の問題が発生した場合は速やかに担当教員と相談すること。

準備学習：

事前学習; 文献発表会，進捗報告会，検討会等での発表においては，レジュメ
の執筆やプレゼンテーション資料の作成など事前に十分な準備をしておくこ
と。
事後学習: 質疑においてディフェンスできなかった事柄，自身でもよく理解し
ていなかった事柄については再調査を行い，問題の解決に努めること。
事前／事後学習に毎週最低6時間（通年で180時間）はあてること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

各人の研究計画に従って研究を遂行する。その過程でゼミ
（1～14，16～29，31～44，46～59 回），中間発表（15，
30，45，60 回）を実施し，解決すべき問題の把握，問題の
解決策の改善，研究計画の継続的改善を行う。研究成果
は，最終的に修士論文としてまとめ，口頭試問会で発表す
る。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H33418-01情報セキュリティ特論

後期 2  1 授業形態:講義中國　真教
◎－－－　授業の概要　－－－◎

現在の社会基盤はIT（情報技術）によって支えられ、そして、一般家
庭ではIoT（モノのインターネット）が浸透しつつあり、この傾向は今
後益々強くなることが予想される。このような状況は、我々の日常生
活に利便性をもたらすものであるが、その一方で、情報セキュリティ
という観点では安全性あるいは脆弱性について多くの課題が残されて
おり、解決策を講じても新たな課題が浮上し、課題が絶えることはな
い。つまり、情報セキュリティとは永遠に完成することのないテーマ
と言える。本科目ではこれらの点を踏まえつつ、過去から現在の情報
セキュリティについて学び、そして、未来に必要となる情報セキュリ
ティ技術について考察する。また、授業では演習を通じて実践的に情
報セキュリティに関わる技術を学ぶ機会を設け、理論から実践まで、
基礎から応用までを網羅して学ぶ。このような学びを通じ、電子情報
工学専攻が掲げるカリキュラム・ポリシーの中で掲げる能力（電子情
報分野における工学的デザイン能力、問題解決能力およびプレゼン
テーション能力）を身につける。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・情報セキュリティを理解する上で必要となるITやその仕組みを説明
できる。
・過去から現在における情報セキュリティの課題と解決方法を説明で
きる。
・未来における情報セキュリティの課題を予測し、その解決方法を提
案できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業中のプレゼンテーションとそれに伴う議論（40%）、レポート
（40%）、小テスト（全15回：20%）によって評価する。また、評価
基準については、プレゼンテーションでは、情報収集・仮説・検証の
3点に焦点をあて、それらを項目毎に5段階で評価する。レポートにつ
いてもプレゼンテーションと同様の評価基準とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

市販の書籍は使用しない。授業の際に配布する資料をテキストとす
る。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・「情報ネットワーク特論I」を受講していることが望ましい。
・各回の授業の開始前にはその回の授業テーマに関する情報を収集し
ておくこと。興味を持った点、疑問を持った点などについてまとめた
メモを作成し、授業へ臨むこと。これを事前学習とし、授業内におけ
る議論の活性化を図ることを目的とする（事前学習における所要時間
は各回2時間程度を想定）。
・各回の授業の終了後には小テストを実施する。それを事後学習と
し、知識の定着を図ることを目的とする（事後学習における所要時間
は各回30分程度を想定）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

01　情報セキュリティの動向
02　情報セキュリティの市場規模
03　社会基盤を支える情報セキュリティ
04　IoTと情報セキュリティ
05　暗号
06　不正アクセス
07　マルウェア
08　認証
09　データ保護
10　モバイル
11　クラウド
12　人的情報セキュリティ
13　情報セキュリティ教育
14　法律と倫理
15　未来の情報セキュリティに関する手法の提案と議論



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H33414-01情報ネットワーク特論

前期 2  1 授業形態:講義奥村　勝
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　カリキュラムポリシーの電子情報分野における工学的デザイン
能力、問題解決能力およびプレゼンテーション能力の育成を行う
に基づき情報ネットワークに関する知識及び実践的能力の育成を
目指す。近年WindowsやMacなどのパーソナルコンピュータに加
え、タブレット、スマートフォンなどの携帯機器、さらにはIoTと
呼ばれる様々なセンサーや組み込み機器も広くネットワークに接
続され、情報通信を行う時代となった。あるいはこれらの機器を
介して提供を想定しているサービスも拡大しており、まさに情報
通信無くしては社会生活や経済活動が行えない状況であるとも言
える。これらのサービスを支えるコンピュータネットワークの基
本技術であるTCP/IPを振り返るとともに、新たに普及しつつある
ネットワーク技術やサービスについて学ぶ。

本講義では、基本となる通信形態や標準プロトコルであるTCP/IP
などの基礎技術に加え、それらを基に展開されるクライアント・
サーバ型通信、P2Pやストリーミングなど、ネットワーク利用の
新たな技術の仕組みについて輪読形式で授業を行う。また，一部
の内容について演習を行うことで、ネットワーク技術の理解やス
キルについてより深い習得を目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

インターネットに代表されるコンピュータネットワークの基本的な
構成、原理について理解し、それらを説明できることを目標とする。
また，ネットワークサービス毎の特性や課題について学び、実際の
アプリケーションを利用、開発する際にそれらを考慮できるようにな
ることを目標とする。
また、ネットワーク運用に必要な基本的情報を取得、活用するための
スキルの習得を目標とする。最終的には、現在のネットワーク技術の
全体像を俯瞰する知識を習得することを目的とする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

ネットワーク関連の要素技術に関する内容の理解し、自らの言葉で説明できて
いるかを評価の基準とする。演習課題の結果より各種ネットワーク技術の
基礎知識を活用し、得られた結果を原理に基づき説明できることを評価の基準
とする。
また、発表およびプレゼンテーションにおいて適切な資料の作成し、文章およ
び口頭発表できることを評価基準とする。

授業における取組・発表による内容に関する評価を60%、課題・演習に関する
評価を40%で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

必要な資料については学期始めに配布する。
また、参考書籍としては以下をあげる。
新しい情報ネットワーク教科書（オーム社） 978-4274204708
情報通信ネットワークの基礎（森北出版）978-4627853614
インターネットのカタチ（オーム社）978-4274068249
基礎からわかるTCP/IP　ネットワークコンピューティング入門（オーム
社）/978-4-274-06689-4
P2Pコンピューティング入門（翔泳社）/4-7981-0282-2

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

（事前学習）
座学に関して事前に提示された資料に関し、2時間程度の予習を実施すること。
演習に際しては、各種ネットワークアプリケーションを利用するので、
主要なサービスについては事前に利用するなどして習熟しておくこと。
また、シミュレーションツールを利用した演習なども行うため、
エクセル等でのデータ処理についての基礎スキルは身につけておくこと。
（事後学習）
講義後の復習として、2時間程度受講した内容を復習するとともに、関連事項に
ついても積極的に学ぶ時間を取ること。また、演習などで実施した内容を元
に、可能な範囲で実際のネットワークでも実際行って理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．イントロダクション
２．TCP/IPの基礎（基本概念）
３．TCP/IPの基礎（IP）
４．TCP/IPの基礎（TCP）
５．代表的なネットワーク・サービス
６．クライアント・サーバ
７.   P2P
８．ストリーミング
９．無線ネットワーク
１０．CDN
１１．セキュリティ（1）脅威
１２．セキュリティ（2）対策
１３．演習（1）計測
１４．演習（2）解析
１５．今後のネットワークサービス



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H33403-01情報論理学特論

前期 2  1 授業形態:講義吉村　賢治
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　命題論理や第一階述語論理に代表される記号論理学は、人工知能に
おける知識の表現や推論の基礎を与える学問である。本科目では、カ
リキュラムポリシーの電子情報分野における工学的デザイン能力、問
題解決能力およびプレゼンテーション能力の育成を行うに基づき、命
題論理と第一階述語論理について学習し、これらを用いた知識表現の
方法、定理の証明、推論のアルゴリズムについて学習する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

命題論理について説明できる。
第一階述語論理の重要性と基礎的な内容を説明できる。
導出原理を用いた定理の自動証明について説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

命題論理、第１階述語論理、導出原理を用いた定理の自動証明アルゴ
リズムについて理解していることを授業中の発表とそれに対する質問
への対応、課題で評価する。具体的には、
授業中の質問に対する回答の評価（60％）
プレゼンテーションの評価（20％）
課題レポートの評価（20％）
とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

参考書
Chin-Liang Chang、Richard Char-Tung Lee著、長尾真、辻井潤一訳：コ
ンピュータによる定理の証明、ISBN：4-88917-027-8、日本コンピュー
タ協会(1983)。
        

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

授業は輪講形式で行うので、毎週90分以上の予習をして授業に臨み、
理解できなかった箇所は授業中に質問して、授業後も毎週90分以上の
復習を行うことでその都度解決していくこと。特に、毎週の発表者は
パワーポイントでプレゼンテーションの資料を作成しておくこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．人工知能と記号論理学
２．命題論理の基礎
３．命題論理の応用
４．第一階述語論理における論理式の解釈
５．第一階述語論理式の標準形
６．第一階述語論理の応用
７．スコーレム標準形
８．節集合とエルブラン空間
９．エルブランの定理
１０．命題論理に対する導出原理
１１．代入と単一化
１２．第一階述語論理に対する導出原理
１３．導出原理の完全性
１４．導出原理の応用
１５．線形導出法



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H31011-01知能工学特別研究Ⅰ

通年 4  1 授業形態:演習吉村　賢治
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　カリキュラムポリシーの電子情報分野における工学的デザイン能
力、問題解決能力およびプレゼンテーション能力の育成を行うに基づ
き、修士論文作成の準備として、自然言語処理を中心にして、各人の
研究テーマの基礎となる理論と技術の学習、関連研究の論文講読など
を行い、これを通して修士論文の研究計画を立てる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

自然言語処理の現状とそこで利用されている基礎的な理論と技術につ
いて説明できる。
研究課題を設定して、その研究計画を策定することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　平素の学習態度などから次の項目を重点的に評価し、60点以上を合
格とする。

(1) 学生は、教職員や他の学生とのコミュニケーション、関連資料の調
査等を通して、設定した研究課題の根拠や意義について主体的に考察
したか。【課題探求20%】
(2) 学生は、研究課題に関連する情報を様々な媒体から収集し、整理、
分析、活用することができたか。【情報収集・分析・活用能力10%】
(3) 学生は、研究遂行に必要な知識や技術の修得を、教職員や他の学生
と協調して行うことができたか。【協調性10%】
(4) 学生は、教職員や他の学生との間で決められた期日などを守り、計
画的・継続的に研究を遂行することができたか。【計画性・継続性
10%】
(5) 学生は、研究プロセス全体を通して、研究課題に真摯に取り組み、
様々な局面で種々の学問・技術を総合的に活用して創意工夫をした
か。【デザイン能力・創造性10%】
(6) 学生は、研究の進捗状況報告会や検討会などにおいて、研究の状況
や成果等を分かり易く説明し、討議において自分の主張を正しく相手
に伝えることができたか。【コミュニケーション能力10%】
(7) 学生は、研究の進捗状況報告会や検討会などにおいて、説明する内
容の理解を助けるために、適切な文章や図表などの資料を活用するこ
とができたか。【表現能力10%】
(8) 修士論文作成のために適切な研究計画をたてることができたか。
【計画性20%】

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

参考文献は研究内容に応じて適宜指定する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　各人の目標に従って、継続的かつ計画的に研究を進めなければなら
ない。輪講に際しては、事前に最低２時間以上の十分な準備をしてお
き（事前学習）、理解できなかった箇所については当日に質問して、
輪講後にも最低２時間以上の復習し（事後学習）、その都度解決して
おくことを心掛けることが望ましい。

　なお、研究遂行上の問題が発生した場合は速やかに指導教員と相談
すること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　以下の項目に従って研究を遂行する。
(1) 自然言語処理を中心にして、既存の基礎技術を修得す
る。（１～１５回）
(2) ある程度広いテーマを設定し、そのテーマに関して、
これまでに行われている研究の状況を調査する。（１６～
２３回）
(3) 具体的な研究課題を設定し、その課題に関連する研究
動向、課題解決に必要となりそうな関連技術について情報
を収集し、整理する。（２４～２８回）
(4) 設定した研究課題を解決するための研究計画を策定す
る。（２９，３０回）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H32011-01知能工学特別研究Ⅱ

通年 6  2 授業形態:演習吉村　賢治
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　カリキュラムポリシーの電子情報分野における工学的デザイン能
力、問題解決能力およびプレゼンテーション能力の育成を行うに基づ
き、知能工学特別研究Ⅰで作成した研究計画に従って研究を遂行し、
修士論文としてまとめ、その内容を効果的に口頭発表する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

知能工学特別研究Ⅰで設定した研究課題を計画に従って遂行し、研究
の方法論を習得し、その成果を論文としてまとめて口頭発表すること
でより高い表現能力を身に着けることを目標とする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　平素の学習態度などから次の項目を重点的に評価し、60点以上を合
格とする。

(1) 学生は、教職員や他の学生とのコミュニケーション、関連資料の調
査等を通して、設定した研究課題の根拠や意義について主体的に考察
したか。【課題探求10%】
(2) 学生は、研究課題に関連する情報を様々な媒体から収集し、整理、
分析、活用することができたか。【情報収集・分析・活用能力10%】
(3) 学生は、研究遂行に必要な知識や技術の修得を、教職員や他の学生
と協調して行うことができたか。【協調性10%】
(4) 学生は、教職員や他の学生との間で決められた期日などを守り、計
画的・継続的に研究を遂行することができたか。【計画性・継続性
20%】
(5) 学生は、研究プロセス全体を通して、研究課題に真摯に取り組み、
様々な局面で種々の学問・技術を総合的に活用して創意工夫をした
か。【デザイン能力・創造性20%】
(6) 学生は、研究の進捗状況報告会や検討会などにおいて、研究の状況
や成果等を分かり易く説明し、討議において自分の主張を正しく相手
に伝えることができたか。【コミュニケーション能力10%】
(7) 学生は、研究の進捗状況報告会や検討会などにおいて、説明する内
容の理解を助けるために、適切な文章や図表などの資料を活用するこ
とができたか。【表現能力10%】
(8) 学生は、策定した研究計画に従って研究課題を解決することができ
たか。もし計画の遂行に支障が生じた場合には、計画を適切に修正す
ることができたか。【計画性10%】

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

参考文献は研究内容に応じて適宜指定する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　各人の策定した研究計画に従って、継続的かつ計画的に研究を進め
なければならない。輪講に際しては、事前に最低３時間以上の十分な
準備をしておき（事前学習）、理解できなかった箇所については当日
に質問して、輪講後にも最低３時間以上の復習し（事後学習）、その
都度解決しておくことを心掛けることが望ましい。

　なお、研究遂行上の問題が発生した場合は速やかに指導教員と相談
すること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　各人の研究計画に従って研究を遂行する。その過程で、
研究の進捗報告会（１～２９回、３１～５９回）や成果の
検討会（３０、６０回）などを適宜行い、研究の遂行を妨
げる問題などが発生した場合は、研究課題の修正、研究計
画の見直しを行う。研究成果は、最終的に修士論文として
まとめ、口頭試問会で発表する。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H33412-01通信工学特論

後期 2  1 授業形態:講義大橋　正良
◎－－－　授業の概要　－－－◎

LTEに代表される第4世代、そして間もなく開始される第5世代携帯電
話システム、広帯域インターネット、IoT/センサネットワークなど現
代の通信システムは高度に発達し、相互に接続され我々の生活を支え
るインフラストラクチャになっている。システムが複雑化する一方
で、端末機器のコモディティ化も進み、我々電子情報工学を学ぶ人間
でも、これらシステム全体を把握することは難しくなってきている。
　このため、本授業では、特別なシステムの要素技術を深く掘り下げ
る代わりに、カリキュラムポリシーにある工学的デザイン能力、問題
解決能力およびプレゼテーション能力育成の観点より、現代の通信シ
ステムを幅広く学ぶことによって、社会での通信の機能と役割を幅広
く認識してもらうことをめざし、結果として、現代のICTに関し、工
学技術者として一定以上レベルの常識を身に付けることを目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

携帯電話、無線LAN、インターネットなどの通信システムの構成を理
解し、今後要素技術を研究する上で必要なフレームワークとしての基
礎知識を修得すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業において、各自の発表における内容の理解度、発表テーマの調査
の充実度、発表内容の了解性、ならびに授業における議論への貢献度
を総合した評価（50%）、加えて期末に課す課題レポートの点数
（50%）で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

”プロが教える通信のすべてがわかる本”三木哲也監修。ナツメ社。
2011年発行。ISBN978-4-8163-5110-5。1,500円。テキストに加え、適宜
最新の技術資料を配布して学習する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

学部科目の電気回路基礎、通信理論、情報伝送工学、またはこれらに
相当する講義科目の知識を前提として授業を進めるので、これら科目
の復習をしておくこと。また本授業では、学生が順に担当章を調査し
発表させるが、担当でない時も、教科書を事前に読むとともに、普段
から情報誌（例：Nextcomなど、工学部図書館に配架）などにも目を
通して現代の通信環境を良く理解しておくことが重要である。このよ
うな事前学習に関しても各日1時間程度、２～３日間の学習を計画的
に行うこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回 概要
第2回 電気信号・電波の仕組み
第3回 ネットワークの仕組み
第4回 無線通信の仕組み
第5回 固定電話
第6回 携帯電話システム
第7回 インターネット1
第8回 インターネット2
第9回 IP電話
第10回 衛星通信1
第11回 衛星通信2 / GPSシステム
第12回 無線通信・ITSシステム
第13回 通信と放送の融合
第14回 将来通信1 センサネットワーク
第15回 将来通信1 IoT, M2M等



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H31007-01通信システム特別研究Ⅰ

通年 4  1 授業形態:演習太郎丸　眞
◎－－－　授業の概要　－－－◎

通信方式、特に移動通信（携帯電話）や無線LAN、など各種ワイヤレ
ス通信システムの信号処理、プロトコル設計、ソフトウエア無線技術
などに関して研究テーマを設定し、関連技術の理論学習、先行技術調
査、計画立案、遂行、および報告書または論文作成を行なう。上記お
よび本科目の到達目標は、はカリキュラムポリシーの「電子情報分野
における工学的デザイン能力、問題解決能力およびプレゼンテーショ
ン能力の育成を行う」に基づく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・通信方式に関する基礎理論を理解し、説明できる。
・通信システムのシミュレーションプログラムや実験システムの構築
およびメンテナンスができ、それらの技術的内容を説明できる。
・それらの研究を計画し、対外発表が可能な報告書または論文の作成
ができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

標準的なレベルを75点とし、月１回程度の進捗報告（５０％）、学会
発表論文または期末報告書（５０％）の読みやすさと情報量、および
進捗のスピードで評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

必要に応じてプリントを配布する。参考文献は必要に応じてテーマ毎
に指示する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

毎月１本程度の参考文献（論文等）を指示するので各自熟読して要約
しておくこと。研究の進捗状況報告を毎週報告すること。月に1回程
度の進捗状況のプレゼンテーションを行うので、担当週は報告資料等
の準備を行うこと。報告に基づいて以後の進め方を指示するので、指
摘された問題点は必ず事後に復習または調査すること。本科目の事
前・事後学習時間の目安は、週４時間である。
なお、「移動通信システム特論」での学習内容の理解を前提に指導す
るので、同科目をあわせて受講することが望ましい。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回－6回　関連技術の理論学習
第7回　先行技術調査(1)
第8回　研究計画の立案
第9回　先行技術調査(2)
第10回－13回　研究遂行
第14回　中間報告書・論文作成
第15回　中間報告会（プレゼンテーション）
第16回－28回　研究遂行
第29回　報告書・論文作成
第30回　報告会（プレゼンテーション）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H31007-02通信システム特別研究Ⅰ

通年 4  1 授業形態:演習大橋　正良
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラムポリシーにある工学的デザイン能力、問題解決能力およ
びプレゼテーション能力育成の観点より、通信方式、特に移動通信
（携帯電話）、や無線LAN、バックボーンネットワーク/クラウドシス
テムを活用した、ワイヤレスセンサネットワークの設計や実装、プロ
トコル設計、ソフトウエア無線技術 / センサデータ処理に関する研究
テーマを設定し、関連技術の理論学習、先行技術調査、計画立案、遂
行、および報告書または論文作成を行なう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

通信方式に関する基礎理論を理解し、ワイヤレスセンサネットワーク
システムのプログラムや実験システムの構築および運用ができるよう
になること。さらにそれらの研究を計画し、対外発表が可能な報告書
または論文の作成ができるようになることを目的とする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

月１回程度の進捗報告において、各自の発表における内容の理解度、
担当研究課題の調査の充実度、報告内容の了解性、ならびに報告会に
おける議論への貢献度を総合した評価（50%）、加えて、学会発表を
行った場合はその内容の評価または期末に執筆される報告書の内容
（50%）で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

必要に応じてプリントを配布する。参考文献は必要に応じてテーマ毎
に指示する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

研究の進捗状況報告を毎週報告すること。参考文献を指示するので報
告のため事前に各自熟読しておくこと。また報告時に議論となった点
は必ず関連資料・文献を事後に参照してフォローすること。「通信工
学特論」での学習内容の理解を前提に指導するので、同科目をあわせ
て受講することが望ましい。自学自習をまず基礎に置くので週3日、
各２時間以上は本研究に従事いただきたい。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回－6回　関連技術の理論学習
第7回　先行技術調査(1)
第8回　研究計画の立案
第9回　先行技術調査(2)
第10回－13回　研究遂行
第14回　中間報告書・論文作成
第15回　中間報告会（プレゼンテーション）
第16回－28回　研究遂行
第29回　報告書・論文作成
第30回　報告会（プレゼンテーション）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H32007-01通信システム特別研究Ⅱ

通年 6  2 授業形態:演習太郎丸　眞
◎－－－　授業の概要　－－－◎

「通信システム特別研究Ⅰ」に続き、通信方式、特に移動通信（携帯
電話）や無線LAN、など各種ワイヤレス通信システムの信号処理、プ
ロトコル設計、ソフトウエア無線技術などに関して研究テーマを設定
し、関連技術の理論学習、研究計画立案、遂行し、論文を作成する。
具体的には関連研究の調査、理論解析、計算機シミュレーション、学
会大会などの対外発表の論文作成を行い、最後に修士の学位論文を作
成する。
上記および本科目の到達目標は、はカリキュラムポリシーの「電子情
報分野における工学的デザイン能力、問題解決能力およびプレゼン
テーション能力の育成を行う」に基づく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・無線通信方式に関する理論を理解し、自身の研究内容について説明
できる。
・無線通信方式または関連技術分野の理論的解析およびシミュレー
ション評価ができ、結果を説明できる。
・研究動向・技術動向から研究課題を把握し、研究をを計画し、対外
発表が可能な報告書または論文の作成ができ。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

標準的なレベルを75点とし、月１回程度の進捗報告書（３０％）、中
間報告書と発表（３０％）、学会発表論文および修士論文の内容（４
０％）の、分かりやすさと情報量、および進捗のスピードで評価す
る。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

プリントや参考論文を必要に応じて配布する。参考文献はテーマ毎に
指示する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

必要に応じ毎月１本程度の参考文献（論文等）を指示するので、要約
しておくこと。研究の進捗状況を指示する書式でまとめ、毎週報告す
ること。月に1回程度の進捗状況のプレゼンテーションを行うので、
担当週は報告資料等の準備を行うこと。報告に基づいて以後の進め方
を指示するので、指摘された問題点は必ず事後に復習または調査する
こと。事前・事後学習に必要な時間の目安は、週６時間以上である。
なお、「移動通信システム特論」での学習内容の理解を前提に指導す
るので、同科目の単位を修得していることが望ましい。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1－4回　関連技術の理論学習、関連研究調査
第5－8回　研究遂行
第9－12回　学会発表論文作成　
第13－26回　研究遂行
第27－28回　中間報告書作成
第29－30回　中間報告会（プレゼンテーション）
第31－52回　研究遂行
第53－56回　学会発表論文作成　
第55－58回　修士論文作成
第59－60回　報告会（プレゼンテーション）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H32007-02通信システム特別研究Ⅱ

通年 6  2 授業形態:演習大橋　正良
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラムポリシーにある工学的デザイン能力、問題解決能力およ
びプレゼテーション能力育成の観点より、通信方式、特に移動通信
（携帯電話）、や無線LAN、バックボーンネットワーク/クラウドシス
テムを活用した、ワイヤレスセンサネットワークの設計や実装、プロ
トコル設計、ソフトウエア無線技術 / センサデータ処理に関する研究
テーマを設定し、関連技術の理論学習、先行技術調査、計画立案、遂
行、および報告書または論文作成を行なう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

通信方式に関する基礎理論を理解し、ワイヤレスセンサネットワーク
システムのプログラムや実験システムの構築および運用ができるよう
になること。さらにそれらの研究を計画し、対外発表が可能な報告書
または論文の作成ができるようになることを目的とする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

月１回程度の進捗報告において、各自の発表における内容の理解度、
担当研究課題の調査の充実度、報告内容の了解性、ならびに報告会に
おける議論への貢献度を総合した評価（50%）、加えて、学会発表を
行った場合はその内容の評価または期末に執筆される報告書の内容
（50%）で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

必要に応じてプリントを配布する。参考文献は必要に応じてテーマ毎
に指示する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

研究の進捗状況報告を毎週報告すること。参考文献を指示するので報
告のため事前に各自熟読しておくこと。また報告時に議論となった点
は必ず関連資料・文献を事後に参照してフォローすること。「通信工
学特論」での学習内容の理解を前提に指導するので、同科目をあわせ
て受講することが望ましい。自学自習をまず基礎に置くので週3日、
各２時間以上は本研究に従事いただきたい。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1－4回　関連技術の理論学習、関連研究調査
第5－8回　研究遂行
第9－12回　学会発表論文作成　
第13－26回　研究遂行
第27－28回　中間報告書作成
第29－30回　中間報告会（プレゼンテーション）
第31－52回　研究遂行
第53－56回　学会発表論文作成　
第55－58回　修士論文作成
第59－60回　報告会（プレゼンテーション）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H33305-01電子回路設計特論

前期 2  1 授業形態:講義末次　正
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラムポリシーの「専門分野の先端的な工学知識や高度な専門
技術を修得」に基づき、RF電力増幅器の理論および技術を習得する。
線形電力増幅器とスイッチング電力増幅器、さらにそれらの制御方
法、出力同調回路の設計方法、半導体デバイスについて学ぶ。。

◎－－－　到達目標　－－－◎

最先端の技術レベルを自ら理解できる能力を得るために。
１．電力増幅器の基本分類を理解していること。
２．線形増幅器の動作を理解していること。
３．スイッチング増幅器の動作を理解していること。
４．電力増幅器の線形化手法を理解していること。
５．電力増幅器に用いられる半導体デバイスを理解していること。
を目標とする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準
電力増幅器の基本分類、線形増幅器の動作、スイッチング増幅器の動
作、電力増幅器の線形化手法、電力増幅器に用いられる半導体デバイ
スについて技術者として初歩的な技術的知識を身につけていることを
基準とする。
成績評価方法
レポート：電力増幅器に関するレポート (100%)
により評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

”RF電力増幅器の基礎と設計法”, 末次正著、科学技術出版 ISBN
4904774353

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

必要に応じて資料を配布する。【事前学習】配布された資料を事前に
よく読んでおくこと。これを各日1時間程度、2～3日間の学習を計画
的に行うこと。【事後学習】授業後には資料の演習問題を解くこと。
これを各日1時間程度、2～3日間の学習を計画的に行うこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

内容：
１．電力増幅器の利用形態
２．増幅器の基礎
３．線形増幅器の動作
４．D級増幅器の動作
５．E級増幅器の動作
６．E級増幅器の設計法
７．E級増幅器の改良回路
８．F級増幅器の動作
９．信号の線形化
１０．信号の高効率化
１１．集中定数素子による共振回路
１２．分布定数回路による共振回路
１３．広帯域同調回路
１４．パワーデバイス
１５．復習



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H33416-01ネットワークシステム特論

後期 2  1 授業形態:講義上山　憲昭
◎－－－　授業の概要　－－－◎

インターネットは，ネットワーク事業者，コンテンツ事業者，コンテ
ンツ配信事業者，広告主，エンドユーザなど，多数の組織や個人が関
わる大規模なシステムである．そのため無線チャネル，ルータ・サー
バの演算資源などを事業者間で効果的・公平に配分し，ネットワーク
を経済的・効率的に運用するための理論として，ゲーム理論を用いた
アプローチが注目されている．本科目は，電子情報分野における工学
的デザイン能力，問題解決能力およびプレゼンテーション能力の育成
を行うに基づき，非協力ゲーム理論の基礎知識の習得を目標とする．

◎－－－　到達目標　－－－◎

非協力ゲーム理論の基礎を理解し，戦略形ゲーム，展開形ゲーム，
ナッシュ均衡，混合戦略，ミニマックス定理について他人に説明でき
るようになること．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本科目では，各受講者は割当られた担当回の講義内容の要点を事前に
まとめた資料を作成し，担当回では作成した資料を用いて受講者に対
し解説する．そして全員が，授業で学習した内容に関する演習レポー
トを提出する．発表内容に対する評価を50%，授業への参加態度に対
する評価を20%，演習レポートに対する評価を30%とする．

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

渡辺隆裕，ゼミナール ゲーム理論入門，日本経済新聞出版社，
ISBN:4532133467，2008年

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

自分の担当回については，事前にテキストを読んで要点を資料にまと
めること(3時間)．また自分の担当回でない場合も，テキストを読んで
予習をすること．授業終了後は，授業で学んだことを復習し，演習レ
ポートを作成し(2時間)，次回の講義で提出すること．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. ガイダンス，ゲーム理論の概要
2. 戦略形ゲームとナッシュ均衡
3. 完全情報の展開形ゲーム
4. 交渉と最後通達ゲーム
5. 弱支配戦略
6. オークション
7. クールノー市場
8. ベルトラン市場とシュタッケルベルグ競争
9. 混合戦略とナッシュ均衡
10. ゼロサムゲームとミニマックス定理
11. 不完全情報の展開形ゲーム
12. 部分ゲーム完全均衡点
13. 繰り返しゲームの基礎
14. 有限回／無限回繰り返しゲーム
15. フォーク定理



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H33301-01半導体工学特論

前期 2  1 授業形態:講義名倉　徹
◎－－－　授業の概要　－－－◎

半導体集積回路を用いたシステムは様々な場所で用いられており、ス
マホを始めとする現在の電子機器およびネット社会を支えている。カ
リキュラムポリシーの「電子情報分野における工学的デザイン能力、
問題解決能力およびプレゼンテーション能力の育成を行う」に基づ
き、本科目では、半導体集積回路の基本要素であるトランジスタの動
作原理、製造方法、スイッチング動作、回路ブロックとしての動作な
ど、CMOS VLSI チップ中身の詳細について学習する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

半導体集積回路チップの中で何が起こっているのか、回路設計のポイ
ント、その性能評価指標などを理解するとともに、他人にわかりやす
く説明できるようになることを目標とする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業中の討論 50% および発表 50% で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

「CMOS VLSI 回路設計 (基礎編)」ウェスト＆ハリス (丸善) 6117円
ISBN-10: 4621087215

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

学部レベルの半導体工学・集積回路工学の基礎的な知識を有している
ことを前提とする。授業に先立ってテキストの該当箇所を事前に読ん
でおくとともに、授業終了後に復習すること。予習・復習それぞれ 90
分程度を目安とする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. はじめに
2. MOS トランジスタの理論
3. CMOS プロセス技術
4. 遅延
5. 消費電力
6. 配線
7. ロバスト性
8. 回路シミュレーション
9. 組み合わせ論理回路の設計
10. 順序回路設計
11. データパスのサブシステム
12. アレイサブシステム
13. パッケージ、電源分配、クロック、IO
14. 設計手法とツール
15. テスト、デバッグ、検証



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H33101-01光エレクトロニクス特論

前期 2  1 授業形態:講義文仙　正俊
◎－－－　授業の概要　－－－◎

映像・画像の高精細化や取り扱われるデータ量の増大に伴い，高速・
大容量な情報処理・通信・記録技術はますますその重要度を高めてい
る．特に，光ファイバ通信や光ディスク等の光記録，更にはチップ
内・チップ間の配線を光で行う光インタコネクションなど光技術の適
用範囲は拡がり続けている．カリキュラムポリシーの「電子情報分野
における工学的デザイン能力」，「問題解決能力」及び「プレゼン
テーション能力」の育成を行うことを目的とし，本科目では電磁光
学・波動光学に基づき，様々に利用されている光の諸物理現象を理解
する．また，非線形光学現象にも触れ，第二高調波発生等についても
学ぶ．立体ディスプレイや光メモリ等様々な光デバイスへの応用が現
在でも盛んに研究されているホログラフィについても基礎的な原理を
学び，最後に光エレクトロニクスの応用技術を概観する．

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 光の反射・屈折について学び，真空中・媒質中での光波の伝搬につ
いて理解する．
2. 結晶中での光波伝搬について学び，複屈折を理解する．
3. 線形光学と非線形光学の違いについて理解する．
4. ホログラフィ等，光の応用技術について学び，理解する．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義中の演習・発表やレポートにより評価する．真空中や媒質中での
光の振舞いを数式を用いて正確に理解し，説明できるかを評価基準と
する．講義中の演習・発表を70%，レポートを30%として評価する．

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは使用しない．以下に参考図書を挙げる．
「フーリエ光学（第3版）」Joseph W. Goodman，森北出版，
ISBN:462715433X
「光学入門」大津 元一・田所 利康，朝倉書店，ISBN:4254215010
「基本光工学I・II」B.E.A.Saleh 他，ISBN:4627153511, 4627153619
「光学の原理II」マックス・ボルン 他，東海大学出版会，
ISBN:4486016793

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・事前に電磁気学，電磁波理論，光エレクトロニクス等における学習
内容を良く復習しておくこと．
・毎回の講義に備え90分程度の準備学習が必要である．また，講義内
容をよく復習すること（30分）．事後学習として数値シミュレーショ
ン等の課題を与えることもある．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1     マクスウェルの方程式と光・電磁波
2     偏光とジョーンズベクトル
3     光の反射・屈折
4     フレネル係数の導出
5     結晶中での光波伝搬
6     屈折率楕円体
7     複屈折
8     線形光学と非線形光学　
9     第二高調波発生
10    光の干渉
11    フーリエ光学
12    自由空間における光伝搬
13    光の回折　　
14    ホログラフィ
15    光エレクトロニクスの応用技術



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H34022-01プロジェクト型開発特別演習・実習

後期 4  1 授業形態:実習吉村　賢治、高橋　伸弥，鶴田　直之，中西　恒夫
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　カリキュラムポリシーの電子情報分野における工学的デザイン能
力、問題解決能力およびプレゼンテーション能力の育成を行うに基づ
き、地域に存在する実課題をICTを用いて解決するプロジェクト型開
発演習を行う．演習では，学生5名程度でチーム（プロジェクト）を
構成し，与えられた課題・目標を満足するようなシステムを，メンバ
の共同作業により開発する．課題・目標は，教員や地方自治体、協力
企業などから与えられる．学生は，「システム開発特別演習」（前
期）で決定したテーマとそこで作成した要求定義書に基づいて，相互
に協力しながら，システム設計・実装・テストなどを行い，指定され
た期日までにシステムを完成させる．また，必要なドキュメントを作
成し，提出する．演習の成果は最終的に報告会でその内容を報告す
る．

◎－－－　到達目標　－－－◎

与えられた技術課題に取り組むことにより，問題設定能力・問題解決
能力・システム開発能力・コミュニケーション能力などの涵養を図
る．具体的には，
(1) 与えられた課題を解決するシステムをチームで協力して完成するこ
とができる能力
(2) 開発に必要なドキュメントを作成することができる能力
を修得する．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期的に行う報告会により，課題の理解度・取り組み態度・積極性な
どを評価する(60%)．また最終報告会の発表内容により，実現したシ
ステムや技術の難易度・達成度と各人の貢献度を評価する (40%)．

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

課題の内容に応じて必要となる参考文献を適宜指定する．

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

「システム開発特別演習」（前期）の成果から継続して演習を行うた
め，「システム開発特別演習」（前期）の履修は必須である．演習に
おいては，毎回の演習項目に関して最低４時間の事前学習をしておく
こと．また、演習後には演習中に指摘された事柄に関して最低４時間
の事後学習を行うこと．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1～4回：　サブシステムと詳細設計書の作成
5～10回：　コンポーネント（ハードウェア，ソフトウェ
ア）の開発
11～13回：　テストケースの設計とテスト
14～15回：　報告書の作成，成果発表
　　　　　　
※1回は1週2コマとする。
※各開発工程の終了段階で教員を含めたレビューを行う
（1回／月程度）。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H31012-01メディア工学特別研究Ⅰ

通年 4  1 授業形態:演習鶴田　直之
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　カリキュラムポリシーの「電子情報分野における工学的デザイン能
力、問題解決能力およびプレゼンテーション能力の育成を行う」に基
づき研究を行う。具体的には、３Dビジョン、画像認識、複合現実感、
マルチメディアデータベース、マルチメディア通信、Webアプリケー
ション、ロボットの中からテーマを選び、あるいはこれらを組合わせ
た応用課題を設定し、修士論文研究を行なうために、世の中の研究動
向の把握や，問題点の分析，研究の進め方について調査・計画を行
う．

◎－－－　到達目標　－－－◎

世の中の動向を各自の将来の進路と関係づけて、やりがいの持てる
テーマを選択できること。（授業計画１～６）
選択したテーマの関連分野において最新の研究動向を調べ、新規性の
ある目標を設定できること。（授業計画７～１２）
目標達成に必要なサブゴールや研究中に起こりうるリスクを列挙し
て、系統立てた計画を設計できること。（授業計画１６～２５）
調査内容と研究計画について、適切な資料を作成して説明できるこ
と。必要ならば従来法の追実験やプロトタイプの作成ができること。
（授業計画１３～１５、２６～３０）
以上の項目ごとに計画を立て、教員や学部生と協力しながら、規律正
しく研究が行えること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

＜平常点＞
到達目標の１～３について、中間報告及び定例報告を行い、それぞれ
①自己分析力、意思決定力、②クリティカルリーディング・スキル、
オリジナリティ、③課題設定力、リスク感知能力を評価する。また到
達目標５について、年間を通じ、①計画性・自主性、②協調性、自己
発信力、③自己管理能力の３点を評価する。
＜試問＞
到達目標の４について、口頭試問を行い、①資料の準備状況、②プレ
ゼンテーション力、③質疑応答の能力の３点を評価する。

以上、平常点を８０％、試問を２０％で総合的に判断する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

＜研究の進め方に関する参考書＞
研究計画書デザイン―大学院入試から修士論文完成まで、細川 英雄、
東京図書 (2006/02) 、ISBN-10: 4489007248 、ISBN-13: 978-4489007248
＜目標達成に必要な知識の習得するための参考書＞
各自の申し出に応じて、随時購入する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　定期的なグループ進捗報告会を3週に一度行う。
　1週目は、前回ミーティングで指摘された内容について調査研究を進
め（事前学習3時間）、指導教員のアドバイスを受けて軌道修正をする
（事後学習3時間）。
　2週目は、グループ進捗報告会の準備をして（事前学習3時間）、指
導教員のアドバイスに基づき資料の修正をする（事後学習3時間）。
　3週目は、作成した資料をグループで共有して他のメンバーの内容を
予習し（事前学習3時間）、グループ進捗報告会後は打ち合わせの結果
を直ちに復習して議事録として整理しておくこと（事後学習3時間）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

回内容

前期１～６テーマ選定

７～１２関連分野の研究動向の調査

１３～１４発表準備

１５中間発表

後期１６～２１問題点の分析と目標設定

２２～２７研究計画立案

２８～２９発表準備

３０発表



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H31012-02メディア工学特別研究Ⅰ

通年 4  1 授業形態:演習高橋　伸弥
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラムポリシーの「電子情報分野における工学的デザイン能
力、問題解決能力およびプレゼンテーション能力の育成を行う」に基
づき，メディア工学分野の修士論文研究に向け，音声情報処理，メ
ディア応用処理，ネットワークメディア処理の中からテーマを選び，
それらの基礎技術の学習を進める．また関連研究の動向調査や問題点
の分析を行う．これらを通じて修士論文の研究課題を設定し，研究計
画を立てる．

◎－－－　到達目標　－－－◎

・メディア工学分野の修士論文研究に向け，必要な基礎技術を習得
し，関連研究の動向を説明できる
・上記に基づき，具体的な研究計画を立案し，自分の研究の目的や新
規性を明確化した上で具体的なアプローチ方法を決定できる
・さらに本研究を通じ，最新技術の理解・分析能力および論理的な思
考や表現能力を身に付ける

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

立案した研究計画が充分妥当であること．研究への取り組み方や｢中
間報告会｣および「最終報告会」での発表内容もあわせて，総合的に
判断する．

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特にテキストを購入する必要はない．必要に応じてプリントを配布
し，また参考となる文献を指示する．

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

毎回，進捗状況を報告すること．そのためのレポートを事前に取りま
とめておくこと（事前学習。目安として２時間），また指摘された問
題点やコメント等を適切に反映しながら以降の研究を実施すること
（事後学習。目安として１時間）．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

以下のように実施する．
第１－８回　テーマ選定と，その分野に関する基礎技術の
学習
第９－１２回　先行研究の動向調査・分析
第１３－１４回　中間報告会の準備
第１５回　中間報告会　
第１６－２０回　 研究課題の設定，問題点とアプローチ方
法の検討
第２１－２７回 　研究計画立案
第２８－２９回 　最終報告会の準備
第３０回　最終報告会



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H32012-01メディア工学特別研究Ⅱ

通年 6  2 授業形態:演習鶴田　直之
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　カリキュラムポリシーの「電子情報分野における工学的デザイン能
力、問題解決能力およびプレゼンテーション能力の育成を行う」に基
づき研究を行う。具体的には、３Dビジョン、画像認識、複合現実感、
マルチメディアデータベース、マルチメディア通信、Webアプリケー
ション、ロボットの中から選んだテーマ、あるいはこれらを組合わせ
て設定した応用課題と目標について、目標達成に必要な最新技術の修
得、システムの作成、評価実験、成果発表を行い、最終成果を修士論
文としてまとめる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

メディア工学特別研究Ⅰで設定した目標とサブゴールの達成に必要な
技術を調査し、自ら習得できること。（授業計画１～６）
習得した技術をもとにシステムを段階的にテストを行いながら完成さ
せることができること。（授業計画７～１２、１６～２１）
目標の達成度を測るための適切な実験項目を設定し、実験を行い、結
果を整理できること。（授業計画２２～２７）
研究成果について、適切な資料を作成して説明できること。（授業計
画１３～１５、２８～３０）
以上の項目ごとに計画を立て、教員や学部生と協力しながら、規律正
しく研究が行えること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

＜平常点＞
到達目標の１～３について、中間報告及び定例報告を行い、それぞれ
①課題設定力、リスク感知力、②問題解決力、システム構成力、③現
状把握力、技術者倫理を評価する。また到達目標５について、年間を
通じ、①計画性・自主性、②協調性、自己発信力、③自己管理能力の
３点を評価する。
＜試問＞
到達目標の４について、口頭試問を行い、①資料の準備状況、②プレ
ゼンテーション力、③質疑応答の能力の３点を評価する。

以上、平常点を８０％、試問を２０％で総合的に判断する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

＜研究の進め方に関する参考書＞
論文の書き方 (岩波新書) 、清水 幾太郎 (著)、岩波書店 (1959/3/17) 、
ISBN-10: 4004150922 、ISBN-13: 978-4004150923
＜目標達成に必要な知識の習得するための参考書＞
各自の申し出に応じて、随時購入する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　定期的なグループ進捗報告会を3週に一度行う。
　1週目は、前回ミーティングで指摘された内容について調査研究を進
め（事前学習3時間）、指導教員のアドバイスを受けて軌道修正をする
（事後学習3時間）。
　2週目は、グループ進捗報告会の準備をして（事前学習3時間）、指
導教員のアドバイスに基づき資料の修正をする（事後学習3時間）。
　3週目は、作成した資料をグループで共有して他のメンバーの内容を
予習し（事前学習3時間）、グループ進捗報告会後は打ち合わせの結果
を直ちに復習して議事録として整理しておくこと（事後学習3時間）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

回内容

前期１～１２必要な技術の習得

１３～２４システムの詳細設計

２５～２８発表準備

２９～３０中間発表

後期３１～４２システムの製作

４３～５４評価実験

５５～５８発表準備

５９～６０成果発表



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H32012-02メディア工学特別研究Ⅱ

通年 6  2 授業形態:演習高橋　伸弥
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラムポリシーの「電子情報分野における工学的デザイン能
力、問題解決能力およびプレゼンテーション能力の育成を行う」に基
づき，メディア工学特別研究Iで作成した研究計画に従って，修士論文
研究を行う．最終的には研究成果を修士論文としてまとめ，成果発表
会で発表を行う.

◎－－－　到達目標　－－－◎

・修士論文研究を実施し，研究成果を修士論文としてまとめ，成果発
表会で発表を行うことができる
・本研究を通じ，システムの実現や実験の実施など，実践的IT技術
力，課題に関する問題解決能力ならびに論理的な思考や表現能力を身
に付ける

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

論文内容が修士論文として充分であること．研究への取り組み方，発
表会での発表内容などもあわせて，総合的に判断する．

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特にテキストを購入する必要はない．必要に応じて参考となる文献を
指示する．

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

毎回の講義時間には，研究の進め方と進捗状況の確認を行う．事前に
進捗状況をまとめておくこと．また一般の講義とは違い，それ以外の
時間はすべて研究に取り組む必要がある．少なくとも1日5̃6時間行わ
ないと充分な研究ができない．その際，関連文献の調査なども行う必
要がある．全体的に，遅滞を生じないよう計画的に進める必要があ
る．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

各人の研究計画に従い，以下のように研究を遂行する．

第１－２１回　研究遂行
第２２－２７回　中間報告資料の作成
第２８－２９回　中間報告会の準備
第３０回　中間報告会
第３１－４９回　研究遂行　
第５０－５７回　修士論文作成
第５７－５９回　成果発表会の準備
第６０回　成果発表会



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H33001-01ロボティクス特論Ⅰ

前期 2  1 授業形態:講義荒牧　重登
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　カリキュラムポリシーの電子情報分野における工学的デザイン能
力、問題解決能力およびプレゼンテーション能力の育成を行うに基づ
き、現在、様々なところでロボットが利用されている。本講義では、
まずロボット開発の歴史について述べた後、ロボットの基本的な概念
や産業用ロボットとして工場などでよく使われているロボットの腕
（アームまたはマニピュレータと言う）に関する制御方式について説
明する。すなわち、マニピュレータのプレイバック方式とプログラム
制御方式、マニピュレータの座標変換、機構、運動学などについて学
ぶ。よく使われるセンサ技術についてもふれる。ロボットプログラミ
ングのための基本的な各種ソフトウエアについても論じる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　ロボットの基本的な概念やマニピュレータに関する基礎知識を修得
し、実際のロボットを使って作業を行わせるためのプログラムを作成
できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　ロボットの基本的な概念やマニピュレータの制御方式およびプログ
ラミングの基礎を理解していること。定期試験（７０％）及び課題レ
ポート（３０％）により評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

必要に応じて講義資料を配布する。
参考書
(1)ロボティクス/4-320-08058-0
(2)岩波講座ロボット学(１-７巻）/4-00-011247-3

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

４年次の講義科目「ロボティクス」を履修しておくことが望ましい。
事前学習：テキストは事前に読んでおくこと。週2～3時間程度予習す
る。
事後学習：授業でわかったことわからなかったことをまとめること。
わからな
かったことは、テキストや資料などで調査して十分に理解しておくこ
と。週2～3時間程度復習する

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1ロボット開発の歴史

2ロボットの概念

3マニピュレータの機構と運動学

4プレイバック方式

5プログラム制御方式

6関数型プログラミング

7オブジェクト指向型プログラミング

8ロボット用プログラミング言語

9プレイバック方式とプログラム制御方式を組み合わせた
ロボットの制御とプログラミング

10ロボットのためのセンサ技術

11インビジブルロボティクス

12情報処理機械としてのロボット

13ロボット作業プログラムの作成

14作業プログラムの実行

15プログラミング実習の考察



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H33002-01ロボティクス特論Ⅱ

後期 2  1 授業形態:講義荒牧　重登
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　カリキュラムポリシーの電子情報分野における工学的デザイン能
力、問題解決能力およびプレゼンテーション能力の育成を行うに基づ
き、ロボットの本質は、知能であると言われている。本講義では、ま
ず、ロボットの知能に求められるものは何か、ということから論じ、
次に、ロボットが目的地まで移動する行動を主に取り上げ、最も単純
なモデルの生成から徐々にセンサとアクチュエータの結合関係を複雑
化、並列化していき、複雑な環境の中で知的な行動を実現するための
基礎的な各種方法論を学ぶ。この分野に関する最近の研究動向につい
ても調査発表させる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　センサとアクチュエータからなる単純な移動行動から、より複雑な
環境の中で知的な行動を実現させるための基礎的な方法論を学ぶ。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　ロボットに知的な行動を実現させるための基本となるモデルや方法
論を理解すること。定期試験（７０％）、課題レポート（３０％）に
より評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

「ロボットインテリジェンス」　岩波講座ロボット学(４
巻）/4-00-011244-9
その他、必要に応じて講義資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習：テキストは事前に読んでおくこと。週2～3時間程度予習す
る。
事後学習：授業でわかったことわからなかったことをまとめること。
わからな
かったことは、テキストや資料などで調査して十分に理解しておくこ
と。週2～3時間程度復習する。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1知能ロボットに求められるもの

2知能の構成論的科学

3知能の進化と階層

4反応行動のための知能

5サブサンプションアーキテクチャ

6原初の感覚運動システム

7ニューラルネットワーク

8人工ポテンシャル法

9生得的解発機構

10有限オートマトン

11行動モジュールの統合と階層性

12学習理論

13学習理論

14ロボットの知能に関する最近の研究動向の調査

15最近の研究動向の発表



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H41305-01移動現象工学特別研究

２年通年 6  1 授業形態:演習松隈　洋介
◎－－－　授業の概要　－－－◎

この科目は修士論文執筆のための研究時間に当てられる。主にゼミ形
式でおこなわれ、研究テーマの設定および研究計画から始め、直近の
目標を指導教員とのディスカッションにより定めて研究を遂行してい
く。日々の研究生活には資料調査、学会発表、論文執筆、実験計画書
作成などを含む。
　研究テーマは、充填層への液滴浸潤現象の解明、高粘性流体の流動
予測手法の開発、気液二相流シミュレーション、多孔体内の流動解析
などに関連する項目から各人と相談の上決定する。
これは、カリキュラムポリシーの移動現象工学分野の先端的な知識や
高度な専門技術の修得に相当する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．修士論文テーマに関する専門知識を修得し、テーマの内容を説明
することができる。
２．修士論文テーマに関する文献調査をし、その研究分野における
テーマの位置付けや研究目的の把握ができる。
３．研究目的を達成するための実験装置を設計し、製作するために必
要な能力を養うことができる。
４．適切な実験データを得るための実験手法を修得し、実験データを
収集して解析をしたり、実験結果を考察する能力を養うことができ
る。
５．プログラム言語（CまたはFortran)を用いて解析に必要なプログラ
ムを自作できる。
６．検討会における発表や学会発表などを通じてプレゼンテーション
能力を身に付けることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

研究に対する取り組み態度・専門知識の修得度・文献などの調査能力
（６０％）、検討会における発表内容やプレゼンテーション能力、
（１０％）実験データを解析したり、考察する能力（１０％）、修士
論文内容、修士論文発表会の評価（２０％）などをもとに総合的に評
価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストおよび参考書は特に定めない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

研究は主体的かつ継続的に行うことが重要である。教員との連絡を密
にとり、１週間程度の間隔で計画を立てて研究を遂行すること。事前
学習として、社会の動向を見ながら、必要な情報を積極的かつ継続的
に取り入れること。また、事後学習として、教員とのディスカッショ
ンを振り返り、短期の目標を立てること。各回において2時間程度の
実験計画の策定と手順の確認などの事前準備を行うことで実験を速や
かに進める。また、実験後は2時間程度のデータの整理を各回で行
う。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１年次
・修士論文テーマの決定(1-2週)
・1年次の修士論文に関する年次計画作成(3週)
・研究目的の設定 (3-4週)
・修士論文テーマに関する文献調査(8-15週)
・実験装置の設計および製作(16-30週)
・実験データの所得(8-30週)
・解析プログラムの理解と作製(8-30週)
・国内外学会での発表

２年次
・修士論文中間報告 (31-32週)
・2年次の修士論文に関する年次計画(33週）
・実験データの収集と解析(34-50週）
・解析データの解析 (31-50週)
・趣旨論文作成（50-60週）
・国内外学会での発表
・修士論文発表会と修士論文提出 (60週）

なお、１週間は３回の授業に相当する。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H41306-01移動現象工学特別実験

２年通年 4  1 授業形態:実験松隈　洋介
◎－－－　授業の概要　－－－◎

修士論文作成のための実験について、各研究テーマに即した指導を行
う。多様な実験装置の使用目的、測定原理、操作方法を学ぶことで
様々な研究手法を習得し、研究視野を広げることを目標とする。
　拡散的単位操作では、装置内での流動と物質移動が装置の性能に大
きな影響を及ぼす。装置内の流動状態を調べるために、PIV、熱線流
速計およびハイスピードカメラなどが用いられ、また装置内の物質移
動を調べるために液中濃度分析装置やなどが用いられる。ここでは、
実験装置内の流動および物質移動現象を実験的に検討するとともに、
装置内流動に関するコンピュータシミュレーションを行う。
これは、カリキュラムポリシーの拡散的単位操作分野の先端的な知識
や高度な専門技術の修得に相当する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．流体の流速測定の方法を理解できる。
２．画像処理により、物体の移動速度や高さ等を測定できる。
３．実験装置内の流動に関するコンピュータシミュレーション手法を
理解できる。
４．修士論文テーマに関する実験データの収集法を習得できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

実験に対する取り組み態度・専門知識の修得度・文献などの調査能力
（６０％）、検討会における発表内容やプレゼンテーション能力（１
０％）、実験データを解析したり、考察する能力（１０％）、修士論
文内容、修士論文発表会の評価（２０％）などをもとに総合的に評価
する

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストおよび参考書は特に指定しない

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

自分の研究だけではなく、それに関連した他分野の研究にも興味を持
つことが重要。常に、新しい情報を収集する努力をすること。また、
学会にも積極的に参加すること。事前学習として、関連文献の調査、
最新の情報収集を、事後学習には、2時間程度で実験報告書をまとめ
て提出を行うこと。また、実験に際して2時間実験計画の策定と準備
を行い行うこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１年次
・プログラム言語の理解（CおよびFortran)(1-10回）
・熱線流速計を用いた流速測定 （10-15回）
・PIVによる流速測定（16回-30回）
・ハイスピードカメラとデジタルマイクロスコープによる
流動解析（20-30回）

２年次
・修士論文テーマに関する実験装置の設計と製作（31-45
回）
・実験装置内の流動に関するコンピュータシミュレーショ
ン （46-50回）
・実験データ収集と整理 (46-60回）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H41307-01移動現象工学特論

通年 4  1 授業形態:講義松隈　洋介
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　拡散に基づく相内あるいは異相間の物質移動を利用して混合物質中
の成分を濃縮または分離する操作を拡散的単位操作といい、蒸留、ガ
ス吸収、抽出、膜分離などがある。これらの分離操作は化学工業、環
境保全、バイオテクノロジーなど様々な分野で工業的に利用されてい
る。
　本講義では、まず、溶液中における拡散の理論と応用を学び、つぎ
に界面を通しての物質移動の考え方やガス吸収および膜分離を中心
に、分離操作における分離の原理、操作、基本設計について学ぶ。ま
た、その基礎となる拡散方程式の数値解法について学ぶ。
これは、カリキュラムポリシーの拡散的単位操作分野の先端的な知識
や高度な専門技術の修得に相当する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．希薄溶液中における拡散の理論を理解し、薄膜中における定常拡
散や半無限平板内の非定常拡散に関する問題、各種の座標系における
拡散問題を解くことができる。
２．物質移動の基礎を理解し、物質移動に関する各種の相関式を用い
て、物質移動係数を計算することができる。
３．ガス吸収操作の基礎を理解し、塔断面積や塔高の計算ができる。
４．最小理論液量、塔径、塔高などの計算法を理解し、吸収塔の基本
設計ができる。
５．膜によるガス分離の基礎を理解し、膜の透過率や対流時間の計算
ができる。
６．逆浸透や限界濾過の基礎を理解し、それらの操作の説明および透
過液の濃度や透過速度などの計算ができる。
７．パーベーポレーション、電解質の膜内拡散、促進拡散について基
本原理を理解し、説明することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

レポート課題（５０％）、講義時に実施する小テストや演習など（５
０％）により総合的に評価し、定期試験は課さない。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

自作のプリントを用いる。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　拡散的単位操作特論を理解し、修得するためには物理学、数学など
の基礎知識が必要である。とくに基礎的な微分方程式の解法に関する
知識は重要である。事前にシラバスのキーワードをまとめ、その意味
を２時間程度予習し、理解出来ない箇所をまとめておくこと。また、
事後学習として、講義で学んだ事に基づき、プリントから重要事項を
まとめ、２時間程度復習することで理解を深められる。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

【前期】
１.薄膜内における定常拡散
２．半無限平板内の非定常拡散
３．球座標および円柱座標における拡散
４．対流を伴う拡散
５．物質移動の基礎
６．物質移動係数の相関式
７．吸収操作概説
８．希薄気体の吸収
９．濃厚気体の吸収
１０．吸収装置の設計（最小理論液量）
１１．吸収装置の設計（ローディング速度に基づく塔径）
１２．吸収装置の設計（フラッディング速度に基づく塔
径）
１３．吸収装置の設計（境膜H・T・UおよびN・T・Uに基
づく塔高）
１４．吸収装置の設計（総括H・T・UおよびN・T・Uに基
づく塔高）
１５．膜分離概説

【後期】
１６．ガス分離
１７．逆浸透と限界濾過
１８．パーベーポレーション
１９．電解質の膜内拡散
２０．促進拡散
２１．偏微分方程式の分類と境界条件
２２．双曲型、放物型、楕円型方程式とその厳密解
２３．時・空間の離散化と導関数の差分近似
２４．適合性，収束性，安定性，保存性，移動性
２５．差分方程式の適合性への注意
２６．von Neumannの安定性解析
２７．人工粘性と位相誤差
２８．連立一次方程式の解法（直説法）
２９．連立一次方程式の解法（反復法）
３０．まとめ―工学問題への展開と工夫―



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H42092-01英語論作文スキル特論Ⅰ

後期 2  1 授業形態:講義シャテラン　ロバート
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラムポリシーの「国際化にも対応できる総合的視野を持った
実践型の人材の育成」および「プレゼンテーション能力、コミュニ
ケーション能力の涵養」に基づき、英語論文の予稿（アブストラク
ト）及び英語論文の作成するためのアカデミックライティングスキル
を高める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語での予稿（アブストラクト）と論文を書けるようになることを目
標とします。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

下記方法で成績は評価されます。
課題: 20%
レポート:50%
ファイナルテスト:30%

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト:
Writing Research Papers: From Essay to Research Paper
著者D. E. Zemach, D. Broudy, and C. Valvona
出版社Macmillan　発行年2011年
ISBN 978-0-2304-2194-3
¥2,500 (税別)

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

毎回必ず授業に出席すること。授業には積極的に参加すること。全て
の課題において、提出期限を必ず守ること。 授業時間以外に週２時間
程度の自宅学習が必要。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. Class introduction
2. Writing an essay
3. Choosing a topic
4. Peer review
5. Researching
6. Outlining
7. Avoiding plagiarism
8. Writing a research paper
9. The first draft
10. Citations and references
11. Using academic language
12. Editing and rewriting
13. Publishing your paper
14. Presenting your paper
15. Final Test

◎－－－　備考欄　－－－◎

電子辞書が必要です。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H42095-01英語論作文スキル特論Ⅱ

後期 2  1 授業形態:講義シャテラン　ロバート
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラムポリシーの「国際化にも対応できる総合的視野を持った
実線型の人材の育成」および「プレゼンテーション能力、コミュニ
ケーション能力の涵養」に基づき、学会用英語論文のプレゼンテー
ションの編集および発表方法を学び、 アカデミックプレゼンテーショ
ンスキルを高める。　プレゼンテーションの編集プロセスを経て、プ
レゼンテーションの練習までをこの授業を通して学んでいきます。練
習時のプレゼンテーションは録画し、教師・生徒間でアドバイスを出
し合うことで編集スキルを磨きます。最後の授業時に最終プレゼン
テーションを行います。授業の出欠は、毎回確認します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語でのアカデミックプレゼンテーションの準備ができ、学会で英語
によるプレゼンテーションができるようになることを目標とします。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

下記方法で、成績は評価されます。
課題：20%
授業への出席: 50%
最終プレゼンテーション：30%

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

この授業では、テキストは特にありません。教師が教材やプレゼン
テーションのサンプル等を用意します。ファイル用のホールダーを準
備し、授業には、ノートパソコンを持参すること。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

毎回必ず授業に出席すること。授業には積極的に参加すること。全て
の課題において、提出期限を必ず守ること。 授業時間以外に週２時間
程度の自宅学習が必要。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. Class introduction
2. Basics of presentation style
3. Student Presentations 1
4. Presentation planning
5. Presentation delivery
6. Student Presentations 2
7. Giving and receiving feedback
8. Effective visual aids
9. Student Presentations 3
10. Body language and delivery
11. Oral presentation skills and pronunciation
12. Student Presentations 4
13. Presentation timing
14. Dealing with questions and answers
15. Final presentations



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H42031-01エネルギー物質化学特論

集中後期 2  1 授業形態:講義加藤　勝美
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　化学技術は，我々の生活を支える基盤技術である一方で，化学物質
の温度管理や取扱方法等をひとたび誤ると，化学物質が持つ潜在的危
険性が顕在化し，大規模な発火・爆発災害が発生する。化学産業で
は，多品種，多量の化学物質を取り扱うことから，ひとたび爆発災害
が起これば人的・物的被害は甚大なものとなる。このため，化学者あ
るいは化学技術者を志す者にとって化学物質の発火・爆発危険性に関
する知識は，習得すべき必須のものと言える。消防法危険物および火
薬類に代表されるエネルギー物質は，発火・爆発を引き起こす潜在的
危険性が高い物質の代表例である。本講義では，エネルギー物質やそ
の危険性評価方法に関する基礎および最新の研究動向を学習すると共
に，調査結果報告などを通じてカリキュラムポリシーに記載されたプ
レゼンテーション能力およびコミュニケーション能力の向上を目指
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　エネルギー物質の種類，物性，危険性評価方法を学び，爆発災害の
抑制方法に関する専門知識を習得するとともに，報告書作成，報告会
におけるディスカッションを通じて論理的な思考力，口頭発表能力，
コミュニケーション能力および自発的な問題解決能力を身に付ける。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

報告書(50%)，報告会における発表および質疑応答(50%)により評価す
る。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは特に指定しない。参考書として以下を指定する。
・越光男 編，火薬学，日本火薬工業会資料編集部 (2012).
・田村昌三ら，エネルギー物質と安全，朝倉書店 (1999)，ISBN-13:
978-4254250282
・新井充ら，実践・安全工学シリーズ1「物質安全の基礎」，化学工
業日報社 (2012)，ISBN-13: 978-4873266121

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　報告書作成の際には，事前準備を入念に行い，授業後には，指摘さ
れた部分をまとめ，それを報告書に的確に反映させること。事前・事
後学習は合計60時間程度実施する必要がある。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. 授業概要の説明
2. 消防法危険物およびエネルギー物質の種類と定義
3. 消防法危険物の分類と物性（第1類－第6類）
4. 消防法危険物の危険性評価方法
5. 火薬類の分類と概説
6. 火薬類の種類と特徴
7. 火薬類の性能および危険性評価方法
8. 火薬類の工業的利用例
9. 文献による化学物質の危険性調査方法
10. 事故事例の学習
11. 事故事例の分析と調査
12. エネルギー物質の最近の研究動向
13. エネルギー物質に係る文献調査
14. 文献調査報告・プレゼンテーション
15. ディスカッション・まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H41405-01応用触媒化学特別研究

２年通年 6  1 授業形態:演習久保田　純
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　修士論文作成のため、各研究テーマの実験を研究室で行うものであ
る。修士論文研究を通して、研究者・技術者としての素養を身に着
け、最先端の研究開発分野で活躍できる人材となることを目標とす
る。
　機械的単位操作特別研究では触媒化学に関する研究、粉体の流動性
に関する研究の２テーマに分かれて研究を行う。
　触媒化学に関するテーマでは、燃料電池の電極触媒の開発や物性評
価法の確立を行う。また電力を用いて化学品を生産する電気化学技術
の基礎研究も行う。化学実験を主体とした研究分野である。
　粉体工学に関するテーマでは、噴流流動層の流動特性に関して、流
速圧損特性の測定と流動パターンの画像解析などを用いて研究を進め
る。
　本科目は化学システム工学専攻のカリキュラムポリシーの中から、
応用触媒化学分野に密接に関連し、高度な専門技術を修得しながら、
修士論文卒業研究を行うためのものである。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

到達目標
触媒化学テーマ
1.触媒化学を基礎から理解できる。
2.触媒における表面化学反応メカニズムを提案できるようになる。
3.触媒開発において、その方法を自ら提案できる能力を身に着ける。
粉体工学テーマ
1.粉体層の挙動を調べる方法を習得する。
2.粉体層の挙動の本質を理解できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

研究への取り組み態度、レポート、研究室のゼミにおけるプレゼン
テーション、修士論文を成績評価の基準とする。評価の方法は、研究
への取り組み態度（50%）、ゼミ発表（20%）および修士論文
（30%）に基づき総合的に評価する。定期試験は課さない。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特に指定しない。
研究には多種多様な書籍、学術論文を読む必要がある。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

研究にあたっては、論文調査など事前学習として２時間以上を必要と
する。また事後学習として参考論文との比較などを２時間以上をかけ
て考察を行う必要がある。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

［１年次］
　前期（１週～１５週）
　・関連する既報の文献調査
　・テーマに関する知識の習得
　・機器分析法の原理の習得

　後期（１６週～３０週）
　・実験結果の整理や解析
　・学会発表などの準備
　・学術論文執筆の準備

［２年次］
　前期（３１週～４５週）
　・１年次の研究成果を踏まえた年次計画
　・新規な研究へ向けた模索
　・実験結果の整理や解析

　後期（４６週～６０週）
　・実験結果の整理や解析
　・修士論文作成
　・修士論文発表

　なお、1週間は3回の講義に相当する。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H41406-01応用触媒化学特別実験

２年通年 4  1 授業形態:実験久保田　純
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　修士論文作成のため、各研究テーマの実験を研究室で行うものであ
る。修士論文研究を通して、研究者・技術者としての素養を身に着
け、最先端の研究開発分野で活躍できる人材となることを目標とす
る。
　機械的単位操作特別研究では触媒化学に関する研究、粉体の流動性
に関する研究の２テーマに分かれて研究を行う。
　触媒化学に関するテーマでは、燃料電池の電極触媒の開発や物性評
価法の確立を行う。また電力を用いて化学品を生産する電気化学技術
の基礎研究も行う。化学実験を主体とした研究分野である。
　粉体工学に関するテーマでは、噴流流動層の流動特性に関して、流
速圧損特性の測定と流動パターンの画像解析などを用いて研究を進め
る。
　本科目は化学システム工学専攻のカリキュラムポリシーの中から、
応用触媒化学分野に密接に関連し、高度な専門技術を修得しながら、
修士論文卒業研究のための実験活動を行うものである。

◎－－－　到達目標　－－－◎

到達目標
触媒化学テーマ
1.触媒化学を基礎から理解できる。
2.触媒における表面化学反応メカニズムを提案できるようになる。
3.触媒開発において、その方法を自ら提案できる能力を身に着ける。
粉体工学テーマ
1.粉体層の挙動を調べる方法を習得する。
2.粉体層の挙動の本質を理解できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

研究態度や研究能力、修士論文発表会での発表のレベル、修士論文内
容になどに応じて総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特に指定しない。
研究には多種多様な書籍、学術論文を読む必要がある。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

実験にあたっては、実験計画、作業の安全確認など事前学習として２
時間以上を必要とする。また実験後は事後学習として結果の参考論文
との比較など２時間以上をかけて考察を行う必要がある。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1年次(1̃30回)
　前期（１週～１５週）
　・
　・研究テーマの設定
　・テーマに関する基礎知識の習得
　・テーマに関する文献調査

　後期（１６週～３０週）
　・実験やシミュレーションの準備
　・実験やシミュレーションの実施
　・テーマに関する基礎知識の習得

［２年次］
　前期（３１週～４５週）
　・研究に関する年次計画
　・実験やシミュレーションの実施
　・データの解析および考察
　・テーマに関する基礎知識の習得

　後期（４６週～６０週）
　・データの解析および考察
　・修士論文作成
　・修士論文発表会



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H41407-01応用触媒化学特論

通年 4  1 授業形態:講義久保田　純
◎－－－　授業の概要　－－－◎

右の欄の授業計画に従って化学システム工学全般に関する講義を行
う。化学システム工学を学んだものとして社会に出た際に生かせる、
エネルギー、応用電気化学、応用触媒化学、物性工学、粉体工学につ
いて講義を行う。エネルギーは人類の文明生活の源となるものであ
り、多くのエネルギー問題を抱えている我々は、その問題を明確にし
ておく必要がある。それらを解決するために、電気化学・触媒化学は
非常に有効であるので、その基礎について学ぶ。続いて電気化学や触
媒化学の元となる材料の物性工学について講義を行う。最後に、工業
的に電池材料や触媒材料は粉体として取り扱われることが多いので、
粉体工学について講義を進める。
　本科目は化学システム工学専攻のカリキュラムポリシーの中から、
応用触媒化学分野に密接に関連し、最先端の知識を修得するもので、
技術者や研究者としての基礎能力の裾野を広げるものである。

◎－－－　到達目標　－－－◎

到達目標1
　エネルギー問題の本質を理解し、解決策について自分の意見を持て
るようになる。
到達目標2
　電気化学現象を物理化学的に理解でき、電池などの応用技術の知識
を習得する。
到達目標3
　触媒化学の概要を学び、実社会にどのように応用されているか理解
する。
到達目標4
　固体化学・物性物理を学び、電池材料・触媒材料の物性・電子状態
を理解する。また、太陽電池・LEDなど最新のデバイスの動作原理を
理解できるようになる。
到達目標5
　粉体技術の基礎を理解し、固体材料の取り扱いについての知識を習
得する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　期末試験は実施しない。質疑応答や演習課題などへ取り組みの評価
を80%、提出レポートの評価を20%ととし、それらの結果を総合して
全体評価とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト・参考書は指定しない。講義資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前に２時間以上の予習をすること【事前学習】。また講義後も２時
間以上の復習をすること【事後学習】。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

以下の通り講義を行う。
1.エネルギー概論
(1)再生可能エネルギーの問題点
(2)エネルギーキャリアの必要性
(3)燃料電池技術の展望
2.応用電気化学概論
(4)電気化学平衡論
(5)電気化学反応速度論
(6)電気化学移動速度論
(7)各種電気化学測定法
(8)電池各論
(9)燃料電池の基礎
3.応用触媒化学概論
(10)燃料生産のための触媒技術
(11)アンモニア合成
(12)排気ガス浄化
(13)光触媒によるエネルギー変換
(14)各種触媒反応機構
(15)表面科学的触媒研究
4.基礎物性工学概論
(16)固体化学・結晶系
(17)格子エネルギー
(18)固体の電子状態
(19)界面の電子状態
(20)半導体デバイス
(21)太陽電池
5.粉体工学概論
(22)粒径測定法
(23)流体内の粒子の運動
(24)分級操作
(25)集塵
(26)粉体層を通過する流体
(27)粉体の圧力
(28)ナノ粒子
(29)粉体技術の応用
6.総括
(30)講義のまとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H42011-01応用数学特論Ⅰ

後期 2  1 授業形態:講義宮原　慎
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本講義では，カリキュラムポリシーの「技術者や研究者としての基
礎能力の裾野を広げる」ことを目的として、化学システム工学の問題
解決に必要な数学的技法を身につける。化学システム工学における応
用を意識し，数学の厳密性にはこだわらず，実用的な内容を重視す
る。具体的には，複素関数，フーリエ解析の2つの話題を取り扱う。
留数定理，フーリエ変換といった数学の基礎知識を学習すると同時
に，クラーマス・クローニッヒの関係式，熱伝導方程式などの実用例
についても学習することで，科学システム工学と関連した物理の問題
における数学的手法の役割を理解する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　複素関数，フーリエ解析について理解し，数学的手法をとおして応
用物理的な考え方の普遍性を体得することで、化学システム工学の問
題解決能力に必要な数学的技法を身につける。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

課題レポートの評価（100％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト
　岩波基礎物理学シリーズ10　物理の数学　薩摩順吉著（岩波書店）
  ISBN 4-00-007930-1　

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前にテキストの該当箇所を学習すること。各回の事前学習は、2時
間を目安とする。講義終了後、授業で出題する演習問題を解くこと。
演習問題には、2時間以上取り組み、理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１　複素関数
２　複素関数と微分
３　代表的な複素関数
４　複素積分
５　特異点
６　留数定理
７　複素関数に関する演習
８　フーリエ級数 I
９　フーリエ級数 II
10　フーリエ変換
11　ディラックのデルタ関数
12　ラプラス変換
13　正規直交関数系
14 フーリエ解析に関する演習
15 全体のまとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H42013-01応用物理学特論Ⅰ

前期 2  1 授業形態:講義永田　潔文
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　我々の身の回りには約1千万種類の物質が存在し、それらは硬い、軟
らかい、電気をよく通す、通さない、透明、不透明、熱をよく伝え
る、伝えないなど、多様な性質を示します。物質のこの多様な性質を
利用して、現在の技術社会は成り立っていると同時に、生き物でさえ
このような物質の多様性を利用して生きています。しかしこの物質の
多様性は、たった100種類の原子の組み合わせとその原子配列の違いに
よって生じています。したがって数少ない種類の原子を使ってうまく
原子配列を制御することができれば、望みの性質を持つ材料を得る、
場合によっては生き物にとって重要な物質をも作ることができると予
想され、20世紀の後半から人類はその努力をし続けています。この努
力はまず、以下の方法で物質を理解することから始まります。
１）対象となる物質はどんな原子がどのように配列してできている
か。
２）なぜそのような原子配列をしているのか。
３）その構造で、電子やイオンおよび原子はどのような運動をする
か。
４）それらの結果、物質の種々の性質はいかに説明できるか。
この方法が優れている点は、上の１）から４）までのことがわかれ
ば、今度は逆にたどることで望みの性質を持つ物質を作る設計方針を
得ることができる、即ち、物質のデザイン化を可能にすることです。
本講義では、上記で一番の基礎となる１）の物質を構成する原子配列
の表現方法と、原子配列の見つけ方を中心に学びます。その過程で
フーリエ級数を学びます。授業の最後に、現在の中心的課題となるよ
うなトピックスを紹介します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１）結晶構造 ＝ 空間格子（結晶の周期性を表す抽象概念） + 単位構造
（具体的原子や原子団）　であることが理解でき、空間格子と単位構
造の表現方法が理解できる。
２）フーリエ級数が理解できる。
３）物質にＸ線や電子線、中性子線を当てて得られる回折像と物質を
構成する原子の配列との関係が理解できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　ゼミでの態度（50％）では、予習をしてテキストの内容を理解して
きていること、他の学生にわかるような説明をしていること、質問に
対して的確な応答をしていることを評価します。
　課題に対するレポート（50％）では、テキストの考え方に基づいて
具体的問題がきちんと解けていることを評価します。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　キッテル著「固体物理学入門」第8版（丸善）の第1章と第2章を学び
ます。知識が不足しているところは講義で補います。テキストは図書
館に多数あります。版が異なっていても、内容は同じですのでかまい
ません。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　分担してテキストの内容を発表してもらいますが、自分が担当して
ないところも予習し、わからないところを質問してください。また授
業で配布する演習問題やテキストの章末問題を解いて復習してくださ
い。毎回、2時間の事前・2時間の事後の学習を行ってください。全員
が全ての内容を理解することが大切です。
　学部2年次までに習う工学基礎科目、特に数学と物理学を理解してお
いてください。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１）原子の周期的配列
　　　結晶構造の表現の仕方を学ぶ
２）空間格子の種類
　　　７つの結晶系と14のブラベー格子について学ぶ
３）結晶面の表現
　　　結晶面や結晶軸の表現方法を学ぶ
４）簡単な結晶構造
　　　最密充填構造、NaCl、ダイヤモンド構造などについ
て学ぶ
５）演習
　　　１）－４）までの演習問題を解く
６）結晶による波の回折
　　　結晶による回折理論を学ぶ
７）逆格子
　　　逆格子の表現とその数学を学ぶ
８）フーリエ級数
　　　フーリエ級数で周期構造を表す
９）演習
　　　６）－９）までの演習問題を解く
10）回折の条件
　　　エバルトの作図を学ぶ
11）構造因子
　　　回折線の強度を計算する
12）演習
　　　結晶によるＸ線回折の演習問題を解く
13）X線を使った分析
　　　Ｘ線を使った分析の種々の応用例を学ぶ
14）トピックス１
　　　原子配置を調べる他の方法、電子顕微鏡や走査プ
ローブ顕微鏡について学ぶ
15）トピックス２
　　　放射光を使ったＸ線回折を学ぶ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H42014-01応用物理学特論Ⅱ

後期 2  1 授業形態:講義赤星　信
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　現代社会では、化学系や機械系やにかぎらず、あらゆる物理的なシ
ステムが情報システムと結合して、人を介さずに、あるいは人体と融
合して機能するようになってきており、化学システム工学や機械工学
の応用に際しても、電気系や情報系からなる中枢系と現場の化学系や
機械系との連携が必須である。そこで本科目では、基礎知識の裾野を
広げることを目的として、計測や制御において中枢系と工学的対象物
の間に介在するトランスデューサを中心に、その物理的原理を学ぶ。
　一般に、物理系の計測や制御の際には、その物理系の状態によって
変化する物理量を観測して物理系の状態についての情報を得たり、物
理系の状態を変える働きのある物理量の値を制御情報にもとづいて変
えたりする。このときの「情報を担った物理量」は信号と呼ばれ、計
測や制御を行う系では様々な信号が系内を往来することになる。様々
な物理量が信号になり得るが、主要なものは電気信号で、温度や音や
光などの他の形態の信号は、それぞれに特有なトランスデューサを介
して電気信号と一定の関係をもっている。
　授業では、電気信号に関する基礎的事項を学んだあと、トランス
デューサのいくつかについて、その機能の物理的原理や具体的な使い
方などを学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．テスターやオシロスコープの働きの概略を説明できる。
２．Ｌ、C、Ｒ素子のインピーダンスについて定量的に説明できる。
３．信号や雑音の周波数スペクトルについて説明できる。
４．ダイオードやトランジスタの動作の概略を説明できる。
５．理想的なオペアンプを用いた基本的な回路の動作を説明できる。
６．基本的な論理演算素子の動作を説明できる。
７．種々のトランスデューサについて、その働きの概略を説明でき
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標に対応した課題に対する報告内容によって評点が決まる。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特に定めない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

受講の際，物理の教科書（学部で使ったものでよい）および関数電卓
を携帯すること。また，授業で取り上げられている内容が各自の研究
テーマとどのように関わるかを考えながら授業に参加すること。
毎回の授業の予習および復習にそれぞれ１時間程度をあてること。予
習としては，予定されている授業内容のキーワードを手がかりに，物
理の教科書を参照して物理的内容の概略を予測すること。復習として
は，課せられたレポート課題に取り組むこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

  1．直流回路、電池・導線・抵抗器、
　　電圧と電流、オームの法則
  2．交流回路、RCL回路、機械系との類似、
　　パワーとインピーダンス、電気信号の観測
  3．信号と雑音、周波数スペクトル、搬送波、
　　変調と復調、様々なノイズ
  4．半導体素子、ダイオードとトランジスタ、
　　PN接合、整流作用と増幅作用
  5．アナログICとデジタルIC、
　　オペアンプの動作、論理演算チップ
  6．三端子レギュレータ、DCDCコンバータ、
　　A/D変換とD/A変換、種々のIC
  7．物性物理学、固体の物性、
　　金属・半導体・誘電体・磁性体・超伝導体
  8．温度、発熱と吸熱、ペルチエ素子
  9．音、送信と受信、ブザー、可聴音と超音波
10．モータ、振動素子、ソレノイド、
　　圧電素子
11．光、受光と発光、CdS、LEDとレーザ、
　　赤外・可視・紫外、色センサ
12．気圧、気温、湿度、
　　埃センサ、味センサ、においセンサ
13．加速度センサ、磁気センサ
14．デジタル処理チップの利用
15．まとめと課題



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H41208-01界面プロセス工学特別研究

２年通年 6  1 授業形態:演習新戸　浩幸
◎－－－　授業の概要　－－－◎

この科目は、「界面プロセス工学」に関する修士論文執筆のための実
験研究時間に当てられる。

毎週研究の進捗状況を報告し、各期末あるいは学会発表のタイミング
で研究成果を部分的にまとめていく。２年生の７月に研究室内で中間
報告会を行って研究の全体像を確認し、最終提出する修士論文の完成
に向かう。

研究テーマは、
１．細胞イメージング用、DDS用の機能性ナノ粒子の創製と応用
２．ウイルス模倣粒子の創製と動物細胞に対する付着・取込・毒性
３．微生物の基板への付着性・バイオフィルム形成のメカニズム解明
と制御
４．合成高分子・ポリフェノールを利用した生体物質の分離・検出
５．タンパク質・細菌・細胞を対象としたバイオ吸着剤の開発
６．金属製のメッシュを利用したバイオセンサーとPM2.5計測への応
用
などに関連する項目から、各個人と相談の上、決定する。

これは、カリキュラムポリシーの「界面プロセス工学分野の先端的な
知識や高度な専門技術を修得しながら、修士論文卒業研究を完成させ
ること」に相当する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

修士の学位は最終的には提出された論文によって判定されるが、日常
の研究生活を通じて研究者としての資質を身に着けることも重要であ
る。このため、各研究テーマに応じた研究指導を受けるとともに、資
料調査、実験計画書作成、実験報告書作成、学会発表、論文執筆など
を通じて、研究能力、発表能力、研究倫理観を身につけることができ
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

日常の研究態度、定期的に提出するレポートあるいは実験ノート、下
級生への指導態度、研究成果の公開状況、最終提出論文の内容などで
評価する。定期試験は課さない。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストを購入する必要はない。研究に必要な書籍類は研究室で準備
する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

実験研究は、実際に実験してデータを取ることよりも、研究目標を設
定し、そのための実験計画を立て、得られたデータを解釈することの
方が重要で、そのための時間も必要とする。この点を留意し、事前学
習として独自で常に書籍や文献から情報収集を行うよう心がけるこ
と。また、事後学習としてデータの解釈やそれに必要な情報収集を行
なうこと。

授業前（2時間以上×180回）：
配布された資料を事前に熟読して各自のノートにまとめ、理解できな
い部分を明確にしておくこと。

授業後（2時間以上×180回）：
学習した箇所を、各自のノートにまとめ直すこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

【１年次】
第1週　２年間の長期的な研究目標を設定する。
第2～30週　約１ヶ月ごとに短期目標を設定し、実験計画
を立て、実行する。得られたデータを総合的に解釈し、部
分的にまとめる。これを繰り返す。
なお、ある程度の結果が得られてきたら、内容にふさわし
い学会発表の準備を行う。

【２年次】
第31週　最終提出する修士論文をめざし、最後の１年間の
長期的研究目標を修正・設定する。
第32～44週　約１ヶ月ごとの短期目標を設定し、実験計画
を立て、実行する。得られたデータを総合的に解釈し、部
分的にまとめる。これを繰り返す。
第45週　前期終了時に中間報告会をおこない、研究全体の
確認と発表練習を行う。
第46～50週　約１ヶ月ごとの短期目標にしたがって研究を
進める。１０月頃、修士論文の題目を決定する。
第51～60週　２月の修士論文発表会および修士論文提出に
向けて、調査、実験、結果のまとめを行ない、研究要旨、
発表会資料、修士論文を完成させる。

なお、１週間は３回の授業に相当する（60週×3回＝全180
回）。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H41209-01界面プロセス工学特別実験

２年通年 4  1 授業形態:実験新戸　浩幸
◎－－－　授業の概要　－－－◎

「界面プロセス工学」に関する修士論文作成のための実験について、
各研究テーマに即した技術指導を行なう。主な実験装置は
１．細胞培養用装置類（クリーンベンチ、オートクレーブなど）
２．フローサイトメーター
３．原子間力顕微鏡、コロイドプローブ作製装置
４．走査型電子顕微鏡、各種光学顕微鏡
５．粒子径・ゼータ電位測定装置
６．統計処理、計算化学、文献検索システムなどの化学情報ソフト
などである。

これは、カリキュラムポリシーの「界面プロセス工学分野の先端的な
知識や高度な専門技術を修得すること」に相当する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

多様な実験装置の使用目的、測定原理、操作方法を学ぶことで様々な
研究手法を習得し、研究視野を広げることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

実験への取り組みや正しい操作方法と解釈の能力を、プレゼンテー
ション、レポートあるいは実験ノートで評価し、定期試験は課さな
い。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストを購入する必要はない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

各自の研究テーマで直接使用する実験装置だけでなく、研究室で利用
可能な装置全てを理解するよう心がけること。事前学習として、装置
の基本原理を調べること。事後学習として、装置の他分析への応用展
開を考えること。

授業前（2時間以上×60回）：
配布された資料を事前に熟読して各自のノートにまとめ、理解できな
い部分を明確にしておくこと。

授業後（2時間以上×60回）：
学習した箇所を、各自のノートにまとめ直すこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

研究の進捗状況に沿って、適宜装置を変えて技術指導す
る。

【１年次】
第1～30回　自分の研究テーマで直接使用する実験装置を
熟知し、下級生や直接使用しない学生にも充分説明できる
ようにトレーニングする。

【２年次】
第31～60回　直接使用しない装置についてもその機構や使
用方法を理解し、研究の幅を広げるトレーニングを行な
う。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H42098-01界面プロセス工学特論

前期 2  1 授業形態:講義新戸　浩幸
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　『界面コロイド化学』は、日用品（洗剤、シャンプー、紙おむつ、
化粧品など）、食品、医薬品を通じて、私たちの暮らしと密接に関
わっている。本科目では、界面コロイド化学の基礎を習得し、このよ
うな製品が界面コロイド化学とどのように関係しているのか理解を深
める。さらに、ソフトマテリアルに対して、『分子の気持ち』になっ
て考える微視的視点を養う。
　これは、カリキュラムポリシーの「界面プロセス工学分野の先端的
な知識を修得すること」に相当する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　「分子集合体と界面現象」、「微粒子系と界面現象」について、
『分子の気持ち』になって考える微視的視点を養う。最終的には、ソ
フトマテリアルについて、分子レベルのポンチ絵を描いて、分子間力
（親水性、疎水性）と簡単な熱力学に基づいて図解的に理解しようと
する能力を習得する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　中間試験・期末試験（60%）、授業内の輪講担当・口頭試問
（40%）で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：
・北原文雄 著「界面・コロイド化学の基礎」（講談社サイエンティ
フィク, 1994年, ISBN 4-06-153360-6）
※講義で用いるテキストは貸与するので、受講者は購入しなくてもよ
い。

参考書：
１．生物物理化学、4-7827-0279-5
２．分子間力と表面力、第3版、4-2541-4094-0
３．化粧品 医薬部外品 医薬品のための界面化学、4-8947-9260-5
　参考書１では、「界面の電気的性質」が丁寧に説明されている。参
考書２は、大学院生・研究者向けの本格的な界面科学の専門書であ
る。参考書３は、化粧品・医薬部外品・医薬品の研究・開発に携わる
研究者・技術者向けの専門書であるが、これらの応用分野に興味ある
受講者にも推薦できる。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　本科目は、主に輪講形式で行う。輪講担当者は事前に指示された内
容を理解・把握し、説明の準備（レジメ、スライドの作成）を行うこ
と。授業内の口頭試問や試験により常に理解度が評価されるため、日
頃から事前・事後学習が必要となる。

授業前（2時間以上×15回）：
指示された箇所を事前に熟読して各自のノートにまとめ、理解できな
い部分を明確にしておくこと。

授業後（2時間以上×15回）：
学習した箇所を、各自のノートにまとめ直すこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

 1. 序論： コロイドの分類、界面と微粒子

　『分子集合体と界面現象』
 2. 界面張力と界面活性①
 3. 界面張力と界面活性②
 4. 単分子膜と多分子膜
 5. ミセルと液晶①
 6. ミセルと液晶②
 7. ベシクル
 8. 中間試験（第1～7回の授業内容）

　『微粒子系と界面現象』
 9. 吸着
10. 濡れ
11. 界面電気現象
12. 電気二重層と分散・凝集
13. 吸着層と分散・凝集
14. ゲル、エマルション
15. 期末試験（第9～14回の授業内容）

なお上記は目安であり、受講者の理解度と進捗状況により
変更することもある。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H41701-01化学安全工学特別研究

２年通年 6  1 授業形態:演習加藤　勝美、重松　幹二
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本特別研究においては、カリキュラムポリシー(反応工学分野の先端的
な知識や高度な専門技術の修得)に基づき、学生自らが「環境」と「安
全」に関連した最新の研究を実施する。また、研究内容および進捗状
況等を定期的に報告することによりプレゼンテーション能力およびコ
ミュニケーション能力の向上を図る。テーマは、火災・爆発事故など
の化学災害やエネルギー物質の工業利用技術の開発等であり、具体的
には下記のテーマがある。

1) 爆発性化学物質の爆発危険性および貯蔵安全性に関する研究
2) 花火原料の爆発危険性評価に関する研究
3) その他，工業利用される化学物質の発火・爆発危険性に関する研究
4) ロケット推進薬およびエアバックガス発生剤の開発

◎－－－　到達目標　－－－◎

環境と安全の化学あるいは工学に関する専門的な知識を得る。また、
それらに関連する調査および実験結果をまとめる中で、プレゼンテー
ションの技術を習得し、外部の研究者に対して論理的な説明ができる
スキルを身に付ける。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

修士論文を提出させ、その内容を、専門分野の副査1名を加えて審査
する。また、修士論文発表会における要旨の内容に関する論旨の明確
さ、プレゼンテーション技術および研究内容に関する質疑応答の的確
さを総合して合否を判定する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは特に指定しない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

データの整理を実験毎に行い、次の研究計画を入念に練ることや最新
の文献を調査し、自分の研究の位置づけを明確するなどの学習が必要
である。 また、授業計画に示すように毎週検討会を実施するので、そ
の資料準備を実施する。事後学習として、検討会等での議論を整理
し、次の実験・研究に反映させる。事前・事後学習には、合計180時
間以上の時間を割く必要がある。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

【1年次】前期　第1週～15週　（担当：重松）

1) 授業概要に例示する研究テーマのうち1課題を選択し、
関連する研究を行う。研究を通じて、主にデータ収集およ
びデータ解析方法に関する知識を得る。

【1年次】後期　第16週～30週　（担当：加藤）

2) 毎週の検討会を行い、短期の実験計画と進捗状況を発表
する。
3) 1年次終了時に総合検討会を行い、1年の成果のまとめと
次年度の研究計画に関するプレゼンテーションを行う。

【2年次】前期　第31週～45週（担当：重松）

1) 研究計画に従って、研究テーマを推進する。

【2年次】後期　第46週～60週（担当：加藤）

2) 1年次と同様に毎週検討会を行い、短期の実験計画と進
捗状況を発表する。
3) 最終審査に向けて2年間の成果を修士論文をまとめ、修
士論文発表会でのプレゼンテーション資料を完成させる。

1週間は3回の授業に相当する。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H41702-01化学安全工学特別実験

２年通年 4  1 授業形態:実験加藤　勝美、重松　幹二
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本特別研究においては、カリキュラムポリシー(反応工学分野の先端的
な知識や高度な専門技術の修得)に基づき、学生自らが化学安全に関連
した最新の研究を実施する。また、研究内容および進捗状況等を定期
的に報告することによりプレゼンテーション能力およびコミュニケー
ション能力の向上を図る。テーマは、火災・爆発事故などの化学災害
やエネルギー物質の工業利用技術の開発等であり、具体的には下記の
テーマがある。

1) 爆発性化学物質の爆発危険性および貯蔵安全性に関する研究
2) 花火原料の爆発危険性評価に関する研究
3) その他，工業利用される化学物質の発火・爆発危険性に関する研究
4) ロケット推進薬およびエアバックガス発生剤の開発

◎－－－　到達目標　－－－◎

環境と安全の化学あるいは工学に関する専門的な知識を得る。また、
それらに関連する調査および実験結果をまとめる中で、プレゼンテー
ションの技術を習得し、外部の研究者に対して論理的な説明ができる
スキルを身に付ける。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

修士論文を提出させ、その内容を、専門分野の副査1名を加えて審査
する。また、修士論文発表会における要旨の内容に関する論旨の明確
さ、プレゼンテーション技術および研究内容に関する質疑応答の的確
さを総合して合否を判定する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは特に指定しない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

データの整理を実験毎に行い、次の研究計画を入念に練ることや最新
の文献を調査し、自分の研究の位置づけを明確するなどの学習が必要
である。 また、授業計画に示すように毎週検討会を実施するので、そ
の資料準備を実施する。事後学習として、検討会等での議論を整理
し、次の実験・研究に反映させる。事前・事後学習には、合計180時
間以上の時間を割く必要がある。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

【1年次】前期　第1週～15週　（担当：重松）

1) 授業概要に例示する研究テーマのうち1課題を選択し、
関連する研究を行う。研究を通じて、主にデータ収集およ
びデータ解析方法に関する知識を得る。

【1年次】後期  第16週～30週（担当：加藤）

2) 毎週の検討会を行い、短期の実験計画と進捗状況を発表
する。
3) 1年次終了時に総合検討会を行い、1年の成果のまとめと
次年度の研究計画に関するプレゼンテーションを行う。

【2年次】前期　第31週～45週（担当：重松）

1) 研究計画に従って、研究テーマを推進する。

【2年次】後期　第46週～60週（担当：加藤）

2) 1年次と同様に毎週検討会を行い、短期の実験計画と進
捗状況を発表する。
3) 最終審査に向けて2年間の成果を修士論文をまとめ、修
士論文発表会でのプレゼンテーション資料を完成させる。

1週間は1回の授業に相当する。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H42015-01化学工学特論Ⅰ

前期 1  1 授業形態:講義諸岡　成治
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　化学工学分野において、インターネット、文献などを用いて調査・
検討する能力は、問題の内容を把握して解決するために重要である。
また、重要な情報は英文で書かれている場合が多い。論点を把握して
英文を正確に読むためには、専門用語と文法の双方を理解する必要が
ある。この科目では、想定した課題について、英文のインターネッ
ト、図書情報などを用いて調査する手法、英文情報の読解力を身に付
けるとともに、代表的な化学プロセスの特徴を理解する。さらに、課
題をモデル化して解決する手法を学ぶ。なお、これはカリキュラムポ
リシーの「高度な専門技術の修得」に相当する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．インターネット、図書館の情報（主として英語のサイト）などを
迅速・的確に調査できる。
２．石油精製、C1化学などの化学工学に関する英文を読んで内容を理
解できる。
３．課題を発見し、化学プロセスシミュレータ（CHEMCAD）、汎用
数学ソフト（MAXIMA）等を用いてモデル化することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標１を概ね30%、到達目標２を概ね40%、到達目標３を概ね
30%の配分とし、「授業計画及び内容等」に従って実施する時間内演
習、レポートを基に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：指定しない。資料を配付する。
参考書：Chemical Process Technology/978-　0471630098；Product &
Process Design Principles/ 978-0470048955；化学プロセス集成　テキス
ト版/ 978-4807900633；化学プロセス　基礎から技術開発ま
で/978-4807904730；化学工学の基礎－化学プロセスとその計
算/978-4563041540

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　インターネットに接続したパソコンを用いて実施する。この科目は
独立しているが、「化学工学特論Ⅱ」に連結することを想定してい
る。また、「化学工学特論Ⅰ」と「化学工学特論Ⅱ」は、「化学プロ
セス工学」に連結することを想定している。
準備学習：配布している資料に基づいて予習をすること。時間内に講
義・演習した内容を復習し、演習問題を完成させること。レポートの
指示があれば作成して提出すること。これらの予習・復習・レポート
作成に毎週合計4時間以上をかけること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第１回　インターネットによる調査方法（１）基礎情報
第２回　インターネットによる調査方法（２）技術情報
［到達目標１］ 化学工学に関する情報を迅速・的確に調査
できる。
第３回　関連する英文情報の読解（石油精製関連の触媒、
装置、プロセス）（１）技術英文法概説
第４回　関連する英文情報の読解（石油精製関連の触媒、
装置、プロセス）（２）合成ガス製造法
第５回　関連する英文情報の読解（石油精製関連の触媒、
装置、プロセス）（３）化学平衡
第６回　関連する英文情報の読解（石油精製関連の触媒、
装置、プロセス）（４）製造装置
［到達目標２］ 化学工学に関する英文情報を正しく読み取
ることができる。
第７回　課題の検索とモデル化（１）インターネットによ
る調査
第８回　課題の検索とモデル化（２）課題の具体化と解析
手段の理解
［到達目標３］ 課題を絞り込み、CHEMCAD、MAXIMA
等を用いてモデル化することができる。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H42016-01化学工学特論Ⅱ

前期 1  1 授業形態:講義諸岡　成治
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　化学工学に関連して社会的に開発・実現が求められる課題の解決案
を見出すためには、課題を理解するとともに、化学プロセスシミュ
レータ（CHEMCAD）等を使いこなすことが有益である。この科目で
は、必要なソフトの使用法を学び、例題を解いて習熟する。なお、こ
れはカリキュラムポリシーの「高度な専門技術の修得」に相当する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．化学工学特論Ⅰにおける学習内容を確認し、課題例（天然ガスを
燃料とする火力発電所から二酸化炭素を回収するプロセス）の見通し
を立てることができる。
２．プロセスシミュレータ（CHEMCAD）を用いて課題を解析するこ
とができる。
３．例題の内容をまとめて、パワーポイントでプレゼンテーションで
きる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標１を概ね30%、達成目標２を概ね60%、到達目標３を概ね
10%の配分とし、「授業計画及び内容等」に従って実施する時間内演
習、調査レポートの内容、習得したことを発表する能力を基に評価す
る。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：指定しない。資料を配付する。
参考書：Chemical Process Technology/978-　0471630098；Product &
Process Design Principles/ 978-0470048955；化学プロセス集成　テキス
ト版/978-4807900633；化学プロセス　基礎から技術開発ま
で/978-4807904730；化学工学の基礎―化学プロセスとその計
算/978-4563041540

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　この科目は独立しているが、「化学工学特論Ⅰ」に引き続いて受講
することを想定している。インターネット、プロセスシミュレータ
（CHEMCAD）等に接続したパソコンを用いて実施する。
準備学習：配布している資料に基づいて予習をすること。時間内に講
義・演習した内容を復習し、演習問題を完成させること。レポートの
指示があれば作成して提出すること。これらの予習・復習・レポート
作成に毎週合計4時間以上をかけること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第１回　課題例のモデル化（１）地球温暖化の理解
第２回　課題例のモデル化（２）火力発電所からの二酸化
炭素回収の意義
第３回　課題例のモデル化（３）二酸化炭素回収の方法
［到達目標１］二酸化炭素の回収プロセスの見通しを立て
ることができる。
第４回　プロセスシミュレータ（CHEMCAD）を用いる課
題解析（１）CHEMCADの使用法の演習
第５回　プロセスシミュレータ（CHEMCAD）を用いる課
題解析（２）吸収塔の概念設計
第６回　プロセスシミュレータ（CHEMCAD）を用いる課
題解析（３）脱離塔の概念設計
［到達目標２］二酸化炭素回収プロセスの概念設計ができ
る。
第７回　学習内容のまとめ
［到達目標３］結果をまとめてプレゼンテーションでき
る。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H42019-01化学プロセス特論

後期 2  1 授業形態:講義諸岡　成治
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　インターネットなどを用いて、化学工学に関連し、社会的に開発・
実現が求められる課題を調査する。選択した課題について、化学工学
の立場（技術者倫理、再生可能エネルギーの有効利用も含む）から解
決に至るためのモデリングを行う。プロセスとしては、メタン燃焼に
よる給湯、褐炭のガス化などにおけるエクセルギー計算、バイオマス
を原料とするエタノール発酵液からのエタノール回収などを予定して
いるが、受講生が主体性に提案する内容によって一部を変更する。化
学プロセスシミュレー（CHEMCAD）、汎用数学ソフト（MAXIMA）
を用い、課題の解決に至るための道筋を見出す演習を行う。
　なお、関連する項目の実習を時間内に行って、楽しく授業を進めた
い。また、これはカリキュラ

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．インターネット（主として英語のサイト）を用いて、化学物質、
化学プロセス、製品の特性などを調査し、解決すべき課題を発見し、
技術者の倫理に基づいて検討できる。
２．課題を理解するために必要な、化学平衡と変化の考え方、エンタ
ルピー収支とエクセルギー収支の考え方が分かる。
３．化学プロセスシミュレータ、数学ソフトなどを用いて、非定常課
題の解決に至る道筋を見つけることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標１を概ね20%、到達目標２を概ね50%、到達目標３を概ね
30%の配分とし、「授業計画及び内容等」に従って実施する時間内の
演習、調査レポートの内容、習得したことを発表する能力を基に評価
する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：指定しない。資料を配付する。
参考書：Chemical Process Technology/978-　0471630098；Product &
Process Design Principles/ 978-0470048955；化学プロセス集成　テキス
ト版/ 978-4807900633；化学プロセス　基礎から技術開発ま
で/978-4807904730；化学工学の基礎―化学プロセスとその計
算/978-4563041540

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　化学工学特論Ⅰおよび化学工学特論Ⅱで学習する化学プロセスシ
ミュレータ（CHEMCAD）、数式・数値計算ソフト（MAXIMA）の使
用法を理解していることが望ましいが必須ではない。履修していない
場合でも、理解できるように丁寧に対応する。インターネットに接続
したパソコンを用いて実施する。
準備学習：配布している資料に基づいて予習をすること。時間内に講
義・演習した内容を復習し、演習問題を完成させること。レポートの
指示があれば作成して提出すること。これらの予習・復習・レポート
作成に毎週合計4時間以上をかけること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第１回　関連する情報を収集する手法の確認
第２回　技術者倫理の考え方（１）基礎
第３回　技術者倫理の考え方（２）具体例
［到達目標１］技術者としての倫理を踏まえ、課題の意義
と解析方法について検討できる。
第４回　エネルギーの有効利用とエクセルギー（１）化学
平衡の考え方（CHEMCADを用いる）
第５回　エネルギーの有効利用とエクセルギー（２）化学
平衡の計算（CHEMCADを用いる）
第６回　エネルギーの有効利用とエクセルギー（３）熱移
動プロセスのエクセルギー
第７回　エネルギーの有効利用とエクセルギー（４）化学
プロセスのエクセルギー
第８回　エネルギーの有効利用とエクセルギー（５）
CHEMCADを用いるエクセルギー解析
第10回　炭素系エネルギー資源の有効利用に関するモデル
化（CHEMCAD, MAXIMA）と解析（１）再生可能エネル
ギーを導入した褐炭のガス化プロセス
第11回　炭素系エネルギー資源の有効利用に関するモデル
化（CHEMCAD, MAXIMA）と解析（２）褐炭のガス化装
置の解析
第12回　バイオリファイナリーの調査と評価（発表）
［到達目標２］炭素系エネルギーの有効利用とエクセル
ギーについて理解できる。
第13回　非定常を含む課題の解析（１）バイオエタノール
生産の考え方
第14回　非定常を含む課題の解析（２）バイオエタノール
生産のモデル化
第15回　非定常を含む課題の解析（３）MAXIMAを用いる
シミュレーション
［到達目標３］非定常の課題を解決する方策を提示でき
る。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H41501-01化工流体工学特別研究

２年通年 6  1 授業形態:演習鈴川　一己
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この科目は修士論文執筆のための実験・研究時間に充てられる。

　修士の学位は最終的には提出された論文によって判定されるが、日
常の研究生活を通じて研究者としての資質を身につけることも重要で
ある。このため、各研究テーマに応じた研究指導を行うとともに、資
料調査、学会発表、論文執筆、実験計画書作成などを通じて発表能力
や研究倫理観に関する指導を行う。

　研究テーマは、
　　・新型撹拌翼を用いた撹拌装置の開発、
　　・撹拌槽構造の最適化、
　　・気液接触装置の最適化、
などであり、実験およびコンピュータシミュレーションを併用して研
究を進める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・この特別研究により、関連文献を調査、基礎知識等を修得し、研究
テーマについて理解を深めることができる。
・研究計画を作成、研究・実験を遂行でき、データを解析し、修士論
文にまとめることができるようになる。

　これはカリキュラムポリシーの「高度な技術を修得しながら、修士
論文卒業研究を完成させる」および「プレゼンテーション能力、コ
ミュニケーション能力の涵養」に相当する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　研究への取り組み姿勢(４年生などの研究補助者のチーム指導を含
む)、研究に関するプレゼンテーション（学会発表を含む）やレポー
ト、修士論文を成績評価の対象とする。評価方法は、研究への取り組
み姿勢５０％、プレゼン・レポート２０％、修士論文３０％を基準に
総合的に評価する。定期試験は課さない。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テキストは使用しない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　実験・研究は予め計画を立てて進める必要がある。

・毎回、２時間以上実験・研究に関する調査・準備を行う（60分）
・実験後は研究ノートに記録、内容を確認し、整理・考察をすすめる
（60分）
・一カ月に１回程度、定期的にまとめること。

　その他、日頃からの学習は勿論のこと、規則正しい生活を行うこと
が望ましい。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

［１年次］
　前期（１～１５週、週3回実施）
　・研究に関する年次計画
　・研究テーマの設定
　・実験装置の設計および製作
　・テーマに関する基礎知識の習得
　・テーマに関する文献調査

　後期（１６～３０週、週3回実施）
　・実験データの収集および解析
　・テーマに関する基礎知識の習得

［２年次］
　前期（３１～４５週、週3回実施）
　・研究に関する年次計画
　・実験データの収集と解析
　・テーマに関する基礎知識の習得

　後期（４６～６０週、週3回実施）
　・実験データの収集と解析
　・テーマに関する基礎知識の習得
　・修士論文作成
　・修士論文発表会
　・修士論文提出



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H41502-01化工流体工学特別実験

２年通年 4  1 授業形態:実験鈴川　一己
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　修士論文作成のための実験について、各研究テーマに即した指導を
行う。多用な実験装置・測定装置・シミュレーションソフトウェアの
使用目的、測定原理、操作方法を学ぶことで様々な研究手法を修得
し、研究視野を広げることを目標とする。
　具体的には、流速測定法としてレーザードップラ流速計、粒子画像
流速測定法の基礎を学習の後に実習し、実際の研究テーマに沿って測
定を実施する。その一方、数値シミュレーションも実施する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・流体計測の基礎を説明でき、測定機器が実際に使えるようになる。
・数値シミュレーション（数値実験）の原理を説明でき、使えるよう
になる。

　これはカリキュラムポリシーの「専門分野の先端的な知識や高度な
専門技術を修得」に相当する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　成績評価は、実験への取り組み姿勢、実験ノート作成、実験レポー
トを対象とする。評価方法は、実験への取り組み姿勢５０％、実験
ノート作成３０％、実験レポート２０％を基準に総合的に評価する。
定期試験は課さない。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テキストは使用しない。必要な資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　一度学習した測定原理などは実践を通して確実に身に付けること。

・予め関連資料を読む（60分）
・実験後、必要なデータ処理および整理を行う（60分）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　研究テーマによって進捗が異なるため、次のような順番
で測定機器の学習および実験装置を製作し、実験を行う。

［１年次］
　前期（１～１５）
　・流体実験法の説明
　・実験装置の設計と製作
　・レーザードップラ流速計(LDV)の測定原理
　・粒子画像流速測定法（PIV）の測定原理
　・流れの数値シミュレーションの実習

　後期（１６～３０）
　・LDV,PIVの測定実習
　・修士論文のための実験データ収集と整理
　・数値実験の実習

［２年次］
　前期（３１～４５）
　・修士論文のための実験データ収集と整理
　・テーマに沿った数値実験の実施および解析

　後期（４６～６０）
　・テーマに沿った数値実験の実施
　・実験データおよび数値実験結果のまとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H41503-01化工流体工学特論

通年 4  1 授業形態:講義鈴川　一己
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　化学装置内流動状態のほとんどが乱流である。乱流現象は輸送現象
の主役であり、乱流の基本的な知識・理解を持つことが必要である。
　この講義では流体力学の基礎理論から始まり、乱流工学の基本的な
内容について学習することが目的である。位置づけとしては「乱流工
学入門」である。講義内では、数値シミュレーションで使用される乱
流モデル、乱流計測法などについても触れる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・乱流の基礎概念を理解し、乱流輸送現象について説明できるように
なる。

　これはカリキュラムポリシーの「専門分野の先端的な知識」および
「技術者や研究者としての基礎能力の裾野を広げる」に相当する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　課題レポート（６０％）、授業内でのＱ＆Ａ・口頭試問（２
０％）、授業への貢献度・輪講担当（２０％）で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト
　・中村育雄・大坂英雄, 「工科系流体力学」, 共立出版(1985), ISBN
978-4-320-08036-2，3,675円（税込）.
　・中林功一・鬼頭修己，「大学院のための流体力学」，コロナ社
(2002)，ISBN 978-4-339-04566-6，3,024円（税込）

参考書
　１）Davidson（益田訳）, 「乱流　第2版」, 森北出版(2016), ISBN
978-4-627-67452-3.
　２）H.Tennekes・J.L.Lumley, 「A First Course in Turbulence」,
MIT Press(1972), ISBN 978-0-262-20019-6.
　３）中村育雄, 「乱流現象」, 朝倉書店(1992), ISBN 978-4-254-
23074-1.
　４）S.B.Pope, 「Turbulent Flows」, Cambridge Press(2000),
ISBN 978-0-521-59886-6.

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　授業は、講義形式と輪講形式を併用して行う。このため常に理解度
を高め事前に指示された内容を理解・把握・説明するため、毎回予
習・準備（60分）が必要である。また、授業後は復習・整理（30分）
することが必要となる。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

前期
　１．流れのパターン
　２．流体の性質
　３．応力による力
　４．運動の表示法と加速度
　５．連続の式と運動方程式
　６．流体運動の特徴
　７．粘性応力とその力
　８．ナビエ・ストークス方程式
　９．力学的相似
１０．遅い流れの解
１１．境界層
１２．境界層方程式
１３．境界層の性質
１４．相似な流れ
１５．遷移現象

後期
１６．乱流の記述
１７．平均操作と確率密度関数
１８．乱流の組織構造
１９．レイノルズ方程式とレイノルズ応力
２０．二点相関
２１．相関方程式
２２．一様乱流の相関係数の特性
２３．オイラー相関
２４．ラグランジュ相関
２５．フーリエ変換
２６．ウィナー・ヒンチンの公式
２７．乱れエネルギーの輸送方程式の導出
２８．乱れ輸送方程式の項の意味
２９．乱れのスケールとオーダー
３０．乱れの速度変動と渦度変動



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H42010-01環境工学特論

集中後期 2  1 授業形態:講義田中　綾子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本特論では、地球環境問題の中で、カリキュラム・ポリシーの”技
術者や研究者としての基礎能力の裾野を広げる”に基づき、以下のこ
とを学ぶ。
1)人間活動に密接に関連する廃棄物、エネルギー、食糧、有害物等の
問題を学習する。
2)上記の問題と環境保全との関係を学習する。
3)地球環境にやさしい社会システム、ライフスタイルを学習し、施策
提案手法を修学する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　環境問題の現状を学び、地球レベルで深刻化する諸課題を考察する
ことにより、問題解決に向けた技術対応ができることを目標とする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　本講義は、気圏、水圏、陸圏、エネルギー、資源の分野毎に課題を
与え、課題に対するレポート内容(各20点)で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　渡辺健冶著「地球環境論」佐野書房　平成10年9月1日発行及び関連
資料のコピー

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　広範なテーマを扱った講義のため、日頃より環境関連の新聞、雑誌
及び英字新聞等に接し、事前のみならず事後においても専門用語を学
習して、環境現状と課題及び世界のこの問題に対する動向など学習し
ておくこと。また、その中で専門用語についても確実に理解できるよ
うに予習、復習をしておく。このため事前事後学習を2時間程度計画
的に行うことにより、達成度を上げることができる。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.地球環境に関する基礎―地球と大気圏―
2.気象現象
3.生態系の役割と現状
4.世界の食糧問題
5.地球の温暖化
6.オゾン層の破壊
7.大気汚染とPM2.5
8.熱帯雨林の破壊
9.砂漠化
10.有害廃棄物の拡散
11.エネルギーと資源
12.再生エネルギーと原子力問題
13.環境保全技術
14.廃棄物の処理及びリサイクル技術
15.総括：持続可能な発展

 



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H42035-01環境物理学特論

後期 2  1 授業形態:講義守田　治
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラム・ポリシーの「総合的視野をもった実践型の人材の育成
を図る」および「技術者や研究者としての基礎能力の視野を広げる」
にもとづき，人類を取りまく環境のうち，特に地球大気に関わる諸問
題の理解を深めることを目的として講義を行う．またそれらの問題に
対して，物理学がどのように適用されるのかを学ぶ．具体的な内容
は，生命進化と地球大気進化，放射平衡温度と温室効果，二酸化炭素
増大と地球温暖化，1次元気候モデル，オゾン層とオゾンホール，気
候変動とその要因となっている．

◎－－－　到達目標　－－－◎

生命進化と地球環境の進化の関係を理解できる．放射平衡によって地
球の平均温度（放射平衡温度）が決定される仕組みを理解し，さらに
温室効果によって放射平衡温度が，観測される地球の表面温度とほぼ
等しくなることが理解でき，他者に説明できるようになる．地球温暖
化によって地球環境にどのような影響が表れているかが明確に理解で
きる．オゾン層が形成される仕組みとオゾン層の役割，オゾンホール
が生成される仕組みについてが理解できる．気候変動の要因を理解
し，特に関心の深い問題については詳しく学び他者に説明できるよう
になる．以上のことがらを総合的に理解したならば，個々人としてま
た社会全体として環境問題にどのように取り組むべきかを習得でき
る．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

2週に1回程度の頻度でレポートを提出してもらう．授業中の態度
(50％), レポートの内容(50％)で評価する．

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは初回講義で配布する．
参考文献：オゾン消失，川平浩二・牧野行雄，読新聞社，1989年
エデンの恐竜，カール・セーガン，秀潤社，1979年
An Introduction to Dynamic Meteorology. J.R.Holton, Academic Press, 1992
年
基礎解説「力学」，守田治，朝倉書店，2015年

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

一般物理学，力学，一般生物学，一般化学，一般地質学を履修してい
ることが望ましいが，必須要件とはしない．初回に配布した講義資料
を読んで毎回1時間程度の予習をし，講義後には講義資料とノートを
参照しながら1時間程度の復習を行うこと．また，環境問題について
シラバスに挙げた参考書を学習したり，インターネットを介して必要
な情報を取得するよう努めることが望ましい．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1週：IPCC第1部会次評価報告書について
第2週：生命進化と地球環境の進化－原始大気から２次大
気へ
第3週：放射平衡と温室効果-1
第4週：放射平衡と温室効果-2
第5週：二酸化炭素増大と地球温暖化-1
第6週：二酸化炭素増大と地球温暖化-2
第7週：地球温暖化の影響-大気への影響
第8週：地球温暖化の影響-海洋，生命への影響
第9週：地球大気の平衡状態
第10週：1次元気候モデル-1
第11週：1次元気候モデル-2
第12週：オゾン層 とオゾンホール-1
第13週：オゾン層 とオゾンホール-2
第14週：気候変動の要因
第15週：大規模火山噴火と気候変動

◎－－－　備考欄　－－－◎

学会出席，研究に伴うフィールドワークなどによるやむを
得ない欠席については，レポートを科すことによって受講
生の不利益にならないよう配慮する．



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H41801-01工業化学・高分子特別研究

２年通年 6  1 授業形態:演習八尾　滋
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この科目は修士論文執筆のための研究時間に当てられます。修士の
学位は最終的には提出された論文によって判定されますが、日常の研
究生活を通じて研究者としての資質を身に着けることも重要です。こ
のため、研究テーマに応じた実験の技術指導を受けることになるとと
もに、資料調査、学会発表、論文執筆、実験計画書作成などを通じて
発表能力や研究倫理観に関する指導も受けることになります。これは
カリキュラムポリシーの全人的教育、プレゼンテーション能力、コ
ミュニケーション能力の涵養に相当します。
　研究テーマは、工業化学の分野、特に高分子の自己組織化を通じた
機能性素材の創成と機能発現メカニズムに注目したもの、あるいは炭
素材を中心とした無機材料への機能性付与と環境・エネルギー分野へ
の応用に注目したもので、相談の上決定します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

【知識・理解に関する到達目標】
研究テーマに関する事項は勿論ですが、そのテーマが該当する分野で
どのような位置づけにあるのか、それを研究することで当該分野にど
のような影響があるのかを俯瞰的な視野で述べる能力を身につけるこ
とができます。
【態度・志向に関する到達目標】
学習を通じて、新規なテーマへの対応もできる幅広い分野への応用力
を身につけることができます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　事前学習や事後学習の基づいた①検討会での研究成果のまとめ方、
②発表や質疑応答内容、さらに③学会発表件数や投稿論文数によって
評価し、定期試験は課しません。配分比率は①が4割、②が2割、③が
4割とします。
　

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特に指定しません。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　研究対象分野の学術・学会動向に留意し常に最新情報を得る努力を
してください。研究を行う前には論文・教科書はもちろん、新聞・情
報誌を含んだ関連文献を調べ、方針や実験内容に関する重要事項を抜
出すことが実力につながります。これを毎日1時間程度、計画的に行
うことで、より理解を深めることができます。また実験などの終了後
は、その内容の整理と結果の意味するところを、やはり論文や教科書
を参考に考察し、自分なりの考えをまとめてください。これを教員と
の討議を通じて、研究室内での発表や学会発表資料を作成します。こ
の事後学習に関しても、毎日1時間程度を計画的にこなすことが重要
です。また自ら機会を見つけるなど、学会発表は積極的に対応してく
ださい。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

下記スケジュールに従い、研究を遂行します。
なお１週間は３回の授業に相当します。

１年次前期（１週～４週）
(1) 修士論文題目の決定。
(2) 論文・学会情報や社会的な動向などを元に、研究計画
を策定。
１年次後期～２年次前期（５週～４０週）
(3) 研究計画に従い、実験などを実施。適宜指導教員との
ディスカッションを通じて研究の方向性や内容の確認しま
す。
２年次後期前半（４１週～５０週）
(4) 適宜論文や学会および検討会での発表を実施します
（可能であれば1年次前半から実施）。
(5) 発表成果などをもとに、より高度な研究を目指した研
究方針の検討を行います。
2年次後期（５１週～６０週）
(6) 研究成果をまとめ、修士論文を作成します。

なお、上記は目安で、研究の進捗により前後します。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H41802-01工業化学・高分子特別実験

２年通年 4  1 授業形態:実験八尾　滋
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　修士研究を遂行する過程では、様々な実験装置・分析装置を使いこ
なす必要があります。またこの知見は将来的にも非常に重要です。本
講義では、出来るだけ多くの実験装置の使用目的、測定原理、操作方
法を学び、将来的にも活用できる知識を身につけます。またこれはカ
リキュラムポリシーの「高度な専門技術の修得」に相当しています。
　研究テーマは、工業化学の分野、特に高分子の自己組織化を通じた
機能性素材の創成と機能発現メカニズムに注目したもの、あるいは環
境浄化やエネルギー生産に関わる無機材料の開発と応用に着目して工
業プロセスに適した工程の構築と機能設計を行うもので、相互に相談
の上、決定します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

【技能に関する到達目標】
実験装置あるいは分析装置は単に出力を吟味する結果を出す装置では
なく、原因を探求するための道具であり、その測定原理などを知るこ
とで、幅広く応用の出来る知見を身につけることができます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　①検討会での研究成果のまとめ方と、②発表や質疑応答内容によっ
て評価し、定期試験は課しません。配分比率は①が7割、②が3割とし
ます。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特に指定しません。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　実際に実験を行う前に実験装置あるいは分析装置の測定原理など
を、文献などを調査し、分からないことは書き出しておくことが重要
です(目安として毎実験・研究前に2時間以上は掛けることが望まし
い）。また教員の指導に基づいて、事後学習として、測定結果をもと
に自分でグラフや表を工夫して作成し、分析方法やまとめ方について
理解を深めることが大切です（目安として毎実験・研究後、2時間以
上は掛けることが望ましい）。また実験結果を元に、常に応用展開を
考えておくことが大切です。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1年次前半（１回～２０回）
(1) 研究の遂行に必要な実験機器や分析装置の基本的な使
用方法を習得します。
(2) 研究の進展に従い、さらに高度な解析方法を習得しま
す。
1年次後半～2年次前半（２１回～５０回）
(3) 自ら新たな測定・解析手法などを工夫します。あるい
は測定装置の自作なども行います。
(4) 研究の進展に伴い、必要に応じ他大学・研究機関にあ
る装置に関しても、それらの測定原理や研究への応用の可
能性などの検討を行い、積極的な活用をはかります。
2年次後半（５１回～６０回）
(5) 測定手法などを学部4年生あるいは修士1年次生に指導
します。また指導を通じて、測定原理などをより深く理解
し、他の実験機器や測定装置の基本的な仕様・測定原理な
どに対する理解を深めるようにします。

なお上記は目安であり、授業の進捗により前後します。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H41803-01工業化学・高分子特論

通年 4  1 授業形態:講義八尾　滋
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　高分子化学はもとより有機化学から無機化学までの最近のトピック
スに関し、英文論文の検索から関係文献の抽出などの調査方法を学習
し、レポートへのまとめ方などを学習します。また口頭での発表演習
も行ないます。さらに自分の研究内容に関しても、適宜内容をまとめ
レポート作成と口頭発表を行います。
　これはカリキュラムポリシーのプレゼンテーション能力、コミュニ
ケーション能力の涵養に相当しています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

【知識・理解に関する到達目標】
数ある技術文献から本当に価値あるものを見分ける能力や複数の文献
内容をストーリーを持って分かりやすい一つの報告書にまとめる能
力、またこれを発表し、質疑応答できる能力を身につけることができ
るようになることができます
【技能に関する到達目標】
学会などのアカデミックのみならず実社会でも重要な能力で、これを
習得することができるようになります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　①予習に基づいた報告書の内容、②学内での発表や質疑応答レベ
ル、さらに③学会発表件数や投稿論文数によって評価し、定期試験は
課しません。配分比率は①が4割、②が2割、③が4割とします。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特にありません。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　インターネットを利用した文献検索に慣れてください。また多くの
文献から要点を効率的に抽出するためには、日頃から英語文献に親し
むことが必要です。そして自分の研究内容を常に把握しておくことも
大切です。さらに文献から得た知識に基づき、自分の研究の次の展開
を構想し、実施計画を立案してください。予習では、特に講義中の質
疑に応答できる事前準備を行ってください。これら事前準備には、1
～2時間／日を複数日掛けて準備することが実力につながります。ま
た講義後は回答できなかった質疑に対しては、事後学習により回答を
準備し、次の発表時に対応できるようにしてください。これも1～2時
間／日を複数日掛けて準備することが実力につながります。
　他人の発表に対しては積極的に質疑を行こと、また良い発表例は自
分の発表に取り入れる工夫をすることで、さらにレベルアップが可能
となります。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１　講義の進め方・イントロダクション
２　インターネット・データベースを用いた文献検索
３　文献調査手法について
４　文献調査に基づいた配布資料作成方法概論
５　文献調査配布資料作成演習
６　文献調査に基づいたプレゼンテーション概論
７　文献調査プレゼンテーション演習
８　インターネット・データベースを用いた特許検索
９　特許調査手法について
１０　特許調査に基づいた配布資料作成方法概論
１１　特許調査配布資料作成演習
１２　特許調査に基づいたプレゼンテーション概論
１３　特許調査プレゼンテーション演習
１４　国内学会概要紹介
１５　国内学会発表予稿の書き方の概論
１６　国内発表：ポスターの書き方の概論
１７　国内発表：ポスター作成演習
１８　国内発表：口頭発表概論
１９　国内発表：口頭発表演習
２０　国内発表：技術報告会概論
２１　国内発表：技術報告会演習
２２　国際学会概要説明
２３　国際学会発表予稿の書き方の概論
２４　国際発表：ポスターの書き方の概論
２５　国際発表：ポスター作成演習
２６　国際発表：口頭発表概論
２７　国際発表：口頭発表演習
２８　国際発表：技術報告会概論
２９　国際発表：技術報告会演習
３０　全体のまとめ・総括

学会発表などがある場合には、適宜その練習も併せて行い
ます。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H41901-01工業無機化学特別研究

２年通年 6  1 授業形態:演習加藤　貴史
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この科目では、修士論文執筆のための研究時間にあてられる。化学
システム工学専攻のカリキュラムポリシーの「工業無機化学分野の先
端的かつ高度な専門技術と基礎知識、総合的視野を獲得する」という
目標に基づき、炭素材料を中心とした無機材料への機能性付与と、環
境・エネルギー分野への応用に関連する研究を実施する。研究に関す
る技術的な能力の習得と併せて、研究の調査、提案、計画、発表、論
文執筆、研究倫理などに関する全人的教育を行い、高度なプレゼン
テーション能力とコミュニケーション能力も涵養する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1．工業無機化学が関わる分野における専門的な知識を習得する。
2．研究計画の立案と実施に関する能力を習得する。
3．実験データを解析し、文献調査なども交えながら多角的に考察す
る能力を習得する。
4．他者に対して、論理的に説明するための文章作成能力とプレゼン
テーションのスキルを習得する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験は実施しない。次の３項目で評価する。
１．事前・事後学習を含む研究への取り組み方。（50%）
２．検討会や学会等でのプレゼンテーション。（25%）
３．修士論文の内容と発表会での評価。（25%）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　特に指定しない。研究に必要な書籍などは研究室で用意する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　積極性、主体性が重視される。指導教員とのコミュニケーションを
密にとりながら、実験の立案、遂行、点検を自主的かつ継続的に行う
こと。事前学習は、毎回、研究・実験に関する調査と点検、具体的な
活動計画の策定などに関して2時間、事後学習は、実験終了後に毎
回、データの整理と解析、文献調査なども交えた実験結果の考察、レ
ポート作成、次の実験やプレゼンテーションに備えた準備などに最低
2時間を費やすこと。自ら考え、調べ、行動する習慣を身につけ、
様々なことから貪欲に学ぼうとする意識と姿勢が重要である。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

［１年次］
前期（１～15週）
・研究テーマの決定と研究計画の策定。
・文献調査を通じて、テーマに関連する社会背景を理解
し、研究の基礎知識を習得。
・実験装置のセットアップなど、実験準備。
・実験データの取得と解析および考察（文献調査も含
む）。
・研究の進捗状況の点検・まとめと、後期の実験計画立
案。
後期（16～30週）
・実験データの取得と解析および考察（文献調査も含
む）。
・テーマに関連する基礎知識の拡充。
・中間発表会のための準備。
・研究の進捗状況の点検と、2年次の実験計画立案。
［２年次］
前期（31～45週）
・実験データの取得と解析および考察（文献調査も含
む）。
・これまでの研究成果をレポートにまとめ、後期の計画を
立案。
後期（46～60週）
・修論発表の方針と構成の検討、修論タイトルの決定。
・実験データの再確認と、必要データの収集と解析。
・修論発表用プレゼンテーション資料の作成。
・修士論文発表要旨の作成。
・修士論文発表会と論文の提出。

　研究の方向性や実験内容などについては、適宜、指導教
員とディスカッションを行う。また、３週おきに検討会を
開き、研究の進捗状況と計画を発表する。なお、１週間は
３回の授業に相当する。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H41902-01工業無機化学特別実験

２年通年 4  1 授業形態:実験加藤　貴史
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この科目では、化学システム工学専攻のカリキュラムポリシーの
「工業無機化学分野の先端的かつ高度な専門技術と基礎知識、総合的
視野を獲得する」という目標に基づき、修士論文の作成に必要となる
実験技術を多角的に学習する。様々な機器分析装置の基礎（測定対象
とその使用目的、測定原理、操作方法）を学ぶとともに、データの解
析に関する知識と手法、さらには将来的な活用に向けた技術を習得す
る。修士論文のテーマによって多少の相違が生じるが、具体的には、
ガスクロマトグラフィー、液体クロマトグラフィー、イオンクロマト
グラフィー、吸光光度法、発光分光分析、熱分析、比表面積・細孔分
布測定、走査型電子顕微鏡、透過型電子顕微鏡、Ｘ線回折、蛍光Ｘ線
分析、Ｘ線光電子分光法などの分析技術が対象となる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．実験目的に即した分析手段を選択できる。
２．機器分析装置の原理を理解し、その活用法を習得する。
３．実験内容を理路整然とレポートにまとめ、論理的な考察やプレゼ
ンテーションができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験は実施しない。次の３項目で評価する。
１．事前・事後学習を含む実験への取り組み方。（50%）
２．実験レポート。（25%）
３．実験内容のプレゼンテーション。（25%）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　特に指定しない。研究に必要な書籍などは研究室で用意する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　積極性、主体性が重視される。指導教員とのコミュニケーションを
密にとりながら、継続的な学習とスキルアップを目指すこと。事前学
習では、使用する実験装置の原理と特徴、得られるデータの内容、操
作法などに関して、文献等を参照しながら2時間程度の詳細な調査を
行う。事後学習では、実験装置が出力したデータの解析と考察、実験
方法に関する課題の抽出とその対策、レポート作成やプレゼンテー
ション資料の準備などに最低2時間を費やすこと。自ら考え、調べ、
行動する習慣を身につけ、様々なことから貪欲に学ぼうとする意識と
姿勢が重要である。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

［１年次］
前期（１～15週）
・実験内容を決定し、年次計画を立てる。
・実験方法の選定と準備。
・使用する機器類の操作技術を習得。
・試料の分析とデータ解析、レポート作成。
・前期実験の総括（プレゼンテーション）。
後期（16～30週）
・後期実験内容の確認と実施。
・必要に応じて新たな分析手段に習熟。
・データ解析とレポート作成。
・後期実験の総括（プレゼンテーション）。
［２年次］
前期（31～45週）
・前期実験内容の確認と実施。
・必要に応じて新たな分析手段に習熟。
・データ解析とレポート作成。
・前期実験の総括（プレゼンテーション）。
後期（46～60週）
・後期実験内容の確認と実施。
・これまでの実験内容をレポートにまとめ、総括。
・実験上の問題点などを抽出し、その対策や展望について
考察（プレゼンテーション）。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H41903-01工業無機化学特論

通年 4  1 授業形態:講義加藤　貴史
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　様々な製品を生み出す化学工業のプロセスをうまく機能させるためには、
物質の構造と性質、平衡と速度過程、流れと拡散、熱の出入りなどの様々な
要因について、これらを適切に制御しながら巧妙に組合せる必要がある。し
かし、一見、その全体が複雑な現象の塊のように見えても、本質はいくつか
のシンプルな原理や技術から成り立っていることが多い。
　本講義では、化学システム工学専攻のカリキュラムポリシーの「工業無機
化学分野の先端的かつ高度な専門技術と基礎知識、総合的視野を獲得する」
という目標に基づき、これまでに学んできた基礎的、専門的な知識を実際の
現象に適用し、その現象を支配している本質を理解する能力や、創造力を養
う。また、様々な技術を生み出してきた社会的背景や課題について学び、幅
広い視野を養うことを目的とする。そこで、工業的な化学プロセスの成り立
ちとその周辺技術、社会背景と、それらに関わる重要な無機化学や分析化学
の理論と応用について、いくつかのテーマを定め、演習やレポート提出、質
疑応答などを交えながら具体的に学習を進める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　工業プロセスの動向と課題、社会への影響を考察することにより、幅広い
視野と洞察力を身につける。さらに、工業プロセスに応用される理論と技術
に関して理解を深めることを通じて、既習の知識を応用する力を高め、柔軟
な発想力と創造力を発揮できるようになる。具体的には次の３点をあげる。
１．工業プロセスに用いられる技術とその動向が、社会情勢ならびに資源、
エネルギー、環境問題などと密接に関連していることを理解する。
２．化学工業の進化と発展は、食糧生産や水資源の確保といった身近な問題
にも深く関与していることを知り、専門分野と社会との結びつきを具体的に
イメージできるようになる。
３．工業生産に用いられる技術と原理に関する理解を深めると共に、資源循
環や省エネルギーに向けた化学工業界の取り組みと動向を知り、幅広い視点
から“ものづくり”を考えることができるようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　期末試験は実施しない。質疑応答や演習課題などへの取り組みの評価を
80%、提出レポートの評価を20%ととし、これらの結果を総合して全体評価
とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テキストは使用しない。毎回、その日のテーマごとにプリントを配布す
る。その内容は日本語か英語のいずれか、または双方で記述される。参考書
の例には下記のような書籍を示す。
◆伊藤 要・永長久彦「無機工業化学概論 改訂版 」培風館（2004） 定価（本
体2100円＋税） ISBN4-563-04536-5
◆塩川二朗「入門無機材料」化学同人（2007） 定価（本体2300円＋税）
ISBN978-4-7598-0795-0
◆荒川 剛・江頭 誠・鮫島宗一郎・平田好洋・松本泰道・村石治人「無機材
料化学 第２版」三共出版（2005） 定価（本体2700円＋税）
ISBN4-7827-0507-7
◆合原 眞 編著「新しい基礎無機化学」三共出版（2007） 定価（本体2600円
＋税） ISBN978-4-7827-0541-4
◆平尾一之・田中勝久・中平 敦「無機化学」東京化学同人（2003） 定価
（本体3300円＋税） ISBN4-8079-0551-1

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　計算機（関数機能があるもの）、英和辞典、および化学・英和用語集第３
版（2011 化学同人 ISBN978-4-7598-0909-1 定価2100円）に相当するものが必
要となるため、準備しておくこと。
　本講義では応用力の涵養を重視する。学部時代に学んだ内容がベースにな
るので、先ずは、これらの基礎学力の向上に取り組むことが本講義の効果的
な予習となる。新聞や情報誌などの文献や参考書などを利用して、毎回、事
前に２時間の予習を求める。特に、工業化学に関連する英語の技術用語につ
いては、事前、事後を問わず、語彙を増やすための学習を日頃から継続的に
行うことが望ましい。講義後は、指摘された重要事項やキーワード等につい
て、自ら再調査することも含めて、しっかりとした復習を２時間行い、理解
を深めるよう努めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. 化学工学の役割と展開
2～6. 工業と環境問題
　2. 酸性雨とその原因
　3. 硫酸工業
　4. シェール革命の背景と技術
　5. 地球温暖化とジオエンジニアリング
　6. 石炭ガス化複合発電
7～16. 食糧と水、海洋との関わり
　7. 食塩の採取と食塩電解
　8. ソルベープロセス
　9. アンモニアをめぐる歴史と背景
　10. アンモニア合成の意義
　11. 肥料工業と食糧問題
　12. 農業と水をめぐる問題
　13. 水ビジネスと海水淡水化
　14. 海水淡水化の技術と展開
　15. 海洋資源について
　16. 海底鉱物資源の開発とその背景
17～23．金属化学工業
　17. アルミニウムの製錬と周辺技術
　18. 亜鉛の製錬と周辺技術
　19. その他の非鉄金属工業について
　20. 近代製鉄業の発展とその技術
　21. 高炉製鉄と電炉製鋼
　22. 新しい製鉄プロセス
　23. 都市鉱山について
24～27. 窯業とその製品
　24. 陶磁器の歴史と原料
　25. 陶磁器の製造工程
　26. 近代陶磁器産業の発展
　27. 伝統工芸品としての陶磁器
28～30. セメント工業
　28. セメントの製造工程
　29. 省エネルギーと廃棄物処理
　30. セメント業界のCSR活動

◎－－－　備考欄　－－－◎

　学会出席等でやむを得ず欠席する場合は、事前に報告し
て指示を仰ぐこと。欠席日の配布プリントは必ず受取に来
ること。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H42097-01高分子化学特論

前期 2  1 授業形態:講義八尾　滋
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　機能性素材の創成には、高分子化学の基礎知識とともに、構造形成
や刺激応答などの物理・物性が関与した種々の機能発現メカニズムに
関する広範な知識とその応用力の醸成が不可欠です。
　本講義では高分子の物性に関する広範な基礎知識の醸成に努めると
ともに、自らの研究テーマへの適用性などの考察も行い、実践的な問
題解決能力および材料設計手法を獲得することを目的としています。
　これはカリキュラムポリシーの専門分野の先端的な知識の修得に相
当します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

【知識・理解に関する到達目標】
当該講義を受講することにより、高分子の分子論的な運動性に関する
理解を深めることができるようになること、またそれに基づき、将来
材料設計を行う際の基本的なノウハウを会得できます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　①日々の予習・復習の充実度、②小テスト、および③レポートによ
り評価し、定期試験は課しません。それぞれの配分割合は、①が4
割、②が2割、③が4割を目安とします。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは特に指定しません。
参考文献としては、以下のようなものが役に立ちます。
「講座・レオロジー」、日本レオロジー学会編、高分子刊行会、
ISBN4-7702-0061-7
「高分子化学序論　第2版」、岡村誠三ら、化学同人、
ISBN978-4-7598-0050-0
「基礎高分子科学」、高分子学会編、東京化学同人、
ISBN978-4-8079-0635-2

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　講義で学んだこと、あるいは講義中に紹介する文献などに基づき、
教科書あるいは新聞・情報誌を含んだ関連文献を調べ、重要事項を抜
き出してください。これを各日1時間程度、2～3日間の学習を計画的
に行うことで、より理解を深めることができます。また予習の際に
も、あらかじめ提示した文献について、教科書調べるあるいは新聞・
情報誌を含んだ関連文献を収集するなど、事前学習を行って、講義に
臨むことが重要です。当事前学習に関しても、各日1時間程度、2～3
日間の学習を計画的に行うことが必要です。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１　序論、講義の進め方・イントロダクション
２　高分子の分子量
３　高分子の分子構造
４　高分子の分子特性
５　高分子物質の構造：解析手法
６　高分子物質の構造：結晶構造
７　高分子のレオロジー
８　高分子の力学的性質
９　高分子の熱的・光学的性質
１０　高分子の機能性
１１　高分子重合：縮合重合
１２　高分子重合：ラジカル重合
１３　高分子重合：リビング重合
１４　高分子リサイクル
１５　講義のまとめ

それぞれ関連した文献をもとに、質疑応答を中心に講義を
進めます。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H42032-01触媒工学特論

前期 2  1 授業形態:講義久保田　純
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　固体触媒は自動車の排気ガス浄化から、ガソリン・軽油の生産まで
幅広く産業で使われている。また、光触媒など身の回りの製品にも触
媒は多く使われている。これらのメカニズムを理解することは触媒を
利用するためには重要である。触媒反応の速度論、触媒の分析法、触
媒各論について講義を行う。
　固体触媒による化学反応は触媒表面反応であることから、通常の反
応速度論と異なる速度論が用いられる。触媒の構造は、表面積を増や
し、希少な材料を効率よく用いる工夫がなされている。また分析は固
体バルクの分析のみならず、表面分析や吸着種の分析が重要である。
これらを理解したうえで各種触媒プロセスの各論を講義する。
　触媒の原子・分子レベルの理解から、産業での利用について幅広く
講義を行い、化学系の大学院を修了する学生として必要な知識を身に
着ける。
　本科目は化学システム工学専攻のカリキュラムポリシーの中から、
基礎化学工学、反応工学、工業化学分野に密接に関連し、最先端の高
度な専門技術を修得しながら、化学技術者としての素養を育むための
ものである。　

◎－－－　到達目標　－－－◎

①～③回目：固体触媒反応の速度論を理解し、速度定数や活性化エネ
ルギーの意味を理解できる。
④～⑤回目：触媒の構造を理解し、触媒担体と触媒本体の機能の違い
を理解する。
⑥～⑨回目：実用触媒とモデル触媒の固体や表面分析法を習得する。
⑩～⑭回目：産業や身の回りで用いられている主な触媒反応を説明で
きるようになる。
⑮回目：以上の内容を理解していることを再確認する。　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　期末試験は実施しない。質疑応答や演習課題などへ取り組みの評価
を80%、提出レポートの評価を20%ととし、それらの結果を総合して
全体評価とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

参考文献：Concepts of Modern Catalysts and Kinetics, I. Chorkendorff, J.
W. Niemantsverdriet著, Wiley-VCH, 2007, ISBN978-3-527-31672-4

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

講義資料を配布する。事前に２時間以上かけ目を通しておくこと（事
前学習・予習）。授業後には各自で２時間以上かけ復習しておくこと
（事後学習）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

触媒化学を理解するため、以下の通り講義を進める。
1.触媒反応の速度論
①　吸着平衡　各種吸着等温式
②　Ｌ－Ｈ型触媒反応速度論
③　活性化エネルギー・反応次数
2.触媒の構造
④　結晶面・ミラー指数・構造敏感性
⑤　担体・ＳＭＳＩ効果・二元機能触媒
3.触媒の分析
⑥　触媒バルクの分析　Ｘ線回折法・Ｘ線吸収法
⑦　表面分析　光電子分光・イオン散乱分光
⑧　吸着種の分析　赤外分光・昇温脱離
⑨　表面科学的研究
4.触媒各論
⑩　排気ガス浄化に関する触媒
⑪　燃料生産に関わる触媒
⑫　アンモニア合成触媒
⑬　燃料電池電極触媒
⑭　光触媒
5.総括
⑮　まとめ　



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H42009-01伝熱工学特論

前期 2  1 授業形態:講義深井　潤
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　伝熱とは熱の流れを扱う学問である。配管から水が漏れていれば一
目でわかるが，熱はどこに向かってどこから漏れているのか直接見る
ことはできない。これが伝熱をわかりづらくしている一つの要因と思
われる。伝熱現象を理解するためには，まず温度分布を頭に思い浮か
べられるようにならなければならないが，多くの場合，熱伝導，対流
伝熱および放射伝熱の基礎知識があればそれは可能である。本講義で
は，学部授業で学習した知識を活かして，様々な伝熱現象を考察する
とともに，伝熱に対する理解度をより深いものにする。なお、これは
カリキュラムポリシーの「高度な専門技術の修得」に相当する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　伝熱に関する基礎式や法則の意味を理解し，さまざまなところで生
じている伝熱現象を説明できるようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　演習とレポートを織り交ぜながら講義をすすめる。その積極的な参
加姿勢50%，レポート50%で成績評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

プリントを配布する。
参考書：平田哲夫ら，「例題でわかる伝熱工学」，森北出版（2014）
（学部授業で使用した教科書）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　講義内容に関連した演習・課題を課すので，それらを教科書，参考
書を調べながら，レポートを作成する。これを各日1時間程度，2～3
日間の学習を計画的に行うことで，より理解を深めることができる。
一方，次回講義内容に関しても，同様に教科書を調べ，事前学習を行
い，講義に臨むことが重要である。当事前学習に関しても，各日1時
間程度，2～3日間の学習を計画的に行う。
　伝熱工学（化学システム工学科）の単位を修得済みの者が望まし
い。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第１回　伝熱とは
第２回　伝熱基礎（伝導，対流，輻射）
第３回　伝熱基礎（定常と非定常）
第４回　固体壁を介した熱移動（固体壁）
第５回　固体壁を介した熱移動（多層壁）
第６回　固体壁を介した熱移動（演習）
第７回　熱伝達係数の推算（無次元数）
第８回　熱伝達係数の推算（演習）
第９回　熱交換器の設計（二重管型熱交換器）
第１０回　熱交換器の設計（様々な熱交換器）
第１１回　熱交換器の設計（演習）
第１２回　輻射（黒体と灰色体）
第１３回　輻射（実在物体の熱交換）
第１４回　輻射（演習）
第１５回　省エネルギー機器



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H41601-01反応工学特別研究

２年通年 6  1 授業形態:演習重松　幹二
◎－－－　授業の概要　－－－◎

この科目は、化学システム工学専攻のカリキュラムポリシーの中か
ら、反応工学分野の先端的な知識や高度な専門技術を修得するという
目標に関連し、修士論文執筆のための実験研究時間に当てられる。

修士の学位は最終的には提出された論文によって判定されるが、日常
の研究生活を通じて研究者としての資質を身に付けることも重要であ
る。そのため、毎週研究の進捗状況を報告し、各期末あるいは学会発
表のタイミングで研究成果を部分的にまとめていく。２年生の７月に
研究室内で中間報告会を行って研究の全体像を確認し、最終提出する
修士論文の完成に向かう。

研究テーマは、
１．化学変換による生物材料の有効利用
２．環境に優しい化学変換技術
３．化学反応の効率化技術
４．化学反応のコンピュータシミュレーション
などに関連する項目から各個人と相談の上決定する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

研究テーマに関連する資料調査能力を身につけることができる。

研究目的に即した現実的な実験計画書を作成することができる。

得られたデータから、端的な表現で説得力のある実験報告書を作成す
ることができる。

学会発表、論文執筆などの研究活動を通じて、研究能力、発表能力、
研究倫理観を身につけることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

（１）日常の研究計画と成果に関するレポートおよびプレゼンテー
ション70%
（２）研究成果の学会発表20%（論文執筆に至った場合は大きく加点
する）
（３）下級生への指導10%
で総合評価する。定期試験は課さない。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストを購入する必要はない。研究に必要な書籍類は研究室で準備
する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

実験研究は、実際に実験してデータを取ることよりも、研究目標を設
定し、そのための実験計画を立て、得られたデータを解釈することの
方が重要で、そのための時間も必要とする。この点を留意し、事前学
習として独自で常に書籍や文献から情報収集を行うよう心がけるこ
と。また、事後学習としてデータの解釈やそれに必要な情報収集を行
なうこと。予習および復習にかける時間は、毎回、各２時間以上を目
標とすること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

【１年次】
第1週　２年間の長期的な研究目標を設定する。
第2～30週　約１ヶ月ごとに短期目標を設定し、実験計画
を立て、実行する。得られたデータを総合的に解釈し、部
分的にまとめる。これを繰り返す。
なお、ある程度の結果が得られてきたら、内容にふさわし
い学会発表の準備を行う。

【２年次】
第31週　最終提出する修士論文をめざし、最後の１年間の
長期的研究目標を修正・設定する。
第32～44週　約１ヶ月ごとの短期目標を設定し、実験計画
を立て、実行する。得られたデータを総合的に解釈し、部
分的にまとめる。これを繰り返す。
第45週　前期終了時に中間報告会をおこない、研究全体の
確認と発表練習を行う。
第46～50週　約１ヶ月ごとの短期目標にしたがって研究を
進める。１０月頃、修士論文の題目を決定する。
第51～60週　２月の修士論文発表会および修士論文提出に
向けて、調査、実験、結果のまとめを行ない、研究要旨、
発表会資料、修士論文を完成させる。

なお、１週間は３回の授業に相当する。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H41602-01反応工学特別実験

２年通年 4  1 授業形態:実験重松　幹二
◎－－－　授業の概要　－－－◎

この科目は、化学システム工学専攻のカリキュラムポリシーの中か
ら、反応工学分野の先端的な知識や高度な専門技術を修得するという
目標に関連し、修士論文作成のための実験について、各研究テーマに
即した技術指導を行なう。主な実験装置は
１．各種回分反応器・連続反応器、前処理・後処理装置
２．各種クロマトグラフィー、紫外可視分光光度計などの定量分析機
器
３．赤外分光光度計、ＮＭＲ、マススペクトルなどの化学構造分析機
器
４．統計処理、計算化学、文献検索システムなどの化学情報ソフト
などである。

◎－－－　到達目標　－－－◎

多様な化学実験装置の使用目的、測定原理、操作方法を説明できる。

様々な実験手法を組み合わせることによって説得力のある実験データ
を提示することができ、研究視野を広げることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

専ら自身が使用する実験装置に対する安全を配慮した正しい操作方法
やデータ解釈能力、直接使用しない装置の理解と自身の研究への応用
について、プレゼンテーションあるいはレポートや実験ノートで評価
する。
定期試験は課さない。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストを購入する必要はない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

各自の研究テーマで直接使用する実験装置だけでなく、研究室で利用
可能な装置全てを理解するよう心がけること。事前学習として、装置
の基本原理を調べること。事後学習として、装置の他分析への応用展
開を考えること。予習および復習にかける時間は、各２時間以上を目
標とすること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

研究の進捗状況に沿って、適宜装置を変えて技術指導す
る。

【１年次】
第1週～第30週　自分の研究テーマで直接使用する実験装
置を熟知し、下級生や直接使用しない学生にも充分説明で
きるようにトレーニングする。

【２年次】
第31週～第60週　直接使用しない装置についてもその機構
や使用方法を理解し、研究の幅を広げるトレーニングを行
なう。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H41603-01反応工学特論

通年 4  1 授業形態:講義重松　幹二
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　反応操作は、プラント全体から見れば小規模な装置ではあるが、化
学プラントの中核を担うプロセスとしてその制御は極めて重要であ
る。この講義では、化学システム工学専攻のカリキュラムポリシーの
中から、反応工学分野の先端的な知識を修得するという目標に関連
し、学部授業では紹介しきれなかった反応工学の発展内容を扱う。
　まず、各種反応器と反応速度論を復習する。続いて、量論関係と限
定反応成分に基づいた反応率を定義し、反応器内の物質収支式と反応
速度から回分反応器および流通反応器の設計の基礎式を導出する。ま
た、リサイクル反応器および複合反応器の設計方程式と反応器設計、
非等温反応系の設計、流通反応器の滞留時間分布関数の測定と応用を
学ぶ。さらに、不均一反応系である気固反応と気液反応の解析方法を
学ぶ。最後に、微生物による生物化学反応の取扱い方法を学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

量論関係と初期条件から、限定反応成分に基づいた反応率を定義でき
る。

反応器内の物質収支式と反応速度式から回分反応器および流通反応器
の設計の基礎式を導出できる。

リサイクル反応器および複合反応器の設計方程式と反応器設計、非等
温反応系の設計に関わる基本概念を説明できる。

流通反応器の滞留時間分布関数の測定から、設計方程式では記述が困
難な実際の反応器の設計方法を説明できる。

不均一反応系である気固反応と気液反応の解析方法を説明できる。

微生物による生物化学反応の取扱い方法を説明できる。

プラントで用いられる各種化学反応器の詳細について理解し、実務に
応用できる力を身につけることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

平常点(60%)とレポート(40%)で評価し、試験は課さない。

平常点とは、あらかじめテキストを予習していることを前提として授
業を進めるため、授業中の質疑応答と議論の展開能力を評価する。

レポートとは、テキスト章末問題の解答を求め、その内容から評価す
る。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

＜テキスト＞
「反応工学（改訂版）」橋本健治著、培風館 ISBN4-563-04518-7(2,900
円＋税)　新改訂版も可

＜参考書＞
「反応工学」草壁克己・増田隆夫著、三共出版 ISBN4-7827-0601-5
(2,500円＋税)

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

授業は輪読形式で実施するため、充分予習をしてくること。演習問題
を解くため、関数電卓を持参すること。次回の授業準備のため、復習
を欠かさないこと。予習および復習にかける時間は、各２時間以上を
目標とすること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

＜化学反応と反応装置＞
1. 化学反応の分類
2. 反応装置の分類
＜反応速度式＞
3. 反応速度の定義、反応次数
4. 定常状態近似法
5. 律速段階近似法
6. 自触媒反応、微生物反応
7. 反応速度の温度依存性
＜反応器設計の基礎式＞
8. 量論関係、限定反応成分、反応率
9. 反応器の物質収支式
10. 回分反応器の設計方程式
11. 連続槽型反応器の設計方程式
12. 管型反応器の設計方程式
13. 空間時間、平均滞留時間
14. 槽列モデル
15. 図解法による連続槽型反応器の設計
16. リサイクル反応器
17. 自触媒反応の最適操作
18. 半回分操作
＜非等温反応器の設計＞
19. 反応熱と化学平衡
20. 非等温反応装置の設計
＜流通反応器の流体混合＞
21. 滞留時間分布関数
22. 滞留時間分布関数の測定法
＜気固反応＞
23. 生成物層が形成する未反応核モデル
24. 生成物層が形成されない未反応核モデル
25. 気固反応装置
＜気液反応＞
26. 気液反応の総括反応速度式(1)瞬間反応
27. 気液反応の総括反応速度式(2)迅速反応
28. 気液反応装置の設計
＜生物化学反応＞
29. 微生物反応の量論関係と収率係数
30. 微生物反応の反応速度式



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H42020-01バイオマス変換工学特論

後期 2  1 授業形態:講義重松　幹二
◎－－－　授業の概要　－－－◎

地球上の生物が生産するバイオマスは、衣食住全てにおいて古来から
人類が利用してきた資源である。一方で、バイオマスは再生産可能な
資源であるため、その高度な有効利用は地球規模での二酸化炭素排出
量を抑制するためにも極めて重要である。バイオマスの利用は、紙パ
ルプ化、エネルギー化、プラスチック材料化、建材・繊維、化学工業
原料など多岐に渡るが、この講義では化学システム工学専攻のカリ
キュラムポリシーの中から反応工学および工業化学・高分子の分野の
先端的知識を修得するという目標に関連し、特にエネルギー化への工
業的利用技術に関して学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

利用可能なバイオマスの種類とそれらの化学的特性を説明できる。

バイオマスを原料としてエネルギーに変換する化学技術を説明でき
る。

地球環境の保全を視野に入れた化学技術者・研究者となるための基礎
知識を得ることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

平常点(60%)とレポート(40%)で評価し、試験は課さない。

平常点とは、あらかじめテキストを予習していることを前提として授
業を進めるため、授業中の質疑応答と議論の展開能力を評価する。

レポートとは、学生自らが検索して選択したバイオマスエネルギーに
関連する英語論文の抄録を求め、論文検索能力・抄録作成能力から評
価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

横山伸也・芋生憲司著「バイオマスエネルギー」森北出版
ISBN978-4-627-94721-4(2,600円＋税)

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

授業はセミナー形式で実施するため、充分予習をしてくること。次回
の授業準備のため、復習を欠かさないこと。予習および復習にかける
時間は、各２時間以上を目標とすること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．バイオマスによる二酸化炭素の固定
２．バイオマスの収集・運搬
３．乾燥・粉砕
４．バイオマス発電
５．ガス化
６．急速熱分解
７．液化
８．バイオディーゼル燃料
９．エタノール発酵（デンプン系）
１０．エタノール発酵（セルロース系）
１１．メタン発酵
１２．アセトン・ブタノール発酵
１３．固体燃料化
１４．バイオエネルギーシステム
１５．バイオマスエネルギーと地球環境問題



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H41106-01複合材料特別研究

２年通年 6  1 授業形態:演習三島　健司
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　化学工学では、装置を開発・操作する技術で、化学物質・生体関連
物質などの制御・生産を行う。本講義では、化学システム工学専攻の
カリキュラムポリシーの中から複合材料分野の先端的な知識を修得す
るという目標に関連し、材料、装置を開発・操作する技術を学習す
る。
この科目は修士論文執筆のための研究時間に充てられる。物理化学な
らびに工業プロセスに関する研究テーマについて研究指導を行うとと
もに、資料調査、学会発表、論文執筆、実験計画書作成などを通じ
て、プレゼンテーション方法や研究倫理観に関する指導を行う。研究
テーマの詳細は、各個人と相談の上決定する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

研究計画の設定、文献調査、実験計画、プログラム作成、シミュレー
ション、レポート作成、プレゼンテーション、修士論文の執筆を通し
て、研究を着実に進める実行力、新たなテーマの開拓につながる情報
収集力、研究成果を第三者に的確に伝えるためのプレゼンテーション
能力を身につけることができる。また、将来、エンジニア・研究者と
なって活動する際の基本的な能力とノウハウを会得することができる
ようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

研究への取り組み態度（60%)、レポート（10%)、研究室ゼミにおける
プレゼンテーション（10%)、修士論文への取組（20%)に基づき総合的
に評価する。定期試験は課さない。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

研究に必要な資料は研究室が提供する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

研究は継続的に進める必要がある。規則正しい生活を心がけ、研究の
進捗状況について教員への報告や相談を怠らないこと。
事前学習：研究報告の前には関連文献を十分調査しておくこと。関連
文献を調べ、重要事項を抜出す。これを各日60分程度、3日間の学習
を計画的に行うことで、より理解を深めることができる。
事後学習：研究事項については、毎日、研究ノートに記録し、指摘事
項については、次回の講義までに回答を準備しておくこと。それらの
関連文献を調べ、重要事項を抜出し、自分の考えをまとめる。これを
各日60分程度の学習を計画的に行うことで、より理解を深めることが
できる。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

［１年次］
　前期（１週～１５週）
　・研究に関する年次計画
　・研究テーマの設定
　・テーマに関する基礎知識の習得
　・テーマに関する文献調査

　後期（１６週～３０週）
　・プログラムの作成およびデータの収集
　・テーマに関する基礎知識の習得

［２年次］
　前期（３１週～４５週）
　・研究に関する年次計画
　・プログラムの作成およびデータの収集
　・データの解析および考察
　・テーマに関する基礎知識の習得

　後期（４６週～６０週）
　・データの解析および考察
　・修士論文作成
　・修士論文発表会
　・修士論文提出

　なお、1週間は3回の授業に相当する。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H41107-01複合材料特別実験

２年通年 4  1 授業形態:実験三島　健司
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　化学工学では、装置を開発・操作する技術で、化学物質・生体関連
物質などの制御・生産を行う。本講義では、化学システム工学専攻の
カリキュラムポリシーの中から複合材料分野の先端的な知識を修得す
るという目標に関連し、材料、装置を開発・操作する技術を学習す
る。
　高圧抽出装置、再生医療用材料製造装置や超臨界微粒子製造装置な
どの化学装置を対象として、物理化学の原理を利用した製造技術につ
いて、実験・シミュレーションを行い、その際必要となる物理化学的
情報の検索、データ処理などについても演習する。製造プロセスに関
して、学生は、自ら問題点を発見し、その解決策を探索、提案する。
物理化学の基本原理の利用状況について理解することを奨励します。
次回の実験範囲を予習し、専門用語の意味等を理解しておくこと。

◎－－－　到達目標　－－－◎

到達目標① 化学装置に関連する基本的な物理化学の法則を理解でき
る。
到達目標② 対象となる各物質の物性値などの特性を評価できること。
到達目標③ 高圧装置の原理を理解できる。
到達目標④ 分子間の相互作用を評価できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

実験への取り組み態度（50%）およびレポート（50%）により総合的
に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

実験に必要な資料は研究室が提供する。

三島健司, 日秋俊彦, 甲斐敬美，「新しい物理化学: 地球環境を守る基
礎知識」化学同人（2004）: 定価2,625円, ISBN-9784759809244

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

実験はシラバスを参考計画的に進める必要がある。日頃からの学習は
もちろんのこと、規則正しい生活を行うこと。
事前学習：実験内容に関連するテキストの部分に目を通しておくこ
と。（60分程度）
事後学習：時間内に終了できなかったシミュレーション実験は、次回
の講義までに完了させておくこと。次回の実験についてインターネッ
トで収集できる情報を事前に集めて事前に学習する。実験ならびにレ
ポート作成が終わってから、実験の内容に対して、用いた主要な技術
を各自が記述してまとめ、一日1時間程度の学習をする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

［１年次］
　・マイクロカプセルの製造実験
　・再生医療用細胞外マトリックスの製造
　・細胞カプセル化の実験
　・超臨界マイクロカプセル製造実験

［２年次］
　・超臨界抽出実験ならびに設計
　・微粒子製造実験ならびに評価
　・高分子相分離実験



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H41108-01複合材料特論

通年 4  1 授業形態:講義三島　健司
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本講義では、化学システム工学専攻のカリキュラムポリシーの中から
複合材料分野の先端的な知識を修得するという目標に関連し、化学プ
ラントおよび化学装置として、実際に企業で利用されている技術を例
にして、物理化学の原理について学習する。
製造プロセスでは、設計・操作条件ごとに、物理化学の原理を利用し
て、対象となる物質の性質を利用しなければなりません。この講義で
は、物質の個々の物理化学的性質を数値的に予測する方法（物性推算
法）とあわせて、それらを利用した製造プロセスについても演習を交
えて学習します。
　講義の復習方法として、講義外の時間にも、各自でコンピュータを
使用し、インターネットで情報を取集し、工業における物理化学の基
本原理の利用状況について理解することを奨励します。次回の授業範
囲を予習し、専門用語の意味等を理解しておくこと。

◎－－－　到達目標　－－－◎

当該講義を受講することにより、化学プラントおよび化学装置で利用
されている技術での物理化学への理解を深めることができる。またそ
れに基づき、将来、化学プラントおよび化学装置で利用する原理やノ
ウハウを会得することができるようになる。
　[到達目標１]．吸着平衡定数、溶解度、蒸気圧、臨界定数、比熱、
熱容量などの化学物質の物理化学的性質をインターネットを利用し、
情報検索できる。それらの物性値をコンピュータで計算できる。
[到達目標２]．理論を用いた計算により、化学物質を定量的に取扱う
ことができる。工学設計条件で与えられる温度・圧力の変動に対する
物性値の変化をシミュレーションできる。
　[到達目標３]．コンピュータを利用して、実際の産業で利用されて
いる製造プロセス、食品・バイオプロセスでの物性の変化を予測する
手法を理解する。プロセス設計に必要となる基礎的な情報収集能力を
有し、論理的取り扱いが可能である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

受講の態度(60%)、レポート(10%)、発表(10%)で評価し、試験は課さ
ない。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

教科書　
三島健司, 日秋俊彦, 甲斐敬美，「新しい物理化学: 地球環境を守る基
礎知識」化学同人（2004）: 定価2,625円, ISBN-9784759809244

必要なプリント資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事後学習として、講義が終わってから、講義の内容に対して、主要な
技術を各自が記述してまとめる。さらに、講義で学んだことに基づ
き、教科書あるいは新聞・情報誌を含んだ関連文献を調べ、重要事項
を抜き出す。これを各日1時間程度の学習を計画的に行うことで、よ
り理解を深めることができる。事前学習として、シラバスを参考にし
て、次回の講義についてインターネット、教科書等で収集できる情報
を事前に集めて重要事項を抜き出し学習する。これについても、各日
30分程度の学習を計画的に行う。
　

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1　ラングミュアー吸着
2　気体吸着
3　吸着多孔体生成
4　吸着プロセスの応用
5　溶液モデル
6　自由エネルギーと活量係数
7　溶液モデルを用いた分離プロセス
8　高分子溶液
9　高分子相転移
10　高分子製造プロセス
11　晶析
12　固液平衡
13　固液分離プロセス
14　固体反応
15　高圧力計算
16　高圧力物理化学
17　高圧力組成計算
18　状態方程式による組成計算
19　ガス液化プロセス
20　超臨界抽出
21　超臨界晶析
22　生体関連物質の分離・精製
23　ナノ・マイクロ微粒子
24　複合材料
25　相分離を利用する材料製造
26　疎水性と親水性
27　微小表面制御の物理化学
28　薬剤・医療への応用
29　食品プロセスへの応用
30　物理化学と製造技術
 
　



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H41210-01物質移動工学特論

通年 4  1 授業形態:講義新戸　浩幸
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本科目では、生体と接触させながら使用される人工材料、すなわち
「バイオマテリアル」の基礎を、「界面」に注目しながら、学習す
る。
　これは、カリキュラムポリシーの「界面プロセス工学分野の先端的
な知識を修得すること」に相当する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　本科目を受講することにより、「バイオマテリアル」の両側面であ
る「材料工学」と「細胞生物学」の基礎の基礎を習得し、人工材料と
生体との相互作用が起こる「生体ソフト界面」について理解を深め
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　全4回の確認試験（60%）、授業内の輪講担当・口頭試問（40%）で
評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト（前期）：
・石原一彦、山岡哲二、畑中研一、大矢裕一 著「バイオマテリアルサ
イエンス」（東京化学同人、2003年、ISBN 4-8079-0577-5）

テキスト（後期）：
・岩田博夫 著「バイオマテリアル」（共立出版、2005年、ISBN
4-3200-4365-0）

※講義で用いるテキストは貸与するので、受講者は購入しなくてもよ
い。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　本科目は、主に輪講形式で行う。輪講担当者は事前に指示された内
容を理解・把握し、説明の準備（レジメ、スライドの作成）を行うこ
と。授業内の口頭試問や試験により常に理解度が評価されるため、日
頃から事前・事後学習が必要となる。

授業前（2時間以上×30回）：
指示された箇所を事前に熟読して各自のノートにまとめ、理解できな
い部分を明確にしておくこと。

授業後（2時間以上×30回）：
学習した箇所を、各自のノートにまとめ直すこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

●前期　『バイオマテリアルの基礎』
1. DNAとRNA
2. タンパク質
3. 糖鎖、脂質
4. 細胞
5. バイオマテリアルの種類①
6. バイオマテリアルの種類②
7. バイオマテリアルのための物理化学
8. 確認試験（第1～7回の授業内容）
9. バイオマテリアルの性質①
10. バイオマテリアルの性質②
11. バイオマテリアルの性質③
12. バイオマテリアルの設計①
13. バイオマテリアルの設計②
14. DDS、高度診断システム
15. 確認試験（第9～14回の授業内容）

●後期　『バイオマテリアル』
16. バイオマテリアル研究の困難さ
17. 人工材料と生体との相互作用の概略①
18. 人工材料と生体との相互作用の概略②
19. 人工材料と生体との相互作用の研究手段①
20. 人工材料と生体との相互作用の研究手段②
21. 自己組織化単分子膜上へのタンパクの吸着①
22. 自己組織化単分子膜上へのタンパクの吸着②
23. 確認試験（第16～23回の授業内容）
24. 自己組織化単分子膜と補体との相互作用
25. 細胞接着①
26. 細胞接着②
27. 細胞の接着と細胞の機能①
28. 細胞の接着と細胞の機能②
29. 技術と応用
30. 確認試験（第25～29回の授業内容）

なお上記は目安であり、受講者の理解度と進捗状況により
変更することもある。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H41008-01プロセスシステム工学特別研究

２年通年 6  1 授業形態:演習野田　賢
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本科目は、化学システム工学専攻カリキュラムポリシーのプロセスシ
ステム工学分野の先端的な知識や高度な専門技術を修得することを目
的に、修士論文執筆のための研究時間に充てられる。各自の研究テー
マに沿った研究指導を行うとともに、文献調査、学会発表、論文執
筆、実験計画書作成などの方法を学ぶ。また、研究者として身につけ
るべき研究倫理観を涵養する。研究テーマの詳細は、各個人と相談の
うえ決定する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

【到達目標１】文献調査を行い、研究目的を設定することができる。
【到達目標２】研究目的を達成するための実験を計画できる。
【到達目標３】実験結果を整理し、結果の考察ができる。
【到達目標４】実験結果をレポートとしてまとめ、発表することがで
きる。
【到達目標５】研究成果を論文としてまとめることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

研究への取り組み態度、レポート、研究室のゼミにおけるプレゼン
テーション、修士論文を成績評価の基準とする。評価の方法は、研究
への取り組み態度（50%）、ゼミ発表（20%）および修士論文
（30%）に基づき総合的に評価する。定期試験は課さない。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

研究に必要な資料は研究室が提供する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

研究は継続的に進める必要がある。規則正しい生活を心がけ、研究の
進捗状況について教員への報告や相談を怠らないこと。
事前学習：研究報告の前には関連文献を十分調査しておくこと。事前
学習の時間は、6時間/週が目安である。
事後学習：指摘事項については、次回のミーティングまでに回答を準
備しておくこと。事後学習の時間は、6時間/週が目安である。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

［１年次］
　前期（１週～１５週）
　・研究の年次計画
　・研究テーマの設定
　・テーマに関する基礎知識の習得
　・テーマに関する文献調査

　後期（１６週～３０週）
　・実験やシミュレーションの準備
　・実験やシミュレーションの実施
　・テーマに関する基礎知識の習得

［２年次］
　前期（３１週～４５週）
　・研究に関する年次計画
　・実験やシミュレーションの実施
　・データの解析および考察
　・テーマに関する基礎知識の習得

　後期（４６週～６０週）
　・データの解析および考察
　・修士論文作成
　・修士論文発表会

　なお、1週間は3回の講義に相当する。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H41009-01プロセスシステム工学特別実験

２年通年 4  1 授業形態:実験野田　賢
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本特別実験では、化学システム工学専攻カリキュラムポリシーのプロ
セスシステム工学分野の先端的な知識や高度な専門技術を修得するこ
とを目的に、下記の研究テーマの中から一つを選択し、そのテーマに
関する実験を行う。実験を行うための基本的な技術を身につけるとと
もに、得られたデータの解析、結果の考察、実験レポートのまとめ方
などの方法について学ぶ。

①　プロセス制御・データ解析
②　電気化学反応・新素材合成
③　高エネルギー物質の開発

◎－－－　到達目標　－－－◎

【到達目標１】研究目的を達成するための実験内容を決定できる。
【到達目標２】実験装置の原理・操作方法が理解できる。
【到達目標３】実験データを実験ノートに記録し、結果の考察ができ
る。
【到達目標３】実験結果をレポートとしてまとめることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

実験を自ら計画し、正しい方法により実験を行い、得られたデータに
基づき考察し、それをレポートとしてまとめられるかを、成績評価の
基準とする。評価の方法は、実験への取り組み状況（50%）、実験
ノート（30%）および実験レポート（20%）による総合評価とする。
定期試験は課さない。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

実験に必要な資料は研究室が提供する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

実験は計画的に進める必要がある。日頃からの学習はもちろんのこ
と、規則正しい生活を行うこと。

事前学習：実験の内容に関する文献を調査しておくとともに、実験の
詳細な手順を実験ノートにまとめておくこと。事前学習の目安は、2
時間/週が目安である。
事後学習：実験のノートを整理するとともに、実験結果の考察を行
い、その結果をレポートとしてまとめておくこと。事後学習の目安
は、2時間/週が目安である。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

［１年次］
　前期（１週～１５週）
　・実験内容の決定と実験の年次計画
　・実験材料および装置の準備
　・基本的な実験操作法の習得

　後期（１６週～３０週）
　・実験の実施
　・実験ノートの取り方
　・実験データの処理
　・実験結果の考察

［２年次］
　前期（３１週～４５週）
　・実験の年次計画
　・実験の実施
　・実験結果の中間報告

　後期（４６週～６０週）
　・実験の実施
　・実験結果の最終報告
　・今後の課題についての検討



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H41007-01プロセスシステム工学特論

通年 4  1 授業形態:講義野田　賢
◎－－－　授業の概要　－－－◎

プロセス設計や制御系設計を行う技術者や研究者には、高度な科学技
術計算の能力が求められる。MATLAB は、そのような高度な科学技術
計算のためのソフトウェアとして、多くの分野でデファクトスタン
ダートとなっている。本科目では、化学システム工学専攻カリキュラ
ムポリシーのプロセスシステム工学分野の先端的な知識や高度な専門
技術を修得することを目的に、MATLAB の基礎を学ぶとともに、
MATLAB を用いた様々な科学技術計算やプロセス制御系のシミュレー
ション演習に取り組む。

◎－－－　到達目標　－－－◎

[到達目標１]・・・授業計画１～９
MATLAB の言語、基本関数および操作法を理解し、MATLAB を用い
た簡単な科学技術計算ができる。
[到達目標２]・・・授業計画１０～１４
MATLAB のプログラミング法を理解し、MATLAB を用いた簡単な科
学技術計算プログラムやシミュレーションができる。
[到達目標３]・・・授業計画１６～２３
MATLAB のツールボックスの一つである Control Tool Box の使用法を
理解し、プロセスの過渡応答、周波数応答シミュレーションや制御系
の安定性解析ができる。
[到達目標４]・・・授業計画２４～２９
MATLAB Simulink の使用法を理解し、Simulink を用いた様々な制御シ
ミュレーションができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

MATLAB を用いた簡単な数値シミュレーションができることを、成績
評価の基準とする。評価の方法は、作成したプログラム（50%）およ
びシミュレーション課題レポート（50%)による総合評価とする。定期
試験は行わない。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

必要な資料は、随時配付する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

本科目では講義形式と演習形式を併用する。
事前学習：講義で作成するプログラムのフローチャートをあらかじめ
作成しておくこと。事前学習の目安は、２時間/週とする
事後学習：各自の研究テーマで、MATLAB が利用できないか検討する
こと。事後学習の目安は、２時間/週とする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

【前期】
　１　MATLAB の特徴　
　２　MATLAB の実行環境　
　３　MATLAB 言語の構成要素
　４　MATLAB 演算と基本関数
　５　MATLAB スクリプトと利用者関数
　６　MATLAB による数式処理
　７　MATLAB による行列計算
　８　MATLAB のファイル入出力
　９　MATLAB のグラフィックス機能
１０　MATLAB のプログラミング
１１　最小二乗法 のプログラミング
１２　連立一次方程式解法のプログラミング
１３　常微分方程式解法のプログラミング
１４　振り子の運動シミュレーション
１５　重要事項の整理（前期）

【後期】
１６　Control Tool Box の使用法
１７　プロセスの伝達関数モデル
１８　プロセスの過渡応答シミュレーション
１９　プロセスの周波数応答シミュレーション
２０　フィードバック制御系の定常特性
２１　フィードバック制御系の安定性
２２　PID 制御系の設計法
２３　PID 制御パラメータの調整法
２４　Simulink の実行環境
２５　Simulink による制御シミュレーション
２６　Simulink による制御性能評価
２７　多変数制御系の設計法
２８　マルチループ制御シミュレーション
２９　非干渉制御シミュレーション
３０　重要事項の整理（後期）

◎－－－　備考欄　－－－◎

MATLAB には、安価な学生版がある。関心のある学生
は、購入を検討してもよい。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H42096-01プロセス制御特論

前期 2  1 授業形態:講義野田　賢
◎－－－　授業の概要　－－－◎

多変数制御手法の一つであるモデル予測制御は、エンジニアにとって
わかりやすい直感的な制御法でありながら、入出力変数の制約を考慮
した上で優れた制御性能を達成できるため、化学プラントの高度制御
技術として広く利用されている。本講義では、化学システム工学専攻
カリキュラムポリシーのプロセスシステム工学分野の先端的な知識や
高度な専門技術を修得することを目的に、モデル予測制御を化学プラ
ントに実装するために必要な、モデル同定法、制御アルゴリズム、制
御パラメータの調整法について学ぶ。講義では、学習内容の理解を深
めるために制御シミュレーションソフトウェア MATLAB を利用した
課題演習を行い、その結果をレポートとしてまとめる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

[到達目標１]・・・授業計画１～３
モデル予測制御の基本的な考え方と古典的制御との違いが説明でき
る。
[到達目標２]・・・授業計画４～８
ステップ応答実験やインパルス応答実験によりプロセスの動的モデル
を構築できるようになること、参照軌道や外乱・モデル化誤差を考慮
した制御量の予測式が定式化できる。
[到達目標３]・・・授業計画９～１１
モデル予測制御の制御則が導出できるようになること、制御パラメー
タを調整できる。
[到達目標４]・・・授業計画１２～１４
MATLAB を用いて、モデル予測制御系のプログラミングとシミュレー
ションができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

モデル予測制御の基本的な考え方が説明できるか、また理論に基づき
モデル予測制御系を実際に構築できるかを成績評価の基準とする。評
価の方法は、講義への取り組み状況（50%）および課題演習レポート
（50%）による総合評価とする。定期試験は課さない。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

プロセス制御工学（朝倉書店） ISBN 4254250312 3700円+税

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

化学システム工学科の専門科目であるプロセスシステム工学を履修し
ていることを、履修の前提とする。
事前学習：テキストの講義内容に関連する部分に事前に目を通してお
くこと。事前学習の時間は、2時間/週を目安とする。
事後学習：講義中に導出した数式などを再度自身で導出しておくこ
と。事後学習の時間は、2時間/週を目安とする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　１　プロセス制御の目的
　２　フィードバック制御
　３　モデル予測制御の基本概念
　４　ステップ応答モデル
　５　インパルス応答モデル
　６　モデル予測制御アルゴリズム
　７　制御変数の予測式
　８　制御変数の参照軌道　
　９　モデル予測制御系の制御則導出
１０　操作変数に対するペナルティを考慮した制御則
１１　制御パラメータの調整法
１２　MATLAB によるプログラミング法
１３　モデル予測制御プログラムの構築
１４　モデル予測制御シミュレーション
１５　まとめ（重要事項の整理）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H42002-01プロセス設計特論

後期 2  1 授業形態:講義三島　健司
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本講義では、化学システム工学専攻のカリキュラムポリシーの中から
プロセスシステム工学分野の先端的な知識を修得するという目標に関
連し、化学プラントおよび化学装置として実際に企業で利用されてい
るプロセス技術を例にして、化学工学の原理について学習する。
製造プロセスでは、設計・操作条件ごとに、化学工学の原理を利用し
て、対象となる物質の性質を利用しなければなりません。この講義で
は、各プロセスでの物質の状態を数値的に予測する方法とあわせて、
それらを利用した製造プロセスについても演習を交えて学習します。
　講義の復習方法として、講義外の時間にも、各自でコンピュータを
使用し、インターネットで情報を取集し、工業における物理化学の基
本原理の利用状況について理解することを奨励します。次回の授業範
囲を予習し、専門用語の意味等を理解しておくこと。

◎－－－　到達目標　－－－◎

当該講義を受講することにより、化学プラントおよび化学装置で利用
されているプロセス技術への理解を深めることができる。またそれに
基づき、将来、化学プラントおよび化学装置で利用する原理やノウハ
ウを会得することができるようになる。
[到達目標１]．アンモニア製造など製造プロセスでの化学物質の状態
をコンピュータを用いて、シミュレーションできる。
[到達目標２]．理論を用いた計算により、化学物質を定量的に取扱う
ことができる。工学設計条件で与えられる温度・圧力の変動に対する
物性値の変化をシミュレーションできる。
　[到達目標３]．コンピュータを利用して、実際の産業で利用されて
いる製造プロセス、食品・バイオプロセスでの状態の変化を予測する
手法を理解する。プロセス設計に必要となる基礎的な情報収集能力を
有し、論理的取り扱いが可能である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

受講の態度（60%)、レポート（20%)、発表（20%)で評価し、試験は
課さない。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

教科書　
三島健司, 日秋俊彦, 甲斐敬美，「新しい物理化学: 地球環境を守る基
礎知識」化学同人（2004）: 定価2,625円, ISBN-9784759809244

必要なプリント資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事後学習として、講義が終わってから、講義の内容に対して、主要な
技術を各自が記述してまとめる。さらに、講義で学んだことに基づ
き、教科書あるいは新聞・情報誌を含んだ関連文献を調べ、重要事項
を抜き出す。これを各日1時間程度の学習を計画的に行うことで、よ
り理解を深めることができる。事前学習として、シラバスを参考にし
て、次回の講義についてインターネット、教科書等で収集できる情報
を事前に集めて重要事項を抜き出し学習する。これについても、各日
１時間程度、2～3日間の学習を計画的に行う。
　

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1　コンピュータを用いた製造プロセス設計
2　プロセスシミュレーター
3　アンモニア製造プロセス
4　アンモニアー水分離システム
5　尿素合成プロセス
6　アンモニアー水ーCO2系
7　メタノール製造プロセス
8　薬剤製造プロセス
9　錠剤製造プロセス
10　コーティング
11　ナノ・マイクロ制御
12　タンパク質製造プロセス
13　培養プロセス
14　廃液処理プロセス
15　まとめ
 



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H42006-01無機機能材料特論

後期 2  1 授業形態:講義加藤　貴史
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　機能性無機材料は高度な文明を支え、環境問題や、その他の様々な課題
の解決に貢献する手段としても、重要な役割を担っている。本講義では、
化学システム工学専攻のカリキュラムポリシーの「工業無機化学分野の先
端的かつ高度な専門技術と基礎知識、総合的視野を獲得する」という目標
に基づき、身近な無機材料の開発と応用事例について多角的な視点からの
学習を進める。これまでに学んできた基礎的、専門的な知識を活用し、材
料開発の社会的背景と周辺技術、材料の設計とその特性や機能発現の原
理、材料を評価するための機器分析技術などについて、演習やレポート提
出、質疑応答などを交えながら学習を進める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　無機材料開発の背景と周辺技術、機能発現の原理などについての理解を
深めることを通じて、無機材料全般への広い視野をもてるようになる。ま
た、既存の知識の応用力を高め、柔軟な発想と創造力を発揮できるように
なる。具体的には次の３点をあげる。
１．無機材料が優れた機能を発現するためには、素材の選択と共に微細構
造の設計が重要であることを理解し、それを身近な具体例をあげて説明で
きるようになる。
２．無機材料の評価技術、特に微細構造を調べるための機器分析に関する
知識を修得する。
３．社会の要望や規制、資源、環境、エネルギー問題などが、周辺技術の
発達と相まって、無機材料の開発と展開に多大な影響を与えてきたことを
理解する。それによって、幅広い視点から無機材料を考察できるようにな
る。　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　期末試験は実施しない。質疑応答や演習課題などへ取り組みの評価を
80%、提出レポートの評価を20%ととし、それらの結果を総合して全体評
価とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テキストは指定しない。毎回、その日のテーマごとにプリントを配布す
る。その内容は日本語か英語のいずれか、または双方で記述される。参考
書の例には下記のような書籍を示す。
◆伊藤 要・永長久彦「無機工業化学概論 改訂版 」培風館（2004） 定価
（本体2100円＋税） ISBN4-563-04536-5
◆塩川二朗「入門無機材料」化学同人（2007） 定価（本体2300円＋税）
ISBN978-4-7598-0795-0
◆荒川 剛・江頭 誠・鮫島宗一郎・平田好洋・松本泰道・村石治人「無機
材料化学 第２版」三共出版（2005） 定価（本体2700円＋税）
ISBN4-7827-0507-7
◆合原 眞 編著「新しい基礎無機化学」三共出版（2007） 定価（本体2600
円＋税） ISBN978-4-7827-0541-4
◆平尾一之・田中勝久・中平 敦「無機化学」東京化学同人（2003） 定価
（本体3300円＋税） ISBN4-8079-0551-1

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　化学・英和用語集第３版（2011化学同人 ISBN978-4-7598-0909-1 定価
2100円）に相当するもの、および英和辞典が必要となる場合があるため、
準備しておくこと。
　本講義では身近な材料やそれに関する技術、社会的な背景について、多
角的にアプローチすることを重視する。毎回の復習はもとより、日頃から
科学技術関連のニュース媒体を積極的に活用するなどして、様々な事象に
興味を持ち、見聞を広めることが望ましい。特に、環境やエネルギーに関
連する技術とその動向を注視することは、本講義の理解を助け、応用力を
高めるための有効な予習となる。ゆえに、新聞や情報誌などの文献や参考
書などを利用して、毎回、事前に２時間、講義内容に関わるキーワードに
ついての予習を求める。講義後は、指摘された重要事項やキーワード等に
ついて、自ら再調査することも含めてしっかりとした復習を２時間行い、
理解を深めるよう努めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1～3. イントロダクション
　1. 材料開発の歴史
　2. 身の回りの無機材料の例（ガラス）
　3. ガラスの性質と進化、特殊用途
4～6. 材料開発と機器分析
　4. 生物模倣
　5. 無機材料の評価技術について
　6. 微細構造の重要性（欠陥と粒界）
7～13. 電池材料への展開
　7. 電気伝導性セラミックス
　8. 電池の進化と材料開発
　9. リチウム空気電池
　10. リチウム資源問題とその対応
　11. ナトリウム硫黄電池
　12. ニッケル水素電池と水素吸蔵合金
　13. 燃料電池の技術と展開
14～15. 分離・精製技術への展開
　14. 自動車用排ガス浄化触媒
　15. 多孔質無機材料の応用

◎－－－　備考欄　－－－◎

　学会出席等でやむを得ず欠席する場合は、事前に報告し
て指示を仰ぐこと。欠席日の配布プリントは必ず受取に来
ること。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H42005-01輸送現象特論

後期 2  1 授業形態:講義松隈　洋介
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　輸送現象は、物質・熱・運動量の輸送を統一的に取り扱う学問であ
り、特に化学工学で重要なの学問体系である。輸送現象を記述する方
程式には、運動量方程式、エネルギー方程式、拡散方程式などがあ
り、これらの導出方法を理解し、適切な境界条件の元で解を得られる
ように修得することは重要である。
　本講義では、化学システム工学専攻のカリキュラムポリシーの中か
ら、専門分野の先端的な知識を修得するという目標に関連し、運動方
程式、エネルギー方程式、拡散方程式などの輸送方程式の導出過程を
示す。また、これらの方程式の理解に必須となるベクトルおよびテン
ソルの扱いについて講義する。さらに流れの問題（運動量移動）およ
び拡散分離の問題（物質移動）などの個々の問題に焦点をあてる。ま
た、方程式を差分化して、数値計算する手法について学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．流体の流れ場における物質収支と運動量収支を理解し、連続の式
と運動方程式を導出することができる。
２．輸送現象におけるベクトルおよびテンソル演算を理解し、連続の
式や運動方程式のベクトル表示形式と成分表示形式の関係を理解する
ことができる。
３．連続の式や運動方程式を用いて、具体的な流れの問題をとくこと
ができる。
４．スケールアップに際して、変化の式（連続の式、運動方程式な
ど）を無次元化し、関係する無次元項を導くことができる。
５．化学反応を伴う物質移動および流れの影響を受ける物質移動の問
題を解くことができる。
６．一般的な拡散方程式の導出法を理解し、それを用いて具体的な物
質移動問題を数値的に解くことができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

レポート課題（５０％）、講義時に実施する小テストや演習など（５
０％）により総合的に評価し、定期試験は課さない。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

毎回、プリントを配付する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　輸送現象特論を理解し、修得するためには物理学、数学などの基礎
知識が必要である。とくに基礎的な微分方程式の解法に関する知識は
重要である。また、学部２年次で開講されている輸送現象が基礎と
なっている。事前にシラバスのキーワードをまとめ、その意味を１日
１時間程度の予習を２日間程度行い、理解出来ない箇所をまとめてお
くこと。事後学習として、講義で学んだ事項に基づき、プリントから
重要事項をまとめ、１日１時間程度の復習を２，３回行うことで理解
を深められる。また、授業終了時に示すレポートについて、次回講義
時までに提出すること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．輸送現象の概要
２．連続の式
３．運動方程式の導出
４．運動方程式の適用
５．輸送現象におけるベクトル演算
６．輸送現象におけるテンソル演算
７．直角座標系におけるベクトルおよびテンソルの微分演
算
８．力学的エネルギー方程式
９．運動方程式の解法
１０．運動方程式の無次元化と次元解析
１１．乱流場での運動方程式
１２．気液二相流中の運動量輸送
１３．気液二相流中の物質移動
１４．運動方程式の離散化
１５．運動方程式の数値計算



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H42008-01流体工学特論

前期 2  1 授業形態:講義鈴川　一己
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　化学装置の設計において、内部の流動状態把握の重要性が認識され
てきた。化学装置の流動最適化を行う上で、近年、急速に普及してき
た数値流体解析（ＣＦＤ）ソフトウェアを使いこなすことは必須と
なっている。その一方、ソフトウェアで扱われている基礎方程式や数
値計算法を理解しなければ正しく使うことはできない。
　この流体工学特論は「数値流体力学入門」として、
　　（１）ＣＦＤ計算の考え方、
　　（２）基礎方程式の数値計算法、
　　（３）乱流モデルをベースにした基礎方程式、
について学習し、ＣＦＤソフトウェアを正しく使うための基礎を修得
する。また、実際にＣＦＤソフトウェアを使用して演習を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・流体解析の基礎となる方程式およびその基本的な数値計算法を理解
し、説明できるようになる。
・実際にＣＦＤソフトウェアが使えるようになる。

　これはカリキュラムポリシーの「専門分野の先端的な知識」および
「技術者や研究者としての基礎能力の裾野を広げる」に相当する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　課題レポート（６０％）、授業中のＱ＆Ａ・口頭試問（２０％）、
授業への貢献度・輪講担当（２０％）で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト
　・パタンカー，「コンピュータによる熱移動と流れの数値解析」，
森北出版(1985)，ISBN 978-4-627-91190-1，3,150円（税込）.

参考書
　・Moukalled,Mangani,Darwish, "The Finite Volume Method in
Computational Fluid Dynamics", Springer(2016), ISBN 978-3-319-16873-9.
　・Versteeg, Malalasekera，「数値流体力学（第２版）」，森北出版
(2011)，ISBN 978-4-627-91972-3，9,975円（税込）.
　・J.H.ファーツィガー・M.ペリッチ，「コンピュータによる流体力
学」，シュプリンガー・フェアラーク東京(2003)，ISBN
978-4-431-70842-1

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　授業は講義形式と輪講形式とを併用して行う。その都度、理解度を
評価するため毎回テキストを予習（60分）し、終了後はノートに整
理・確認（30分）することが必要となる。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　１．ＣＦＤとは
　２．現象の数学的表現
　３．離散化の方法
　４．有限体積法による離散化
　５．一次元熱伝導の離散化
　６．非線形項の扱い
　７．境界条件の扱い
　８．移流伝熱方程式の離散化
　９．風上差分法
１０．様々な風上法
１１．流入流出部境界、偽拡散
１２．圧力勾配とスタッガード格子
１３．ＳＩＭＰＬＥ法
１４．ＣＦＤ計算（形状作成）
１５．ＣＦＤ計算（流れ計算および結果表示）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H52044-01応答制御構造特論

後期 2  1 授業形態:講義高山　峯夫
◎－－－　授業の概要　－－－◎

免震構造や制震構造は３０年ほど前に実用化された比較的新しい技術
であるものの、近年、免震構造や制震構造を使った建物は増加傾向に
ある。特に高層建築物には制震構造を取り入れることが一般的になっ
ている。

本講義では、カリキュラムポリシーの専門分野の先端的な知識の修得
に基づき、応答制御構造として、免震構造をとりあげ、その基本的な
原理と設計法について解説する。

なお、本科目はインターンシップ関連科目であり、インターンシップ
を行う上で、建築構造設計者として必要な応答制御構造の耐震設計に
関する考え方等の必要な知識を身につけることを目標とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

（１）免震構造の設計や解析方法などについて学び、免震構造の原理
を理解することができる
（２）免震建物の基本計画および概略の設計ができる

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

毎回の授業への出席と授業への取り組み、およびレポート課題などに
よって評価する。具体的な評価は下記に従う。
　（１）授業での発表、プレゼンテーション力の評価（３０％）
　（２）課題レポートの評価（５０％）
　（３）小テストの評価（２０％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

本授業では、下記のテキストを使用する。
日本免震構造協会編「免震構造：部材の基本から設計・施工まで」
オーム社

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

講義で学んだことに基づき、教科書あるいは既往の関連文献などを調
べ、重要事項を抜き出す。これを各日1時間程度、2～3日間の事後学
習を計画的に行うことで、より理解を深めることができる。

一方、次回の講義内容に関しても、同様に教科書や参考書などで調べ
たり関連文献を調査収集するなど、事前学習を行い、講義にのぞむこ
とが重要である。事前学習に関しても、各日1時間程度、2～3日間の
学習を計画的に行う。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

［１］免震構造の歴史と概要

［２］アイソレータの概要

［３］積層ゴムの特性

［４］すべり支承の特性

［５］転がり支承の特性

［６］ダンパーの概要

［７］履歴系ダンパーの特性

［８］流体系ダンパーの特性

［９］粘弾性ダンパーの特性

［１０］風に対する応答・耐久性

［１１］免震構造の設計－構造計画－

［１２］免震構造の設計－地震時応答の予測－

［１３］免震構造の設計－設計例－

［１４］免震層の施工と維持管理

［１５］免震建物の地震観測と効果



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H52025-01応用生態工学特論

通年 4  1 授業形態:講義渡辺　亮一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラムポリシーの「問題提起から解決に至る過程で必要になる
情報収集能力、分析能力および情報発信能力を身につけ、社会情勢の
変化に対応した総合的な判断力を養うこと」に基づき、応用生態工学
特論では、流域内の水循環を含めた生態系を理解し、環境を再生して
いく技術を習得することを目的としている。河川法が改正され、我々
の一番身近な水辺空間において、生物の多様性を維持しながら環境を
修復して行く技術が必要とされている。この技術を習得するために
は、水循環を物理的に理解するとともに、生物の生息環境を適切に理
解する必要がある。よって、講義の中では物理的な側面からの水の流
れと、生物の生息環境を創造していくために必要な生物学的な知識に
関しゼミ形式で理解を深めていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．水循環の物理的側面に関して知見を深め、生物の生息空間に及ぼ
す水の流れの影響に関して説明できるようになることを目的とする。
２．生態系の多様性について知見を深め、生物の多様性を維持してい
くことが可能な技術に関して説明できるようになることを目的とす
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

課題レポートの評価（60％）
取組・発表、プレゼンテ―ション力の評価（40％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

「多自然川づくりポイントブックⅢ」
中小河川に関する河道計画の技術基準；解説
Ａ４判（270頁）価格：２,５００円(本体２,３１５円＋税)
 著 者 ：多自然川づくり研究会
編集協力：国土交通省 水管理・国土保全局
 編 集 ：公益財団法人 リバーフロント研究所
 発 行 ：公益社団法人 日本河川協会

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

環境水理・上下水道学・河川工学に関する基礎的知識を修得済みの者
が望ましい。
本講義で学習した内容を、関連した文献などで調査し、理解を深める
ことを実施すると効果的である。また、講義受講前に1時間程度、そ
の日の講義分野に関して事前に調べるとともに、講義受講後に該当分
野を参考書などを用いて1時間程度復習すること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

前期
第1回　OPACを使った文献検索法を習得する。
第2回　OPACを使って実際に雑誌の該当部分を検索する。
第3回　Google　Scholarを用いた文献検索法を習得する。
第4回　検索用のキーワードに関する情報収集
第5回：テーマに沿った「文献収集の方法、ディスカッ
ション等」を行う
第6回　多自然川づくりとは
第7回　多自然川づくりにおける河道計画の基本
第8回　 中小河川における河道の平面・縦横断形の設定に
関する基本事項１（解析編）
第9回　 中小河川における河道の平面・縦横断形の設定に
関する基本事項２（実践編）
第10回　河岸・水際部の機能１（現地観察）
第11回　河岸・水際部の機能２（解析手法）
第12回　河岸・水際部の機能環境上の機能
第13回　河岸・水際部の主な環境要素から見た特徴とその
機能
第14回　河岸・水際部の計画・設計
第15回　河岸・水際部の環境上の機能の確保に関する一般
的留意事項
後期
第16回　自然な河岸・水際の形成
第17回　護岸設置の必要性の判定
第18回　護岸を設置しない場合の河岸・水際部の留意事項
第19回　護岸を設置する場合の考え方
第20回　護岸を設置する場合の考え方場合の河岸・水際部
の計画・設計
第21回　護岸が露出する場合の設計
第22回　護岸が露出する場合の河岸・水際部の設計
第23回　河畔樹木に関する基本的な考え方
第24回　付帯施設
第25回　CO2の発生抑制
第26回　維持管理の考慮
第27回　設定内容のチェックリスト
第28回　横断形のモデル計画集
第29回　具体例で見る検討の流れ
第30回　討論・議論を行った成果をドキュメントにまと
め、最終レポートを完成させる。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H52023-01環境監査特論Ⅰ

集中前期 2  1 授業形態:講義平田　登基男
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　今日の社会経済活動が地球規模で環境に影響することを、深く受け
止め、その影響をできるだけ少なくするために、社会システムを循環
型として再構築することで解決を計ろうとする試みがなされている。
そこでは、社会経済活動に伴って排出される廃棄物を、資源循環の対
象としてとらえ、経済活動に環境保全をとり込むことにより、環境技
術と経済活動が共存し、持続的に発展する可能性を資源循環システム
の観点から、環境監査特論Ⅰを通して学習する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・循環型社会システムについて理解を深める。
・特に、廃棄物処理の現状について解説することができる。
・循環型社会構築の基本的視点を理解し、他者に説明することができ
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

○成績評価の基準
　以下の項目を評価基準とし、各内容の把握、独創性を課題・レポー
ト等で評価する。
　・廃棄物処理の現状を把握し、説明できる。
　・法制度の概要把握と課題を理解し、説明できる。
　・国内の整備と国際的動きを理解し、説明できる。
○評価の方法
　・課題レポートの評価（７０％）
　　（ブレゼンも含む） (回収後、回答と解説を行う)
　・小テスト（３０％） （同上）
　・授業態度（減点法で最大２０％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

環境白書（循環型社会白書／生物多様性白書）（平成31年版）日経印
刷(株)，2019，2,380円+税（見込み），978-4-905427-73-5　※平成31年
6月頃発売予定

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　環境監査特論 Iの学習は、常日頃より環境問題に関心を持ち、社
会・経済活動との共存を考えることから始まる。そのような視点で、
事前・事後学習をしておくこと。また、事前・事後学習に要する必要
時間としては、それぞれコマ数に要する時間と同程度の時間が望まし
い。更に、集中講義のため、余裕をもって事前学習をしておくこと。
事後学習についても同様な工夫が必要である。環境白書（テキスト）
は、事前に購入しておくこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.循環型社会形成のこれまで（４）
　・資源循環とは（１）
　・現状と課題（１）
　・資源循環と低炭素の取組み（１）
　・持続可能な資源管理（１）
　
2.廃棄物等の処理の現状（７）
　・我が国の物資フロー（１）
　・一般廃棄物（１）
　・産業廃棄物（１）
　・災害廃棄物の処理（１）
　・放射性廃棄物（１）
　・廃棄物関連情報（１）
　・循環産業の育成（１）

3.循環型社会に向けての法制度（２）
　・廃棄物の適正処理（１）
　・国内における各個別法（１）

4.循環型社会形成の国内整備（１.５）

5.循環型社会構築の国際的動き（０.５）

　　※（　）内は授業の回数を示す



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H52024-01環境監査特論Ⅱ

集中前期 2  1 授業形態:講義浦邊　真郎
◎－－－　授業の概要　－－－◎

熱的操作を用いる廃棄物処理・リサイクル技術に関する法律や規制、
動向などの社会制度とともに工学的手法について講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1）将来、地方自治体、プラントメーカーやコンサルタント等で技術
系職員として業務する際に授業内容を活用できるようになる
2）基本的事項の理解力を高める

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

出席（60％）、レポート（英文論文の翻訳）40％

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

講義用プリントを配布する

参考文献として、公益社団法人全国都市清掃会議：ごみ処理施設整備
の計画・設計要領2017改訂版　など

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

一般紙やテレビ等のマスコミで取り上げられる廃棄物に関連する各種
の報道に興味を持ち、技術・法制の面から理解できるよう文献、ネッ
トなどで準備しておくこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１時間目　　法律、条例などの内容と歴史
２時間目　　廃棄物処理にかかる社会制度とその動向
３時間目　　廃棄物の定義、性状、分析法
４時間目　　廃棄物燃焼技術の基本原理
５時間目　　廃棄物焼却施設の基本設計（連続炉中心）
６時間目　　熱分解、溶融等熱処理技術
７時間目　　焼却操作の熱収支及び演習
８時間目　　焼却操作の物質収支及び演習
９時間目　　焼却炉の環境保全（環境アセスメント）
10時間目　　焼却炉の環境保全対策（排ガス処理）
11時間目　　焼却炉の環境保全対策（排水、騒音等）
12時間目　　英文論文の輪読（焼却炉の構造）
13時間目　　英文論文の輪読（NOx対策）
14時間目　　英文論文の輪読（HCｌ、SOx対策）
15時間目　　英文論文の輪読（その他排ガス対策）

◎－－－　関連URL　－－－◎

http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/
cnt/3/47468/1/301siryou1.pdf　など
(http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/
cnt/3/47468/1/301siryou1.pdf)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H52047-01環境輸送・反応特論

通年 4  1 授業形態:講義橋本　彰博
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本講義ではカリキュラム・ポリシーの「広範にわたる専門領域に対
応した基礎的な知識の習得」に基づき，乱流現象，移流拡散現象，
熱・塩分環境に関する基礎知識を習得し，物質輸送の物理的(流体力学
的)メカニズムを理解するとともに，自然環境や生態系の状態を解析・
予測するための基本的な考え方と手法を学ぶ．また，解析・予測の手
段としてプログラミング(Fortran)の基礎を習得する．

◎－－－　到達目標　－－－◎

１）乱流現象，移流拡散現象，熱・塩分環境に関する基礎事項を説明
することができる．
２）沿岸海域の物質輸送に関する基礎事項を説明することができる．
３）基本的な計算をプログラミング(Fortran)することができる．
４）流動シミュレーションを実施することができ，物質輸送の物理的
メカニズムに基づき結果を説明することができる．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　課題レポートについて，1)乱流現象，移流拡散現象，熱・塩分環境
に関する基礎事項，2)沿岸海域の物質輸送に関する基礎事項について
説明することができたか，成果発表について，物質輸送の物理的メカ
ニズムに基づき流動シミュレーションの結果を説明することができた
か，を評価基準とする．講義において課す各課題レポート（60%）お
よび成果発表(40%)を総合的に評価する．

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

資料を配布する．
参考文献
小松利光・矢野真一郎監修　「新編水理学」理工図書（ISBN-10:
4844607707）
柳哲雄著「沿岸海洋学」恒星社恒星閣（ISBN:9784769906643）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　本講義では，水域の自然環境や生態系の状態を解析するための基礎
理論と予測手法である数値モデルを取り扱う．各回の内容について事
前に参考図書に目を通しておくこと．各回の事前学習は2時間を目安
とする．講義で学んだことに基づき参考図書の内容をまとめ重要項目
を抜き出す．必要に応じて関連する資料・文献や微分方程式およびベ
クトル解析，流体力学等の本を用いることで効果的に習得することが
できる．各回の事後学習を2時間程度行い，理解を深めること．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．ガイダンス
２．流体運動の性質と流れの表示
３．流動の基礎方程式（連続の式）
４．流動の基礎方程式（応力と粘性の作用）
５．流動の基礎方程式（ナビア・ストークスの運動方程
式）
６．基礎式の無次元化と流れの相似
７．乱流（乱流の特徴とレイノルズ方程式）
８．乱流（乱れの輸送理論）
９．円管路の乱流
１０．開水路の乱流
１１．自然界の乱流
１２．物質輸送の基礎方程式
１３．移流と拡散
１４．乱流拡散
１５．移流分散
１６．物質輸送の解析手法
１７．熱・塩分環境（熱環境の基礎事項）
１８．熱・塩分環境（塩分，密度の定義）
１９．密度差に起因する流れ
２０．密度流の基礎式
２１．沿岸海域の物質輸送の基礎
２２．潮流（地形の影響）
２３．潮流（地球自転の影響）
２４．プログラミング(Fortran)の基礎
２５．ファイル入出力・基本的な計算
２６．関数とサブルーチン
２７．数値解析の基礎
２８．数値シミュレーション（数値シミュレーションの概
要）
２９．数値シミュレーション（数値解析モデルを利用した
シミュレーションの実施）
３０．数値シミュレーション（シミュレーション結果の考
察発表）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H52038-01橋梁学特論

後期 2  1 授業形態:講義渡辺　浩
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　橋は社会基盤構造物の重要な要素のひとつであるとともに、日々の
暮らしに欠かせないアイテムのひとつである。一見すると単純な構造
のようであるが、橋梁工学は構造力学から材料学、設計工学、道路工
学、維持管理工学、景観学、経済学などの粋を集めた学問分野であ
る。本講義では、カリキュラムポリシーの「広範にわたる専門領域に
対応した基礎的な知識の習得」に基づき、橋について工学以外の分野
も含めて横断的、包括的に議論・検討する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)建設技術者としての橋の知識を身につける
(2)所有者である市民と橋とを仲介できる広範な知識を身につける
(3)橋のよりよい整備・供用に貢献できるようになる

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講義中の討論への対応とレポートにより評価する。それらの割合は
1:1である。定期試験は実施しない。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

「最新 橋構造 第2版」倉西茂・中村俊一著、森北出版、2004、
ISBN-13:978-4627430228

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　講義はすべて担当教員を中心とした討論形式で行う。事前学習とし
ては、講義前にテーマを与えられるテーマについて、1回につき1.5時
間程度を費やして、文献検索や重要事項の整理・検討を行うことを求
める。また事後学習としては、1回につき1.5時間程度を費やして、そ
れらが実務に活かされている事例や動向調査等により定着させること
を求める。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.概要～橋とは？
2.橋の文化的要素
3.橋の設計荷重
4.橋の材料学-鋼材
5.橋の材料学－コンクリート・木材
6.橋の設計の考え方
7.橋の形式と材料学
8.橋の形式～曲げ系
9.橋の形式～圧縮系
10.橋の形式～引張系
11.橋の耐久性と維持管理工学
12.橋の設計事例～古来の橋
12.橋の設計事例～新しい橋
14.橋の景観要素
15.橋の新技術

◎－－－　関連URL　－－－◎

橋と耐震システム研究室　福岡大学工学部社会デザイン工
学科
(http://tbl.tec.fukuoka-u.ac.jp/hashi/)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H52070-01空間計画学特論

前期 2  1 授業形態:講義池添　昌幸
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　建築空間はデザインという実践行為によって具象化されたものであ
り、その生産物の建築的価値は常に発展するものである。そのため、建
築デザインには施主や利用者の要求の実現に加えて、時代や場所に応じ
た建築像が社会的に要求されている。どのような建築的価値を創造し、
建築像を構想するかは、建築空間の理念によってその方針が決定され
る。現代の建築空間の計画には、様々なキーワードが存在している。
　本講義では、特に建築・都市のサステナビリティの側面から現代の空
間計画の方法論を解説する。具体的には、建築と生活の持続性、建築-地
域-都市の空間計画、建築ストックの計画とマネジメント、以上の３つの
実践的アプローチから空間計画の方法を解説し、インターンシップでの
実践的な課題と関連した内容について学習する。空間計画における建築
と地域、都市との関係性およびストックマネジメント、環境性能評価と
の結びつきを理解することは、建築デザインに関わる広範な専門領域に
対応した知識が求められる。また、ストックマネジメントや環境性能評
価の方法を習得するためにはライフサイクル全体を通した情報収集能力
と分析能力が必要である。さらに、現在の建築設計の環境性能レベルを
分析し発表することは情報発信能力の習得につながるとともに、各主題
を関連づけて理解することより現代社会に要求される空間計画のビジョ
ンを総合的に判断する能力を養うことにつながる。なお修得単位数は、
関係規定に基づき、一級建築士受験資格実務経験認定においてインター
ンシップ関連科目の単位数に計上される。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)建築・都市のサステナビリティに関する最新の理論と実践を理解し、
現在の空間計画における社会的課題を説明できる。
(2)CASBEEの内容を理解し、このツールを用いた建築環境性能評価を実
行できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・1回から9回までの講義における発表内容と討論の参加姿勢によって、
到達目標(1)の達成度を評価する。全体の60％とする。 建築・都市のサス
テナビリティの概念と社会的動向、建築・都市の空間ストックの活用及
び再生手法を正確に説明できるかを評価の基準とする。
・10回から15回までの講義において課されるレポートと発表の内容に
よって、到達目標(2)の達成度を評価する。全体の40％とする。  CASBEE
の内容を理解した上で、適切に分析し、パワーポイントを使用して発表
できることを評価の基準とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

◆テキスト
・日本建築学会編：公共施設の再編　計画と実践の手引き（森北出版，
2015年，4,536円，ISBN978-4627553316）
・配布資料（1回、2回、11～15回の講義時に配布）
※テキストは、貸し出すので購入しなくても良い。
◆参考文献
・藍谷綱一郎：アーバン・カタリスト（彰国社，2017年，3,672円，
ISBN978-4395320998）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・4回から7回までの講義ではテキストの該当部分を事前に読み、要点や
意見、不明な点を各自がレジュメにまとめ提出すること。（60分）
・8回と9回の講義では、参考文献の中から都市再生事例を一つ選び、都
市再生手法の分析をレジュメにまとめ提出すること。（60分）
・10回から14回の講義では、該当部分のCASBEEの評価方法と評価結果
を事前に確認し、内容を理解しておくこと。事前学習の資料として関連
URLのマニュアルをダウンロードすること。（90分）
・以上の事前学習については計画的に学習・準備すること。また、講義
後は講義で示された資料およびテキストを再読し、理解を深める事後学
習を行うこと。（30分）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1 講義①：建築・都市のサステナビリティの歴史と動向
（持続可能性，地球環境建築，ライフサイクル）
2 講義②：建築・都市のサステナビリティの評価
（LEED，ESGB，デザインアセスメント）
3 講義③：人口減少時代の建築・都市の空間計画の視点
（サービス，ストック活用，マネジメント）
4 輪読①：施設マネジメントの枠組み（ＦＭ，施設再編，
ライフサイクルコスト）
5 輪読②：施設マネジメントと評価（ＦＭ，施設評価，維
持管理）
6 輪読③：施設再編・再配置の手法（ＦＭ，施設再編，施
設更新）
7輪読④：建築・都市空間の再生理論と手法（都市再生，
アーバンデザイン）
8輪読・分析①：建築・都市空間の再生事例分析1（都市再
生，アーバンデザイン）
9輪読・分析②：建築・都市空間の再生事例分析2（都市再
生，アーバンデザイン）
10 講義④：環境性能評価CASBEEの解説（CASBEE，環境
品質，環境負荷）
11 作業①：建築物の環境品質の評価（環境品質，室内環
境，サービス性能）
12 作業②：建築物の環境負荷低減性の評価（エネルギー，
資源マテリアル）
13 発表①：住宅建築の環境性能評価（環境性能，
CASBEE，レイティング）
14 発表②：非住宅建築の環境性能評価（環境性能，
CASBEE，レイティング）
15 講義⑤：建築・都市の持続性と空間計画（人口減少，コ
ミュニティ，空間再生）

◎－－－　関連URL　－－－◎

福岡市建築物環境配慮制度
(http://www.city.fukuoka.lg.jp/jutaku-toshi/shinsa/life/
kentikubutu-kankyouhairyo/top-page.html)

◎－－－　備考欄　－－－◎

研究調査や学会出席等のやむを得ない理由で欠席する場合
は、課題発表の調整のため、1週間前までに授業時もしく
はメール（ikezoe@fukuoka-u.ac.jp）で申し出ること。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H52029-01景観学特論

後期 2  1 授業形態:講義及び演習柴田　久
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラムポリシーの「広範にわたる専門領域に対応した基礎的な
知識の習得」ならびに「問題提起から解決に至る過程で必要になる情
報収集能力、分析能力、社会情勢の変化に対応した総合的な判断力を
養うこと」に基づき、本講義では景観工学ならびに公共施設のデザイ
ンに関わる基礎知識を習得したうえで、景観設計・計画の理論と実践
について学習する。ここではカリキュラムポリシーの「問題提起から
解決に至る過程で必要になる情報収集能力、分析能力および情報発信
能力を身につけ、社会情勢の変化に対応した総合的な判断力を養うこ
と」に基づき、国内外の事例ならびに景観の価値や概念的枠組みを踏
まえ、景観の設計，計画，評価のあり方について議論する。また
フィールド演習や設計競技等を通じた景観デザイン能力の実践的育成
を目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１）景観のとらえ方、景観設計・計画のポイントが理解できる
２）演習等を通じて景観デザインの技法が身につく

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義中に出されるレポート評価（60％）や学生による発表報告の評価
（40％）を総合的に判断

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

地方都市を公共空間から再生する/978-4-7615-2660-3
柴田久著「地方都市を公共空間から再生する－日常のにぎわいをうむ
デザインとマネジメント」学芸出版社

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

各回の授業前には次回の授業の内容を予習しておくとともに、授業後
には授業内容を整理し、理解が不十分な点があれば、次回の授業のと
きに積極的に質問をすること。また事前・事後学習においては各日1
時間程度、2～3日間の学習を計画的に行うこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．ガイダンス
２．景観論概説①：景観とは何か　
３．景観論概説②：景観の計画・設計論的とらえ方　　
４．景観論概説③：景観保全・創出の現状
５．景観設計・計画・評価の手法について（プランニング
等）
６．景観設計・計画・評価の手法について（具体のデザイ
ン等）
７．景観設計・計画・評価の手法について（事前・事後評
価の手法）
８．フィールド演習①（テーマ説明）
９．フィールド演習②（実地調査）
10．学生による発表報告会（前半）
11．学生による発表報告会（後半）
12．設計競技作品の作成（テーマ選定）
13．設計競技作品の作成（エスキス）
14．設計競技作品の発表報告
15．総括

◎－－－　備考欄　－－－◎

オフィスアワー：水曜日11:00-12:00
場所：５号館別館３階 景観まちづくり研究室



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H51101-01建設材料工学特別研究

２年通年 6  1 授業形態:演習江本　幸雄
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本特別研究では、修士論文の作成のための研究指導を行う。授業の
内容に記述した研究内容に従い、修士論文の研究テーマの決定、研究
計画の立案、文献収集、実験計画、実験遂行とそのデータ整理、得ら
れた結果の考察、修士論文の作成を行い、その成果を発表する。特
に、カリキュラムポリシーの「問題提起から解決に至る過程で必要と
なる各種能力や総合的な判断力を養う」に基づき、建設材料分野にお
いて問題となっている課題を見つけ、それを解決する能力を修得す
る。
　建設材料工学専修では、修士論文のテーマはコンクリート材料特性
や施工性能、建設副産物のリサイクルに関するものが多い。また、こ
の研究で得られた成果は、土木学会、コンクリート工学会等で発表す
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1）建設材料分野における文献調査、資料収集を行い問題点、課題を
見つける能力とそれらを調査･研究により解決する能力を身に付け
る。
2）修士論文のテーマを設定し、研究活動を通して得られた成果を論
文としてまとめることが出る。
3）研究成果を発表し、質疑に対して適切に答えられるプレゼンテー
ション能力およびディスカッション能力を身に付けることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　研究テーマに対する学習意欲、作成された修士論文の内容、修士論
文発表会における発表および質疑への対応などにより総合的に判断す
る。評価割合は、修士論文本文60％、修士論文発表会20％、研究への
取り組み状況20％とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　研究のテーマおよび進捗状況に応じて適宜指示する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　文献調査等の事前学習を2時間程度して講義に臨み、講義内容や講
義で指摘された事項について2時間程度の事後学習を必ず行うこと。
研究成果の発表のため、土木学会会員になっておくことが望ましい。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　コンクリート材料特性、施工性能に関する研究や建設副
産物のリサイクルに関する研究を以下のスケジュール(年
間60回)で実施する。

１年次：
１．研究テーマの選定に必要な予備知識の習得
２．研究テーマの設定
３．文献・資料収集
４．文献の講読
５．研究計画の作成
６．実験研究の開始
７．中間発表会と研究計画の修正

２年次：
１．研究計画に基づく実験の遂行
２．データ解析
３．中間発表会と研究計画の修正
４．論文の作成
５．修士論文発表会（プレゼンテーションおよびディス
カッション）
６．学会研究発表会への参加



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H51102-01建設材料工学特別実験･実習

２年通年 4  1 授業形態:実験江本　幸雄
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　建設材料工学専修では、修士論文のテーマは建設材料、コンクリー
トの施工性能および建設副産物のリサイクルに関するものとなる。
テーマが決定次第、関連する文献の収集とその講読により関連知識を
修得する。特に、カリキュラムポリシーの「問題提起から解決に至る
過程で必要となる各種能力や総合的な判断力を養う」に基づき、建設
材料分野において問題となっている課題を見つけ、それを解決する能
力を修得する。1年次で自ら問題点を見つけ実験計画を策定し、実験
に取り掛かる。2年目に本格的に実験を遂行して、中間報告会、ゼミ
などで指導を受ながら修士論文が書けるように研究を進める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1）建設材料分野の動向を理解し、研究へ取り組み方、問題点・課題
を見出し、それらを解決する方法を身に付けることができる。
2）実験で得られたデータを分析・整理し、説明する資料を作成する
ことができる。
3）実験で得られた成果を修士論文として取り纏めることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　研究テーマに対する学習意欲、実験・実習への取組み状況および中
間報告会の結果などから総合的に成績を評価する。評価割合は、実
験・実習への取組み状況50％、中間報告書25％、中間発表会の結果
25％とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　研究のテーマおよび進捗状況に応じて適宜指示する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　高度な実験機器を使用することもあるので、取扱方法を事前に十分
理解し、安全に留意すること。実験方法や文献調査などの事前学習を
2時間程度して実験・実習に臨み、得られたデータの解析・検討を事
後学習として2時間程度行うこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　コンクリート材料特性、施工性能に関する研究や建設副
産物のリサイクルに関する研究を以下のスケジュール(年
間60回)で実施する。

１年次：
１．研究テーマの選定に必要な予備知識の習得
２．研究テーマの設定
３．文献・資料収集
４．文献の講読
５．研究計画の作成
６．実験研究の開始
７．中間発表会と研究計画の修正

２年次：
１．研究計画に基づく実験の遂行
２．データ解析
３．中間発表会と研究計画の修正
４．論文の作成
５．修士論文発表会（プレゼンテーションおよびディス
カッション）
６．学会研究発表会への参加



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H52080-01建設設計実習Ⅰ

集中後期 2  1 授業形態:実習堺　純一、太記　祐一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　建築の設計とは、設計者の頭の中にあるものを図面や模型の形で表
現する、あるいは解析や実験で検証することであるが、しかしそれが
終わりではない。むしろ実社会における建築という行為を考えたなら
ば、図面や模型、そして解析や実験は始まりにしか過ぎない。大学院
の研究室にいると、うっかりと見過ごしてしまうかもしれないが、こ
れはまぎれもない事実である。
　この科目では、カリキュラム・ポリシーの｢社会情勢の変化に対応
した総合的な判断力を養うこと｣に基づき、企業におけるインター
シップをおこない実務の現実を体験し，実社会で直面する様々な状況
を経験することを主眼とする。企業における設計の実務を通して、現
場で要求される様々なノウハウを身につけるとともに、学部および大
学院で身につけた学問の力の活用法を理解して欲しい。同時に自分自
身が培ってきた実力の程を検証し、今後の自己研鑽の指針を得るとと
もに、実社会における設計のもつ意味を再考する契機となれば、と期
待する。
　科目の登録者はガイダンスを受け、インターンシップ先を決定す
る。意匠設計か構造設計かの違いは登録者の希望を優先する。その
後、意匠ないし構造設計において実績のある設計事務所などで、一級
建築士の指導のもと、最低60時間の建築設計に関する実務を、イン
ターンシップとしておこなう。そしてインターンシップ終了後、結果
を報告する。
　このため修得単位は、関係規定に基づき、一級建築士資格取得のた
めの実務経験認定においてインターンシップの単位数に計上される。

◎－－－　到達目標　－－－◎

企業において、一級建築士の指導のもと、意匠設計あるいは構造設計
に関するインターンシップを行い、実務の現実を体験し、大学の学
部・大学院で学んできた基礎知識の活用法を会得するとともに、現場
で要求される様々な問題解決能力を身につける。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

インターン先での勤務時間（60時間以上）、勤務内容、勤務態度に関
する受け入れ先企業からの報告と、インターンシップ後の口頭と文書
による報告により、総合的に評価する。受け入れ先企業からの報告
と、学生からの報告をおおむね1：1の割合で総合し、評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

必要に応じてそのつど配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

建築設計の実務の現場に身を置くのであるから、真剣な態度で作業に
従事すること。
後期の開講科目ではあるが、受入先の都合により、大学の長期休暇期
間にインターンシップを行う可能性もあるので、掲示などに注意する
こと。
一級建築士資格取得において、1年ないし2年の実務認定を希望する者
は、本科目の単位取得が必要である。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第１回　ガイダンス
第２回～14回　受入先企業におけるインターンシップ
第15回　企業におけるインターンシップに関する報告

第1回目は担当教員から指導を受け、インターンシップ終
了後（第15回目）に担当教員への報告を行うこと。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H52081-01建設設計実習Ⅱ

集中後期 2  1 授業形態:実習堺　純一、太記　祐一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　建築の設計とは、設計者の頭の中にあるものを図面や模型の形で表
現する、あるいは解析や実験で検証することであるが、しかしそれが
終わりではない。むしろ実社会における建築という行為を考えたなら
ば、図面や模型、そして解析や実験は始まりにしか過ぎない。大学院
の研究室にいると、うっかりと見過ごしてしまうかもしれないが、こ
れはまぎれもない事実である。
　この実習科目は、建設設計実習Iに引き続き、カリキュラム・ポリ
シーに基づき、企業におけるインターシップをおこない実務の現実を
体験し、実社会で直面する様々な状況を経験することを主眼とする。
企業における設計の実務を通して、現場で要求される様々なノウハウ
を身につけるとともに、学部および大学院で身につけた学問の力の活
用法を理解して欲しい。同時に自分自身が培ってきた実力の程を検証
し、今後の自己研鑽の指針を得るとともに、実社会における設計のも
つ意味を再考する契機となれば、と期待する。
　本実習科目は、建設設計実習Ⅰで実習を行った企業でのインターン
シップを基本とするが、受入先企業を変更してもよい．ただし、企業
を変更する場合は、意匠ないし構造設計において実績のある設計事務
所で、一級建築士の指導を受けられる企業とする．本実習科目でも、
最低60時間の建築設計に関する実務を、インターンシップとしておこ
なう。そしてインターンシップ終了後、結果を報告する。
　このため修得単位は、関係規定に基づき、一級建築士資格取得のた
めの実務経験認定においてインターンシップの単位数に計上される。

◎－－－　到達目標　－－－◎

企業において、一級建築士の指導のもと、意匠設計あるいは構造設計
に関するインターンシップを行い、実務の現実を体験し、大学の学
部・大学院で学んできた基礎知識の活用法を会得するとともに、現場
で要求される様々な問題解決能力を身につけることを目的としてい
る。建設設計実習Iで得た知識と経験を元に、さらなる高度な実務経験
を積むことができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

インターン先での勤務時間（60時間以上）、勤務内容、勤務態度に関
する受け入れ先企業からの報告と、インターンシップ後の口頭と文書
による報告により、総合的に評価する。受け入れ先企業からの報告
と、学生からの報告をおおむね1：1の割合で総合し、評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

必要に応じてそのつど配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

建築設計の実務の現場に身を置くのであるから、真剣な態度で作業に
従事すること。
本科目では、建設設計実習Iを履修し、所定の実務経験を積んでいるこ
とを前提に、インターンシップを行うものとする。
後期の開講科目ではあるが、受入先の都合により、大学の長期休暇中
にインターンシップを行う可能性もあるので、掲示などに注意するこ
と。
一級建築士資格取得において、1年ないし2年の実務認定を希望する者
は、本科目の単位取得が必要である。
受け入れ先企業を変更する場合には、指導教員と相談すること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第１回　建設設計実習Iで経験した実務経験の内容の報告
と、今後の実務演習で取り組むべき内容の確認．
第２回～14回　受入先企業におけるインターンシップ
第15回　インターンシップでの実務経験の内容についての
報告
第1回目は担当教員から指導を受け、インターンシップ終
了後（第15回目）に担当教員への報告を行うこと。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H52082-01建設設計実習Ⅲ

集中後期 2  1 授業形態:実習堺　純一、太記　祐一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　建築の設計とは、設計者の頭の中にあるものを図面や模型の形で表
現する、あるいは解析や実験で検証することであるが、しかしそれが
終わりではない。むしろ実社会における建築という行為を考えたなら
ば、図面や模型、そして解析や実験は始まりにしか過ぎない。大学院
の研究室にいると、うっかりと見過ごしてしまうかもしれないが、こ
れはまぎれもない事実である。
　この実習科目は、建設設計実習IIに引き続き、カリキュラム・ポリ
シーに基づき、企業におけるインターシップをおこない実務の現実を
体験し、実社会で直面する様々な状況を経験することを主眼とする。
企業における設計の実務を通して、現場で要求される様々なノウハウ
を身につけるとともに、学部および大学院で身につけた学問の力の活
用法を理解して欲しい。同時に自分自身が培ってきた実力の程を検証
し、今後の自己研鑽の指針を得るとともに、実社会における設計のも
つ意味を再考する契機となれば、と期待する。
　インターンシップは、建設設計実習ⅠおよびIIで実習を行った企業
を基本とするが、受入先企業を変更してもよい．ただし、企業を変更
する場合は、意匠ないし構造設計において実績のある設計事務所で、
一級建築士の指導を受けられる企業とする．本実習でも、最低60時間
の建築設計に関する実務を、インターンシップとしておこなう。そし
てインターンシップ終了後、結果を報告する。
　このため修得単位は、関係規定に基づき、一級建築士資格取得のた
めの実務経験認定においてインターンシップの単位数に計上される。

◎－－－　到達目標　－－－◎

企業において、一級建築士の指導のもと、意匠設計あるいは構造設計
に関するインターンシップを行い、実務の現実を体験し、大学の学
部・大学院で学んできた基礎知識の活用法を会得するとともに、現場
で要求される様々な問題解決能力を身につけることを目的としてい
る。建設設計実習IおよびIIで得た知識と経験をを元に、さらなる高度
な実務経験を積むことができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

インターン先での勤務時間（60時間以上）、勤務内容、勤務態度に関
する受け入れ先企業からの報告と、インターンシップ後の口頭と文書
による報告により、総合的に評価する。受け入れ先企業からの報告
と、学生からの報告をおおむね1：1の割合で総合し、評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

必要に応じてそのつど配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

建築設計の実務の現場に身を置くのであるから、真剣な態度で作業に
従事すること。
本科目では、建設設計実習I及びIIを履修し、所定の実務経験を積んで
いることを前提に、インターンシップを行うものとする。
後期の開講科目ではあるが、受入先の都合により、大学の長期休暇中
にインターンシップを行う可能性もあるので、掲示などに注意するこ
と。
卒業後、一級建築士の資格取得において2年間の実務認定を希望する
者は、本科目の単位取得が必要である。
受け入れ先企業を変更する場合には、指導教員と相談すること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第１回　建設設計実習I及びIIで経験した実務経験の内容の
報告と、今後の実務演習で取り組むべき内容の確認．
第２回～14回　受入先企業におけるインターンシップ
第15回　インターンシップで経験した実務経験の内容につ
いての報告
第1回目は担当教員から指導を受け、インターンシップ終
了後（第15回目）に担当教員への報告を行うこと。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H52083-01建設設計実習Ⅳ

集中後期 2  1 授業形態:実習堺　純一、太記　祐一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

建築の設計とは、設計者の頭の中にあるものを図面や模型の形で表現
する、あるいは解析や実験で検証することであるが、しかしそれが終
わりではない。むしろ実社会における建築という行為を考えたなら
ば、図面や模型、そして解析や実験は始まりにしか過ぎない。大学院
の研究室にいると、うっかりと見過ごしてしまうかもしれないが、こ
れはまぎれもない事実である。
この実習科目は、建設設計実習IIIに引き続き、カリキュラム・ポリ
シーに基づき、企業におけるインターシップをおこない実務の現実を
体験し、実社会で直面する様々な状況を経験することを主眼とする。
企業における設計の実務を通して、現場で要求される様々なノウハウ
を身につけるとともに、学部および大学院で身につけた学問の力の活
用法を理解して欲しい。同時に自分自身が培ってきた実力の程を検証
し、今後の自己研鑽の指針を得るとともに、実社会における設計のも
つ意味を再考する契機となれば、と期待する。
インターンシップは、建設設計実習I，II，IIIで実習を行った企業を基
本とするが、受入先企業を変更してもよい．ただし、企業を変更する
場合は、意匠ないし構造設計において実績のある設計事務所で、一級
建築士の指導を受けられる企業とする．本実習でも、最低60時間の建
築設計に関する実務を、インターンシップとしておこなう。そしてイ
ンターンシップ終了後、結果を報告する。
このため修得単位は、関係規定に基づき、一級建築士資格取得のため
の実務経験認定においてインターンシップの単位数に計上される。

◎－－－　到達目標　－－－◎

企業において、一級建築士の指導のもと、意匠設計あるいは構造設計
に関するインターンシップを行い、実務の現実を体験し、大学の学
部・大学院で学んできた基礎知識の活用法を会得するとともに、現場
で要求される様々な問題解決能力を身につけることを目的としてい
る。建設設計実習I～IIIで得た知識と経験をを元に、さらなる高度な実
務経験を積むことができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

インターン先での勤務時間（60時間以上）、勤務内容、勤務態度に関
する受け入れ先企業からの報告と、インターンシップ後の口頭と文書
による報告により、総合的に評価する。受け入れ先企業からの報告
と、学生からの報告をおおむね1：1の割合で総合し、評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

必要に応じてそのつど配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

建築設計の実務の現場に身を置くのであるから、真剣な態度で作業に
従事すること。
本科目では、建設設計実習I～IIIを履修し、所定の実務経験を積んでい
ることを前提に、インターンシップを行うものとする。
後期の開講科目ではあるが、受入先の都合により、大学の長期休暇中
にインターンシップを行う可能性もあるので、掲示などに注意するこ
と。
一級建築士の資格取得において2年間の実務認定を希望する者は、本
科目の単位取得が必要である。
受け入れ先企業を変更する場合には、指導教員と相談すること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第１回　建設設計実習I～IIIで経験した実務経験の内容の
報告と、今後の実務演習で取り組むべき内容の確認．
第２回～14回　受入先企業におけるインターンシップ
第15回　インターンシップで経験した実務経験の内容につ
いての報告
第1回目は担当教員から指導を受け、インターンシップ終
了後（第15回目）に担当教員への報告を行うこと。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H52015-01建築意匠特論Ⅰ

前期 2  1 授業形態:講義高木　正三郎
◎－－－　授業の概要　－－－◎

「建築の切り口」
　彼にとって「作りたいもの」、もしくは「作りたい」という動機づ
けは、無の荒野に育つものではなく、常に先人の残したあらゆる産物
のいずれかから、あるいは自然物の某への感動から起こる。建築を構
想し、実際に作るというプロセスにおいて、建築設計者が、何を見て
何を発見し、何を目論んだのか、その関係を紐解く。彼の作ったモノ
は主観的であっても、その動機づけになった建築体験との関係=「建
築の切り口」はデザインの方法論として、客観的に扱えるはずであ
る。
　当然のことながら、一つの作品は一つの切り口だけではない。なる
べく脚を運んで建築を見て貰いたいという意味を込めて九州各地の建
築を含めつつも、新旧含めた世界の名作を紹介しながら、7つの切り
口で建築の発想プロセスを切り開いてみる。それらの切り口によって
建築を言語化していきたい。
　授業は基本的にスライドレクチャーである。しかし一方的なレク
チャーではなく、一人一人が主体的に意見を述べて貰う。各「切り
口」の毎、つまり7回、各人スライド発表を行って貰う。
　この授業では、高い評価を得ている歴史建築、現代建築をまずは
「知る」ということが、建築の意匠設計の基礎的な知識として習得さ
れることを狙っている。また、各人にリポート（発表）を課すことに
より、カリキュラムポリシーにいう各人の「情報収集能力、分析能
力、そしてその発信能力」を評価していく。
　なお修得単位数は、関係規定に基づき、一級建築士受験資格実務経
験認定においてインターンシップ関連科目の単位数に計上される。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・自分が本当に興味を持っているのはなにか？これを発掘する。
・建築を分析する（=切り口を見つける）習慣を身につける。
・建築体験を通して、建築を分析していく力が、創造していく力へと
なることを、またその力があらゆる建築体験を楽しいものへしていく
ことを、知って貰う。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・各「切り口」の毎に出題を行う。
・発表の回数と質によって成績を評価する。
・出欠は取らない。（発表の有無のみ）
・各人スライド発表は発表日の授業開始直後とする。
・スライド発表が4回未満の場合は、単位取得できない。
・リポート（スライド発表：全7回）　10×7=70点　授業における発
言、および態度　30点

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

必要に応じて資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　別単位にて、インターンシップ制度が実施されている。学生は机上
の座学を得た後に、実際の設計現場に身を寄せることになる。学部の
教育プログラムが基本的な建築の構想力の訓練であったなら、大学院
ではその基本的な構想力が、実際の建築の設計にどのように作用して
いるのか、もしくは、基本的な構想力を現実社会で運用していくため
にどのような能力が必要なのか、その現場に直面することになる。言
葉によって授けられる筆授と、身体によって体得するプログラムが相
補関係として組こまれている。
　事前から事後学習は、おそらく不可分で2時間～3時間。場合によっ
ては、建築物の視察をする者にとっては6時間。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

01.模倣と創造＜in＞
02.模倣と創造＜out＞＜+各人スライド発表＞
03.場所＜in＞
04.場所＜out＞＜+各人スライド発表＞
05.プロポーションとスケール＜in＞
06.プロポーションとスケール＜out＞＜+各人スライド発表
＞
07.構造＜in＞
08.構造＜out＞＜+各人スライド発表＞
09.開口部＜in＞
10.開口部＜out＞＜+各人スライド発表＞
11.物体と物質＜in＞
12.物体と物質＜out＞＜+各人スライド発表＞
13.調和と不調和（in）
14.調和と不調和（out）＜+各人スライド発表＞
15.寿命と社会（デザインの意味について）

※＜in＞=input→作者が見たモノ
　＜out＞=output→作者が作ったモノ

◎－－－　関連URL　－－－◎

設計+制作/建築巧房
(http://www.kooobooo.net/index.html)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H52016-01建築意匠特論Ⅱ

後期 2  1 授業形態:講義鮎川　透
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　建築は設計者など作り手だけで成立するわけではない。カリキュラ
ムポリシーにある「広範囲にわたる専門領域に対応した基礎的な知識
の習得」を目指して、建築意匠を理解するために建築を軸に社会や文
化・技術等を、時代や場所を横断的にトレースする。特に近代化の過
程で変化した教育施設や医療施設を通して、ビルディングタイプの意
味や空間性さらには創られ方と建築との関係に着目して、建築という
「もの」の背景にある思いや考え方を探る。レクチャーとそれを踏ま
えた討論による双方向の講義形式をとる。
　なお修得単位数は、関係規定に基づき、一級建築士受験資格実務経
験認定においてインターンシップ関連科目の単位数に計上される。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　意匠設計の現場で直面する様々な課題をふまえ、建築という「も
の」の背景にある思いや考え方を理解する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　レポートの評価を１本につき２０（内容１０＋質疑応答１０）とし
て、３本で６０を基本に、発言や出席など講義に対する積極性を４０
として、百点満点にて評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　必要に応じて資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　一方的なレクチャーではなく、一人一人が主体性を持った討論を行
う。そのつもりで資料収集を行うとともに、積極性と表現力を求め
る。一回の授業にあたり予習として資料の読み込み30分程度、復習と
して1時間程度の作業をすること。
　なお前期に開講される学内インターンシップと関連した科目で、経
験豊富な実務家と現代建築の意匠を論じあうことで、実務体験をより
具体的に深めることを目指している。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１　　概論
２　　近代建築の意匠を近代史を背景にして
　　　トレースする（明治期）
３　　同上（大正、昭和前期）
４　　同上（昭和後期、平成期）
５　　レポートの発表と討論
６　　教育施設の歴史的俯瞰
７　　教育施設の事例検討（小学校）
８　　同上（小中一貫校）
９　　同上（特別支援学校）
１０　レポートの発表と討論
１１　医療施設の歴史的俯瞰
１２　医療施設の事例検討
１３　居住空間の事例検討
１４　木造建築の事例検討
１５　レポートの発表と討論



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H51401-01建築環境計画特別研究

２年通年 6  1 授業形態:演習穴井　謙
◎－－－　授業の概要　－－－◎

建築環境学は広範な領域からなる学問分野であり，健康かつ快適な建
築空間を形成していくためには，この分野を体系化あるいは総合化し
て研究することが重要である。
本授業では，工学研究科建設工学専攻がカリキュラム・ポリシーとし
て掲げている「専門領域に対応した基礎的な知識の習得」を目指し，
そして「問題提起から解決に至る過程で必要になる情報収集能力，分
析能力および情報発信能力」を身につける。そのために，音環境・光
環境・熱（空気）環境に関する研究領域から社会的貢献が期待できる
具体的なテーマを設定し，研究計画の策定，研究の遂行，研究結果の
考察，研究成果の総括など一連の研究活動を通して論文をまとめ上げ
る。
本授業は，建築環境研究室における研究活動の根幹をなすもので，
「建築環境計画特別実験・実習」と連動して展開される。主にゼミ形
式で実施し，最終成果物を修士論文としてまとめることが求められ
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

音環境・光環境・熱（空気）環境に関する研究領域において，教員の
指導のもとで研究活動を行い，次の能力を身につける。
（1）社会の状況を踏まえて重要と思われるテーマを発見する能力，
（2）そのテーマを期限内に完了させるためのタイムスケジュールを
策定して遂行する能力，（3）設定したテーマに対して必要かつ十分
な資料を調査・収集する能力，（4）その資料を整理・分析する能
力，（5）多様かつ多面的な考察を自分自身の見解としてまとめ上げ
る能力，そして，（6）まとめ上げた研究成果を他者に伝達する能
力。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

主に研究の内容・論文の記述・口頭発表の3点から評価を行う。具体
的には到達目標で示した6つの能力に関して，専門的な学術研究とし
て相応しい水準に達しているか否か，日本建築学会における研究水準
を参考にしつつ，総合的に判断する。
評価方法は修士論文本文を50%，中間発表も含めた口頭発表を30%，
ゼミにおける発表を20%とする。なお，論文本文の評価には副査の意
見も反映され，口頭発表の評価には他の出席教員の意見も反映され
る。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

学期初めに資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

研究活動のために必要なので，日本建築学会の会員であることが望ま
しい。
研究に必要な文献調査，専門用語や専門理論の学習など，自発的に行
動して積極的に研究活動に取り組むこと（60分）。そして，容易には
理解できない事項があっても，担当教員に相談するなどして（60
分），解決しないまま研究を進めたりしないこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

［1年前期］
第1回から第28回は，研究テーマの設定に必要な予備知識
の習得および研究方法のサーベイに関するゼミ
第29回と第30回は，研究の中間発表（1）

［1年後期］
第1回から第28回は，研究（実験・シミュレーション）資
料の収集および研究計画の見直し（PDCA）に関するゼミ
第29回と第30回は，研究の中間発表（2）

［2年前期］
第1回から第28回は，研究（実験・シミュレーション）資
料の分析・考察に関するゼミ
第29回と第30回は，研究の中間発表（3）

［2年後期］
第1回から第30回を通して，研究結果・考察を総括して研
究成果として修士論文にまとめ，学内で口頭発表を行う



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H51402-01建築環境計画特別実験･実習

２年通年 4  1 授業形態:実習穴井　謙
◎－－－　授業の概要　－－－◎

建築環境学は広範な領域からなる学問分野であり，健康かつ快適な建
築空間を形成していくためには，この分野を体系化あるいは総合化し
て研究することが重要である。
本授業では，工学研究科建設工学専攻がカリキュラム・ポリシーとし
て掲げている「専門領域に対応した基礎的な知識の習得」を目指し，
そして「問題提起から解決に至る過程で必要になる情報収集能力，分
析能力および情報発信能力」を身につける。そのために，音環境・光
環境・熱（空気）環境に関する研究領域から社会的貢献が期待できる
具体的なテーマを設定し，研究計画の策定，研究の遂行，研究結果の
考察，研究成果の総括など一連の研究活動を通して論文をまとめ上げ
る。
本授業は，建築環境研究室における研究活動の根幹をなすもので，
「建築環境計画特別研究」と連動して展開される。主にゼミ形式で実
施し，最終成果物を修士論文としてまとめることが求められる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

音環境・光環境・熱（空気）環境に関する研究領域において，教員の
指導のもとで研究活動を行い，次の能力を身につける。
（1）社会の状況を踏まえて重要と思われるテーマを発見する能力，
（2）そのテーマを期限内に完了させるためのタイムスケジュールを
策定して遂行する能力，（3）設定したテーマに対して必要かつ十分
な資料を調査・収集・作成する能力，（4）その資料を解析・整理・
分析する能力，（5）多様かつ多面的な考察を自分自身の見解として
まとめ上げる能力，そして，（6）まとめ上げた研究成果を他者に伝
達する能力。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

主に研究の内容・論文の記述・口頭発表の3点から評価を行う。具体
的には到達目標で示した6つの能力に関して，専門的な学術研究とし
て相応しい水準に達しているか否か，日本建築学会における研究水準
を参考にしつつ，総合的に判断する。
評価方法は修士論文本文を50%，中間発表も含めた口頭発表を30%，
ゼミにおける発表を20%とする。なお，論文本文の評価には副査の意
見も反映され，口頭発表の評価には他の出席教員の意見も反映され
る。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

学期初めに資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

研究活動のために必要なので，日本建築学会の会員であることが望ま
しい。
研究に必要な文献調査，専門用語や専門理論の学習など，自発的に行
動して積極的に研究活動に取り組むこと（60分）。そして，容易には
理解できない事項があっても，担当教員に相談するなどして（60
分），解決しないまま研究を進めたりしないこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

［1年前期］
第1回から第28回は，研究テーマの設定に必要な予備知識
の習得および研究方法のサーベイに関するゼミ
第29回と第30回は，研究の中間発表（1）

［1年後期］
第1回から第28回は，研究（実験・シミュレーション）資
料の収集および研究計画の見直し（PDCA）に関するゼミ
第29回と第30回は，研究の中間発表（2）

［2年前期］
第1回から第28回は，研究（実験・シミュレーション）資
料の分析・考察に関するゼミ
第29回と第30回は，研究の中間発表（3）

［2年後期］
第1回から第30回を通して，研究結果・考察を総括して研
究成果として修士論文にまとめ，学内で口頭発表を行う



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H52054-01建築環境工学特論 I

前期 2  1 授業形態:講義及び演習穴井　謙
◎－－－　授業の概要　－－－◎

人が健康で快適な社会生活を営むことのできる建築空間を設計・施工
するためには，建築環境を工学的に適切に評価する方法に熟達してい
なければならない。人を取りまく建築環境には，音環境・光（色彩）
環境・熱（空気）環境など種々の分野があり，横断的に各分野の知識
や技術を習得する必要がある。
本授業では，工学研究科建設工学専攻がカリキュラム・ポリシーとし
て掲げている「専門領域に対応した基礎的な知識の習得」を目指し，
そして「問題提起から解決に至る過程で必要になる情報収集能力，分
析能力および情報発信能力」を身につける。そのために，光環境・音
環境に関する日常の物理現象を理解して工学的に評価できるようにな
るための知識と技術について講義し，さらに，習得した知識と技術を
応用して建築環境の実測演習に取り組む。

◎－－－　到達目標　－－－◎

音環境および光環境に関して，（1）身の回りの建築空間を対象とし
て工学的に評価することができ，（2）健康で快適に過ごせる空間で
あるかを実測調査から定量的に評価することができ，そして，（3）
環境調査・評価（情報収集・分析）した結果について口頭発表を通じ
て第3者に分かりやすく情報発信することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

人の聴覚特性・室内音響計画・吸音・遮音・騒音などの建築音環境，
および，人の視覚特性・光の物理量・色彩の心理的効果などの建築光
（色彩）環境について工学的に評価するための基本的な知識を身につ
け，実測調査を通して建築環境を定量的に評価できているかを成績評
価の基準とする。また，第3者が分かりやすい資料（計画図面や分析
図表）を作成して口頭発表できているかを成績評価の基準とする。
最終口頭発表を50％，演習レポートを50％で成績評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

学期初めに資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習として，指定した参考文献に目を通し，専門用語等を調べて
授業内容を理解できるよう積極的に準備すること（60分）。授業中に
複数のレポートを課すので，事後学習として，関連資料を自身で調査
するなど情報収集した上で提出すること（60分）。これらの学習を計
画的に毎週実施することで，より質の高い口頭発表資料（最終成果
物）をまとめ上げることができる。
二級建築士の受験資格を有する者が望ましい。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第１回 建築音環境・光環境の概要
第２回 騒音の実測演習
第３回 騒音対策
第４回 室内音環境の実測演習
第５回 遮音対策
第６回 吸音対策
第７回 建築音環境の総合評価
第８回 昼光照明の実測演習
第９回 昼光照明の活用技術
第10回 日照・日影の評価
第11回 人工照明の実測演習
第12回 明視照明と雰囲気照明
第13回 建築化照明
第14回 建築光環境の総合評価
第15回 まとめ（口頭発表）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H52055-01建築環境工学特論 II

後期 2  1 授業形態:講義及び演習穴井　謙
◎－－－　授業の概要　－－－◎

人が健康で快適な社会生活を営むことのできる建築空間を設計・施工
するためには，建築環境を工学的に適切に評価する方法に熟達してい
なければならない。人を取りまく建築環境には，音環境・光（色彩）
環境・熱（空気）環境など種々の分野があり，横断的に各分野の知識
や技術を習得する必要がある。
本授業では，工学研究科建設工学専攻がカリキュラム・ポリシーとし
て掲げている「専門領域に対応した基礎的な知識の習得」を目指し，
そして「問題提起から解決に至る過程で必要になる情報収集能力，分
析能力および情報発信能力」を身につける。そのために，熱（空気）
環境に関する日常の物理現象を理解して工学的に評価できるようにな
るための知識と技術について講義し，さらに，習得した知識と技術を
応用して建築環境の実測演習に取り組む。

◎－－－　到達目標　－－－◎

熱（空気）環境に関して，（1）身の回りの建築空間を対象として工
学的に評価することができ，（2）健康で快適に過ごせる空間である
かを実測調査から定量的に評価することができ，そして，（3）環境
調査・評価（情報収集・分析）した結果について口頭発表を通じて第
3者に分かりやすく情報発信することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

屋外気候・人の温熱感覚・室内気候・シックハウス症候群などの建築
熱（空気）環境について工学的に評価するための基本的な知識を身に
つけ，実測調査を通して建築環境を定量的に評価できているかを成績
評価の基準とする。また，第3者が分かりやすい資料（計画図面や分
析図表）を作成して口頭発表できているかを成績評価の基準とする。
最終口頭発表を50％，演習レポートを50％で成績評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

学期初めに資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習として，指定した参考文献に目を通し，専門用語等を調べて
授業内容を理解できるよう積極的に準備すること（60分）。授業中に
複数のレポートを課すので，事後学習として，関連資料を自身で調査
するなど情報収集した上で提出すること（60分）。これらの学習を計
画的に毎週実施することで，より質の高い口頭発表資料（最終成果
物）をまとめ上げることができる。
二級建築士の受験資格を有する者が望ましい。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第１回 建築熱（空気）環境の概要
第２回 都市の熱環境
第３回 ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）
第４回 省エネルギー性の判断方法
第５回 建築伝熱の実測演習
第６回 熱負荷（空調負荷）
第７回 湿度・結露
第８回 空気調和設備
第９回 シックハウス症候群
第10回 必要換気量
第11回 自然換気と機械換気
第12回 換気設備
第13回 通風・換気の実測演習
第14回 建築設備計画
第15回 まとめ（口頭発表）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H52072-01建築構造設計学特論

集中前期 2  1 授業形態:講義稲田　達夫
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本授業科目は、カリキュラムポリシーの「広範にわたる専門領域に対
応した基礎的な知識の習得」に深く関わる。具体的には、建築構造設
計という活動は，地震力や風力といった自然現象を外力条件とし，ま
た単品生産を基本とすることから，設計者の様々な場面における判断
と思考の積み重ねが要求される活動であり，正に典型的な人間の知的
活動と呼ぶにふさわしい総合的な営みと言える。従来、構造設計は、
時代の進展とともに様々な研究や震害等の経験を経て、それらが、規
基準や指針等にまとめられ仕様型の構造設計体系が構築された。それ
に基づいて行われるのが、従来型の仕様型構造設計法である。仕様型
構造設計法は、我が国の構造工学の発展に深く関わるものであり、日
本固有の要素も多く、その意味で文化的価値も高い。一方で、近年の
国際化の流れからいえば、独自性が強く国際性には欠ける側面を持
つ。また、近年の構造工学技術の進歩に伴って生じた、建築物に対す
る多様なニーズに対しも、仕様型構造設計は、やや柔軟性に欠ける側
面も持つ。
近年、そのような状況を受けて、仕様型設計法に替わり、性能型構造
設計法の導入の機運の高まりが見られる。本講義では、性能型構造設
計法の雛形を提示し、性能型構造設計をいかに進めるべきかを解説す
る。また、具体的な建物の「構造計画」を想定した演習課題を通し
て、性能型設計法の実際を習得する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・設計実務で行われている構造計算プロセスを体験できる。
・構造一貫計算プログラムの出力の活用方法を理解できる。
・本来構造設計で行うべき構造計算以外の業務（例えば資材量の見積
もり等）についても体験できる。
・上記スタディーを経て、結果として作成された構造計算書等を確
認・評価することにより、目標の到達の度合いを測定する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

演習課題に関する情報収集能力と分析能力（25％），及び課題の検討
結果発表におけるプレゼンテーション能力（25％）や、課題の検討結
果のまとめ方・完成度（50％）等を総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

性能型構造設計入門（西川孝夫、他）、培風館
（ISBN：4-563-06722-9）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

学部で習得した、ＲＣ造、鉄骨造、木質構造等の設計法について、一
通り見直し、復習しておくことが望ましい。受講にあたっては、関連
すると思われる資料・情報の収集等に努めること。また、受講後は、
授業内容の確認を行い、理解を深めるよう努めること。準備学習（事
前・事後学習）には概ね３時間程度当てることが必要である。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

講義の内容
[1]ガイダンス（授業計画・目標の解説）
[2]地震と建築構造／第１回演習課題提示
[3]構造材料の特性
[4]構造一貫計算プロの使い方説明
[5]第１回演習課題発表／第２回課題提示
[6]一貫プロによる構造計算の実際（１）
[7]同上（２）
[8]構造計算書の作成
[9]第２回演習課題発表／第３回課題提示
[10]環境性能の推定
[11]エネルギー法による検討
[12]振動応答解析
[13]地震時の修復費用の推定
[14]第３回演習課題発表
[15]まとめ

◎－－－　備考欄　－－－◎

本科目は、構造計画・設計に係わる実践的な講義内容であ
ることから、インターンシップ関連科目に位置づけられ
る。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H52088-01建築構造デザイン特論

前期 2  1 授業形態:講義吉澤　幹夫
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　建築構造設計の目的は，強・用・美を兼ね備えた質の高い建築を，
社会性と経済性を考慮して，意匠設計・設備設計と協働して創り出す
ことである．質の高い建築空間を創造する上で，構造計画は極めて重
要であり，構造計画を構造デザインに昇華することが望まれる．
　本科目では空間構造ならびに免震・制振構造などの構造技術を構造
計画に適用して建築デザインに応用する方法に関する講義を行う．さ
らに課題に対する発表を通して，建築デザインと構造技術の関係につ
いてプレゼンテーションおよびディスカッションを行い，理解を深め
る．
　本科目ではカリキュラム・ポリシーの「先端的かつ高度な専門技術
と基礎知識，総合的視野を獲得させる事を目標」に構造計画が建築デ
ザインに与える影響を理解することを目標とする．

◎－－－　到達目標　－－－◎

（1）構造材料と部材スケールの基本知識を説明できる．（知識・理
解）
（2）空間構造ならびに免震・制振構造の基本知識を説明できる．
（知識・理解）
（3）建築デザインに影響を及ぼす基本的な構造力学を活用できる．
（技能）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

課題演習の発表(３０％×３）及びレポート（１０％）により行う．課
題演習とレポートでは、十分な情報を収集したか，その情報に基づい
て自分の見解を明確に示しているかを評価の基準とする．

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

坪井善昭ほか：力学・素材・構造デザイン、建築技術、2012年
（ISBN978-4-7677-0131-8）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

学部で学習した建築の一般的な知識ならびに構造の基礎的な知識を有
していることが必要である．受講にあたっては関連する資料や情報の
収集に努めること，また受講後には復習をして理解を深めるように努
めること．事前・事後の準備学習には１時間以上あてることが必要で
ある．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

【1】ガイダンス（授業計画・目標の解説）
【2】建築デザインと構造計画
【3】構造計画と部材
【4】部材と接合部
【5】素材と空間構造
【6】空間構造のデザイン（1）シェル構造
【7】空間構造のデザイン（2）テンション構造
【8】空間構造のデザイン（3）トラス構造
【9】空間構造の調査・発表
【10】免震建物の構造デザイン
【11】制振建物の構造デザイン
【12】超高層建物の構造デザイン
【13】耐震改修建物の構造デザイン
【14】構造デザインの課題・発表・講評（1）
【15】構造デザインの課題・発表・講評（2）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H52027-01建築史特論Ⅰ

前期 2  1 授業形態:講義及び演習太記　祐一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　現代日本の都市は突然誕生したのではない。現状の背景には何百年
にもわたる歴史的な積み重ねがあり、その様子はまるで様々な図が描
かれたレイヤーを重ねあわせていくかのようである。この講義では身
近な都市を取り上げ、その現状を歴史的な側面から読み解いていきた
い。
　その際に注目したいのが分節構造である。分節構造は伝統的な都市
を読み解く重要なキーワードとして、都市史学会を中心に近年注目を
集めている概念である。現代都市は広大な開放的な領域を用途別に
ゾーニングする。伝統的な都市ではより小さなスケールの構造が複雑
に絡みあって、細かな領域を作り上げていた。こうした細分化された
都市空間は、近現代において効率的ではないとの理由で否定されてき
た。しかしコンパクトシティーがよい例だが、失われたコミュニ
ティーなどの現代都市の問題点を考えていく際に、重要な手がかりと
なるだろう。
　授業ではまず文献調査をおこない、日本の伝統都市・歴史都市の概
要を理解する。ついで具体的な都市を選択し、史料の収集・分析を通
して、その特徴を把握する。そしてこれらの成果を踏まえた上で、現
地調査をおこない、現代のとしにおける歴史的な構造の持つ意義を考
察する。
　本講義はカリキュラムポリシーに謳われた、広範にわたる専門領域
に対応した基礎的な知識の習得の一部を構成するものである。まず文
献調査によってテーマとなっている物事の例を確認し、その特徴を理
解する。その後身近な建築や都市を取り上げ、テーマとなっている物
事の実態を調査する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　本講義の目標の一つは、建築史研究における基本的な研究スキルを
身につけることである。つまり、テーマに沿って文献調査をおこない
研究に必要な情報を収集すること、またそれを分析しテーマに沿った
見解をまとめること、この二つである。
　二つ目の目標は、現代日本の都市を構成する歴史的要素を説明でき
るようになることである。より具体的には、かつて日本の都市で重要
であった分節構造がどのようなものか理解し、その建築的・社会的特
色を説明できるようになることである。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

以下の三点を柱に総合的に評価する。なお以下のカッコ内におおよそ
の配点を示す。
1.毎回、おこなわれる学生の発表や教員の説明について、出席者全員で
検討し意見交換をおこない、その結果を簡単なレポートにまとめる
（40）。
2.毎回、テーマごとに自分の調査内容をまとめpptによる発表をおこな
う。その結果を簡単なレポートにまとめて提出する（40）。
3.最後に授業全体を振り返って成果をまとめた小論文を提出する
（20）。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特になし

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

毎回、次回の内容を予告するので、それにしたがって関連項目の調査
や論文の読解など2時間程度の事前学習をおこない、その成果をパワー
ポイントにまとめてくること。また授業中は、意見交換や議論を通し
て講義を進めていくので、必ず積極的に発言すること。そして事後学
習として、授業の内容と議論を、2時間程度かけてレポートにまとめ提
出すること。なお必要に応じて学外に調査・巡検に行く。その際の交
通費などは自費負担となるので注意すること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.概説：授業の概要、日本の伝統都市と分節構造を説明す
る。
2.文献調査結果の報告：文献調査の成果を報告し今後の予
定を検討する。

3.テキスト読解1：城下町に関する論文を手分けして読み、
その内容を説明する。
4.テキスト読解2：城下町を構成する分節構造について論文
を読み、その内容を説明する。
5.テキスト読解3：分節構造同士のつながりについて論文を
読み、その内容を説明する。
6.テーマ別研究①：城下町について分節構造のありようを
調査し、成果を報告する。

7.テキスト読解4：身近な伝統都市について史料を収集し、
その概要を説明する。
8.テキスト読解5：集めた史料を読解し、内容について説明
する。
9.テキスト読解6：そこに登場する分節構造の持つ空間的特
色について整理する
10.テーマ別研究②：身近な城下町について分節構造のあり
ようを調査し、成果を報告する。

11.テキスト読解7：分節構造が持っていた社会的な意味に
ついて日常生活からまとめる。
12.テキスト読解8：分節構造が持っていた社会的な意味に
ついて非日常からまとめる。
13.テキスト読解9：社会的な意味と建築的な構成の関係を
整理する。
14.テーマ別研究③：分節構造の空間を、実際に調査し成果
を報告する。

15.まとめ：身近な都市空間の背景にある歴史的なものにつ
いて考える。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H52028-01建築史特論Ⅱ

後期 2  1 授業形態:講義及び演習太記　祐一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　丹下健三は戦後日本を代表する建築家である。戦災復興期から高度
経済成長期を経て経済大国へと発展する日本を、文字通り作り出して
きた。また彼は我が国の現代建築のデザイナーとして、国際的に評価
され注目された最初の世代を代表する存在でもある。現代、日本の建
築デザイナーは多かれ少なかれ、彼の影響下にあると言っても過言で
はない。そこでこの講義では、丹下健三の建築作品を取り上げ、その
建築的特徴を様々な側面から読み解いていきたい。
　本講義はカリキュラムポリシーに謳われた、広範にわたる専門領域
に対応した基礎的な知識の習得の一部を構成するものである。まず文
献調査によって丹下健三の人物像、建築に関する言説、建築作品を確
認し、その特徴を理解する。その後、実際の建築作品を幾つか取り上
げ、作品分析をおこなう。
　丹下健三はモダニズムに立脚しつつ、構造・構法・材料といった
様々な面における技術革新を積極的に取り入れ、日本的な造形を意識
しながら、都市的なスケールでの提案をおこなった。彼の建築作品を
一つづつ丁寧に分析し検討していくことで、彼の業績を再評価する手
がかりを得たい。丹下健三をどのように捉えていくのかは、建築史研
究における最新かつ最重要なテーマであると同時に、21世紀の建築意
匠を考える上でも避けて通れない課題である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　本講義の目標の一つは、建築史研究における基本的な研究スキルを
身につけることである。つまり、テーマに沿って文献調査をおこない
研究に必要な情報を収集すること、またそれを分析しテーマに沿った
見解をまとめること、この二つである。
　二つ目の目標は、建築作品を空間構成や構造システム、造形デザイ
ンなど多面的に分析し、その特徴を説明できるようになることであ
る。
　そしてこうした作業を通して、丹下健三という建築家が果たした役
割について、その建築的・社会的特色を説明できるようになること
が、第三の目標である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

以下の三点を柱に総合的に評価する。なお以下のカッコ内におおよそ
の配点を示す。
1.毎回、おこなわれる学生の発表や教員の説明について、出席者全員
で検討し意見交換をおこない、その結果を簡単なレポートにまとめる
（40）。
2.毎回、テーマごとに自分の調査内容をまとめpptによる発表をおこな
う。その結果を簡単なレポートにまとめて提出する（40）。
3.最後に授業全体を振り返って成果をまとめた小論文を提出する
（20）。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特になし

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

毎回、次回の内容を予告するので、それにしたがって関連項目の調査
や論文の読解など2時間程度の事前学習をおこない、その成果をパ
ワーポイントにまとめてくること。また授業中は、意見交換や議論を
通して講義を進めていくので、必ず積極的に発言すること。そして事
後学習として、授業の内容と議論を、2時間程度かけてレポートにま
とめ提出すること。なお必要に応じて学外に調査・巡検に行く。その
際の交通費などは自費負担となるので注意すること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.概説：授業の概要、テーマについて説明する。
2.文献調査結果の報告：文献調査の成果を報告し今後の予
定を検討する。

3.テキスト読解1：丹下健三の生涯に関する論文を手分けし
て読み、その内容を説明する。
4.テキスト読解2：丹下健三の生きた時代背景について論文
を読み、その内容を説明する。
5.テーマ別研究①：丹下健三の建築に関する思想について
調査し、成果を報告すると同時に、分析対象とする作品を
選定する。

6.作品分析１：丹下健三の建築作品からモダニズムの影響
の色濃い作品を取り上げ、作品分析をおこない、その特徴
を明らかにする。
7.作品分析2：丹下健三の建築作品から彫塑的な性格が強い
作品を取り上げ、作品分析をおこない、その特徴を明らか
にする。
8.作品分析3：丹下健三の建築作品から日本的な造形と言わ
れる作品を取り上げ、作品分析をおこない、その特徴を明
らかにする。
9.作品分析4：丹下健三の建築作品から都市的なスケールを
持つ提案を取り上げ、作品分析をおこない、その特徴を明
らかにする。
10.作品分析5：丹下健三の建築作品を構造・構法・材料な
ど技術的な側面から分析をおこない、その特徴を明らかに
する。
11.テーマ別研究②：丹下健三の建築作品に共通する特質を
まとめる。

12.テキスト読解3：丹下健三の作品が持っていた社会的な
意味について、論文を手分けして読み、その内容を説明す
る。
13.テキスト読解4：他の建築家への丹下健三の影響につい
て、論文を手分けして読み、その内容を説明する。
14.テーマ別研究③：丹下健三が戦後の日本の建築界におい
て果たした意味を、調査し成果を報告する。

15.まとめ：21世紀の日本における丹下健三の位置付けにつ
いて議論する。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H52032-01建築設計計画特論

後期 2  1 授業形態:講義趙　翔
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　建築設計計画に影響を与える要素が多く存在する。各種異なる要素に対す
る検討は、建築設計計画に新たな内容や結果をもたらすことができる。建築
物は建築設計計画の最終結果の一つであり、多様な内容の集合体であるた
め、多視点から解読する必要がある。
  カリキュラム・ポリシーの「広範にわたる専門領域に対応した基礎的な知
識の習得を目指すとともに、いくつかの専門領域にまたがる新しい分野も取
り入れ、カリキュラムを構成する。問題提起から解決に至る過程で必要にな
る情報収集能力、分析能力および情報発信能力を身につけ、社会情勢の変化
に対応した総合的な判断力を養うこと」と対応している。
  修得単位は、関係規定に基づき、一級建築士受験資格実務経験認定におい
てインターンシップ関連科目の単位数に計上される。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　本講義は、建築設計計画に存在する多様なメカニズムに対し、建築設計計
画の研究結果や、設計計画実践の展開を多角度から分析し、建築設計計画に
おける問題提出、研究・分析の展開、結果の応用など、研究や実践の方法と
過程の学習と習得を目的とする。以下の点を具体的目標とする。
1.都市・建築に関する知識、研究と実際の設計の間の創造的な意味の関係性
を理解できる。
2.文献または実際の観察を通して、空間～行為のメカニズムに関係する情報
をまとめることができる。
3.都市、建築における空間の構成、組み合わせまたは領域状態など計画や設
計の基本的な問題や手法を把握し、理解できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業に参加することは非常に重要なポイントである。本講義は講義と討論
を交互に行うセット方式を採用する。すなわち、初回は講義、次回は前回の
講義内容に対する討論である。成績はレポート、討論及び授業参加の状況な
どより総合的に評価する。そのうち、レポートは60％を占め（配点60点）、
討論は40％を占める（配点40点）。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テキストはなし。図版等のプリントをその都度配布する。参考図書は以下
の通り
「新建築学大系13　建築規模論」彰国社（ISBN4-395-15013-6）
「新建築学大系23　建築計画」  彰国社（ISBN4-395-15023-3）
「環境デザイン学入門」G・T・ムーアほか著　小林正美監訳　鹿島出版社
（ISBN4-306-07207-X）
「デザインの心理学」J.ツァイゼル著　根建金男／大橋靖史監訳　西村書店
（ISBN4-89013-242-2）
「人間―環境系のデザイン」日本建築学会編　彰国社（ISBN4-395-00560-8）
PUBLIC PLACES URBAN SPACES: The Dimensions of Urban Design, Tim Heath,
Taner Oc, Steven Tiesdell, Matthew Carmona, Architectural Press
（ISBN0-7506-3632-7）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　自ら進んで学ぼうという積極的な姿勢で履修することが何よりも大切であ
る。また、日々の生活から建築に関する問題を発見することも必要である。
計画内容を多視点（文字、図表、写真）から解説するため、スライド形式で
講義を進める。出席は学習の基本条件であり、毎回の授業で履修者の出席状
況を記録・統計する。また、授業内容に関して分からなかった、はっきりし
なかった箇所がある場合、オフィスアワーやその他の時間を利用し、担当教
師や同級生に積極的に質問すること。
　授業内容への学習達成度及び自己学習時間を把握、確認するために、事
前・事後学習が必要不可欠である。事前学習では、参考文献あるいは新聞や
雑誌を含む関連文献を調べ、重要な内容を抽出する。これを2～3回、毎回60
分程度の学習を計画的に行うことで、より理解を深めることができる。一方
講義内容の事後学習でも、同様に講義の配布資料や参考文献の調査・収集を
し、講義に臨むことが重要である。これも2～3回、毎回60分程度の学習を計
画的に行うこと。授業では小課題やレポートを実施することでそれをチェッ
クする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1　建築職業1（概要）
2　建築職業2（文献、サーベイ）
3　行為行動1（オリジナル場所の空間メカニズム）
4　行為行動2（資料、調査）
5　建築都市1（構成、景観、アクセス）
6　建築都市2（文献、サーベイ）
7　階層領域1（領域の構造、秩序）
8　階層領域2（資料、調査）
9　原型空間1（空間、設備）
10　原型空間2（文献、サーベイ）
11　持続可能1（エネルギー、CO2 ）
12　持続可能2（資料、調査）
13　計画空間1（構成、組合、空間・マトリクス）
14　計画空間2（文献、サーベイ）
15　総括（発表、討論）

◎－－－　関連URL　－－－◎

特になし。
(特になし。)

◎－－－　備考欄　－－－◎

特になし。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H52077-01建築デザイン演習Ⅰ

前期 4  1 授業形態:実習趙　翔、鮎川 透、黒瀬 重幸、太記 祐一、池添 昌幸
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　今までの建築設計の学習を踏まえ、機能・空間と形態について学問的なア
プローチをし、特に多用途、複合機能を有する課題を学習し実践する。課題
の内容は、各種の条件に基づき、担当教師との協議の上で確定する。設計課
題は、建築単体、複合機能建築、都市・建築デザインを含む環境デザイン、
各種の競技設計（学会、公開コンペ）等、実践的な建築設計スタジオ形式の
課題である。
　カリキュラム・ポリシーの「問題提起から解決に至る過程で必要になる情
報収集能力、分析能力および情報発信能力を身につけ、社会情勢の変化に対
応した総合的な判断力を養うこと」と対応している。
　建築事務所における仕事の方式や段取りを大学内で学習し実践すること
も、本設計計画演習の目的の一つである。このため長年の実務経験を有する
一級建築士が本授業を担当し、設計の現場で直面するであろう様々な課題を
ふまえつつ学生を指導する、学内インターンシップ形式の演習をとる。この
ため通常の教員の直接指導による週3時間（2コマ）、計45時間の作業とは別
に、75時間ないしそれ以上の、研究室などにおける作業が課せられる。これ
らの課題に対する学習を通じて、建築設計の実務能力が次第に養成され向上
するはずである。修得単位は、関係規定に基づき、一級建築士受験資格実務
経験認定において学内インターンシップ関連科目の単位数に計上さ
れる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　長年の実務経験を有する建築設計者が本授業を担当し、設計の現場で直面
するであろう様々な課題をふまえつつ学生を指導する。一級建築士の指導の
もと建築設計の実務能力を養成し向上させることを、本建築デザイン演習の
目的とし、以下の点を具体的目標とする。
1.建築物の設計における実務的なプロセスと段取りを理解できる。
2.実務的な設計プロセスに従い、エスキスを行うことができる。
3.エスキスの成果としての図面や模型を作成することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　建築物の設計における実務的なプロセスと段取りに従い、各段階の完成状
況と完成度をチェックする。毎回エスキスの提出物と最終課題の提出物（表
現力、完成度、理解度）より総合的に評価する。平常の宿題は40％を占め
（配点40点）、最終提出物は60％を占める（配点60点）。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストはなし。図版等のプリントをその都度配布する。参考図書は以下の
通り 「「新建築」「a+u」「近代建築」「GA DOCUMENT」「GA
HOUSE」
「建築文化2002年臨時増刊　デザイナーのための建築設備チェックリスト」
「建築文化2002年臨時増刊　デザイナーのための内外装材チェックリスト」
「建築資料集成」総合編1冊+各編13冊 日本建築学会　丸善
THE MEANING OF THE BUILT ENVIRONMENT: A Non-Verbal
Communication Approach, Amos Rapoport, University of Arizona Press; Reprint
edition

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　自ら進んで学ぼうという積極的な姿勢で履修することが何よりも大切であ
る。また、日々の生活から建築に関する問題を発見することも必要である。
それぞれの段階において課題の提出期限に間に合わない、または未完成の場
合には評価の対象としないので十分に注意すること。なお、模型製作用の道
具とノートパソコンを準備しておくこと。
　講義中に配付する資料や小課題は、繰返し取り上げるのでファイルして大
切に保管すること。また授業内容への学習達成度及び自己学習時間を把握、
確認するために、事前・事後学習が必要不可欠である。事前学習では、参考
文献あるいは新聞や雑誌を含む関連文献を調べ、重要な内容を抽出する。こ
れを2～3回、毎回90分程度の学習を計画的に行うことで、より理解を深める
ことができる。一方講義内容の事後学習でも、同様に講義の配布資料や参考
文献の調査・収集をし、講義に臨むことが重要である。これも2～3回、毎回
90分程度の学習を計画的に行うこと。授業では小課題やレポートを実施する
ことでそれをチェックする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. 課題目的の説明、
2. コンセプトの検討
3. 敷地の与条件の調査分析、周囲環境の検討1（法規、交
通）
4. 敷地の与条件の調査分析、周囲環境の検討2（地理、景
観）
5. 課題の設計過程（プログラム）の確定
6. 設計与条件の確定（機能計画）
7. 設計過程及び設計与条件における関連機能の確認
8. 建築の全体計画の検討（機能組合図とスケッチ）
9. 構成及び方向性の把握1（スケジュール）
10. 構成及び方向性の把握2（機能空間）
11. 構成及び方向性の把握3（空間の組合せ）
12. 構成及び方向性の把握4（イメージ）
13. 構成及び方向性の把握5（ラフ模型）
14. 構成及び方向性の把握6（パース、CG）
15. 構造システムの検討
16. 材料、設備の検討
17. 設計エスキス1（敷地、配置）
18. 設計エスキス2（機能空間）
19. 設計エスキス3（空間形態）
20. 設計エスキス4（建築形状）
21. 設計エスキス5（特色空間イメージ）
22. 設計エスキス6（建物全体）
23. プレゼンテーション1（平面図）
24. プレゼンテーション2（立面図）
25. プレゼンテーション3（断面図）
26. プレゼンテーション4（空間形態図）
27. プレゼンテーション5（図面全体）
28. 作品の発表と討論
29. フィードバック1（発表関係）
30. フィードバック1（図面関係）
非常勤講師（鮎川）より講義・演習(1～30回)を行い、責任
担当教員（趙）が各段階の完成状況と完成度をチェックす
る(1・14・28回目)。完成後、担当教員全員によるプレゼン
テーションと作品の発表と討論を行う(28回目)。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H52078-01建築デザイン演習Ⅱ

後期 4  1 授業形態:実習黒瀬　重幸、高木 正三郎、趙　翔、太記　祐一、池添　昌幸
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　今までの建築設計の学習を踏まえ、機能・空間と形態について学問的なアプ
ローチをし、特に多用途、複合機能を有する課題を学習し実践する。課題の内
容は、各種の条件に基づき、担当教師との協議の上で確定する。設計課題は、
建築単体、複合機能建築、都市・建築デザインを含む環境デザイン、各種の競
技設計（学会、公開コンペ）等、実践的な建築設計スタジオ形式の課題であ
る。
　カリキュラム・ポリシーの「問題提起から解決に至る過程で必要になる情報
収集能力、分析能力および情報発信能力を身につけ、社会情勢の変化に対応し
た総合的な判断力を養うこと」と対応している。
建築事務所における仕事の方式や段取りを大学内で学習し実践することも、本
設計計画演習の目的の一つである。このため長年の実務経験を有する一級建築
士が本授業を担当し、設計の現場で直面するであろう様々な課題をふまえつつ
学生を指導する、学内インターンシップ形式の演習をとる。このため通常の教
員の直接指導による週3時間（2コマ）、計45時間の作業とは別に、75時間ない
しそれ以上の、研究室などにおける作業が課せられる。これらの課題に対する
学習を通じて、建築設計の実務能力が次第に養成され向上するはずである。修
得単位は、関係規定に基づき、一級建築士受験資格実務経験認定において学内
インターンシップ関連科目の単位数に計上される。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　長年の実務経験を有する建築設計者が本授業を担当し、設計の現場で直面す
るであろう様々な課題をふまえつつ学生を指導する。一級建築士の指導のもと
建築設計の実務能力を養成し向上させることを、本建築デザイン演習の目的
と、以下の点を具体的目標とする。
1.建築物の設計における実務的なプロセスと段取りを理解できる。
2.実務的な設計プロセスに従い、エスキスを行うことができる。
3.エスキスの成果としての図面や模型を作成することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　建築物の設計における実務的なプロセスと段取りに従い、各段階の完成状況
と完成度をチェックする。毎回エスキスの提出物と最終課題の提出物（表現
力、完成度、理解度）より総合的に評価する。平常の宿題は40％を占め（配点
40点）、最終提出物は60％を占める（配点60点）。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストはなし。図版等のプリントをその都度配布する。参考図書は以下の通
り
「新建築」「a+u」「近代建築」「GA DOCUMENT」「GA HOUSE」
「DOMUS」
「建築文化2002年臨時増刊 デザイナーのための建築設備チェックリスト」
「建築文化2002年臨時増刊 デザイナーのための内外装材チェックリスト」
「建築資料集成」総合編1冊+各編13冊 日本建築学会 丸善(ISBN-10:
4621048287)

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　自ら進んで学ぼうという積極的な姿勢で履修することが何よりも大切であ
る。また、日々の生活から建築に関する問題を発見することも必要である。
それぞれの段階において課題の提出期限に間に合わない、または未完成の場合
には評価の対象としないので十分に注意すること。なお、模型製作用の道具と
ノートパソコンを準備しておくこと。
　講義中に配付する資料や小課題は、繰返し取り上げるのでファイルして大切
に保管すること。また授業内容への学習達成度及び自己学習時間を把握、確認
するために、事前・事後学習が必要不可欠である。事前学習では、参考文献あ
るいは新聞や雑誌を含む関連文献を調べ、重要な内容を抽出する。これを2～3
回、毎回90分程度の学習を計画的に行うことで、より理解を深めることができ
る。一方講義内容の事後学習でも、同様に講義の配布資料や参考文献の調査・
収集をし、講義に臨むことが重要である。これも2～3回、毎回90分程度の学習
を計画的に行うこと。授業では小課題やレポートを実施することでそれを
チェックする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.課題、目的の説明
2.コンセプトの検討
3.敷地の与条件の調査分析
4.周囲環境（行政、交通、地理、景観）の検討
5.住生活メカニズムの検討
6.課題の設計過程（プログラム）と設計与条件（規模計画
決定）の確定
7.設計過程及び設計与条件における関連機能の
確認
8.建築の全体イメージの検討（機能組合図とスケッチ）
9.設計の進展1（配置計画）
10.設計の進展2（アプローチ計画）
11.設計の進展3（動線計画）
12.設計の進展4（景観計画）
13.構成及び方向性（ラフ模型、CG）の把握
14.中間発表
15.構造システムの検討
16.設備システムの検討
17.各種のエスキス（CAD、スケッチ、画像）から建築物
の各部分の内容及び全体形態の確定（配置
図）
18.各種のエスキス（CAD、スケッチ、画像）から建築物
の各部分の内容及び全体形態の確定（平面
図）
19.各種のエスキス（CAD、スケッチ、画像）から建築物
の各部分の内容及び全体形態の確定（断面
図）
20.各種のエスキス（CAD、スケッチ、画像）から建築物
の各部分の内容及び全体形態の確定（立面
図）
21.矩計図の内容の議論
22.仕上げの内容の議論
23.プレゼンテーション用図面の作成（配置図）
24.プレゼンテーション用図面の作成（平面図）
25.プレゼンテーション用図面の作成（断面図）
26.プレゼンテーション用図面の作成（立面図）
27.作品の発表・議論
28.作品の発表についての事後検討
29.フィードバック1（中間発表前まで）
30.フィードバック2（中間発表以降）
　非常勤講師（高木）より講義・演習(1～30回)を行い、責
任担当教員（黒瀬）が各段階の完成状況と完成度をチェッ
クする(1・14・27回目)。完成後、担当教員全員が出席し、
作品の発表と討論を行う(27回目)。

◎－－－　関連URL　－－－◎

特になし。
(特になし。)

◎－－－　備考欄　－－－◎

特になし。
(特になし。)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H52042-01鋼構造座屈特論

後期 2  1 授業形態:講義木村　潤一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　建築構造物の設計過程には大きく分類して二段階の解析がある。第
一段階は、構造物に作用する荷重によって生ずる構成部材の応力分布
や変形を算定する解析であり、第二段階は、その応力に対して構成部
材や接合部が許容応力度を越えることがないか、さらには破断した
り、不安定になったりすることはないか、構造物全体においても不安
定になることはないか、などを確認する応力検定解析である。本科目
は、カリキュラム・ポリシーの「専門領域に対応した基礎的な知識の
習得を目指す」に基づき、この第二段階の不安定問題を論じるもので
ある。建築鋼構造骨組を構成する部材においては、圧縮材の曲げ座屈
やねじれ座屈、梁材の横座屈、柱材の曲げねじれ座屈、板要素の局部
座屈などが不安定現象としてあげられるが、ここでは圧縮力を受ける
部材単体の曲げ座屈と骨組の座屈を取り上げ、構造物やその構成部材
の不安定挙動を理解するとともに、その限界耐力を理論的に考察する
ことを目的とする。なお、本科目は建築物の構造設計に係わる実践的
な講義内容であることから、インターンシップ関連科目に位置づけら
れる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)種々の支持条件下における圧縮部材の曲げ座屈解析法について学
び、座屈荷重と座屈モードを計算できるようになる。
(2)骨組の座屈解析法について学び、簡単な骨組の座屈荷重と座屈モー
ドを実際に計算できるようになる。
(3)さらに、座屈荷重には、どのような要因がどのように影響を及ぼす
のかを把握できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

(1)評価基準
　到達目標(1)～(3)の達成度、即ち、種々の問題に対する座屈条件式作
成法の理解、座屈条件式解析法の理解ならびに解析結果が有する意味
を理解し説明できることが評価の基準となる。
(2)評価方法
　本授業はゼミ形式で実施するので、発表と討論における取り組み姿
勢と理解度ならびに到達目標(1)～(3)の達成度を確認するための課題レ
ポートで評価する。
(3)割合
　ゼミへの取り組み姿勢と理解度を40％、課題レポートを60％とする
目安で総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　予習と発表準備ができるように、適宜、授業前に資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　本授業を理解するためには学部で学んだ構造力学と鉄骨構造ならび
に前期に学ぶ鋼構造弾塑性学特論の基礎知識が必要となる。また、事
前学習（配布資料による授業内容の予習と発表準備）と事後学習を怠
りなく実践することが理解を深める上で重要である。本授業では数式
が多数出現するので、それらの数式がどのような仮定と理論によって
誘導されているのかを理解し、事前に自分でそれらの誘導を試みてお
くことも理解度の自己評価に欠かせない。さらに、それらの式による
計算結果がもたらす意義を理解することも要求されることから、それ
ぞれ少なくとも毎回2～3時間の事前および事後学習が必要となるであ
ろうことを認識しておいていただきたい。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

[1] 安定性の概念と分岐座屈
[2] 軸力と曲げを受ける部材の釣り合い微分方程式
[3] Euler座屈荷重式の誘導
[4] 両端弾性回転拘束柱の座屈解析
[5] 中間弾性支持柱の座屈解析
[6] 初期たわみのある柱の挙動
[7] 座屈たわみ角法公式の誘導
[8] 座屈たわみ角法による座屈解析
　　（１）単一圧縮材の座屈解析
[9] 座屈たわみ角法による座屈解析
　　（２）連続柱材の座屈解析
[10] 座屈たわみ角法による座屈解析
　　（３）水平固定型ラーメンの座屈解析
[11] 座屈たわみ角法による座屈解析
　　（４）水平移動型ラーメンの座屈解析
[12] 非弾性柱の座屈解析理論
[13] Shanley理論
[14] 非弾性柱の座屈解析
[15] 非弾性柱の座屈荷重に及ぼす残留応力の影響



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H52041-01鋼構造弾塑性学特論

前期 2  1 授業形態:講義木村　潤一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　建築構造物の設計過程には大きく分類して二段階の解析がある。第
一段階は、構造物に作用する荷重によって生ずる構造物内の応力分布
や変形を算定する解析であり、第二段階は、その応力に対して構成部
材や接合部が許容応力度を越えることがないか、さらには破断した
り、不安定になったりすることはないか、構造物全体においても不安
定になることはないかなどを確認する解析である。本科目は、カリ
キュラム・ポリシーの「専門領域に対応した基礎的な知識の習得を目
指す」に基づいて、この第一段階に力点を置くものであり、弾性論や
塑性論に基づいて部材や骨組の弾塑性挙動を解析する理論を学び、解
析演習も行う。第二段階では、構造物やその構成部材が不安定となら
ないことが重要となるが、これについては後期の鋼構造座屈特論で学
ぶことになる。なお、本科目は建築物の構造設計に係わる実践的な講
義内容であることから、インターンシップ関連科目に位置づけられ
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)梁部材や柱部材の弾性挙動および弾塑性挙動を解析し、それらの最
大耐力や変形性能を評価できるようになることを目標とする。
(2)簡単な骨組を対象とし、その終局耐力の算定ができるようになるこ
とも目標とする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

(1)評価基準
　到達目標(1)と(2)の達成度、即ち、梁部材や柱部材の弾性挙動および
弾塑性挙動を解析できるようになり、それらの挙動特性を理解して説
明できることを評価の基準となる。
(2)評価方法
　本授業はゼミ形式で実施するので、発表と討論における取り組み姿
勢と理解度ならびに到達目標(1)と(2)の達成度を確認するための課題レ
ポートで評価する。
(3)割合
　ゼミへの取り組み姿勢と理解度を40％、課題レポートを60％とする
目安で総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　予習および授業での発表準備が行えるように、適宜、事前に資料を
配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　常微分方程式の解析など、若干高度な数学知識が要求されるので、
解析学概論的な復習を学期開始前にしておくことが望まれる。また、
事前学習（配布資料での授業内容の予習と発表準備）と事後学習を怠
りなく実践することが理解を深める上で重要である。本授業では数式
が多数出現するので、それらの数式がどのような仮定と理論によって
誘導されているのかを理解し、事前に自分でそれらの誘導を試みてお
くことも理解度の自己評価に欠かせない。さらに、それらの式による
計算結果がもたらす意義を理解することも要求されることから、それ
ぞれ少なくとも毎回2～3時間の事前および事後学習が必要となるであ
ろうことを認識しておいていただきたい。後期の鋼構造座屈特論を受
講する場合には本科目を履修しておくことが望ましい。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

[1] 弾塑性学の概要と鋼材の弾塑性挙動
[2] 材料の力学モデルと軸力材の弾塑性挙動
[3] 部材断面の弾性曲げモーメント‐曲率関係
[4] 弾性梁部材の釣合微分方程式と弾性挙動解析
[5] 弾性柱部材の釣合微分方程式
[6] 弾性柱部材の弾性挙動解析
[7] 梁部材断面の弾塑性曲げモーメント‐曲率関係
[8] 柱部材断面の弾塑性曲げモーメント‐曲率関係
[9] 部材断面の全塑性モーメント
[10] 全塑性モーメントに及ぼすせん断力の影響
[11] 梁部材の弾塑性挙動
[12] 柱部材の弾塑性挙動
[13] 塑性ヒンジ理論と仮想仕事法
[14] ラーメンの塑性崩壊荷重
[15] ブレース付ラーメンの塑性崩壊荷重



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H52089-01構造計画特論

後期 2  1 授業形態:講義吉澤　幹夫
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　建築構造設計の目的は，強・用・美を兼ね備えた質の高い建築を，
社会性と経済性を考慮して，意匠設計・設備設計と協働して創り出す
ことである．質の高い建築空間を創造する上で，構造計画が極めて重
要である．構造計画は普遍的な構造技術を前提として，建築それぞれ
の固有性にも対応して，要求される諸条件に対して総合的に考えるこ
とが必要とされる．
　本科目では建築における構造計画の原理・意義・実践を取り上げ
る．具体的には，構造設計事例を学びそれらを通じて構造計画の原理
を理解すること，講義内容を理解した上で実際の建物の構造計画を分
析すること，ならびに，与えられた条件に基づいて構造計画立案の演
習を行うこととする．
　本科目ではカリキュラム・ポリシーの「社会情勢の変化に対応した
総合的な判断力を養うこと」に基づき，構造計画を実践的に習得し
て，建築の意匠・構造・設備の各設計を包括的に理解することを目標
とする．

◎－－－　到達目標　－－－◎

（1）建築計画と構造計画の関係を考え，建築の構造計画の方針を立
案できる．（技能）
（2）構造力学，材料力学，振動学などの基礎理論と建築構造設計の
関係を理解できて，構造計画の基礎的な判断ができる．（技能）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

課題演習の発表(４０％×２）及びレポート（２０％）により行う．課
題演習とレポートでは、十分な情報を収集したか，その情報に基づい
て自分の見解を明確に示しているかを評価の基準とする．

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

金箱温春：構造計画の原理と実践、建築技術、2010年
（ISBN978-4-7677-0127-1）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

学部において建築構造に関する主要科目を習得した大学院生を対象と
する．受講にあたっては関連する資料や情報の収集に努めること，ま
た受講後には復習をして理解を深めるように努めること．事前・事後
の準備学習には１時間以上あてることが必要である．建築の構造設計
者を志望される方は是非受講されたい．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

【1】ガイダンス（授業計画・目標の解説）
【2】建築の設計における構造計画の意義
【3】鉛直荷重に対する構造計画（1）
【4】鉛直荷重に対する構造計画（2）
【5】水平荷重に対する構造計画（1）
【6】水平荷重に対する構造計画（2）
【7】構造計画の調査・発表
【8】構造材料の特性と構造計画（1）RC造
【9】構造材料の特性と構造計画（2）鉄骨造
【10】構造材料の特性と構造計画（3）木造
【11】ハイブリッド構造の計画
【12】建築の形態と構造計画
【13】地盤・敷地と構造計画
【14】耐震改修と構造計画
【15】構造計画の立案・発表



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H51011-01構造設計特別研究

２年通年 6  1 授業形態:演習吉澤　幹夫
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　建築構造設計の目的は，強・用・美を兼ね備えた質の高い建築を，
社会性と経済性を考慮して，意匠設計・設備設計と協働して創り出す
ことである．地震国である日本では，安全で安心な建築空間を創造す
る上で，耐震安全性の目標設定と合理的な確保が建築構造設計の良否
を左右する．このような観点から建築構造設計に関する実践的な研究
に取り組むことを本科目の目的としている．具体的には地震が建築に
及ぼす様々な影響因子を分析して，それらに基づく建築構造物の挙動
を調査して構造性能を明らかにすることで，構造設計に反映する知見
を研究する．研究成果を各種の学協会への論文投稿等を通して口頭発
表を行うとともに修士論文としてまとめる．
　本科目ではカリキュラム・ポリシーの「先端的かつ高度な専門技術
と基礎知識，総合的視野を獲得させる事を目標」に建築の耐震安全性
に関わる知見を集約して構造設計における総合的な判断力を養うこと
を最終目標とする．

◎－－－　到達目標　－－－◎

（1）構造分野に留まらない建築分野全体と構造設計の関連を理解す
る．（知識・理解）
（2）構造性能を把握するための解析や実験などの検証方法を立案し
て実行する．（態度・志向性）
（3）解析，実験および分析を基にした論文を作成することができ
る．（技能）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　解析あるいは実験などの各計画に関する情報収集能力と分析能力の
ほか，ゼミにおけるプレゼンテーション能力，解析あるいは実験の遂
行能力を総合して評価する．
　評価方法は，修士論文を６０％，中間発表も含めた口頭発表を３
０％，ゼミにおける発表を１０％とする．

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

なし

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　建築分野全体に対する幅広い興味と知識の習得努力が必要である．
受講にあたっては事前に関連すると思われる資料・情報の収集等に努
めること．また受講後はゼミ内容の確認を行うこと．毎回の事前・事
後の学習を各2時間以上行って理解を深めるよう努めること．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

【1年次】
1回～10回
：構造設計にかかわる研究テーマの立案と関連研究に関す
る学習とディスカッション

11回～14回
：研究テーマにかかわる参考文献の収集と整理・分析

15回～24回
：研究テーマと研究計画に関するディスカッションと研究
計画などの確定

25回～46回
：研究計画に沿って研究を展開する（解析や実験の準備、
解析や実験の実施など）

47回～54回
：研究で得られたデータの分析と考察

55回～60回
：研究成果をまとめ，各種の学協会への論文投稿等の準備

【2年次】
1回～10回
：1年次の研究成果の整理と新たな課題の抽出，およびこ
れからの研究の展開

11回～14回
：新たな課題および新たな研究の展開に関する参考文献の
収集と分析・考察
　
15回～24回
：さらなる研究の推進のための研究計画に関するディス
カッションと研究計画の確定

25回～46回
：研究計画に沿って研究を展開する（実験や解析などの準
備，実験や解析の実施など）

47回～54回
：研究で得られたデータの分析と考察

55回～60回
：2年間にわたる研究の成果を論文としてまとめ，成果を
発表する



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H51011-02構造設計特別研究

２年通年 6  1 授業形態:演習堺　純一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この科目は「構造設計特別実験・実習」と連動して、研究室におけ
る研究活動の根幹をなす部分を構成する。これらの二つの科目は主に
ゼミ形式でおこなわれ、指導教員とのゼミを通じて、実験計画や解析
計画の立案し、載荷実験および解析を実施する。その実験および解析
で得られたデータの分析と考察を行い、論文としてまとめていく。履
修者は建築構造物の弾塑性挙動や構造性能評価法に関する研究テーマ
を設定し、ある程度まとまった段階で研究成果を各種の学協会に論文
として投稿するとともに、口頭発表を行い、研究内容の学会での位置
づけを理解するとともに次のステップに進むことを実践する。最終的
に、学協会に投稿した論文をまとめると共に追加検討した内容を修士
論文としてまとめることとなる。
　本科目では、カリキュラム・ポリシーの｢専門分野に関する総合的
な判断力を養う｣に基づき、多角的分析により研究対象とする建築構
造物の耐震性能を分析するとともに、この研究を行う上で、建築構造
物の設計における，本研究の位置づけを理解することを最終目標とす
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

建築構造物の弾塑性挙動および構造性能評価法に関して，教員の指導
のもと研究作業を実際におこなっていくことで、
現状を踏まえ重要と思われるテーマを選択する力を養う。
研究テーマに対して必要かつ十分な既往の研究成果および資料を調
査・収集・作成する力を身に付ける。
実験あるいは解析データを分析・整理・理解する力を身に付ける。
多様かつ多面的な所見を自分自身の見解としてまとめ上げる力を養
う。
さらに加えて以上の作業を通して、建築構造物の構造性能を評価でき
る能力を身に付ける。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

実験および解析結果の情報収集能力と分析能力(a)、ゼミにおけるプレ
ゼンテーション能力（b)、学協会への投稿論文の内容およびプレゼン
テーション能力（c)，修士論文の内容とプレゼンテーション能力(d）
を，a:b:c:d=1:1:1:1の割合で総合して評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

なし。適宜、研究テーマに沿った論文を与える。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

実験および解析を計画・実行する能力を養うとともに、実験および解
析結果の情報収集能力と分析能力、さらに研究室ゼミにおいてディス
カッション能力を養って頂きたい。これらの能力をさらに高めて，各
種の学協会へ論文を投稿すると共に，研究報告会におけるプレゼン
テーション能力を高めて頂きたい。これらの能力を身に付けることに
より、最終的に、修士論文をまとめることとなる。
研究室ゼミを毎週行う。研究室ゼミでは、1週間で行った調査・研究
の進捗状況や成果の報告を行うことになる。報告する内容としては、
構造設計特別実験・実習で行う、文献調査の報告、実験および解析の
計画および結果の報告などである。研究成果の報告を元に，ディス
カッションを重ねながら研究を進めていくことになる。事前・事後学
習は毎回４時間以上の時間を要する。
研究活動を行って行く上で，日本建築学会およびコンクリート工学会
の会員になっておくことが必要である。研究の進行状況に合わせてこ
れらの学協会の論文として成果を発表することになるので留意するこ
と。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

【1年次】
1回～10回：建築構造物の耐震性能評価法に関する研究
テーマの立案と関連研究に関する学習とディスカッション

11回～14回：研究テーマに拘わる参考文献の収集と整理・
分析

15回～24回：研究テーマと研究計画に関するディスカッ
ションと研究計画などの確定

25回～46回：研究計画に沿って研究を展開する（実験や解
析の準備と実施など）

47回～54回：研究で得られたデータの分析と考察

55回～60回：研究成果をまとめ，各種学協会への論文の投
稿の準備

【2年次】
1回～10回：1年次の研究成果の整理と新たな課題の抽出，
およびこれからの研究の展開

11回～14回：新たな課題および新たな研究の展開に関する
参考文献の収集と分析・考察

15回～24回：さらなる研究の推進のための研究計画に関す
るディスカッションと研究計画の確定

25回～46回：研究計画に沿って研究を展開する（実験や解
析の準備と実施など）

47回～54回：研究で得られたデータの分析と考察

55回～60回：2年間にわたる研究の成果を論文としてまと
め，載荷を発表する．



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H51011-03構造設計特別研究

２年通年 6  1 授業形態:演習渡辺　浩
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　カリキュラムポリシーの「問題提起から解決に至る過程で必要にな
る情報収集能力、分析能力および情報発信能力」の修得のため、研究
室において2年間をかけて研究活動と修士論文に取り組む。全てゼミ
形式で行われ、その成果を修士論文にとりまとめる。構造力学、橋梁
工学、維持管理工学、木材利用、耐震工学、地域防災のいずれかにお
いて、前衛的かつ具体的なテーマを自ら設定し、一連の研究活動を通
して論文にとりまとめる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)指定する領域において研究活動を進めることで、そのテーマを深く
理解し説明できる
(2)将来その分野でリーダーとなることができる程度の考えを持つこと
ができる

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　主に研究の内容、その過程、修士論文および公聴会により、副査の
意見も踏まえて総合的に評価する。それらの割合は4:3:2:1である。定
期試験は実施しない。 なお、学会などでの発表、あるいは論文集への
投稿・掲載を必須とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　研究の進捗に合わせて自ら設定する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　講義はすべて担当教員を中心とした討論形式で行う。事前学習とし
ては、講義前にテーマを与えられるテーマについて、1回につき3時間
程度を費やして、文献検索や重要事項の整理・検討を行うことを求め
る。また事後学習としては、1回につき3時間程度を費やして、それら
が実務に活かされている事例や動向調査等により定着させることを求
める。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1～7:研究テーマを探す
8～15：研究テーマと到達目標を設定する
16～45：研究テーマに関する実験や調査を行い検証を行い
ながら考察を深化させる
46～60:論文に取りまとめる



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H51012-01構造設計特別実験・実習

２年通年 4  1 授業形態:実習吉澤　幹夫
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　建築の構造設計を行うプロセスの中で必要とする構造計算，振動応
答解析，ＦＥＭ解析などの各種の解析を実践して，建築の構造性能を
評価することを体験する．また必要に応じてモデル化された部材およ
び骨組の載荷実験などを行うことにより，建築構造物の地震の挙動や
崩壊過程を検討する。
　成果を各種の学協会への論文投稿等を通して口頭発表を行い，プレ
ゼンテーション能力を研鑚する．
　修得単位は，関係規定に基づき,一級建築士受験資格実務経験認定に
おいて，インターンシップ関連科目の単位数に計上される．
　本科目ではカリキュラム・ポリシーの「先端的かつ高度な専門技術
と基礎知識，総合的視野を獲得させる事を目標」に建築の構造設計に
おける総合的な判断力を養う上での耐震安全性に関わる知見の検証を
最終目標とする．

◎－－－　到達目標　－－－◎

（1）建築の構造設計実務で行う各種の解析と構造性能を評価する手
法について説明できる．（知識・理解）
（2）建築物へ構造設計能力を身につける．（技能）
（3）建築物に相応しい構造設計を提案できるようになる．（たい・
理解）
（2）構造性能を把握するための解析や実験などの検証方法を立案し
て実行する．（態度・志向性）
（3）解析，実験および分析を基にした論文を作成することができ
る．（技能）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　建築構造物の解析手法や構造性能を評価する手法を理解する能力の
他，研究遂行能力やプレゼンテーション能力を総合して評価する．
　評価方法は，論文を６０％，中間発表も含めた口頭発表を３０％，
ゼミにおける発表を１０％とする．

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

なし

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　構造設計特別実験・実習は構造設計特別研究と密接に関連がある実
験・実習科目である．建築分野全般に対する興味と構造専門分野に対
する深い知識を身につけるよう，日頃から心がけることが重要であ
る．受講にあたっては，事前に関連すると思われる資料・情報の収集
等に努めること。また受講後はゼミ内容の確認を行うこと．毎回の事
前・事後の学習を各2時間以上行って理解を深めるよう努めること．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

【1年次】
1回～10回
：構造設計にかかわる研究テーマの立案と関連研究に関す
る学習とディスカッション

11回～14回
：研究テーマにかかわる参考文献の収集と整理・分析

15回～24回
：研究テーマと研究計画に関するディスカッションと研究
計画などの確定

25回～46回
：研究計画に沿って研究を展開する（実験や解析の準備、
実験や解析の実施など）

47回～54回
：研究で得られたデータの分析と考察

55回～60回
：研究成果をまとめ、各種の学協会への論文投稿等の準備

【2年次】
1回～10回
：1年次の研究成果の整理と新たな課題の抽出、およびこ
れからの研究の展開

11回～14回
：新たな課題および新たな研究の展開に関する参考文献の
収集と分析・考察
　
15回～24回
：さらなる研究の推進のための研究計画に関するディス
カッションと研究計画の確定

25回～46回
：研究計画に沿って研究を展開する（実験や解析などの準
備、実験や解析の実施など）

47回～54回
：研究で得られたデータの分析と考察

55回～60回
：2年間にわたる研究の成果を論文としてまとめ、成果を
発表する



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H51012-02構造設計特別実験・実習

２年通年 4  1 授業形態:実習堺　純一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　鋼構造，鉄筋コンクリート構造ならびに鋼・コンクリート合成構造
の弾塑性変形性状と構造性能評価法について研究することを目的とし
て実験・実習を行う。
　建築構造物をモデル化した試験体に地震時応力に対応する外力を作
用させる載荷実験を行うか、または、コンピュータによる数値解析を
行うことにより研究を進めていくことになるが，実験を行うか、解析
を行うかについては、指導教員と研究計画を考える段階で決定する。
　本科目は，カリキュラム・ポリシーの｢問題提起から解決に至る過
程で必要になる情報収集能力、分析能力および情報発信能力を身につ
け、総合的な判断力を養うこと｣に基づき，研究対象とする建築構造
物の耐震性能を調べることを目的とする。
　修得単位は，関係規定に基づき，一級建築士受験資格実務経験認定
において，インターンシップ関連科目の単位数に計上される。

◎－－－　到達目標　－－－◎

建築構造物をモデル化した試験体の実験あるいは解析を行い、これら
のデータを分析・整理する力を身につける。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

実験データあるいは解析データを分析する能力と，研究遂行能力やプ
レゼンテーション能力を1:1で総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

なし、適宜、研究テーマに沿った論文を与える。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

構造設計特別実験・実習は構造設計特別研究と密接に関連がある実
験・実習科目である。
研究を行うにあたり，実験あるいは解析または調査を行うことになる
が、指導教員と相談しながら、それぞれの研究計画に基づいて、自ら
調査研究を進めていくことになる。
大学院生は必然的に自らの研究の推進に時間を費やすことが多くなる
ので、研究の目的を明確にして、目的に向かって研究することの知的
好奇心を駆り立てて積極的に取り組んで頂きたい。
以上のことから，事前・事後学習として，毎回４時間以上が必要であ
る．
なお、実験を行う場合には、危険を伴うことが多いので、建築学科の
「構造系実験室安全使用講習会」を受講しておくこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

【1年次】
1回～10回：建築構造物の耐震性能評価法に関する研究
テーマの立案と関連研究に関する学習とディスカッション

11回～14回：研究テーマに拘わる参考文献の収集と整理・
分析

15回～24回：研究テーマと研究計画に関するディスカッ
ションと研究計画などの確定

25回～46回：研究計画に沿って研究を展開する（実験や解
析の準備と実施など）

47回～54回：研究で得られたデータの分析と考察

55回～60回：研究成果をまとめ，各種学協会への論文の投
稿の準備

【2年次】
1回～10回：1年次の研究成果の整理と新たな課題の抽出，
およびこれからの研究の展開

11回～14回：新たな課題および新たな研究の展開に関する
参考文献の収集と分析・考察

15回～24回：さらなる研究の推進のための研究計画に関す
るディスカッションと研究計画の確定

25回～46回：研究計画に沿って研究を展開する（実験や解
析の準備と実施など）

47回～54回：研究で得られたデータの分析と考察

55回～60回：2年間にわたる研究の成果を論文としてまと
め，載荷を発表する．



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H51012-03構造設計特別実験・実習

２年通年 4  1 授業形態:実験渡辺　浩
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　カリキュラムポリシーの「問題提起から解決に至る過程で必要にな
る情報収集能力、分析能力および情報発信能力」の修得のため、構造
力学、橋梁工学、維持管理工学、木材利用、耐震工学、地域防災のい
ずれかをテーマとして、それらに関する幅広いテーマに関する小研究
に取り組む。調査、実験、視察、ヒアリング等を自ら行うとともに、
学部生の講義や卒業論文の指導を通じてさらに幅広い知識を修得す
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)指定するテーマに関する幅広い知識を身につける
(2)それを自らの言葉で説明し考察し、判断することができるようにな
る

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　随時開催されるゼミ等および4回のレポートにより総合的に評価す
る。それらの割合は1:1である。定期試験は実施しない。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　研究の進捗に合わせて自ら設定する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　講義はすべて担当教員を中心とした討論形式で行う。事前学習とし
ては、講義前にテーマを与えられるテーマについて、1回につき3時間
程度を費やして、文献検索や重要事項の整理・検討を行うことを求め
る。また事後学習としては、1回につき3時間程度を費やして、それら
が実務に活かされている事例や動向調査等により定着させることを求
める。
　なお、担当教員の学部生に対する授業と重複する場合には、時間割
を変更する。（開講期間中に1回程度が想定される。）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1～15:自ら課題を設定する
16～30：課題に関する実験や調査を行う
31～45:課題についての考察を深化させる
46～60:課題を取りまとめる



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H51012-04構造設計特別実験・実習

２年通年 4  1 授業形態:実験坂田　力
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この科目では、いくつかの専門領域にまたがる新しい分野も取り入
れ、劣化した構造物の残存耐力、構造物の不安定現象、石造構造物の
耐荷力、あるいは地下空間の有効活用などに関わる領域から、興味の
あるテーマを受講生自身が設定し、２年間の研究活動を通して、問題
提起から解決に至る過程を通し、修士論文を完成させる。この科目は
ゼミ形式で行われ、教員の指導、あるいは教員とのディスカッション
によりテーマの現状と問題点の理解、研究計画の作成、研究結果の整
理・考察、そして結論を導き、修士論文にまとめる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

本科目により到達しようとする目標は、以下の能力を身につけること
である。
1）社会が要求する問題を捉えテーマに選択する能力
2）解決すべきテーマの現状と問題点を明らかにするための資料収集
能力
3）問題点を理解し、研究計画を立案する能力
4）研究を計画的に遂行し、得られた成果を分析・考察する能力
5）研究成果を研究論文として論理的にまとめる能力
6）第三者に研究内容・成果をわかりやすく伝える能力

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　テーマの現状・問題点を正しく把握し、研究計画を自らが積極的に
提案できたか。研究計画に従って、計画的・継続的に研究を展開でき
たか。得られたデータを正しく分析し、十分考察できたか。研究成果
を論理的に論文としてまとめることができたか。研究内容・成果をわ
かりやすく発表できたか。
　さらに、研究全般に対して積極的かつ責任感を持って向き合ったか
など総合的に評価する。
　評価方法は、論文本文を60％、口頭発表を30％、ゼミにおける発表
を10％とする。なお、論文本文、口頭発表に関する評価は、副査の意
見も考慮される。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

適宜、参考資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　学部で学んだ土木工学分野全般についての基本的な知識と共に、構
造分野に対する十分な知識を身に着けておくこと。また、研究を進め
るにあたっては、十分な準備をし、解析・調査によって得られたデー
タは直ちに整理をし、疑問点・問題点をまとめ、次のステップに活か
すよう心掛けること。ゼミの前には問題点に対する自らの考え、解決
策をレジメにまとめ、ゼミにおいて発表する。ゼミの際に、指摘され
たことに対しては十分考察し、次回のゼミで結果を報告すること。事
前・事後学習は最低でも各々2時間以上行うこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

[1年次]

１回～３回：
　研究テーマの立案に必要な予備知識の習得
４回～６回：
　研究テーマに関する関連研究に関する学習
７回～８回：
　研究テーマに関する参考文献の収集・分析
９回～１１回：
　研究計画の立案
１２回～２６回：
　研究計画に沿って研究の推進と結果整理・考察
２６回～３０回：
　研究成果のまとめ・中間発表
　
[2年次]
１回～２回：
　１年次の研究成果の整理と新たな課題の抽出
３回～５回：
　新たな課題に関する参考文献調査の整理と分析
６回～８回：
　新たな課題に対する研究計画の立案
９回～２０回：
　研究計画に沿った研究の推進・結果整理・考察
２１回～２６回：
　研究で得られたデータの分析・考察
２７回～３０回：
　２年間の研究でで得られた成果を論文としてまとめ、発
表する。

途中、中間発表会を実施し、問題点などがあれば研究計画
の修正などを検討する。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H52086-01交通計画特論

前期 2  1 授業形態:講義及び演習辰巳　浩
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラム・ポリシーの「広範にわたる専門領域に対応した基礎的
な知識の習得」に基づき、まずは、わが国の交通の現状と施策事例に
ついて文献やインターネット等により調査・分析し、プレゼンテー
ションを行う。次いで、地域公共交通政策について実務レベルの詳細
を学び、さらに、道路の調査、計画、設計、管理・運用について詳細
に学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・わが国の交通問題と交通政策の現状を理解することができる
・地域公共交通政策の実務を理解することができる
・道路の調査委、計画、設計、管理・運用を理解することができる

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

プレゼンテーション(40%)およびレポート(60%)により評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

『道路交通技術必携2013』（一社）交通工学研究会発行 丸善出版
（株）発売所 ISBN978-4-905990-80-2
その他、教員が配布する資料など

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・事前学習として、テキストや配布資料を読んでおくこと（1回あた
り2時間）
・事後学習として、授業で学んだことに関連する事例などを深く調べ
ること（1回あたり2時間）
（事前・事後学習に費やす時間：60時間以上）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.わが国の交通問題と交通政策の現状
2.事例の調査・分析
3.プレゼンテーション
4.地域公共交通政策（はじめに）
5.地域公共交通政策（計画のポイント）
6.地域公共交通政策（現状やニーズの把握）
7.地域公共交通政策（必要なサービスの確保）
8.地域公共交通政策（利用促進策）
9.地域公共交通政策（収支の改善策）
10.道路交通調査
11.道路交通流現象
12.道路の設計
13.交通管理と運用
14.交通安全
15.道路計画と管理



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H52033-01コンクリート系構造設計特論

前期 2  1 授業形態:講義江崎　文也
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　日本で構造物の耐震設計を行う場合、建築分野では、法的拘束力のあ
る建築基準法に従う必要がある。基準法では、保有水平耐力を確認する
許容応力度等構造計算、終局的な強度や変形を考慮した限界耐力計算、
エネルギー吸収能力によって構造性能を評価するエネルギーの釣り合い
に基づく耐震計算のほか、高さ60mを超える超高層建築物に対しては、
時刻歴応答計算が規定されている。土木分野では法的拘束力のある基準
はないが、各機関で整備された規・基準として、コンクリート標準示方
書、道路橋示方書、鉄道構造物設計標準がある。規・基準では、許容応
力度設計法、限界状態設計法、保有水平耐力照査、耐震性能照査などが
規定されている。本講義では、日本の耐震設計法の歴史的な流れとそれ
ぞれの設計法の理論的な背景および基準法で要求される耐震基準の変遷
により現行基準に適合しない既存不適格建築物に該当する鉄筋コンク
リート造建築物や土木構造物の耐震性能を診断する方法および耐震改修
計画を習得させることにより、広範にわたる専門領域に対応した基礎的
な知識の習得および問題提起から解決に至る過程で必要になる情報収集
能力、分析能力および情報発信能力を身につけ、社会情勢の変化に対応
した総合的な判断力を養うことができるようにしている。具体的には、
中低層の既存不適格鉄筋コンクリート造建築物や道路橋脚を例に取り上
げ、安全性の検証法の違いや耐震診断の方法および耐震改修の方法など
を解説し、インターンシップでの実践的な課題と関連した内容について
習得する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　①構造物の応答解析法や部材の設計法の考え方を説明できる。②例題
により具体的な建築物や土木構造物の耐震構造設計法および耐震診断・
改修設計法を説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　各講義の要点に関連するキーワードの内容を正確に説明できるかを評
価基準とした口頭試問の結果（30%）、中間および期末に課す各レポー
ト課題について、内容を説明できるデータを的確に集めているかととも
に、自分の考えを記述しているかを評価基準とした結果（70%）を総合
して評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テキストはありません。以下に示す①～⑦の関連参考図書及び関連す
る参考文献の紹介を講義中に行うとともに、講義毎の内容をまとめた資
料を事前にプリントで配布する。
①2015年版建築物の構造関係技術基準解説書 / ISBN978-4-915392-04-7
②2001年版既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・同解説 /
ISBN
③日本建築学会：建築耐震設計における保有耐力と変形性能（1990）/
ISBN4-8189-0361-2
④日本建築学会：鉄筋コンクリート造建物の靱性保証型耐震設計指針・
同解説/ ISBN4-8189-0516-X
⑤日本建築学会：鉄筋コンクリート構造保有水平耐力計算規準（案）・
同解説 / ISBN978-4-8189-0063-4
⑥日本道路協会：平成29年版道路橋示方書・同解説Ⅴ編/ ISBN
9784889502831
⑦鉄道総合技術研究所：平成24年9月鉄道構造物等設計標準・同解説-耐
震設計/ISBN 978-4-621-08587-5

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　学部で学習した構造力学、材料力学、振動理論および鉄筋コンクリー
ト構造の基礎知識を2～3時間/週程度計画的に学習することが要求され
る。事前に配布する次回講義プリントに関連する構造力学および鉄筋コ
ンクリート構造の内容を2～3時間/週程度学習して講義に臨むことが要求
される。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

[1] 構造設計法（１）　構造設計の歴史
[2] 構造設計法（２）　構造設計の考え方
[3] 構造設計法（３）　耐震基準の概要
[4] 構造設計法（４）　構造計算の方法
[5] 構造設計法（５）　耐震二次設計の考え方
[6] 構造設計法（６）　鉄筋コンクリート造建築物の耐震
二次設計
[7] 構造設計法（７）　限界耐力計算
[8] 構造設計法（８）　エネルギー法
[9] 構造設計法（９）　時刻歴応答解析
[10] 既存RC構造物の耐震診断法（１）耐震診断の概要と保
有性能基本指標の考え方
[11] 既存RC構造物の耐震診断法（２）保有性能基本指標と
構造物の終局限界
[12] 既存RC構造物の耐震診断法（３）強度指標と靱性指標
[13] 既存RC構造物の耐震改修法（１）耐震改修の考え方
[14] 既存RC構造物の耐震改修法（２）耐震改修構造計算
[15] 既存RC構造物の耐震改修法（３） 耐震改修性能と施
工方法



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H52046-01コンクリート材料特論Ⅱ

通年 4  1 授業形態:講義江本　幸雄
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　コンクリート構造物は、新素材、混和材、リサイクル材の開発・利
用により多様化、多機能化している。また、さまざまな環境下におけ
るコンクリート構造物の劣化の問題も顕在化してきている。本講義で
は、カリキュラムポリシーの「問題提起から解決に至る過程で必要と
なる各種能力や総合的な判断力を養う」に基づき、コンクリートを構
成する材料の特性、コンクリートの中性化、塩害、アルカリ骨材反
応、耐凍害性、化学的浸食などの劣化の原因・特性および対策などの
コンクリート構造物の維持管理手法について討議を行う。また、コン
クリート塊、アスファルトコンクリート塊、建設汚泥、廃木材などの
建設副産物の建設材料へのリサイクルについて考え、限りある資源の
有効利用の現状と問題点について議論する。講義は、毎回発表者に課
題を与え、そのテーマについてプレゼンテーションを行った後、討議
と説明を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1）コンクリートを構成する各材料の特性や各種コンクリートの特徴
を説明することができる。
2）コンクリート劣化の発生メカニズム、原因、劣化診断の方法、維
持管理手法を説明することができる。
3）セメント製造やコンクリート構造物を構成する材料に各種の産業
廃棄物が有効に利用されていることを説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講義への取り組み状況（50％）、プレゼンテーション力（30％）お
よび演習・レポート（20％）により成績を評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　発表の課題に関連する資料は、図書館で借りること。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　プレゼンテーションは、パソコンで行い、説明に必要な資料を持参
すること。また、引用した参考文献は明記すること。演習・レポート
は、授業の内容から出題する。毎回、発表者は事前に指示された講義
予定の内容について説明できるように2時間程度の事前学習をして講
義に臨むこと。また、指摘された事項について2時間程度の事後学習
を行い理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．ガイダンス、セメントの種類と特徴
２．セメント製造における原料・燃料への産業廃棄物の利
用の現状
３．減水効果を有する混和剤の種類と特徴
４．ＡＥ剤の作用と効果
５．高炉スラグ微粉末の特徴と効果
６．ポゾラン反応を有する混和材の特徴と効果
７．最近のフライアッシュ事情
８．骨材資源の現状と問題点
９．人工骨材の種類と特性
１０．産業廃棄物のコンクリート材料への利用の現状
１１．建設副産物の建設材料への利用
１２．フレッシュコンクリートの性質（空気量の影響）
１３．フレッシュコンクリートの性質（材料分離とその対
策）
１４．フレッシュコンクリートの性質（施工性能）
１５．フレッシュコンクリートの性質（初期ひび割れとそ
の対策）
１６．コンクリートの配合設計（使用材料の選定と配合計
算）
１７．硬化コンクリートの性質（各種強度と弾性係数）
１８．硬化コンクリートの性質（体積変化）
１９．硬化コンクリートの性質（ひび割れ）
２０．硬化コンクリートの性質（クリープ、疲労損傷）
２１．コンクリート構造物の維持管理（中性化とその対
策、事例紹介）
２２．コンクリート構造物の維持管理（塩害とその対策、
事例紹介）
２３．コンクリート構造物の維持管理（アルカリ骨材反応
の原因とその対策、事例紹介）
２４．コンクリート構造物の維持管理（化学的侵食の原因
とその対策、事例紹介）
２５．コンクリート構造物の維持管理（凍結融解作用の原
因とその対策、事例紹介）
２６．コンクリート構造物の耐久性照査
２７．コンクリートの補修・補強材料
２８．コンクリート材料に関する最近の話題
２９．コンクリート材料に関する演習
３０．まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H52036-01合成構造耐震設計特論

後期 2  1 授業形態:講義堺　純一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　建築物の代表的な構造部材には鋼，コンクリート，木材などがある
が，それぞれ長所と短所を持ち合わせている。複数の材料を合成する
ことにより，それぞれの短所をお互いの長所で補い合わせることがで
き，合成構造特有の優れた構造性能を持つ構造物を設計することがで
きる。
　本特論では，カリキュラム・ポリシーの｢広範にわたる専門領域に
対応した基礎的な知識を習得すること｣に基づき，特に鋼とコンク
リートを合成したハイブリッド構造の設計法についてディスカッショ
ンすることにより，本構造の特徴と設計法の考え方を理解してもらう
ことを目的としている。
　本科目はインターンシップ関連科目であり，インターンシップを行
う上で、建築構造設計者として必要な、合成構造の耐震設計に関する
考え方等の必要な知識を身につけることを目標とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

鋼とコンクリートを合成することのメリットを説明できる。
鋼・コンクリート合成構造の力学的特徴を説明できる。
鋼・コンクリート合成断面の累加強度の理論を説明し、簡単な断面の
累加強度および終局強度を算定できる。
鋼・コンクリート合成構造の各種部材や骨組の設計法を身に付ける。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各講義の要点に関連する口頭試問の結果、中間に課す課題レポートお
よび期末に課す課題レポートの結果をそれぞれ，2：１：１の割合で
総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

なし。講義に関係する資料をプリントで配布する。
オーム社「建築合成構造」ISBN4-274-13305-2
鋼材倶楽部「鉄骨鉄筋コンクリート構造設計例集」ISBN4-7655-2388-8
日本建築学会関東支部「合成構造の設計」

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

学部で学習した鉄骨構造、鉄筋コンクリート構造の学習内容を復習し
ておくこと。講義の前までに、講義の内容の予習を行っておくこと。
また，講義中に，合成構造並びに，その他各種構造の構造設計法に関
する基本的な質問あるいは理解しておくべき質問をするので，翌週ま
でに調べて，レポートとして提出すること。
以上のことから，本特論科目の講義の事前・事後学習として，3～4時
間程度の学習時間が必要である。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

[1] 建築合成構造の歴史と現状
[2] 構造計画と設計法
[3] 累加強度理論と終局強度理論①（累加強度の考え方）
[4] 累加強度理論と終局強度理論②（終局強度の算定法）
[5] 鋼とコンクリートの相互作用
[6] 合成構造の座屈
[7] 合成構造要素
[8] 鉄骨鉄筋コンクリート構造①（梁・柱材の挙動と設計
法）
[9] 鉄骨鉄筋コンクリート構造②　（耐震壁の挙動と設計
法）
[10] 鉄骨鉄筋コンクリート構造③（接合部・継手・柱脚の
挙動と設計法）
[11] コンクリート充填鋼管構造①（部材の構造性能と特
徴）
[12] コンクリート充填鋼管構造②（接合部および骨組の挙
動と設計法）
[13] 混合構造①（骨組の構造性能と特徴）
[14] 混合構造②（異種構造要素の接合部の挙動と設計法）
[15] 合成構造のまとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H52040-01材料力学史特論

後期 2  1 授業形態:講義坂田　力
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この講義では、現在、材料力学や構造力学で当たり前のように用い
られている公式や定理が、どのような時代に、どのような発想で生ま
れてきたのかなどを学ぶ。それにより、問題提起から解決に至った過
程を整理し、問題解決の方法も養う。さらに、材料力学の発展に貢献
した人々の背景などを調べる。また、その時代の数学や一般力学がど
のレベルにあったのかなどについても学ぶ。受講生は、現在用いられ
ている公式や定理、あるいはそれらの誘導に貢献した人物にスポット
を当て調査し、誘導過程でのミス、あるいは仮説の根拠などをわかり
やすくレポートにまとめ、その内容を発表する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・はりの曲げ強さに関する考え方の歴史的変遷を説明できる。
・弾性はりのたわみ曲線に関する考え方の歴史的変遷を説明できる。
・石造アーチの強度理論の歴史的変遷を説明できる。
・擁壁の理論の歴史的変遷を説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

■　評価基準
　上記の「到達目標」に示される材料力学に関する歴史的変遷につい
て内容を十分に理解しているかを評価の基準とする。
■　評価方法
　授業中の理解度を確認するためにテーマごとにレポートを提出し、
さらに、特定課題に対してプレゼンテーションを行い、その課題発表
を総合的に評価とする。
■　割合
　テーマ毎の課題レポートの評価（50％）、特定課題に対するレポー
トとプレゼンテーションの評価（50％）とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

■　テキスト：材料力学史　　チモシェンコ　鹿島出版会　
ISBN978-4-306-02390-1
■　参考文献：The Science of Structural Engineering  Jacques Hayman  　
Imperial College Press 　　ISBN 1-86094-189-3
構造物の技術史　藤本盛久 編　　市ヶ谷出版　ISBN 4-87071-183-4
建設技術史　　H・シュトラウプ（藤本一郎　訳）　　鹿島出版会

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

静定・不静定構造力学、および地盤工学の基礎を十分理解しておくこ
と。
　また、事前学習としてテキスト、参考文献あるいは配布資料は予め
精読し、「授業計画」を参考に必ず予習を行うこと（60分）。事後学
習として講義で学んだ内容を整理し、さらに参考文献等を調べ、知識
として身につけるように心掛けること（60分）。これら事前・事後学
習を計画的に怠りなく実践すること。　

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.　レオナルド・ダ・ビンチの力学上の発見
2.　ガリレイの材料力学における業績
3.　ロバートフックの材料力学における業績
4.　マリオットによるはりの曲げ強さについて
5.　課題発表
6.　ベルヌーイによる弾性はりのたわみ曲線
7.　オイラーの材料力学における業績
8.　パランとクーロンによる
　　　　　　はりの曲げ応力分布について
9.　18世紀における擁壁の理論とアーチの理論
10.　課題発表
11.　ナヴィエの材料力学における業績
12.　トーマス・ヤングの材料力学における業績
13.　ランキンの材料力学における業績
14.　モールの材料力学における業績
15.　課題発表　



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H52043-01地震工学特論

前期 2  1 授業形態:講義高山　峯夫
◎－－－　授業の概要　－－－◎

建築物の設計は静的な解析により行われることが多いが、高層建築物
や免震構造などの構造設計では動的解析が必要となる。

本講義では、カリキュラムポリシーの専門分野の先端的な知識の修得
に基づき、耐震構造の設計、特に動的設計にかかわる理論と設計法を
学ぶ上で重要となる振動理論の基礎から応用までを講義し、建築物の
振動に係わる知識の修得をめざす。

なお、本科目はインターンシップ関連科目であり、インターンシップ
を行う上で、建築構造設計者として必要な振動理論・振動解析に関す
る考え方等の必要な知識を身につけることを目標とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

（１）建築物の振動理論について学び、他者に説明することができる
（２）実建物の振動特性の理解し、構造設計に活用できる

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

毎回の授業への出席と授業への取り組み、およびレポート課題などに
よって評価する。具体的な評価は下記に従う。
　（１）授業での発表、プレゼンテーション力の評価（３０％）
　（２）課題レポートの評価（５０％）
　（３）小テストの評価（２０％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

本授業ではテキストを使用しない。必要に応じて、資料を配付する。

なお、本授業に関連する文献は多数あるので、適宜参照の上、講義内
容をより深く理解してほしい。
柴田明徳「最新耐震構造解析」森北出版
大崎順彦「建築振動理論」　彰国社
田治見宏「建築振動学」　コロナ社
志賀敏男「構造物の振動」共立出版
A.K.Chopra「構造物の動的解析（第2版）」科学技術出版社

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

講義で学んだことに基づき、教科書あるいは既往の関連文献などを調
べ、重要事項を抜き出す。これを各日1時間程度、2～3日間の事後学
習を計画的に行うことで、より理解を深めることができる。

一方、次回の講義内容に関しても、同様に教科書や参考書などで調べ
たり関連文献を調査収集するなど、事前学習を行い、講義にのぞむこ
とが重要である。事前学習に関しても、各日1時間程度、2～3日間の
学習を計画的に行う。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

［１］耐震設計の概要

［２］１自由度系の線形応答－非減衰自由振動－

［３］１自由度系の線形応答－減衰自由振動－

［４］１自由度系の線形応答－調和外力に対する振動－

［５］１自由度系の線形応答－地震応答スペクトル－

［６］多自由度系の線形応答－自由振動－

［７］多自由度系の線形応答－強制振動－

［８］多自由度系の線形応答－モーダルアナリシス－

［９］応答の数値解析

［１０］弾塑性応答

［１１］地震動の性質

［１２］地盤の振動

［１３］建物の地震応答解析

［１４］建築物の地震被害と耐震性

［１５］我が国の耐震規定の変遷と現状



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H52059-01地盤環境工学特論

前期 2  1 授業形態:講義佐藤　研一、肴倉宏史(国立環境研究所）
◎－－－　授業の概要　－－－◎

産業の発展が残した不の遺産「土壌汚染」や廃棄物の地盤への有効利
用に伴う環境安全性・耐久性が問題などの現状を把握する。このよう
な土壌汚染や有害物質を含む材料の利用する場合の地盤環境問題に対
し、地盤工学を基本とした解決策を導き出すため、環境アセスメント
技術や地盤環境保全技術の基本的な事項を学び、基礎的な知識を習得
するとともに地盤と環境の横断的な分野を学ぶ。また、将来的には地
球環境の修復や循環型社会構築への基本的定義や基準等についても習
得し、社会情勢の変化に対応した総合的な判断力を養う。
また受講生についても積極的に授業へ参加してもらうためゼミ形式に
より授業を進める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1）地盤環境工学の重要性について知ることを目標とする。
2）学部で学んだ地盤環境工学の基礎を復習し、応用問題へと繋げる
力を身につけることを目標とする。。
3）廃棄物からの重金属等微量成分の地盤環境影響の影響とその評価
法ならびに土壌汚染の対策・改善方法を身につけることを目標とす
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業へ望む態度と出席および課題提出およびその発表などを総合して
評価を行う。
課題提出評価(60点），講義におけるレジュメ，発表評価（40点)

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特になし。必要に応じて資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

講義には毎回出席し、与えられた課題に対してしっかりと資料を作成
すること。
地盤環境問題は多岐に渡ることから，毎回の講義後に，講義内容につ
いてWEB，学会論文，新聞，情報誌等を調べること．また次回の講義
内容を確認するとともに与えられた課題について調べ，講義に望むこ
と．このような事前事後学習を1日1時間程度，2～3日程度計画的に実
行すること．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.地盤環境工学について
2.地盤の機能
3.環境関連法規
4.地盤環境工学的な調査手法
5.6.廃棄物の有効利用と環境安全評価法(１)
　廃棄物の有効利用の現状と環境問題について
7.8.廃棄物の有効利用と環境安全評価法(２)
　廃棄物有効利用時の環境安全性評価試験法、
　自然由来の土壌汚染について
9..廃棄物の地盤材料への適用に関するゼミ(１)
　　履修生へのテーマ決め
10.廃棄物の地盤材料への適用に関するゼミ(２)
　　担当テーマの途中経過報告
11.廃棄物の地盤材料への適用に関するゼミ(３)
　　担当テーマの発表準備
12.廃棄物の地盤材料への適用に関するゼミ(４)
　　担当テーマの発表会
13.土壌汚染について
14.土壌汚染対策技術（１）
　　土壌汚染の原因と土壌汚染対策法について
15.土壌汚染対策技術(２）
　　土壌汚染改良技術とその効果
　講義は、担当教員が分担して行う。（佐藤11回担当、肴
倉（5～8）：4回担当）

　なお、授業計画に関しては受講生数によって若干変更が
生じることがある。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H52057-01地盤工学特論Ⅰ

前期 2  1 授業形態:講義佐藤　研一、兵動正幸（山口大学工学部）
◎－－－　授業の概要　－－－◎

学部時代に習得した地盤力学の基礎について復習を行うとともに、特
別研究を行うあたり必要な応用問題を解決するに必要な講義を行う。
また過去の研究事例についてゼミ形式の講義を行い、研究に必要な課
題の明確化を行う。
さらに、日本において地震から国土を守る大きな課題である液状化問
題について、この分野の専門家の一人である先生から地盤の動的特性
について詳しく学ぶ。
この特論を通し、地盤工学分野の基礎的知識の習得を目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1)地盤工学の基礎知識を復習するとともに、土の圧密やせん断挙動を
理解し、応用問題に繋げる考え方と解法のテクニックを身につけるこ
とを目標とする。
2)地盤の動的特性について砂の液状化のメカニズムや粘土地盤が繰返
し荷重を受けた際の挙動やその対策技術を理解できることを目標とす
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義の出席状況、与えられた課題に対する資料作成，発表状況から総
合的に判断する．
課題提出評価(60点），講義におけるレジュメ，発表評価（40点)

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特になし。
学部の時に用いた教科書、資料等を持参すること。
必要に応じて資料・文献を配布。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

講義には毎回出席し、与えられた課題に対してしっかりと資料を作成
すること。
地盤工学問題は多岐に渡ることから，毎回の講義後に，講義内容につ
いてWEB，学会論文，新聞，情報誌等を調べること．また次回の講義
内容を確認するとともに与えられた課題について調べ，講義に望むこ
と．このような事前事後学習を1日1時間程度，2～3日程度計画的に実
行すること．
講義では計算演習をするため関数電卓は必ず持参すること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.土の基本的性質
2.有効応力
3.圧密(１)
　圧密現象と圧密沈下量
4.圧密(２)
　圧密方程式と圧密時間
5.繰返し荷重を受ける砂の強度・変形特性(兵動)
6.せん断(１)
　砂のせん断特性
7.せん断(２)
　粘土のせん断特性
8.砂の液状化挙動(兵動)
9.研究関連論文の検索と抄録
10.繰返し荷重を受ける粘土の強度・変形特性(兵動)
11.研究関連論文の検索と抄録
　履修生担当テーマ決定
12.液状化対策について(兵動)
13.これまでの地震に伴う地盤被害について
他(兵動)
14.研究関連論文の検索と抄録
　担当テーマの途中経過の報告
15.研究関連論文の検索と抄録
　担当テーマの発表と評価

※講義は、担当教員が分担して行う。（佐藤10回担当、兵
動5回担当）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H52058-01地盤工学特論Ⅱ

後期 2  1 授業形態:講義村上　哲
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラム・ポリシーの「広範にわたる専門領域に対応した基礎的な
知識の習得」に基づき、土の力学モデルと数値解析への応用について学
ぶ。土の応力～ひずみ関係は、非線形性を有するだけでなく、応力履歴
や排水条件の影響を受ける。これを表現するために広く用いられている
土の弾塑性モデルと数値解析手法について、実習を通しながら体験的に
習得する授業である。講義は、まず、土の限界状態理論を輪講形式で習
得した後、土の弾塑性理論を講義形式で学ぶ。さらに、それらを導入し
た数値シミュレーションを行うことで理解を深めていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) 土の限界状態理論と土の弾塑性モデルについて理解することができ
る。
(2) 応力履歴や排水条件による土の挙動の違いを、弾塑性論に基づいて説
明することができる。
(3) 応力履歴や排水条件による地盤の挙動の違いを、数値解析の結果に基
づいて説明することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

輪講における発表（30%）と課題レポート（70%）により下記の基準に
従って評価します。
(1) 土の限界状態理論と土の弾塑性モデルについて理解することができる
[30%] (2) 応力履歴や排水条件による土の挙動の違いを、弾塑性論に基づ
いて説明することができる[35%] (3) 応力履歴や排水条件による地盤の挙
動の違いを、数値解析の結果に基づいて説明することができる[35%]

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：冨田佳宏 「弾塑性力学の基礎と応用―数値シミューションへ
の導入」、森北出版、1995年、2,268円、ISBN:978-4-627-66320-6
参考資料：「地盤工学特論Ⅱ講義資料」, 「地盤シミュレーション工学特
論講義資料」（Webにて配信する。URLは未定） / 土木工学体系　8．土
質力学-土の力学的挙動と地盤の地震応答解析-,石原研而・木村孟著, 彰国
社 / 土の弾塑性構成モデル, 地盤工学会土の弾塑性構成モデル編集委員会
編, 地盤工学会 / 最新　弾塑性学, 橋口公一著, 朝倉書店 / 地盤の変形解析
―基礎理論から応用まで (地盤工学・基礎理論シリーズ (1)),地盤工学会地
盤の編集委員会, 地盤工学会 / 地盤技術者のためのFEMシリーズ (1) はじ
めて学ぶ有限要素法, 地盤工学会地盤技術者のためのFEMシリーズ編集委
員会, 地盤工学会 / 地盤技術者のためのFEMシリーズ (2) 弾塑性有限要素
法が分かる, 地盤工学会地盤技術者のためのFEMシリーズ編集委員会, 地
盤工学会 / 地盤技術者のためのFEMシリーズ (3) 弾塑性有限要素法を使う,
地盤工学会地盤技術者のためのFEMシリーズ編集委員会, 地盤工学会.

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

本講義は，前期開講科目「地盤数値シミュレーション工学特論」の発展
的内容を扱う。そのため、前期に「地盤数値シミュレーション工学特
論」を履修しておくことが望ましい。土や地盤の変形問題に対する数値
実験を通して，理論だけでなく，土や地盤の変形挙動を定量的に視覚的
に理解できるよう配慮された講義である。なお，学部講義の基礎地盤力
学，応用地盤力学，地盤工学に加え、ベクトル解析，テンソル解析，固
体力学，弾性力学，弾塑性力学，有限要素法等の本を用いて予習・復習
を行うことで効果的に習熟することができます。講義で学んだことに基
づき、参考資料・参考図書あるいは関連文献を調べ、重要事項を抜出
す。これを各日1時間程度、2～3日間の学習を計画的に行うことで、より
理解を深めることができます。一方、次回講義内容に関しても、同様に
参考資料・参考図書を調べる、あるいは、関連文献を収集するなど、事
前学習を行い、講義に臨むことが重要である。当事前学習に関しても、
各日1時間程度、2～3日間の学習を計画的に行う。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.土と地盤の変形と破壊概論
2.土の破壊基準と各種試験法
3.飽和粘土の排水せん断特性
4.飽和粘土の非排水せん断特性
5.限界状態の理論
6.カムクレイモデルにおける状態境界面
7.降伏曲面と土の変形
8.降伏曲面と拡大・縮小と土の変形
9.弾塑性理論と発展則
10.弾塑性構成関係の誘導
11.下負荷面の概念と弾塑性挙動
12.下負荷面弾塑性構成関係の誘導
13.弾塑性構成式による圧密試験のシミュレーション
14.弾塑性構成式による三軸圧縮試験のシミュレーション
15.まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H52061-01地盤シミュレーション工学特論

前期 2  1 授業形態:講義村上　哲
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラム・ポリシーの「広範にわたる専門領域に対応した基礎的な知識の
習得」に基づき、地盤数値解析法とその基礎理論について学ぶ。地盤の変形量
や安定性を問われる構造物の構築、地盤の防災・環境保全を対象とした諸問題
は、地盤力学に基づいた各種境界値問題である。この問題を解く方法として、
広く用いられている地盤の数値解析の基礎理論と解析手法について、実習を通
しながら体験的に習得する授業である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)地盤の数値シミュレーションの基礎となる数学や力学の知識を理解するこ
とができる。
(2)地盤の弾性体および弾塑性体の力学モデルについて説明することができ
る。
(3)地盤の変形問題について、満足すべき諸関係式、境界条件、初期条件につ
いて説明することができる。
(4)地盤の変形問題を適切な条件設定を選定でき、適切な方法で数値解析的に
解くことができる。
(5)地盤の変形問題で得られた解析結果に対して、数値解析理論に基づいて説
明することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義において課すレポート（複数回、100%）により評価します。
(1)地盤の数値シミュレーションの基礎となる数学や力学の知識を理解するこ
とができる。[20%]
(2)地盤の弾性体および弾塑性体の力学モデルについて説明することができ
る。[20%]
(3)地盤の変形問題について、満足すべき諸関係式、境界条件、初期条件につ
いて説明することができる。[20%]
(4)地盤の変形問題を適切な条件設定を選定でき、適切な方法で数値解析的に
解くことができる。[20%]
(5)地盤の変形問題で得られた解析結果に対して、数値解析理論に基づいて説
明することができる。[20%]

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：冨田佳宏 「弾塑性力学の基礎と応用―数値シミューションへの導
入」、森北出版、1995年、2,268円、ISBN:978-4-627-66320-6
参考資料：「地盤シミュレーション工学特論講義資料」（Webにて配信する。
URLは未定） / 土の弾塑性構成モデル, 地盤工学会土の弾塑性構成モデル編集
委員会編, 地盤工学会 / 地盤の変形解析―基礎理論から応用まで (地盤工学・基
礎理論シリーズ (1)),地盤工学会地盤の編集委員会, 地盤工学会 / 地盤技術者の
ためのFEMシリーズ (1) はじめて学ぶ有限要素法, 地盤工学会地盤技術者のた
めのFEMシリーズ編集委員会, 地盤工学会 / 地盤技術者のためのFEMシリーズ
(2) 弾塑性有限要素法が分かる, 地盤工学会地盤技術者のためのFEMシリーズ編
集委員会, 地盤工学会 / 地盤技術者のためのFEMシリーズ (3) 弾塑性有限要素法
を使う, 地盤工学会地盤技術者のためのFEMシリーズ編集委員会, 地盤工学会.

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

本講義では，コンピュータを用いた地盤のシュミレーションプログラム（OS
　Windows）を実行し，地盤の変形問題に対する数値実験を通して，理論だけ
でなく，地盤の変形挙動を定量的に視覚的に理解できるよう配慮された講義で
ある。なお，学部講義の基礎地盤力学，応用地盤力学，地盤工学に加え、ベク
トル解析，テンソル解析，固体力学，弾性力学，弾塑性力学，有限要素法等の
本を用いて予習・復習を行うことで効果的に習熟することができます。
講義で学んだことを踏まえ、参考資料・参考図書あるいは関連文献を調べ、重
要事項を抜出すなど、これを各日1時間程度、2～3日間の学習を計画的に行う
ことで、より理解を深めることができます。一方、次回講義内容に関しても、
同様に参考資料・参考図書を調べる、あるいは、関連文献を収集するなど、事
前学習を行い、講義に臨むことが重要です。事前学習に関しても、各日1時間
程度、2～3日間の学習を計画的に行うと講義における理解度が向上します。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.地盤の数値シミュレーション概論
2.地盤材料の応力とひずみの関係
3.スカラー・ベクトル・テンソル
4.微分と積分・ガウスの発散定理
5.微分方程式の境界値問題と弱形式、連立方程式の解法
6.変位とひずみ
7.力と応力
8.連続の式と力のつり合い式
9.弾性体の力学
10.弾塑性体の力学
11.有限要素法
12.地盤の変形解析
13.弾性地盤の数値シミュレーション
14.弾塑性地盤の数値シミュレーション
15.まとめ

◎－－－　備考欄　－－－◎

講義で課すレポートは、対象となる講義内容を受講した場
合のみ受理します。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H52060-01地盤防災工学特論

前期 2  1 授業形態:講義村上　哲
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラム・ポリシーの「広範にわたる専門領域に対応した基礎的
な知識の習得」に基づき、地震や豪雨による地盤災害に関する防災・
減災のためのハードマップ作成のための基礎と応用技術を学ぶ。本講
義では、GIS（地理情報システム）を用いて、各種空間情報の収集・
作成・処理を実習により技術を習得し、基礎知識を理解できるよう配
慮している。習得した知識と技術を応用して、ハザードマップを利用
した地域地盤防災のためのハザードマップを作成し、さらに、地域レ
ジリエント防災力強化のための地盤工学的課題解決法を学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)ベクター・ラスター空間情報を適切に取り扱うことができるととも
に、収集し、作成することができる。
(2)複数の空間情報を用いて、ハザードマップ作成に必要な空間解析法
を理解し、実行することができる。
(3)習得した知識と技術を応用して作成したハザードマップを用いて、
地域災害レジリエンス防災力強化の提案を行うことができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義において課すレポート（60点）と地盤防災マップ作成課題（40
点）により下記の基準に従って評価します。
(1)ベクター・ラスター空間情報を適切に取り扱うことができるととも
に、収集し、作成することができる。[30%]、
(2)複数の空間情報を用いて、ハザードマップ作成に必要な空間解析法
を理解し、実行することができる。[30%]、
(3)習得した知識と技術を応用して作成したハザードマップを用いて、
地域災害レジリエンス防災力強化の提案を行うことができる。[40%]

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：[オープンデータ+QGIS] 統計・防災・環境情報がひと目で
わかる地図の作り方（改訂版）、朝日 孝輔、大友翔一、水谷貴行、山
手規裕、技術評論社、ISBN-10: 4297103176、定価（本体3,580円＋税）
参考資料：「地盤防災工学特論講義資料」（Webにて配信する。URL
は未定）
防災・環境・維持管理と地形地質 / 地盤工学会防災・環境・維持管理
と地形地質編集委員会編
GISの防災・環境への適用 (入門シリーズ 33), GISの防災・環境への適
用編集委員会, 地盤工学会
統計・防災・環境情報がひと目でわかる地図の作り方 : オープンデー
タ+QGIS / 朝日孝輔 [ほか] 著
GISと地理空間情報 : ArcGIS 10.3.1とダウンロードデータの活用 / 橋本
雄一編

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

本講義では，地盤に関わる災害について取り扱う。そのため，学部で
行った地盤工学に関する講義の復習をしっかり行っておくこと。講義
で学んだことに基づき、参考資料・参考図書あるいは新聞・情報誌を
含んだ関連文献を調べ、重要事項を抜出す。これを各日1時間程度、2
～3日間の学習を計画的に行うことで、より理解を深めることができ
る。一方次回講義内容に関しても、同様に参考資料・参考図書を調べ
るあるいは新聞・情報誌を含んだ関連文献を収集するなど、事前学習
を行い、講義に臨むことが重要である。当事前学習に関しても、各日
1時間程度、2～3日間の学習を計画的に行う。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.地盤災害の防止・低減のためのハザードマップとGIS
2.測地系および座標系と様々な空間情報
3.ベクタータイプの空間情報の利用とマッピング（ポイン
ト）
4.ベクタータイプの空間情報の利用とマッピング（ライ
ン）
5.ベクタータイプの空間情報の利用とマッピング（ポリゴ
ン）
6.ラスタータイプの空間情報の利用とマッピング（地図画
像）
7.ラスタータイプの空間情報の利用とマッピング（タイル
地図）
8.GISによる主題図の作成
9.調査データの空間情報化
10.画像データからの空間情報の作成
11.地盤防災マップ実習：基盤情報の収集と座標系定義
12.地盤防災マップ実習：各種空間データの作成
13.地盤防災マップ実習：空間解析による情報抽出
14.地盤防災マップ実習：成果物の作成
15.成果物発表とハザードマップの今後の展望

◎－－－　備考欄　－－－◎

講義で課すレポートは、対象となる講義内容を受講した場
合のみ受理します。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H52048-01浄化機能特論

通年 4  1 授業形態:講義渡辺　亮一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラムポリシーの「問題提起から解決に至る過程で必要になる
情報収集能力、分析能力および情報発信能力を身につけ、社会情勢の
変化に対応した総合的な判断力を養うこと」に基づき、この講義で
は、都市域における水循環において、水がどのように浄化され利用さ
れているかについて、各自に与えたテーマを基に理解を進めていく。
特に、水が浄化されるプロセスに関して詳しく学び、都市域における
水循環および浄化機能を与えられた課題を解決していくことで、各自
の技術力および理解力を高めることを目的としている。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．水循環について知見を深め、都市域における水循環に関して説明
できるようになることを目的とする。
２．浄化機能事について知見を深め、都市域における水循環に伴う浄
化機能に関して説明できるようになることを目的とする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

課題レポートの評価（40％）
取組・発表、プレゼンテ―ション力の評価（60％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

日本建築学会環境基準 雨水活用技術規準 （AIJES-W0003-2016）
ISBN978-4-8189-3627-0

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

上水道・下水道学に関する基礎的知識を修得済みの者が望ましい。
本講義で学習した内容を、関連した文献などで調査し、理解を深める
ことを実施すると効果的である。また、講義受講前に1時間程度、そ
の日の講義分野に関して事前に調べるとともに、講義受講後に該当分
野を参考書などを用いて1時間程度復習すること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

前期
第1回　OPACを使った文献検索法を習得する。
第2回　OPACを使って実際に雑誌の該当部分を検索する。
第3回　Google　Scholarを用いた文献検索法を習得する。
第4回　検索用のキーワードに関する情報収集
第5回：テーマに沿った「文献収集の方法、ディスカッ
ション等」を行う
第6回　雨水活用とは？
第7回　雨水活用社会
第8回　雨水循環系
第9回　適用範囲について
第10回　降雨特性に関して
第11回　関連法令等を学ぶ
第12回　用語の定義・整理
第13回　蓄雨とは？
第14回　雨水活用技術
第15回　要素技術に関して
後期
第16回　敷地に関して
第17回　敷地畜雨に関して
第18回　畜雨技術を学ぶ
第19回　防災畜雨
第20回　治水畜雨
第21回　環境畜雨
第22回　利水畜雨
第23回　敷地別畜雨
第24回　雨水活用評価
第25回　雨水収支評価
第26回　雨水活用総合評価
第27回　雨水活用事例１（福岡市内編）
第28回　雨水活用事例２（東京都内編）
第29回　雨水活用事例３（韓国編）
第30回　討論・議論を行った成果をドキュメントにまと
め、最終レポートを完成させる。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H51501-01水圏システム特別研究

２年通年 6  1 授業形態:演習渡辺　亮一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラムポリシーの「問題提起から解決に至る過程で必要になる
情報収集能力、分析能力および情報発信能力を身につけ、社会情勢の
変化に対応した総合的な判断力を養うこと」に基づき、修士論文の
テーマは、流域における流出抑制や防災を対象に教員と学生で議論
し、決定する。修士論文のテーマが決まりしだい、研究目的を設定の
うえ、既往研究のレビューを行い、研究計画を立てる。さらに各種調
査や現地踏査ならびに具体的な設計・計画の実践活動によってテーマ
に関わるデータ収集を行い、これをもとに分析・考察等を行う。こう
して得られた知見を一連の成果としてまとめ、修士論文として発表提
出する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.流域治水を達成する地域での社会的課題を理解し、それらの課題を
解決するための方策を見出せるようになることを目的とする。
2.実践的な活動経験や解析結果を踏まえ、社会で必要とされている技
術を適用できるようになることを目的とする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

修士論文等の成果物、学会発表等の部分の評価を50％とし、別途修士
論文をまとめる過程での研究に対する取り組みの態度を50％の評価と
する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

教員が配布する資料など

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

学会活動等には積極的に参加すること。
本講義で学習した内容を、関連した文献などで調査し、理解を深める
ことを実施すると効果的である。また、講義受講前に1時間程度、そ
の日の講義分野に関して事前に調べるとともに、講義受講後に該当分
野を参考書などを用いて1時間程度復習すること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1年次：研究テーマの選択に必要な予備知識や先行研究に
ついて学習し、予備調査を行ったうえで研究テーマを決定
する。また、流域治水を達成するための設計や計画等に対
する実践的な学習を踏まえたうえで、研究の論点、方法を
考察・検討し、研究計画を作成、データの収集、調査・解
析を開始する。
2年次：研究計画に基づき課題を解決するための調査・解
析を実施し考察する。この過程で必要に応じて研究計画を
修正する。研究の結果、得られた所見を総合し修士論文と
してまとめ、口頭発表を行う。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H51501-02水圏システム特別研究

２年通年 6  1 授業形態:演習橋本　彰博
◎－－－　授業の概要　－－－◎

 カリキュラム・ポリシーの「広範にわたる専門領域に対応した基礎的
な知識の習得とその応用力」に基づき、河川流域から沿岸域を包括し
た流域圏の環境保全・防災に関する基礎研究と実例に伴う応用研究を
行うことを目的とする。特に、環境保全・防災のみならず，その復元
能力や環境負荷低減を考慮した強くてしなやかなさを持ったハードあ
るいはソフト対策について研究を行う。豪雨などの自然外力や地球温
暖化等地球規模の環境変動に対する水工学的な課題に取り組み，持続
可能な地域社会の創造に貢献する研究に取り組む。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)修士論文のテーマに関わる問題を正確に把握し、その問題解決に向
けての研究計画の立案，実施，報告を実施することができる。
(2)研究活動を通してその成果を修士論文として取りまとめることがで
きる。
(3)学内での報告会や外部の研究発表会等での研究成果の一部を発表
し，プレゼンテーション力とディスカッション力を身につける。
(4)研究活動を通して、専門知識を深め，自主的かつ継続的に学習を継
続できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　研究に望む姿勢、中間報告会等でのプレゼンの状況、学会活動およ
び修士論文にて最終評価を行う。
　中間報告，学会発表等における評価（40点），修士論文での評価
（60点) の合計で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特になし。研究に応じた文献等。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　修士論文作成に関して常に予習･復習と言った自己学習を怠らず、
積極的な研究活動を行う必要がある。
　講義には毎回出席し、与えられた研究課題に対してしっかりと資料
を作成すること。また，研究テーマ遂行における打ち合わせ，報告会
にてしっかりと説明資料を作成し，報告を行なうこと。
　水工学が扱う課題は多岐に渡ることから，毎回の講義後に，講義内
容について学術論文，新聞，情報誌等から既往の研究，最新の研究動
向を捉えること。また次回の講義内容を確認するとともに与えられた
課題について調べ，講義に望むこと．このような事前事後学習を1日1
時間程度，2～3日程度計画的に実行すること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1年次(前期：1～30）
　研究テーマにおいて基礎知識を付けるためのゼミを行
い、テーマの理解を深めること中心に授業を行う。研究分
野に関する最新の動向を理解し，研究計画の立案と実施ス
ケジュールを構築する。
1年次(後期：1～30）
　研究テーマにそった実験・解析の指導を行うとともに、
毎月行う中間発表会を通し、課題の問題点の把握、研究の
方針、今後の進め方を理解し検討を行う。さらに国内外の
学会やシンポジウムに積極的に論文を投稿し、発表する技
術を習得する。

2年次(前期：1～30)
　1年次で行った研究成果を踏まえ，これまでの研究成果
を取りまとめ報告するとともに，修士論文の骨子と今年度
の研究計画を立案する。また、研究成果を国内外の学会や
シンポジウムに積極的に論文を投稿する。
2年次(後期：1～30）
　研究テーマにそった実験・解析の指導を行うとともに、
毎月行う中間発表会を通し、課題の問題点の把握、研究の
方針、今後の進め方を理解し検討を行う。特に2年間の研
究成果を国内外の学会やシンポジウムにて発表する準備と
その対応を行う。また、一連の研究成果を修士論文として
取りまとめる。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H51502-01水圏システム特別実験・実習

２年通年 4  1 授業形態:実験渡辺　亮一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラムポリシーの「問題提起から解決に至る過程で必要になる
情報収集能力、分析能力および情報発信能力を身につけ、社会情勢の
変化に対応した総合的な判断力を養うこと」に基づき講義を進めて行
き、地域レベルで人間社会をとりまく環境ｶがきわめて厳しい状態で
変化をし､その状況下で様々な事象を取り扱い解決策を提示する｡それ
は基盤となるべき環境、すなわち自然生態系の劣化・喪失を意味す
る。気候的変動、生物多様性の減少、外来種の侵入及び野生動物生息
地の分断化など、近年、生態系が抱えるリスクは増大している。生物
群集および地域生態系の構造、動物・植物の相互作用、景観生態と人
のくらしなどに関する総合的理解をめざす。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．流出抑制機能について学び、都市型水害について考察することに
より、流出抑制対策を立案できるようになる。
２．浄化機能について学び、環境修復技術について考察することによ
り、水質浄化対策を立案できるようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

課題レポートの評価（60％）
取組・発表、プレゼンテ―ション力の評価（40％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

随時、プリントを配布します。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

環境水理・河川工学に関する基礎的知識を修得済みの者が望ましい。
本講義で学習した内容を、関連した文献などで調査し、理解を深める
ことを実施すると効果的である。また、講義受講前に1時間程度、そ
の日の講義分野に関して事前に調べるとともに、講義受講後に該当分
野を参考書などを用いて1時間程度復習すること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1．河川環境に関する問題点調査
2．川ゴミに対する対策
3．川の生態系に関する問題点調査
4．河川敷の草の問題についての対策
5．ため池の機能
6．ため池強化に向けた調査
7．ため池の問題点調査
8．雨水利用に向けた調査
9．ＩＴ雨水タンクの開発
10．雨水流出抑制について学ぶ
11．都市における川の役割
12．都市における下水道の役割
13．都市における水循環の問題点整理
14．雨水ハウス普及に向けた問題点整理
15．身近な周辺の水環境について総合的に論じる

※1週あたりは2回の授業

※学部のオムニバス講義「キャリアデザイン」担当（14回
目）の都合上、重複する回の講義は受講生と相談のうえ日
程を変更して実施する。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H51502-02水圏システム特別実験・実習

２年通年 4  1 授業形態:実験橋本　彰博
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラム・ポリシーの「広範にわたる専門領域に対応した基礎的
な知識の習得とその応用力」に基づき、河川流域から沿岸域を包括し
た流域圏の環境保全・防災に関する基礎研究や課題解決を図る応用研
究を行う上で必要となる技術の習得と実施、および、得られた結果の
整理と論文執筆・プレゼン技術を習得する。実験・実習では，環境保
全・防災のみならず，その復元能力や環境負荷低減を考慮した強くて
しなやかなさを持ったハードあるいはソフト対策についても考慮した
実験・解析条件の設定と結果の整理を行う。豪雨などの自然外力や地
球温暖化等地球規模の環境変動に対する水工学的な課題の解決に必要
となる技術の習得に取り組み，持続可能な地域社会の創造に貢献する
結果を導き出す技術の習得を目的とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)修士論文のテーマに関わる解決すべき課題を正確に把握し、既往の
研究における解決方法を踏まえ，制約条件等を考慮しながら、適切な
実験・解析手法を選定し，正確に実行できる技術を習得できる。
(2)得られたデータを効率的に整理するともに，その結果を知識に基づ
いて考察し，グラフや表等に用いて適切に表現することができる。
(3)水工学に関する専門的な知識を深め、それを研究テーマの課題解決
に応用できる。
(4)得られた結果の整理を説明する資料作成・プレゼン技術を習得し、
修士論文執筆や成果発表に応用することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

実験・実習に望む姿勢、中間報告会等でのプレゼンでの状況、学会活
動および修士論文にて最終評価を行う。 中間報告，学会発表等におけ
る評価（40点），修士論文での評価（60点) の合計で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特になし。研究に応じた文献等。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　修士論文作成に関して常に予習･復習と言った自己学習を怠らず、
積極的な研究活動を行う必要がある。講義には毎回出席し、与えられ
た研究課題に対してしっかりと資料を作成すること。また，研究テー
マ遂行における打ち合わせ，報告会にてしっかりと説明資料を作成
し，報告を行なうこと．水工学的問題は多岐に渡ることから，毎回の
講義後に，講義内容について学術論文，新聞，情報誌等から既往の研
究，最新の研究動向を捉えること．また次回の講義内容を確認すると
ともに与えられた課題について調べ，講義に望むこと．このような事
前事後学習を1日1時間程度，2～3日程度計画的に実行すること．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1年次(前期：1～30）
　研究テーマに関する課題解決のための既往の研究のレ
ビューや基礎知識を付けるためのゼミを行い、研究を遂行
する上での実験・実習方法の理解を深める。研究を遂行す
るための実験・実習方法を確立する。
1年次(後期：1～30）
　研究テーマに関する実験・実習の技術習得を行うととも
に、毎月行う中間発表会を通し、得られた結果の整理と考
察，ならびに問題点の把握、実験・実習の方針、今後の進
め方を理解し検討を行う。さらに国内外の学会やシンポジ
ウムに積極的に論文を投稿し、論文執筆と発表技術を習得
する。

2年次(前期：1～30)
　１年次に確立した研究課題の解決を図るために実験・実
習方法を最新技術の動向を踏まえ高度化し，高度な結果の
整理と詳細な考察を行う手法を習得する。また，修士論文
作成のための，実験・実習計画を立案する。
2年次(後期：1～30）
　研究テーマにそった実験・実習を行うとともに、毎月行
う中間発表会を通し、得られた結果の整理と考察，問題点
の把握、今後の進め方を理解し検討を行う。特に2年間の
研究成果を国内外の学会やシンポジウムにて発表する準備
とその対応を行う。また、一連の研究成果を修士論文とし
て取りまとめる。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H51051-01耐震工学特別研究

２年通年 6  1 授業形態:演習高山　峯夫
◎－－－　授業の概要　－－－◎

この科目は「耐震工学特別実験・実習」と連動して、研究室における研究
活動の根幹をなす部分を構成する。二つの科目は主にゼミ形式でおこなわ
れ、その最終的な成果品は論文という形でまとめ提出される。履修者は建
築物の耐震設計、地震工学などに関わる領域から具体的で今日的なテーマ
を設定し、一連の研究活動を通して論文を作成する。

本授業は、カリキュラム・ポリシーの「専門分野の先端的な知識の修得」
に基づき、耐震工学に関する知識やスキルの修得をめざす。

◎－－－　到達目標　－－－◎

建築物の耐震設計や地震工学などに関する領域において、教員の指導のも
と研究作業を実際におこなっていくことで、以下の力を身につける。
（１）現状を踏まえ重要と思われるテーマを選択する力
（２）研究テーマに対して必要かつ十分な資料を調査・収集・作成する力
（３）資料のデータを分析・整理・理解する力
（４）多様かつ多面的な所見を自分自身の見解としてまとめ上げる力

さらに加えて以上の作業を通して、複雑な企画を立案・推進・運営・管理
し、その成果を多様な手法で他者に伝達する能力も養成する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

主に研究の内容・論文の記述・口述の発表の三点から評価をおこなう。具
体的には到達目標で示した四つの力に関して、専門的な学術研究としてふ
さわしい水準に達しているか否か、日本建築学会等における研究水準を参
考にしつつ、総合的に判断する。

評価方法は論文本文を６０％、中間発表も含めた口頭発表を３０％、ゼミ
における発表を１０％とする。なお論文本文の評価には副査の、口頭発表
の評価には他の出席教員の意見も反映される。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

研究のテーマおよび進捗状況に応じて適宜指示する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

本特別研究では、実験および解析を計画・実行する能力に加え、実験およ
び解析結果の情報収集能力と分析能力、さらに研究室ゼミにおいてディス
カッション能力を養うよう努めてほしい。

研究室ゼミを毎週行う。研究室ゼミでは、1週間で行った調査・研究の進
捗状況や成果の報告を行う。報告する内容としては、構造設計特別実験・
実習で行った文献調査の結果、実験および解析の計画および結果の報告な
どである。研究成果の報告をもとに、ディスカッションを重ねながら研究
を進めていくことになる。

準備学習としては、ゼミでの発表やディスカッションのために事前準備を
毎回２時間ほど行い、ゼミでの指摘事項などをまとめたりさらなる探求の
ために事後学習を毎回２時間ほど行うことが求められる。

これらの活動と通じて、研究成果を各種の学協会へ論文を投稿すると共
に、研究報告会におけるプレゼンテーション能力を高めるよう努力する。
これらの能力を身に付けることが最終的に、修士論文をまとめることにつ
ながる。

研究活動上、必要なので日本建築学会およびコンクリート工学協会の会員
になっていることが望ましい。研究の進行状況に合わせて学協会の論文と
して成果を発表することになるので留意すること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

【１年次】
1回～5回：
耐震工学にかかわる研究テーマの立案と関連研究に関する
学習とディスカッション

6回～7回：
研究テーマにかかわる参考文献の収集と整理・分析

8回～12回：
研究テーマと研究計画に関するディスカッションと研究計
画などの確定

13回～23回：
研究計画に沿って研究を展開する（実験や解析の準備、実
験や解析の実施など）

24回～27回：
研究で得られたデータの分析と考察

28回～30回：
研究成果をまとめ、各種学協会への論文投稿の準備

【２年次】
1回～5回：
1年次の研究成果の整理と新たな課題の抽出、およびこれ
からの研究の展開

6回～7回：
新たな課題および新たな研究の展開に関する参考文献の収
集と分析・考察

8回～12回：
さらなる研究の推進のための研究計画に関するディスカッ
ションと研究計画の確定

13回～23回：
研究計画に沿って研究を展開する（実験や解析などの準
備、実験や解析の実施など）

24回～27回：
研究で得られたデータの分析と考察

28回～30回：
2年間にわたる研究の成果を論文としてまとめ、成果を発
表する

◎－－－　備考欄　－－－◎

特になし



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H51051-02耐震工学特別研究

２年通年 6  1 授業形態:演習木村　潤一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　鋼構造ならびに鋼・コンクリート合成構造に関する研究を行う。研
究テーマとしては柱、梁、ブレースなどの部材やそれらの接合部ある
いはそれらを組み合わせた骨組やトラスなどを対象とし、それらの弾
塑性挙動特性や特に耐震性に関する構造性能を明らかにすること、さ
らに設計法についても論及して行くことが中心となる。研究の進め方
としては、研究テーマの立案、研究テーマに関する基本的な知識の修
得に始まり、文献調査による既往の研究の把握、そして実験や解析に
よる新たな研究を実施し、それによって得られた知見を最終成果とし
て論文にまとめることになる。なお、本科目は、カリキュラム・ポリ
シーの「問題提起から解決に至る過程で必要になる情報収集能力、分
析能力および情報発信能力を身につけ、社会情勢の変化に対応した総
合的な判断力を養う」に基づく特別研究である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　授業計画に示す内容を一段階ずつ確実に遂行していくことにより、
以下のことができるようになる。
1　研究の背景と目的を説明できる
2　その目的を達成するためにはどのような研究をどのような方法・
手段で推進すればよいのかを自発的に提案できる
3　研究目的を達成するための解析や実験を実施できる
4　研究成果を纏め上げ、分かりやすく理路整然と説明・プレゼン
テーションできる
5　各種学協会等で口頭発表できる
6　各種学協会等に論文を投稿できる

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　研究テーマに関する情報収集能力、研究推進能力、ゼミや学会にお
けるプレゼンテーション能力、論文の完成度を、それぞれ25％を目安
とする内訳で総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　研究のテーマおよび進捗状況に応じて適宜指示する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　研究の着実な推進を図るためには、毎週実施する研究室ゼミの発表
事前準備と事後の整理やまとめ、さらには課題への取り組みを毎回怠
りなく行うことが重要である。これらの事前・事後学習には、それぞ
れ毎日少なくとも2時間以上を費やし、目的の達成に向けて研究する
ことの知的好奇心を駆り立て積極的に取り組んで頂きたい。。研究活
動上、日本建築学会の会員になることが望ましい。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

【1】年次
1回～5回：
研究テーマの立案と関連研究に関する学習とディスカッ
ション

6回～7回：
研究テーマに関わる参考文献の収集と整理・分析

8回～12回：
研究テーマと研究計画に関するディスカッションと研究計
画などの確定

13回～23回：
研究計画に沿って研究を展開する（実験や解析の準備、実
験や解析の実施など）

24回～27回：
研究で得られたデータの分析と考察

28回～30回：
研究成果をまとめ、各種学協会への論文投稿の準備

【2】年次
1回～5回：
1年次の研究成果の整理と新たな課題の抽出、およびこれ
からの研究の展開

6回～7回：
新たな課題および新たな研究の展開に関する参考文献の収
集と分析・考察

8回～12回：
さらなる研究の推進のための研究計画に関するディスカッ
ションと研究計画の確定

13回～23回：
研究計画に沿って研究を展開する（実験や解析の準備、実
験や解析の実施など）

24回～27回：
研究で得られたデータの分析と考察

28回～30回：
2年間にわたる研究の成果を論文としてまとめ、成果を発
表する。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H51052-01耐震工学特別実験･実習

２年通年 4  1 授業形態:実習高山　峯夫
◎－－－　授業の概要　－－－◎

この科目は「耐震工学特別研究」と連動して、研究室における研究活動の
根幹をなす部分を構成する。二つの科目は主にゼミ形式でおこなわれ、そ
の最終的な成果品は論文という形でまとめ提出される。履修者は建築物の
耐震設計、地震工学などに関わる領域から具体的で今日的なテーマを設定
し、一連の研究活動を通して論文を作成する。

本授業は、カリキュラム・ポリシーの「専門分野の先端的な知識の修得」
に基づき、耐震工学に関する知識とスキルの修得をめざす。なお、修得単
位は、関係規定に基づき、一級建築士受験資格実務経験認定において、イ
ンターンシップ関連科目の単位数に計上される。

◎－－－　到達目標　－－－◎

建築物の耐震設計や地震工学などに関する領域において、教員の指導のも
と研究作業を実際におこなっていくことで、以下の力を身につける。
（１）現状を踏まえ重要と思われるテーマを選択する力
（２）研究テーマに対して必要かつ十分な資料を調査・収集・作成する力
（３）資料のデータを分析・整理・理解する力
（４）多様かつ多面的な所見を自分自身の見解としてまとめ上げる力

さらに加えて以上の作業を通して、複雑な企画を立案・推進・運営・管理
し、その成果を多様な手法で他者に伝達する能力も養成する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

主に研究の内容・論文の記述・口述の発表の三点から評価をおこなう。具
体的には到達目標で示した四つの力に関して、専門的な学術研究としてふ
さわしい水準に達しているか否か、日本建築学会等における研究水準を参
考にしつつ、総合的に判断する。

評価方法は論文本文を６０％、中間発表も含めた口頭発表を３０％、ゼミ
における発表を１０％とする。なお論文本文の評価には副査の、口頭発表
の評価には他の出席教員の意見も反映される。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

研究のテーマおよび進捗状況に応じて適宜指示する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

構造設計特別実験・実習は構造設計特別研究と密接に関連がある実験・実
習科目である。

研究を行うにあたり、実験あるいは解析または調査を行うことが求められ
る。指導教員と相談しながら、それぞれの研究計画に基づいて、自ら調査
研究を進めていくことが必要となる。

大学院生は必然的に自らの研究の推進に時間を費やすことが多くなるの
で、研究の目的を明確にして、目的に向かって研究するために知的好奇心
を駆り立てて積極的に取り組んでもらいたい。

準備学習として、実験・解析などの計画立案、実験・解析の実施、さらに
結果の報告などを行うために事前学習として毎回２時間ほど行うことが求
められる。さらに、実験や解析の結果に基づいて、さらなる探求のための
実験や解析の実施にむけて事後学習も重要である。事後学習も毎回２時間
程度行い、理解を深めてほしい。

なお、実験を行う場合には、危険を伴うことが多いので、建築学科の「構
造系実験室安全使用講習会」を受講しておくこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

【１年次】
1回～5回：
耐震工学にかかわる研究テーマの立案と関連研究に関する
学習とディスカッション

6回～7回：
研究テーマにかかわる参考文献の収集と整理・分析

8回～12回：
研究テーマと研究計画に関するディスカッションと研究計
画などの確定

13回～23回：
研究計画に沿って研究を展開する（実験や解析の準備、実
験や解析の実施など）

24回～27回：
研究で得られたデータの分析と考察

28回～30回：
研究成果をまとめ、各種学協会への論文投稿の準備

【２年次】
1回～5回：
1年次の研究成果の整理と新たな課題の抽出、およびこれ
からの研究の展開

6回～7回：
新たな課題および新たな研究の展開に関する参考文献の収
集と分析・考察

8回～12回：
さらなる研究の推進のための研究計画に関するディスカッ
ションと研究計画の確定

13回～23回：
研究計画に沿って研究を展開する（実験や解析などの準
備、実験や解析の実施など）

24回～27回：
研究で得られたデータの分析と考察

28回～30回：
2年間にわたる研究の成果を論文としてまとめ、成果を発
表する

◎－－－　備考欄　－－－◎

特になし



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H51052-02耐震工学特別実験･実習

２年通年 4  1 授業形態:実習木村　潤一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本科目は耐震工学特別研究と密接に関連がある実験・実習科目であ
る。
　研究を遂行するにあたっては、情報収集、実験あるいは解析を行う
ことになるが、指導教員と相談しながら、それぞれの研究計画に基づ
いて、自ら調査研究を進めていくことになり、カリキュラム・ポリ
シーの「問題提起から解決に至る過程で必要になる情報収集能力、分
析能力および情報発信能力を身につけ、社会情勢の変化に対応した総
合的な判断力を養う」に基づいた科目となっている。
　本科目では、主として鋼構造ならびに鋼・コンクリート合成構造に
関する実験・実習を行う。研究目的を達成するための実験試験体およ
び加力装置の設計、ならびに載荷荷重、変位・変形、ひずみの測定方
法、そして実験結果の分析とまとめ方、必要となれば理論解析や数値
解析や調査の実行、プレゼンテーションの方法、等の知識や能力を身
に付けるとともに、独自の工夫を提案できる能力開発などを目的とす
る。修得単位は、関係規定に基づき、一級建築士受験資格実務経験認
定において、インターンシップ関連科目の単位数に計上される。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　授業計画に示す内容を一段階ずつ確実に遂行していくことにより、
以下の能力を身につけることができる。
（1）研究の背景と目的を説明できる
（2）その目的を達成するためにはどのような研究を推進すればよい
のかを自発的に提案できる
（3）解析や実験で得られた成果を纏め上げ、分かりやすく理路整然
とした説明・プレゼンテーションができる

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　実験・実習に取り組む姿勢、および、それにより身に付けた知識や
能力が自身の修士論文作成およびプレゼンテーションに如何に反映さ
れたか等をもって評価する。評価の内訳は、取り組み姿勢を30％、修
士論文への反映度を30％、プレゼンテーションへの反映度を20％とす
る目安で、総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　研究のテーマおよび進捗状況に応じて適宜指示する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　研究の着実な推進を図るためには、ゼミ発表ならびに実験・実習な
どの事前準備と事後の整理やまとめ、さらには課題への取り組みを毎
回怠りなく積極的に行うことが重要である。これらの事前・事後学習
には、それぞれ少なくとも2時間以上を確保すること。なお、研究活
動上、日本建築学会の会員になることが望ましい。また、実験を行う
場合には、危険を伴うことが多いので、建築学科の「構造系実験室安
全使用講習会」を受講しておくこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

【1】年次
1回～5回：
研究テーマの立案と関連研究に関する学習とディスカッ
ション

6回～7回：
研究テーマに関わる参考文献の収集と整理・分析

8回～12回：
研究テーマと研究計画に関するディスカッションと研究計
画などの確定

13回～23回：
研究計画に沿って研究を展開する（実験や解析の準備、実
験や解析の実施など）

24回～27回：
研究で得られたデータの分析と考察

28回～30回：
研究成果をまとめ、各種学協会への論文投稿の準備

【2】年次
1回～5回：
1年次の研究成果の整理と新たな課題の抽出、およびこれ
からの研究の展開

6回～7回：
新たな課題および新たな研究の展開に関する参考文献の収
集と分析・考察

8回～12回：
さらなる研究の推進のための研究計画に関するディスカッ
ションと研究計画の確定

13回～23回：
研究計画に沿って研究を展開する（実験や解析の準備、実
験や解析の実施など）

24回～27回：
研究で得られたデータの分析と考察

28回～30回：
2年間にわたる研究の成果を論文としてまとめ、成果を発
表する。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H52035-01弾塑性構造力学特論

前期 2  1 授業形態:講義堺　純一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　建築構造物の設計法には大きく分けて、許容応力度設計と性能設計
がある。許容応力度設計には弾性設計に基づく許容応力度設計と塑性
設計に基づく保有耐力設計がある。性能設計とは、使用限界、損傷限
界、安全限界など各種の限界状態を設定し、種々の外力に対して構造
物の機能性、安全性を確保しようとする設計である。この二つの設計
法は、共に弾性力学および塑性力学に基づいた設計法となっており、
力学的に合理的な構造物を設計するためには、それらの基本的・応用
的な考え方を習得しておくことが重要である。
　本特論では，カリキュラム・ポリシーの｢広範にわたる専門領域に
対応した基礎的な知識の習得すること｣に基づき，学部で習得した構
造力学を基本として、固体の弾塑性力学、平板構造、ねじり、３次元
問題などについて学習する。本科目はインターンシップ関連科目であ
り，インターンシップを行う上で、建築構造設計者として必要な、構
造力学に関する考え方等の必要な知識を身につけることを目標とす
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　固体の弾塑性力学を理解し，種々の構造物の応力を算定できる。
　構造物の力学的特徴を見極め，それを平板構造の解析に置き換える
能力を身に付ける。
　ねじり、３次元問題などについて，内容を理解し，種々の構造物の
応力を算定できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

 各講義の要点に関連する口頭試問の結果，中間に課す課題レポートお
よび期末に課す課題レポートの結果をそれぞれ，2:1:1の割合で総合的
に評価する．

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　なし．関係する資料をプリントで配布する．
「建築の力学－弾性論とその応用－」桑村　仁，技報堂出版　
ISBN4-7655-2451-5
「建築の力学－塑性論とその応用－」桑村　仁，井上書院　
ISBN4-7530-0651-4
「建築構造力学２」和泉正哲，培風館　ISBN4-563-03183-6　

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　学部で習得した構造力学を理解していることが前提であるので、構
造力学の復習を行っておくこと。さらに、講義の前までに、講義の内
容の予習を行っておくこと。
　また，講義中に，弾性力学および弾塑性力学に関する基本的な質問
あるいは理解しておくべき内容の質問をするので，翌週までに調べ
て，レポートとして提出すること。
以上のことから，本特論科目の講義の事前・事後学習として，目安と
して3～4時間程度の学習時間が必要である。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

[1] 弾塑性構造力学と建築構造物の設計
[2] 弾性設計法と塑性設計法
[3] 引張と圧縮
[4] 曲げとたわみ
[5] せん断
[6] ３次元問題（１．座標系と応力度-歪度関係）
[7] ３次元問題（２．平面応力状態，平面歪状態，降伏条
件）
[8] ねじり
[9] 平板構造
[10] シェル構造
[11] 梁・柱の塑性挙動
[12] 塑性設計と塑性ヒンジ理論
[13] 仮想仕事法とモーメント分配法
[14] 板の塑性解析
[15] 塑性設計法



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H52087-01地域計画・設計特論

前期 2  1 授業形態:講義黒瀬　重幸
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本科目では、カリキュラム・ポリシーにより、問題提起から解決に
至る過程で必要になる情報収集能力、分析能力および情報発信能力を
身につけ、社会情勢の変化に対応した総合的な判断力を養うことに、
重点をおく。
　近現代以降の都市計画の歴史を振り返ると、そこにはCity Planning
からUrban　Designへという大きな流れが見えてくる。19世紀の英国の
産業革命以降、都市は生産の場として計画され、居住と工業の混在や
スラムの拡大、公衆衛生の悪化など、工業化に伴う様々な弊害を経験
してきた。E.ハワードの『明日の田園都市』、P.ゲデスの『都市の進
化』、C.A.ペリーの『近隣住区論』、M.ジェンクスの『コンパクトシ
ティ』を経て、持続可能な都市形態の模索が続く中で、Urban　Design
の視点から都市を考える視点が定着してきたように見える。建築と
オープンスペースを通して魅力的で持続可能な都市空間を構想する術
を学ぶことが講義の目的である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.近現代都市計画理論の流れを理解し、アーバンデザインについて語
ることができる。
2.アーバンデザインの手法に基づいて実現した、実際の都市空間の構
成手法を理解できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　本講義では、履修者は、事前に割り当てられたテキストの節の要約
を作成・配布し、内容を詳しく説明することが義務付けられる。評価
は、この要約の評価（60％）とプレゼンテーションおよびディスカッ
ションの評価（40％）で行う。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

【テキスト】
書名：「アーバンデザイン講座」　著者：前田英寿、遠藤新、野原
卓、阿部大輔、黒瀬武史 　
出版社：彰国社　ISBN978-4-395-32110-0 C3052、定価：2,400円＋税

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　本講義においては、一冊の文献を複数のメンバーで読み解くことに
より、内容を深く理解することが重要である。そのためには、自分の
担当部分だけではなく、常に参考文献などにより予習して、事前学習
として疑問点を発見しておき、授業中に発表者に質問すること。ま
た、事後学習として、講義で学んだことに基づき、テキストや参考文
献を調べ、重要事項を整理する。これを計画的に行うことで、より理
解を深めることができる。事前・事後学習は各120分以上行うこと。
履修者は、開講日までに、各自テキストを購入すること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.授業計画の説明／
  第1講 アーバンデザインの位相
2.第2講 アーバンデザインの歴史と系譜
3.第3講 都市空間を解読する
4.第4講 都市空間を構想する
5.第5講 町並みを設計する
6.第6講 オープンスペースを設計する
7.第7講 水辺を設計する
8.第8講 都市空間を計画・調整する
9.第9講 都市空間をマネジメントする
10.第10講 参加・協同の場をつくる
11.第11講 地域資産を都市に活かす
12.第12講 都市と交通の接点をデザインする
13.第13講 都市を再生する
14.第14講 スモールアーバニズム
15.第15講 アーバンデザインセンター／まとめ

◎－－－　関連URL　－－－◎

特になし。
(特になし。)

◎－－－　備考欄　－－－◎

特になし。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H51301-01地域･住宅地計画特別研究

２年通年 6  1 授業形態:演習黒瀬　重幸
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本科目では、カリキュラム・ポリシーにより、問題提起から解決に
至る過程で必要になる情報収集能力、分析能力および情報発信能力を
身につけ、社会情勢の変化に対応した総合的な判断力を養うことに、
重点をおく。
　この科目は「地域・住宅地計画特別実習」と連動して、研究室にお
ける研究活動の根幹をなす部分を構成する。二つの科目は主にゼミ形
式でおこなわれ、その最終的な成果品は修士論文という形でまとめ提
出される。履修者は都市や建築に関わる領域から具体的で今日的な
テーマを設定し、一連の研究活動を通して論文を作成する。
　なお本科目は、履修者が希望し、かつ研究テーマ上適切であると判
断された場合、修士論文に代えて修士設計として建築作品の形で、研
究成果をまとめることが可能である。その場合、希望者は修士設計の
完成までに、建築計画設計演習IおよびIIの単位を取得する必要があ
る。なお本科目で設計を選択した場合、「地域・住宅地計画特別実
習」も連動して修士設計となる。実際の設計に当たっては、担当教員
の指導のもと作業にあたり、定期的に学内外の一級建築士の資格をも
つ実務経験豊富な実務家のチェックを受けることが求められる。
　本科目を修士設計として履修した場合のみ、関係規定に基づき、一
級建築士受験資格実務経験認定において、修得単位数のうち8単位を上
限として、インターンシップ関連の実習科目に計上される。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.都市や建築の領域において、現状を踏まえ重要と思われる研究（設
計）テーマを設定した理由を説明できる。
2.研究（設計）テーマに沿って、必要かつ十分な資料・データを調査・
収集・作成できる。
3.資料・データを分析・整理・理解し、多様かつ多面的な所見を自分自
身の見解として説明できる。
4.以上の作業を通して、得た成果を多様な手法で他者に説明できる。
　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　主に研究の内容・論文（設計）の記述・口述の発表の三点から評価
をおこなう。具体的には到達目標で示した四つの目標に関して、専門
的な学術研究としてふさわしい水準に達しているか否か、日本建築学
会における研究水準を参考にしつつ、総合的に判断する。
　評価方法は修士論文本文（修士設計）を60%、中間発表も含めた口
頭発表を30%、ゼミにおける発表を10%とする。なお論文本文（設計）
の評価には副査の、口頭発表の評価には他の出席教員の意見も反映さ
れる。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

研究のテーマおよび進捗状況に応じて適宜指示する。
 

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　研究活動上、必要なので日本建築学会の会員になっていることが望
ましい。また研究テーマによっては、屋外での調査活動や遠方への調
査旅行が必要になることがある。ゼミの前には事前学習として課せら
れた課題についてのレジュメを作成し、ゼミ当日に発表する。ゼミの
後、事後学習として指摘された問題点を整理し、次回のゼミで報告す
る。事前・事後学習は各120分以上行うこと。
　

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1年次：研究テーマの選択に必要な予備知識や研究方法につい
て学習し、予備調査をおこなった上で、研究テーマを決定す
る。同時に研究方法を吟味・検討し、研究計画を作成したう
えで、調査を開始する。
　予備調査では、既往の研究についての文献調査が必須であ
る。図書館や学会の文献サービスを利用して効率的に文献収
集を行う。
　また、テーマによってはＧＩＳなどのコンピュータソフト
に習熟する必要がある。
　修士設計の場合、1年次は作品の構想をまとめることを主眼
とし、中間発表時に教員からのクリティークを受ける。
　概ね5週（=1週2回）の授業を1セットとし、前期3セット、
中間発表、後期3セットの構成としている。

1.～5.研究テーマのディスカッション
（修士設計の場合は設計コンセプトのディスカッション）
6.～10.研究テーマの文献収集レポート作成
（修士設計の場合は設計事例の収集レポート作成）
11.～15.研究テーマのレポート作成
（修士設計の場合は設計コンセプトのレポート作成）
16.研究テーマの中間発表
（修士設計の場合は設計コンセプトの中間発表）
17.～20.研究テーマの予備調査
（修士設計の場合は設計コンセプトに基づくエスキース）
21.～25.研究テーマの本調査
（修士設計の場合は設計コンセプトに基づく構想図の制作）
26.～30.研究テーマの本調査のまとめ
（修士設計の場合は設計コンセプトに基づくエスキス模型・
CGの制作）

2年次：研究計画に基づき資料を調査・収集・整理し分析す
る。この過程で関連教員の前で中間発表をおこない、必要に
応じて研究計画を修正する。研究の結果、得られた所見を総
合し修士論文としてまとめ、口頭発表をおこなう。
　研究をまとめる上では、指導教員とのディスカッションが
重要である。毎回のゼミにおいては十分な準備をしてゼミに
臨む必要がある。
　修士設計の場合、2年次は、1年次にまとめた構想に基づい
て作品を完成させることを主眼とする。
　概ね5週（=1週2回）の授業を1セットとし、前期3セット、
中間発表、後期3セットの構成としている。

1.～5.研究テーマのデータ整理・分析
（修士設計の場合は１年次の構想に基づく計画図の制作）
6.～10.研究テーマの分析・考察
（修士設計の場合は１年次の構想に基づく計画図の制作）
11.～15.研究テーマの論文執筆
（修士設計の場合は構想に基づく完成模型・CGの制作）
16.研究テーマ論文の中間発表
（修士設計の場合は計画図、模型・CGの中間発表）
17.～20.研究テーマの論文執筆
（修士設計の場合は計画図、完成模型・CGの仕上げ）
21.研究テーマの論文原稿のチェック
（修士設計の場合は作品のチェック）
22.～29.研究テーマ論文の加筆修正
（修士設計の場合は作品の修正）
30.研究テーマ論文の発表
（修士設計の場合は作品の発表）

◎－－－　関連URL　－－－◎

特になし。
(特になし。)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H51301-02地域･住宅地計画特別研究

２年通年 6  1 授業形態:演習太記　祐一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この科目は「地域・住宅地計画特別実習」と連動して、研究室における研
究活動の根幹をなす部分を構成する。二つの科目は主にゼミ形式でおこなわ
れ、その最終的な成果品は修士論文という形でまとめ提出される。履修者は
都市や建築に関わる領域から、都市史・建築史・建築意匠などと深い関連を
もつテーマを設定し、一連の研究活動を通して論文を作成する。カリキュラ
ム・ポリシーに記載されている「問題提起から解決に至る過程で必要になる
情報収集能力、分析能力および情報発信能力」の薫陶を主眼に置き、さらに
「社会情勢の変化に対応した総合的な判断力」の育成を試みる。
　なお本科目は、履修者が希望し、かつ研究テーマ上適切であると判断され
た場合、修士論文に代えて修士設計として建築作品の形で、研究成果をまと
めることが可能である。その場合、希望者は修士設計の完成までに、建築計
画設計演習IおよびIIの単位を取得する必要がある。なお本科目で設計を選択
した場合、「地域・住宅地計画特別実習」も連動して修士設計となる。実際
の設計に当たっては、担当教員の指導のもと作業にあたり、定期的に学内外
の一級建築士の資格をもつ実務経験豊富な実務家のチェックを受けることが
求められる。
　本科目を修士設計として履修した場合のみ、関係規定に基づき、一級建築
士受験資格実務経験認定において、修得単位数のうち8単位を上限として、イ
ンターンシップ関連の実習科目に計上される。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　都市や建築の領域において教員の指導のもと研究作業を実際におこなって
いくことで、建築意匠および建築史が主に扱う、建築空間や周辺環境も含め
た建築の持つ美的表現とそれを支える技術的な要素に関して、以下の力が身
につく。
①社会の現状を踏まえ今後、重要になるであろうテーマを取捨選択すること
が可能になる。
②研究テーマに対して必要かつ十分な資料を調査・収集・作成することが可
能になる。
③資料のデータを理解・整理・分析することが可能になる。
④データから導き出される多様な所見をひとつの見解として統合することが
可能になる。
さらに加えて以上の作業を通して、複雑な企画を立案・推進・運営・管理
し、その成果を多様な手法で他者に伝達する能力も養成される。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　主に研究の内容・論文の記述・口述の発表の三点から評価をおこなう。具
体的には到達目標で示した四つの力に関して、専門的な学術研究としてふさ
わしい水準に達しているか否か、日本建築学会における研究水準を参考にし
つつ、総合的に判断する。
　評価方法は修士論文本文を60%、中間発表も含めた口頭発表を30%、ゼミに
おける発表を10%とする。なお論文本文の評価には副査の、口頭発表の評価
には他の出席教員の意見も反映される。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

研究のテーマおよび進捗状況に応じて適宜指示する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　研究活動上、必要なので日本建築学会の会員になっていることが望まし
い。また研究テーマによっては、学会の研究発表会の聴講・発表、関連する
ワークショップなどへの参加、屋外での調査活動や遠方への調査旅行が必要
になることがある。
　受講者は全員、毎回のゼミでパワーポイントなどを使用し研究の進捗状況
を報告する。具体的には以下の手続きを踏む。
1.計画立案（前回のゼミ）次回までの研究計画の立案
2.事前学習：1.の計画に従って研究を進め、進捗状況をまとめる。実際の作業
時間は研究の内容によって異なるが、平均して週20時間程度の活動は期待さ
れる。
3.ゼミでの発表：2.を発表し、指導教員や他の学生と意見交換をおこなう
4.研究計画の確認：3.の結果を踏まえ、全体計画の確認をおこなう
5.＝1.次回のゼミへ向けて計画を立案
6.事後学習：ゼミでの議論3.も含め、作業内容2.の成果を整理し保管する

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1年次：研究テーマの選択に必要な予備知識や研究方法に
ついて学習し、予備調査をおこなった上で、研究テーマを
決定する。同時に研究方法を吟味・検討し、研究計画を作
成したうえで、調査を開始する。
　予備調査では、既往の研究についての文献調査が必須で
ある。図書館や学会の文献サービスを利用して効率的に文
献収集を行う。
　またテーマによっては写真測量や3Dモデリングなどの技
能を習得する必要がある。
　なお修士設計の場合、1年次は作品の構想をまとめるこ
とを主眼とし、中間発表時に教員からのクリティークを受
ける。
　概ね10回の授業を1セットとし、前期3セット、中間発
表、後期3セットの構成としている。
1.～10.研究テーマのディスカッション
（修士設計の場合は設計コンセプトのディスカッション）
11.～20.研究テーマの文献収集レポート作成
（修士設計の場合は設計事例の収集レポート作成）
21.～30.研究テーマのレポート作成
（修士設計の場合は設計コンセプトのレポート作成）
31.～32.研究テーマの中間発表
（修士設計の場合は設計コンセプトの中間発表）
33.～40.研究テーマの予備調査
（修士設計の場合は設計コンセプトに基づくエスキース）
41.～50.研究テーマの本調査
（修士設計の場合は設計コンセプトに基づく構想図の制
作）
51.～60.研究テーマの本調査のまとめ
（修士設計の場合は設計コンセプトに基づくエスキス模
型・CGの制作）

2年次：研究計画に基づき資料を調査・収集・整理し分析
する。この過程で関連教員の前で中間発表をおこない、必
要に応じて研究計画を修正する。研究の結果、得られた所
見を総合し修士論文としてまとめ、口頭発表をおこなう。
　研究をまとめる上では、指導教員とのディスカッション
が重要である。毎回のゼミにおいては十分な準備をしてゼ
ミに臨む必要がある。
　なお修士設計2年次は、1年次にまとめた構想に基づいて
作品を完成させることを主眼とする。
　概ね10回の授業を1セットとし、前期3セット、中間発
表、後期3セットの構成としている。

1.～10.研究テーマのデータ整理・分析
（修士設計の場合は１年次の構想に基づく計画図の制作）
11.～20.研究テーマの分析・考察
（修士設計の場合は１年次の構想に基づく計画図の制作）
21.～30.研究テーマの論文執筆
（修士設計の場合は構想に基づく完成模型・CGの制作）
31.～32.研究テーマ論文の中間発表
（修士設計の場合は計画図、模型・CGの中間発表）
33.～40.研究テーマの論文執筆
（修士設計の場合は計画図、完成模型・CGの仕上げ）
研究テーマの論文原稿のチェック
（修士設計の場合は作品のチェック）
41.～58.研究テーマ論文の加筆修正
（修士設計の場合は作品の修正）
59.～60.研究論文の発表
（修士設計の場合は作品の発表）

※学部講義の都合上、万が一、重複する回の講義は受講生
と相談の上、日程を変更して実施する。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H51301-03地域･住宅地計画特別研究

２年通年 6  1 授業形態:演習辰巳　浩
◎－－－　授業の概要　－－－◎

修士論文のテーマは、交通やまちづくりの分野を対象に教員と学生で
議論し、決定する。テーマが決まると、研究目的を設定の上、既往研
究のレビューを行い、研究計画を立てる。そして、カリキュラム・ポ
リシーの「問題提起から解決に至る過程で必要になる情報収集能力、
分析能力および情報発信能力を身につけ、社会情勢の変化に対応した
総合的な判断力を養うことに、重点をおく」に基づき、調査・実験等
によるデータ収集を行い、得られたデータをもとに分析およびモデル
構築等を行う。こうして得られた知見をもとに政策提言を行い、これ
ら一連の成果を修士論文として取りまとめる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・交通やまちづくりの課題を理解することができる
・様々な制約条件のもとで、それらの課題を解決するための方策を見
出すことができる

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

研究に対する取り組みの態度(60%)、修士論文等の成果物(30%)、学会
発表等(10%)にもとづき総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

教員が配布する資料など

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・学会活動等には積極的に参加すること
・事前学習として、授業の概要に記載した分野に関する既往研究や分
析手法などについて調べておくこと（1回あたり2時間）
・事後学習として、よりよい研究成果が得られるよう可能な限り時間
を費やすこと（1回あたり2時間）
（事前・事後学習に費やす時間：180時間以上）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1年次：研究テーマの選択に必要な予備知識や研究方法に
ついて学習し、予備調査をおこなった上で、研究テーマを
決定する。同時に研究方法を吟味・検討し、研究計画を作
成したうえで、調査を開始する。
2年次：研究計画に基づき資料を調査・収集・整理し分析
する。この過程で必要に応じて研究計画を修正する。研究
の結果、得られた所見を総合し修士論文としてまとめ、口
頭発表をおこなう。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H51301-04地域･住宅地計画特別研究

２年通年 6  1 授業形態:演習柴田　久
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラムポリシーの「問題提起から解決に至る過程で必要になる
情報収集能力、分析能力および情報発信能力を身につけ、社会情勢の
変化に対応した総合的な判断力を養うこと」に基づき、修士論文の
テーマは景観デザインやまちづくりの分野を対象に、教員と学生で議
論し、決定する。テーマが決まりしだい、研究目的を設定のうえ、既
往研究のレビューを行い、研究計画を立てる。さらに各種調査や現地
踏査ならびに具体的な設計・計画の実践活動によってテーマに関わる
データ収集を行い、これをもとに分析・考察等を行う。こうして得ら
れた知見を一連の成果としてまとめ、修士論文として発表提出する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1）景観デザインやまちづくりの課題を理解できる。
2）実践的な活動経験や学習を踏まえ、それらの課題を解決するため
の方策を見出すことができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

研究に対する取り組みの態度（40%）、修士論文等の成果物(50%)、学
会発表等(10%)にもとづき総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

教員が配布する資料など

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

講義で学んだことは、教科書あるいは新聞・情報誌を含んだ関連文献
を調べ、重要事項を抜出す。これを各日1時間程度、2～3日間の学習
を計画的に行うことで、より理解を深めることができる。一方次回講
義内容に関しても、同様に教科書調べるあるいは新聞・情報誌を含ん
だ関連文献を収集するなど、事前学習を行い、講義に臨むことが重要
である。当事前学習に関しても、各日1時間程度、2～3日間の学習を
計画的に行う。学会活動等にも積極的に参加する。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1年次：研究テーマの選択に必要な予備知識や先行研究に
ついて学習し、予備調査を行ったうえで研究テーマを決定
する。また景観や公共施設の設計や計画等に対する実践的
な学習を踏まえたうえで、研究の論点、方法を吟味・検討
し、研究計画を作成、データの収集、調査・分析を開始す
る。
2年次：研究計画に基づき資料を調査・収集・整理し分析
する。この過程で必要に応じて研究計画を修正する。研究
の結果、得られた所見を総合し修士論文としてまとめ、口
頭発表を行う。

なお、上記内容を年間60回で実施する。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H51301-05地域･住宅地計画特別研究

２年通年 6  1 授業形態:演習趙　翔
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この科目は「地域･住宅地計画特別実習」と連動して、研究室における
研究活動の根幹をなす部分を構成する。二つの科目は主にゼミ形式でお
こなわれ、その最終的な成果品は修士論文という形でまとめ提出され
る。履修者は都市や建築に関わる領域から具体的で今日的なテーマを設
定し、一連の研究活動を通して論文を作成する。
  カリキュラム・ポリシーの「広範にわたる専門領域に対応した基礎的な
知識の習得を目指すとともに、いくつかの専門領域にまたがる新しい分
野も取り入れ、カリキュラムを構成する。問題提起から解決に至る過程
で必要になる情報収集能力、分析能力および情報発信能力を身につけ、
社会情勢の変化に対応した総合的な判断力を養うこと」と対応してい
る。
　なお本科目は、履修者が希望し、かつ研究テーマ上適切であると判断
された場合、修士論文に代えて修士設計として建築作品の形で、研究成
果をまとめることが可能である。その場合、希望者は修士設計の完成ま
でに、建築計画設計演習IおよびIIの単位を取得する必要がある。なお本
科目で設計を選択した場合、「地域･住宅地計画特別実習」も連動して修
士設計となる。実際の設計に当たっては、担当教員の指導のもと作業に
あたり、定期的に学内外
の一級建築士の資格をもつ実務経験豊富な実務家のチェックを受けるこ
とが求められる。
　本科目を修士設計として履修した場合のみ、関係規定に基づき、一級
建築士受験資格実務経験認定において、修得単位数のうち8単位を上限と
して、インターンシップ関連の実習科目に計上される。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.都市や建築の領域において、現状を踏まえ重要と思われる研究（設計）
テーマを設定した理由を説明できる。
2.研究（設計）テーマに沿って、必要かつ十分な資料・データを調査・収
集・作成できる。
3.資料・データを分析・整理・理解し、多様かつ多面的な所見を自分自身
の見解として説明できる。
4.以上の作業を通して、得た成果を多様な手法で他者に説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　主に研究の内容・論文の記述・口述の発表の三点から評価をおこな
う。具体的には到達目標で示した四つの力に関して、専門的な学術研究
としてふさわしい水準に達しているか否か、日本建築学会における研究
水準を参考にしつつ、総合的に判断する。
　評価方法は修士論文本文を60%、中間発表も含めた口頭発表を30%、ゼ
ミにおける発表を10%とする。なお論文本文の評価には副査の、口頭発
表の評価には他の出席教員の意見も反映される。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　研究のテーマおよび進捗状況に応じて適宜指示する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　研究活動上、必要なので日本建築学会の会員になっていることが望ま
しい。また研究テーマによっては、屋外での調査活動や遠方への調査旅
行が必要になることがある。
授業内容への学習達成度及び自己学習時間を把握、確認するために、事
前・事後学習が必要不可欠である。事前学習では、参考文献あるいは新
聞や雑誌を含む関連文献を調べ、重要な内容を抽出する。これを2～3
回、毎回60分程度の学習を計画的に行うことで、より理解を深めること
ができる。一方講義内容の事後学習でも、同様に講義の配布資料や参考
文献の調査・収集をし、講義に臨むことが重要である。これも2～3回、
毎回60分程度の学習を計画的に行うこと。授業では小課題やレポートを
実施することでそれをチェックする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　1年次：研究テーマの選択に必要な予備知識や研究方法に
ついて学習し、予備調査をおこなった上で、研究テーマを決
定する。同時に研究方法を吟味・検討し、研究計画を作成し
たうえで、調査を開始する。
　予備調査では、既往の研究についての文献調査が必須であ
る。図書館や学会の文献サービスを利用して効率的に文献収
集を行う。 また、テーマによってはCADなどのコンピュー
タソフトに習熟する必要がある。
　1年次は作品の構想をまとめることを主眼とし、中間発表
時に教員からのクリティークを受ける。概ね5回の授業を1
セットとし、前期3セット、中間発表、後期3セットの構成と
している。
1.～10.研究テーマのディスカッション （修士設計の場合は設
計コンセプトのディスカッション）
11.～20.研究テーマの文献収集レポート作成 （修士設計の場
合は設計事例の収集レポート作成）
21.～30.研究テーマのレポート作成 （修士設計の場合は設計
コンセプトのレポート作成）
31.～32.研究テーマの中間発表 （修士設計の場合は設計コン
セプトの中間発表）
33.～40.研究テーマの予備調査 （修士設計の場合は設計コン
セプトに基づくエスキース）
41.～50.研究テーマの本調査 （修士設計の場合は設計コンセ
プトに基づく構想図の制作）
51.～60.研究テーマの本調査のまとめ
（修士設計の場合は設計コンセプトに基づくエスキース模
型・CGの制作）

　2年次：研究計画に基づき資料を調査・収集・整理し分析
する。この過程で関連教員の前で中間発表をおこない、必要
に応じて研究計画を修正する。研究の結果、得られた所見を
総合し修士論文としてまとめ、口頭発表をおこなう。
　研究をまとめる上では、指導教員とのディスカッションが
重要である。毎回のゼミにおいては十分な準備をしてゼミに
臨む必要がある。
　2年次は、1年次にまとめた構想に基づいて作品を完成させ
ることを主眼とし、概ね5回の授業を1セットとし、前期3
セット、中間発表、後期3セットの構成としている。
1.～10.研究テーマのデータ整理・分析 （修士設計の場合は１
年次の構想に基づく計画図の制作）
11.～20.研究テーマの分析・考察 （修士設計の場合は１年次
の構想に基づく計画図の制作）
21.～30.研究テーマの論文執筆 （修士設計の場合は構想に基
づく完成模型・CGの制作）
31.～32.研究テーマ論文の中間発表 （修士設計の場合は計画
図、模型・CGの中間発表）
33.～40.研究テーマの論文執筆 （修士設計の場合は計画図、
完成模型・CGの仕上げ）
41.～42.研究テーマの論文原稿のチェック （修士設計の場合
は作品のチェック）
43.～58.研究テーマ論文の加筆修正 （修士設計の場合は作品
の修正）
59～60.研究テーマ論文の発表 （修士設計の場合は作品の発
表）
　受講生は担当教員を決定するので、その担当教員の指導を
受けること。

◎－－－　関連URL　－－－◎

特になし。
(特になし。)

◎－－－　備考欄　－－－◎

特になし。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H51302-01地域･住宅地計画特別実習

２年通年 4  1 授業形態:実習黒瀬　重幸、池添　昌幸
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本科目では、カリキュラム・ポリシーにより、問題提起から解決に
至る過程で必要になる情報収集能力、分析能力および情報発信能力を
身につけ、社会情勢の変化に対応した総合的な判断力を養うことに、
重点をおく。
　この科目は「地域・住宅地計画特別研究」と連動して、研究室にお
ける研究活動の根幹をなす部分を構成する。二つの科目は主にゼミ形
式でおこなわれ、その最終的な成果品は修士論文という形でまとめ提
出される。履修者は都市や建築に関わる領域から具体的で今日的な
テーマを設定し、一連の研究活動を通して論文を作成する。
　なお本科目は、履修者が希望し、かつ研究テーマ上適切であると判
断された場合、修士論文に代えて修士設計として建築作品の形で、研
究成果をまとめることが可能である。その場合、希望者は修士設計の
完成までに、建築計画設計演習IおよびIIの単位を取得する必要があ
る。なお本科目で設計を選択した場合、「地域・住宅地計画特別研
究」も連動して修士設計となる。実際の設計に当たっては、担当教員
の指導のもと作業にあたり、定期的に学内外の一級建築士の資格をも
つ実務経験豊富な実務家のチェックを受けることが求められる。
　本科目を修士設計として履修した場合のみ、関係規定に基づき、一
級建築士受験資格実務経験認定において、修得単位数のうち8単位を上
限として、インターンシップ関連の実習科目に計上される。　　

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.都市や建築の領域において、現状を踏まえ重要と思われる研究（設
計）テーマを設定した理由を説明できる。
2.研究（設計）テーマに沿って、必要かつ十分な資料・データを調査・
収集・作成できる。
3.資料・データを分析・整理・理解し、多様かつ多面的な所見を自分自
身の見解として説明できる。
4.以上の作業を通して、得た成果を多様な手法で他者に説明できる。
　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　主に研究の内容・論文（設計）の記述・口述の発表の三点から評価
をおこなう。具体的には到達目標で示した四つの目標に関して、専門
的な学術研究としてふさわしい水準に達しているか否か、日本建築学
会における研究水準を参考にしつつ、総合的に判断する。
　評価方法は修士論文本文（修士設計）を60%、中間発表も含めた口
頭発表を30%、ゼミにおける発表を10%とする。なお論文本文（設計）
の評価には副査の、口頭発表の評価には他の出席教員の意見も反映さ
れる。

　

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

研究のテーマおよび進捗状況に応じて適宜指示する。
 

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　研究活動上、必要なので日本建築学会の会員になっていることが望
ましい。また研究テーマによっては、屋外での調査活動や遠方への調
査旅行が必要になることがある。ゼミの前には事前学習として課せら
れた課題についてのレジュメを作成し、ゼミ当日に発表する。ゼミの
後、事後学習として指摘された問題点を整理し、次回のゼミで報告す
る。事前・事後学習は各120分以上行うこと。

　

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1年次：研究テーマの選択に必要な予備知識や研究方法につい
て学習し、予備調査をおこなった上で、研究テーマを決定す
る。同時に研究方法を吟味・検討し、研究計画を作成したうえ
で、調査を開始する。
　予備調査では、既往の研究についての文献調査が必須であ
る。図書館や学会の文献サービスを利用して効率的に文献収集
を行う。
　また、テーマによってはＧＩＳなどのコンピュータソフトに
習熟する必要がある。
　修士設計の場合、1年次は作品の構想をまとめることを主眼
とし、中間発表時に教員からのクリティークを受ける。
　概ね5週（=1週2回）の授業を1セットとし、前期3セット、中
間発表、後期3セットの構成としている。

1.～5.研究テーマのディスカッション
（修士設計の場合は設計コンセプトのディスカッション）
6.～10.研究テーマの文献収集レポート作成
（修士設計の場合は設計事例の収集レポート作成）
11.～15.研究テーマのレポート作成
（修士設計の場合は設計コンセプトのレポート作成）
16.研究テーマの中間発表
（修士設計の場合は設計コンセプトの中間発表）
17.～20.研究テーマの予備調査
（修士設計の場合は設計コンセプトに基づくエスキース）
21.～25.研究テーマの本調査
（修士設計の場合は設計コンセプトに基づく構想図の制作）
26.～30.研究テーマの本調査のまとめ
（修士設計の場合は設計コンセプトに基づくエスキス模型・CG
の制作）

2年次：研究計画に基づき資料を調査・収集・整理し分析す
る。この過程で関連教員の前で中間発表をおこない、必要に応
じて研究計画を修正する。研究の結果、得られた所見を総合し
修士論文としてまとめ、口頭発表をおこなう。
　研究をまとめる上では、指導教員とのディスカッションが重
要である。毎回のゼミにおいては十分な準備をしてゼミに臨む
必要がある。
　修士設計の場合、2年次は、1年次にまとめた構想に基づいて
作品を完成させることを主眼とする。
　概ね5週（=1週2回）の授業を1セットとし、前期3セット、中
間発表、後期3セットの構成としている。

1.～5.研究テーマのデータ整理・分析
（修士設計の場合は１年次の構想に基づく計画図の制作）
6.～10.研究テーマの分析・考察
（修士設計の場合は１年次の構想に基づく計画図の制作）
11.～15.研究テーマの論文執筆
（修士設計の場合は構想に基づく完成模型・CGの制作）
16.研究テーマ論文の中間発表
（修士設計の場合は計画図、模型・CGの中間発表）
17.～20.研究テーマの論文執筆
（修士設計の場合は計画図、完成模型・CGの仕上げ）
21.研究テーマの論文原稿のチェック
（修士設計の場合は作品のチェック）
22.～29.研究テーマ論文の加筆修正
（修士設計の場合は作品の修正）
30.研究テーマ論文の発表
（修士設計の場合は作品の発表）

受講生は担当教員を決定するので、その担当教員の指導を受け
ること。

◎－－－　関連URL　－－－◎

特になし。
(特になし。)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H51302-02地域･住宅地計画特別実習

２年通年 4  1 授業形態:実習太記　祐一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この科目は「地域・住宅地計画特別研究」と連動して、研究室における研究
活動の根幹をなす部分を構成する。二つの科目は主にゼミ形式でおこなわれ、
その最終的な成果品は修士論文という形でまとめ提出される。履修者は都市や
建築に関わる領域から、都市史・建築史・建築意匠などと深い関連をもつテー
マを設定し、一連の研究活動を通して論文を作成する。
　カリキュラム・ポリシーに記載されている「問題提起から解決に至る過程で
必要になる情報収集能力、分析能力および情報発信能力」の薫陶を主眼に置
き、さらに「社会情勢の変化に対応した総合的な判断力」の育成を試みる。
　なお本科目は、履修者が希望し、かつ研究テーマ上適切であると判断された
場合、修士論文に代えて修士設計として建築作品の形で、研究成果をまとめる
ことが可能である。その場合、希望者は修士設計の完成までに、建築計画設計
演習IおよびIIの単位を取得する必要がある。なお本科目で設計を選択した場
合、「地域・住宅地計画特別研究」も連動して修士設計となる。実際の設計に
当たっては、担当教員の指導のもと作業にあたり、定期的に学内外の一級建築
士の資格をもつ実務経験豊富な実務家のチェックを受けることが求められる。
　本科目を修士設計として履修した場合のみ、関係規定に基づき、一級建築士
受験資格実務経験認定において、修得単位数のうち8単位を上限として、イン
ターンシップ関連の実習科目に計上される。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　都市や建築の領域において教員の指導のもと研究作業を実際におこなってい
くことで、建築意匠および建築史が主に扱う、建築空間や周辺環境も含めた建
築の持つ美的表現とそれを支える技術的な要素に関して、以下の力が身につ
く。
①社会の現状を踏まえ今後、重要になるであろうテーマを取捨選択することが
可能になる。
②研究テーマに対して必要かつ十分な資料を調査・収集・作成することが可能
になる。
③資料のデータを理解・整理・分析することが可能になる。
④データから導き出される多様な所見をひとつの見解として統合することが可
能になる。
さらに加えて以上の作業を通して、複雑な企画を立案・推進・運営・管理し、
その成果を多様な手法で他者に伝達する能力も養成される。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　主に研究の内容・論文の記述・口述の発表の三点から評価をおこなう。具体
的には到達目標で示した四つの力に関して、専門的な学術研究としてふさわし
い水準に達しているか否か、日本建築学会における研究水準を参考にしつつ、
総合的に判断する。
　評価方法は修士論文本文を60%、中間発表も含めた口頭発表を30%、ゼミに
おける発表を10%とする。なお論文本文の評価には副査の、口頭発表の評価に
は他の出席教員の意見も反映される。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　研究のテーマおよび進捗状況に応じて適宜指示する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　研究活動上、必要なので日本建築学会の会員になっていることが望ましい。
また研究テーマによっては、学会の研究発表会の聴講・発表、関連するワーク
ショップなどへの参加、屋外での調査活動や遠方への調査旅行が必要になるこ
とがある。
　受講者は全員、毎回のゼミでパワーポイントなどを使用し研究の進捗状況を
報告する。具体的には以下の手続きを踏む。
1.計画立案（前回のゼミ）次回までの研究計画の立案
2.事前学習：1.の計画に従って研究を進め、進捗状況をまとめる。実際の作業
時間は研究の内容によって異なるが、平均して週20時間程度の活動は期待され
る。
3.ゼミでの発表：2.を発表し、指導教員や他の学生と意見交換をおこなう
4.研究計画の確認：3.の結果を踏まえ、全体計画の確認をおこなう
5.＝1.次回のゼミへ向けて計画を立案
6.事後学習：ゼミでの議論3.も含め、作業内容2.の成果を整理し保管する

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1年次：研究テーマの選択に必要な予備知識や研究方法に
ついて学習し、予備調査をおこなった上で、研究テーマを
決定する。同時に研究方法を吟味・検討し、研究計画を作
成したうえで、調査を開始する。
　予備調査では、既往の研究についての文献調査が必須で
ある。図書館や学会の文献サービスを利用して効率的に文
献収集を行う。
　またテーマによっては写真測量や3Dモデリングなどの技
能を習得する必要がある。
　なお修士設計の場合、1年次は作品の構想をまとめるこ
とを主眼とし、中間発表時に教員からのクリティークを受
ける。
　概ね10回の授業を1セットとし、前期3セット、中間発
表、後期3セットの構成としている。
1.～10.研究テーマのディスカッション
（修士設計の場合は設計コンセプトのディスカッション）
11.～20.研究テーマの文献収集レポート作成
（修士設計の場合は設計事例の収集レポート作成）
21.～30.研究テーマのレポート作成
（修士設計の場合は設計コンセプトのレポート作成）
31.～32.研究テーマの中間発表
（修士設計の場合は設計コンセプトの中間発表）
33.～40.研究テーマの予備調査
（修士設計の場合は設計コンセプトに基づくエスキース）
41.～50.研究テーマの本調査
（修士設計の場合は設計コンセプトに基づく構想図の制
作）
51.～60.研究テーマの本調査のまとめ
（修士設計の場合は設計コンセプトに基づくエスキス模
型・CGの制作）

2年次：研究計画に基づき資料を調査・収集・整理し分析
する。この過程で関連教員の前で中間発表をおこない、必
要に応じて研究計画を修正する。研究の結果、得られた所
見を総合し修士論文としてまとめ、口頭発表をおこなう。
　研究をまとめる上では、指導教員とのディスカッション
が重要である。毎回のゼミにおいては十分な準備をしてゼ
ミに臨む必要がある。
　なお修士設計2年次は、1年次にまとめた構想に基づいて
作品を完成させることを主眼とする。
　概ね10回の授業を1セットとし、前期3セット、中間発
表、後期3セットの構成としている。

1.～10.研究テーマのデータ整理・分析
（修士設計の場合は１年次の構想に基づく計画図の制作）
11.～20.研究テーマの分析・考察
（修士設計の場合は１年次の構想に基づく計画図の制作）
21.～30.研究テーマの論文執筆
（修士設計の場合は構想に基づく完成模型・CGの制作）
31.～32.研究テーマ論文の中間発表
（修士設計の場合は計画図、模型・CGの中間発表）
33.～40.研究テーマの論文執筆
（修士設計の場合は計画図、完成模型・CGの仕上げ）
研究テーマの論文原稿のチェック
（修士設計の場合は作品のチェック）
41.～58.研究テーマ論文の加筆修正
（修士設計の場合は作品の修正）
59.～60.研究論文の発表
（修士設計の場合は作品の発表）

※学部講義の都合上、万が一、重複する回の講義は受講生
と相談の上、日程を変更して実施する。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H51302-03地域･住宅地計画特別実習

２年通年 4  1 授業形態:実習辰巳　浩
◎－－－　授業の概要　－－－◎

地域・住宅地計画特別研究と平行して行う実習である。自己学習を基
本とし、まずは地域・住宅地計画特別研究で携わる研究テーマについ
て、研究目的の設定、既往研究レビューを行う。その上で、カリキュ
ラム・ポリシーの「問題提起から解決に至る過程で必要になる情報収
集能力、分析能力および情報発信能力を身につけ、社会情勢の変化に
対応した総合的な判断力を養うことに、重点をおく」に基づき、与え
られた期間、費用、マンパワーのもとで目的を達成するための研究計
画を練り、それに基づいて調査・実験等によるデータ収集、データ分
析・モデル構築、政策提言という一連の研究を遂行する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・交通やまちづくりの課題を理解することができる
・様々な制約条件のもとで、それらの課題を解決するための方策を見
出すことができる

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

研究に対する積極性と出されたアイデア(25%)、スケジュール管理能
力(25%)、データ収集・分析能力(25%)、プレゼンテーション能力等
(25%)を勘案し、総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

教員が配布する資料など

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・データ分析、資料作成等のための基本的なソフトウエア・言語
（Excel, Word, PowerPoint, Acrobat, エクセル統計・多変量解析, Fortran,
Illustrator, Photoshop等）のスキルは身に着けておくこと
・事前学習として、地域・住宅地計画特別研究で携わる研究テーマに
関する既往研究や分析手法などについて調べておくこと（1回あたり2
時間）
・事後学習として、よりよい研究成果が得られるよう可能な限り時間
を費やすこと（1回あたり2時間）
（事前・事後学習に費やす時間：120時間以上）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1年次：研究テーマの選択に必要な予備知識や研究方法に
ついて学習し、予備調査をおこなった上で、研究テーマを
決定する。同時に研究方法を吟味・検討し、研究計画を作
成したうえで、調査を開始する。
2年次：研究計画に基づき資料を調査・収集・整理し分析
する。この過程で必要に応じて研究計画を修正する。研究
の結果、得られた所見を総合し修士論文としてまとめ、口
頭発表をおこなう。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H51302-04地域･住宅地計画特別実習

２年通年 4  1 授業形態:実習柴田　久
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラムポリシーの「広範にわたる専門領域に対応した基礎的な
知識の習得」ならびに「問題提起から解決に至る過程で必要になる情
報収集能力、分析能力、社会情勢の変化に対応した総合的な判断力を
養うこと」に基づき、地域・住宅地計画特別研究と平行して行う実習
である。自己学習を基本とし、まずは地域・住宅地計画特別研究で携
わる研究テーマについて、研究目的の設定、既往研究のレビューを行
う。その上で与えられた期間、費用、マンパワーのもとで目的を達成
するための研究計画を練り、それに基づいて現地踏査・設計計画等の
実践的な学習によるデータ収集、提案、分析・考察といった一連の研
究活動を遂行する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1）景観デザインやまちづくりの課題を理解できる。
2）様々な制約条件のもとで、それらの課題を解決するための方策を
見出すことができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

研究に対する積極性ならびに出されたアイデア（40％）、スケジュー
ル管理能力ならびにデータ収集・分析能力（30%）、プレゼンテー
ション能力（30%）等を勘案し、総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

教員が配布する資料など

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前の学習としてデータ分析、資料作成等のための基本的なソフトウ
エア（Excel, Word, PowerPoint, 単純集計等の基礎統計処理・多変量解
析, Illustrator, Photoshop等）のスキルは身に着ける。講義や実習で学ん
だことは、教科書あるいは新聞・情報誌を含んだ関連文献を調べ、重
要事項を抜出す。これを各日1時間程度、2～3日間の学習を計画的に
行うことで、より理解を深めることができる。一方次回講義内容に関
しても、同様に教科書調べるあるいは新聞・情報誌を含んだ関連文献
を収集するなど、事前学習を行い、講義に臨むことが重要である。当
事前学習に関しても、各日1時間程度、2～3日間の学習を計画的に行
う。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1年次：研究テーマの選択に必要な予備知識や先行研究に
ついて学習し、予備調査を行ったうえで研究テーマを決定
する。また景観や公共施設の設計や計画等に対する実践的
な学習を踏まえた上で、研究の論点、方法を吟味・検討
し、研究計画を作成、データの収集、調査・分析のための
実習活動を開始する。
2年次：研究計画に基づき資料を調査・収集・整理し分析
する。この過程で必要に応じて研究計画を修正する。研究
の結果、得られた所見を総合し修士論文としてまとめ、口
頭発表を行うための準備ならびに実施を行う。

なお、上記内容を年間60回で実施する。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H51302-05地域･住宅地計画特別実習

２年通年 4  1 授業形態:実習趙　翔
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この科目は「地域・住宅地計画特別研究」と連動して、研究室におけ
る研究活動の根幹をなす部分を構成する。二つの科目は主にゼミ形式で
おこなわれ、その最終的な成果品は修士論文という形でまとめ提出され
る。履修者は都市や建築に関わる領域から具体的で今日的なテーマを設
定し、一連の研究活動を通して論文を作成する。
  カリキュラム・ポリシーの「広範にわたる専門領域に対応した基礎的
な知識の習得を目指すとともに、いくつかの専門領域にまたがる新しい
分野も取り入れ、カリキュラムを構成する。問題提起から解決に至る過
程で必要になる情報収集能力、分析能力および情報発信能力を身につ
け、社会情勢の変化に対応した総合的な判断力を養うこと」と対応して
いる。
  なお本科目は、履修者が希望し、かつ研究テーマ上適切であると判断
された場合、修士論文に代えて修士設計として建築作品の形で、研究成
果をまとめることが可能である。その場合、希望者は修士設計の完成ま
でに、建築計画設計演習IおよびIIの単位を取得する必要がある。なお本
科目で設計を選択した場合、「地域・住宅地計画特別研究」も連動して
修士設計となる。実際の設計に当たっては、担当教員の指導のもと作業
にあたり、定期的に学内外の一級建築士の資格をもつ実務経験豊富な実
務家のチェックを受けることが求められる。
　本科目を修士設計として履修した場合のみ、関係規定に基づき、一級
建築士受験資格実務経験認定において、修得単位数のうち8単位を上限
として、 インターンシップ関連の実習科目に計上される。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.都市や建築の領域において、現状を踏まえ重要と思われる研究（設
計）テーマを設定した理由を説明できる。
2.研究（設計）テーマに沿って、必要かつ十分な資料・データを調査・
収集・作成できる。
3.資料・データを分析・整理・理解し、多様かつ多面的な所見を自分自
身の見解として説明できる。
4.以上の作業を通して、得た成果を多様な手法で他者に説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　主に研究の内容・論文の記述・口述の発表の三点から評価をおこな
う。具体的には到達目標で示した四つの力に関して、専門的な学術研究
としてふさわしい水準に達しているか否か、日本建築学会における研究
水準を参考にしつつ、総合的に判断する。
　評価方法は修士論文本文を60%、中間発表も含めた口頭発表を30%、
ゼミにおける発表を10%とする。なお論文本文の評価には副査の、口頭
発表の評価には他の出席教員の意見も反映される。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　研究のテーマおよび進捗状況に応じて適宜指示する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

研究活動上、必要なので日本建築学会の会員になっていることが望まし
い。また研究テーマによっては、屋外での調査活動や遠方への調査旅行
が必要になることがある。
授業内容への学習達成度及び自己学習時間を把握、確認するために、事
前・事後学習が必要不可欠である。事前学習では、参考文献あるいは新
聞や雑誌を含む関連文献を調べ、重要な内容を抽出する。これを2～3
回、毎回60分程度の学習を計画的に行うことで、より理解を深めること
ができる。一方講義内容の事後学習でも、同様に講義の配布資料や参考
文献の調査・収集をし、講義に臨むことが重要である。これも2～3回、
毎回60分程度の学習を計画的に行うこと。授業では小課題やレポートを
実施することでそれをチェックする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　1年次：研究テーマの選択に必要な予備知識や研究方法につ
いて学習し、予備調査をおこなった上で、研究テーマを決定
する。同時に研究方法を吟味・検討し、研究計画を作成した
うえで、調査を開始する。
　予備調査では、既往の研究についての文献調査が必須であ
る。図書館や学会の文献サービスを利用して効率的に文献収
集を行う。 また、テーマによってはCADなどのコンピュータ
ソフトに習熟する必要がある。
　1年次は作品の構想をまとめることを主眼とし、中間発表時
に教員からのクリティークを受ける。概ね5回の授業を1セッ
トとし、前期3セット、中間発表、後期3セットの構成として
いる。
1.～10.研究テーマのディスカッション （修士設計の場合は設
計コンセプトのディスカッション）
11.～20.研究テーマの文献収集レポート作成 （修士設計の場合
は設計事例の収集レポート作成）
21.～30.研究テーマのレポート作成 （修士設計の場合は設計コ
ンセプトのレポート作成）
31.～32.研究テーマの中間発表 （修士設計の場合は設計コンセ
プトの中間発表）
33.～40.研究テーマの予備調査 （修士設計の場合は設計コンセ
プトに基づくエスキース）
41.～50.研究テーマの本調査 （修士設計の場合は設計コンセプ
トに基づく構想図の制作）
51.～60.研究テーマの本調査のまとめ
（修士設計の場合は設計コンセプトに基づくエスキース模
型・CGの制作）

　2年次：研究計画に基づき資料を調査・収集・整理し分析す
る。この過程で関連教員の前で中間発表をおこない、必要に
応じて研究計画を修正する。研究の結果、得られた所見を総
合し修士論文としてまとめ、口頭発表をおこなう。
　研究をまとめる上では、指導教員とのディスカッションが
重要である。毎回のゼミにおいては十分な準備をしてゼミに
臨む必要がある。
　2年次は、1年次にまとめた構想に基づいて作品を完成させ
ることを主眼とし、概ね5回の授業を1セットとし、前期3セッ
ト、中間発表、後期3セットの構成としている。
1.～10.研究テーマのデータ整理・分析 （修士設計の場合は１
年次の構想に基づく計画図の制作）
11.～20.研究テーマの分析・考察 （修士設計の場合は１年次の
構想に基づく計画図の制作）
21.～30.研究テーマの論文執筆 （修士設計の場合は構想に基づ
く完成模型・CGの制作）
31.～32.研究テーマ論文の中間発表 （修士設計の場合は計画
図、模型・CGの中間発表）
33.～40.研究テーマの論文執筆 （修士設計の場合は計画図、完
成模型・CGの仕上げ）
41.～42.研究テーマの論文原稿のチェック （修士設計の場合は
作品のチェック）
43.～58.研究テーマ論文の加筆修正 （修士設計の場合は作品の
修正）
59.～60.研究テーマ論文の発表 （修士設計の場合は作品の発
表）
　受講生は担当教員を決定するので、その担当教員の指導を
受けること。

◎－－－　関連URL　－－－◎

特になし。
(特になし。)

◎－－－　備考欄　－－－◎

特になし。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H52085-01地域・住宅地計画特論

通年 4  1 授業形態:講義黒瀬　重幸
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本科目では、カリキュラム・ポリシーにより、問題提起から解決に
至る過程で必要になる情報収集能力、分析能力および情報発信能力を
身につけ、社会情勢の変化に対応した総合的な判断力を養うことに、
重点をおく。
　スペース・シンタックス理論は、現在、注目されている都市デザイ
ン理論の一つであり、Isovist、Axial map、Convex map等による都市空
間の定量化手法を開発してきた。とりわけB.ヒリアーは「空間の社会
的理論　(The Social Logic of Space)」において、建築の各室間の関係性
や、集落の構造を解き明かしており、都市史や都市形態学からも注目
される成果をあげている。いずれにしても英米の都市計画理論は未だ
に世界をリードしていると言える。
　本講義においては、昨年度に引き続いて、スペース・シンタックス
理論の基礎となった、B.ヒリアー等の建築から都市に至る、空間解析
手法に関する英文の論文を読み解く。英語の文献を講読することによ
る英語力の向上も本科目の目的の一つである。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.現代都市計画理論の代表的な論文を英語で読むことにより、その核
心を理解し、語ることができる。
2.英語の論文を読解できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　本講義では、履修者は、事前に割り当てられたテキストの頁の和訳
を発表し、内容を詳しく説明することが義務付けられる。評価は、こ
のプレゼンテーションを60％とする。次に履修者は、講義中の指摘や
ディスカッションを踏まえて、自分の分担する頁についての完全な和
訳のレポートを作成し、決められた期日までに提出する。このレポー
トを40％で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

【テキスト】
Bill Hillier, Julienne Hanson, THE SOCIAL LOGIC OF SPACE, Cambridge
University Press, ISBN　9780521367844
参考資料を開講日に配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　英語の論文を理解するためには、形式的に翻訳するのではなく、英
語のままイメージし、その後、イメージを日本語に直して発表するこ
とが大切である。論文の内容をしっかり把握するためには、粘り強く
取り組むことが必要である。自分の担当部分だけではなく、常に予習
をし、分からない単語は事前学習として、辞書で意味を確かめてお
く。授業に臨んでは、意味が把握できなかった部分について必ず質問
する。また、事後学習として、再度、英文を読み、意味を再確認す
る。さらに、自分の担当した部分については、意味の通った日本語訳
を作成する。事前・事後学習は各120分以上行うこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

＜前期＞
1.授業計画の説明
Buildings and their genotypes (1)
2.Buildings and their genotypes (2)
3.Buildings and their genotypes (3)
4.Buildings and their genotypes(4)
5.Buildings and their genotypes(5)
6.Buildings and their genotypes(6)
7.Buildings and their genotypes(7)
8.Buildings and their genotypes(8)
9.Buildings and their genotypes(9)
10.Buildings and their genotypes(10)
11.Buildings and their genotypes(11)
12.Buildings and their genotypes(12)
13.Buildings and their genotypes(13)
14.Buildings and their genotypes(14)
15.まとめ
＜後期＞
1.Societies as spatial systems(1)
2.Societies as spatial systems(2)
3.Societies as spatial systems(3)
4.Societies as spatial systems(4)
5.Societies as spatial systems(5)
6.Societies as spatial systems(6)
7.Societies as spatial systems(7)
8.Societies as spatial systems(8)
9.Societies as spatial systems(9)
10.Societies as spatial systems(10)
11.Post script(1)
12.Post script(2)
13.Post script(3)
14.Post script(4)
15.まとめ

◎－－－　関連URL　－－－◎

特になし。
(特になし。)

◎－－－　備考欄　－－－◎

特になし。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H52073-01地球環境建築生産特論

集中後期 2  1 授業形態:講義稲田　達夫
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本授業科目は、カリキュラムポリシーの「広範にわたる専門領域に対
応した基礎的な知識の習得」に深く関わる。具体的には、大気中の
CO2濃度の上昇に伴う地球温暖化問題は、海水面の上昇等の他、異常
気象による国土保全・生態系・食料問題等への深刻な影響が予測され
ることから、無視することのできない深刻な問題である。建設分野に
おいては、特に建物運用段階のCO2排出量削減については、環境工学
分野、例えば国立環境研究所等を中心に、大幅な削減を可能とするシ
ナリオが提示されている。しかし、建物建設時（生産段階）に排出さ
れるCO2については、運用段階と同様の定量的な検討や具体的なCO2
削減のシナリオの提示は殆どなされていないのが実情である。本講義
では、最近の研究成果等を踏まえ、建築生産段階におけるCO2排出削
減を如何にして進めるかについて、その方法を解説し、低炭素社会実
現のためのシナリオを示す。具体的には、建築の既存ストック対策の
重要性について解説する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・地球環境問題に内在する様々なトレードオフの問題が理解できる。
・地球環境問題に関わる、都市計画・建築意匠・環境工学・建築経済
等の幅広い分野の知識についても一通り理解することができる。
・目標の到達度合いについては、演習課題の検討結果の発表等を通し
て、測定する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

演習課題を与え、課題に対する情報収集能力と分析能力（25％），及
び課題の検討結果発表におけるプレゼンテーション能力（25％）や、
課題の検討結果のまとめ方・完成度（50％）等を総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

地球環境建築のすすめ（日本建築学会）（ISBN：978-4-395-22146-2）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

授業に臨むに当たっては、自分の取り組んで来た研究テーマを見直
し、それが地球環境問題とどのように関わるかについて、自分の考え
をまとめておくことが望ましい。受講にあたっては、関連すると思わ
れる資料・情報の収集等に努めること。また、受講後は、授業内容の
確認を行い、理解を深めるよう努めること。準備学習（事前・事後学
習）には概ね３時間程度当てることが必要である。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

[1]ガイダンス
[2]地球環境問題とは
[3]資源循環と建築
[4]地球温暖化問題と建築
[5]省エネ・再生可能エネルギーの利用
[6]建物の長寿命化
[7]様々な統計データ
[8]国・地方自治体等の動向
[9]海外の動向
[10]環境問題と経済
[11]環境と防災
[12]ＬＣＡ概説
[13]地球環境建築とは何か
[14]～[15]演習課題発表と討論

◎－－－　備考欄　－－－◎

本科目は、建築と環境問題に係わる実践的な講義内容であ
ることから、インターンシップ関連科目に位置づけられる



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H52034-01鉄筋コンクリート構造学特論

後期 2  1 授業形態:講義江崎　文也
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　構造物の設計には、許容応力度設計法のほか，終局強度設計法が適
用されている。終局強度設計を行う場合、対象とする構造物の挙動に
ついては、弾性から塑性域に至る範囲が取り扱われている。弾性から
塑性に至る構造物の挙動を理解するためには、構造物を構成している
構造部材の塑性域での抵抗機構や破壊機構を理解するとともに、構造
物の崩壊に至るまでの機構を理解する必要がある。本講義では、鋼お
よびコンクリートなどの構造材料の力学的性質、鉄筋コンクリート部
材の抵抗機構・破壊機構および鉄筋コンクリート構造物の塑性解析を
習得させることにより、広範にわたる専門領域に対応した基礎的な知
識の習得および問題提起から解決に至る過程で必要になる情報収集能
力、分析能力および情報発信能力を身につけることができるようにし
ている。具体的には、鉄筋コンクリート重層構造物を対象に、ひび割
れ性状、終局強度および変形性能について解説し、インターンシップ
での実践的な課題と関連した内容を習得する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　①構造物の塑性解析法や鉄筋コンクリート部材を構成する材料の力
学特性及び鉄筋コンクリート部材の抵抗機構・破壊機構を説明でき
る。②例題を学習することによって具体的な鉄筋コンクリート構造物
の部材設計法が説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　各講義の要点に関連するキーワードの内容を正確に説明できるかを
評価基準とした口頭試問結果（30%）、中間および期末に課す各レ
ポート課題について、内容を説明できるデータを的確に集めているか
とともに、自分の考えを記述しているかを評価基準とした結果
（70%）を総合して評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テキストはありません。以下に示す①～④の関連参考図書及び関連
する参考文献の紹介を講義中に行うとともに、講義毎の内容をまとめ
た資料を事前にプリントで配布する。
①日本建築学会：鉄筋コンクリート終局強度設計に関する資料 /
ISBN-8189-0054-0
②日本建築学会：建築耐震設計における保有耐力と変形性能（1990）/
ISBN4-8189-0361-2
③日本建築学会：鉄筋コンクリート造建物の靱性保証型耐震設計指
針・同解説/ ISBN4-8189-0516-X
④日本建築学会：鉄筋コンクリート構造保有水平耐力計算規準
（案）・同解説 / ISBN978-4-8189-0063-4

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　学部で学習した構造力学、材料力学および鉄筋コンクリート構造の
基礎知識を2～3時間/週程度学習することが要求される。事前に配布さ
れる講義プリントに関連する構造力学および鉄筋コンクリート構造に
ついて2～3時間/週程度学習して講義に臨むことが要求される。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

授業計画
[1] 構造材料の力学的性質（１） コンクリートの１軸応力
状態における単調および繰返し載荷時の力学的性質
[2] 構造材料の力学的性質（２）コンクリートの多軸応力
状態における力学的性質と応力ひずみ曲線式
[3] 構造材料の力学的性質（３）コンリートの多軸応力下
の降伏条件
[4] 構造材料の力学的性質（４） 鉄筋の応力ひずみ曲線
[5] 鉄筋コンクリート構造部材の力学性状（１） 梁・柱の
曲げに対する強度性状
[6] 鉄筋コンクリート構造部材の力学性状（２） 梁・柱の
曲げに対する変形性状
[7] 鉄筋コンクリート構造部材の力学性状（３）付着性状
と付着特性に基づくRC解析
[8] 鉄筋コンクリート構造部材の力学性状（４） 付着破壊
に対する設計
[9] 鉄筋コンクリート構造部材の力学性状（５）せん断に
対する抵抗機構・破壊機構
[10] 鉄筋コンクリート構造部材の力学性状（６）梁のせん
断耐力
[11] 鉄筋コンクリート構造部材の力学性状（７）腰壁・た
れ壁・そで壁付部材の弾塑性性状
[12] 鉄筋コンクリート構造部材の力学性状（８）地震時に
おける柱の破壊性状
[13] 鉄筋コンクリート構造部材の力学性状（９）柱の強度
と靱性
[14] 鉄筋コンクリート構造部材の力学性状（10） 耐震壁の
弾塑性性状
[15] 梁・柱接合部の力学性状



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H52084-01都市・まちづくり計画特論

通年 4  1 授業形態:講義及び演習柴田　久、辰巳 浩
◎－－－　授業の概要　－－－◎

【前期】
カリキュラム・ポリシーの「広範にわたる専門領域に対応した基礎的
な知識の習得」に基づき、魅力ある地域づくりをテーマに、国内外の
先進事例の収集・報告、さらにそれらを題材としたディスカッション
を行い、今後の検討課題や対応策について検討する。また景観や空間
のデザイン手法の習得を目指し、演習課題の提出と、プレゼンテー
ションを行う。

【後期】
カリキュラム・ポリシーの「広範にわたる専門領域に対応した基礎的
な知識の習得」に基づき、まず国内のエリアマネジメントおよびまち
づくりガイドラインの事例分析を行い、プレゼンテーションを行う。
次いで、交通まちづくりについて概説したうえで、福岡市内において
調査対象地区を設定し、現地調査を行う。その結果を踏まえ、現状の
問題点や課題を整理し、プレゼンテーションを行う。最後に都市構造
分析を行い、プレゼンテーションを行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

【前期】
１．魅力ある地域づくりの現状と課題を認識し、その対応策を提案す
る素養を身につけることができる
２．景観や空間のデザイン・スキルを向上させることができる

【後期】
まちづくりにおける課題を理解し、その対応策を提案する素養を身に
着けることができる

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講義で課される課題、プレゼンテーションテーマに対して提出され
る各種レポートやプレゼンテーション等のレベルをもとに評価する
（前期50％、後期50％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

配布する資料など

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

【前期】
特になし

【後期】
現地調査（福岡市内）にかかる交通費は自己負担とする

【前後期共通】
・事前学習として、授業の概要に記載したテーマに関するニュースや
文献に触れておくこと（1回あたり2時間）
・事後学習として、授業で学んだことを復習すること（1回あたり2時
間）
（事前・事後学習に費やす時間：120時間以上）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

【前期】（柴田久）
1. ガイダンス
2. 国内外における先進事例の収集・報告1（広場・公園）
3. 国内外における先進事例の収集・報告2（道路・街路）
4. 国内外における先進事例の収集・報告3（河川・港湾）
5. 国内外における先進事例の収集・報告4（防護施設・付
属物）
6. 景観・空間デザイン・スキル演習（視点場、見る・見ら
れる等）
7. 景観・空間デザイン・スキル演習（プロスペクト・リ
ヒュージ理論など）
8. 景観・空間デザイン・スキル演習（借景、ヴィスタ景な
ど）
9. 景観・空間デザイン・スキル演習（主対象、対象場）
10. 景観・空間デザイン・スキル演習（土木構造物、建築
物の設計ポイント）
11. 設計計画演習１（課題説明）
12. 設計計画演習２（情報収集、フィールド選定）
13. 設計計画演習３（フィールド演習）
14. 設計計画演習４（エスキス）
15. プレゼンテーション、総評

【後期】（辰巳浩）
1.わが国におけるエリアマネジメントの概要
2.エリアマネジメント事例分析（情報収集、実態調査）
3.エリアマネジメント事例分析（とりまとめ）
4.プレゼンテーション
5.まちづくりガイドライン分析
6.プレゼンテーション
7.国内外における交通まちづくりの概要
8.LRT・BRTの概要
9.まちづくり事例調査
10.調査結果整理
11.プレゼンテーション
12.都市構造分析の概要
13.都市構造分析
14.分析結果整理
15.プレゼンテーション



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H52056-01道路舗装工学特論

後期 2  1 授業形態:講義佐藤　研一、関根悦夫（北武コンサルタント）  姫野賢治（中央大学）
◎－－－　授業の概要　－－－◎

社会資本の代表である道路における安全性・快適性・円滑性を確保す
るために必要な道路機能、道路構造の設計法について理解を深める。
さらに最新の道路建設・舗装技術についても学ぶと同時に今後必要と
なる道路の維持管理技術について学ぶ。
この特論を通して、舗装工学の基礎的な知識を習得を目指すとともに
新しい舗装技術の習得する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1)舗装の設計方法・維持管理方法・最新の舗装後術を身につけること
を目標とする。。
2)アスファルト合材製造方法と配合設計法が理解できることを目標と
する。
3)鉄道軌道の設計方法が理解できることを目標とする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業へ望む態度と出席および課題提出等を総合して評価を行う。
課題提出評価(40点），講義におけるレジュメ，発表評価（40点)
実習では、実習のレポートの提出による評価を行う（20点）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特になし。必要に応じて資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

講義には毎回出席し、与えられた課題に対してしっかりと資料を作成
すること。
舗装工学の技術的な問題は多岐に渡ることから，毎回の講義後に，講
義内容についてWEB，学会論文，新聞，情報誌等を調べること．また
次回の講義内容を確認するとともに与えられた課題について調べ，講
義に望むこと．このような事前事後学習を1日1時間程度，2～3日程度
計画的に実行すること．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.舗装とは　舗装の歴史
2.アスファルト舗装、コンクリート舗装
3.アスファルトの製造方法
4.アスファルト混合物の製造方法
5.路床、路盤材料
6.アスファルト舗装の設計法
7.アスファルト舗装の施工方法
8-11.アスファルト合材プラント見学と合材の配合試験体験
（アスファルト合材工場における実習）
材料配合試験、合材作成、マーシャル試験、最適AS量の決
定他について学ぶ
12.鉄道軌道の設計方法（１）関根
鉄道における軌道の設計について
13.最新の舗装後術　姫野
世界の舗装技術と日本の現状
14.鉄道軌道の設計方法（２）関根
鉄道軌道構築に伴う最新技術
15.舗装の維持管理　姫野

※講義は担当教員が分担して行う（佐藤：11回担当、関
根・姫野：各2回担当）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H52021-01複合建設材料工学特論

前期 2  1 授業形態:講義江本　幸雄
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　建設材料はコンクリート、鋼材などを主としてきたが、近年高分子
材料、繊維材料など新素材の開発は目覚しい。本講義では、カリキュ
ラムポリシーの「広範囲にわたる専門領域に対応した基礎的知識の修
得」を目指して、複合建設材料の特性を学ぶ。コンクリートはセメン
ト、細骨材、粗骨材、空気等を含むもので早期劣化の問題も顕在化し
ているが新材料・新素材を用いた高耐久性コンクリートへの利用が期
待されている。また、コンクリートと鋼材との合成構造物も多数施工
されるようになってきた。本講義では、複合材料の特性とその応用事
例や産業副産物のリサイクルについても解説する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1）建設構造物に用いられる各種材料の特性を理解できる。
2）建設材料に関連する最新の技術、話題、問題点を理解することが
できる。
3）産業廃棄物が建設材料としてリサイクルされていることを説明で
きる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講義への取り組み状況（50％）および演習・レポート（50％）によ
り成績を評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　随時プリントを配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　試験はしないが、最後に授業内容に関連したレポートを課す。講義
には、講義内容について2時間程度の事前学習をして臨み、授業内容
の理解を深めるために2時間程度の事後学習をすること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．ガイダンス、複合材料の種類と特性　
２．繊維補強コンクリート　
３．レジンコンクリート、樹脂含浸コンクリート　
４．鋼コンクリート合成構造
５．プレストレストコンクリートの原理と特徴
６．高耐久性埋設型枠およびＰＣ埋設型枠合成床版
７．高品質・高耐久性コンクリート
８．産業副産物を混和材として用いたコンクリートの特性
９．再生骨材の製造方法と種類
１０．高品質再生骨材Ｈを用いたコンクリートの性質と施
工例
１１．中品質再生骨材Ｍを用いたコンクリートの性質と施
工例
１２．低品質再生骨材Ｌを用いたコンクリートの性質と施
工例
１３．建設材料に関する最近の話題
１４．複合建設材料に関する演習
１５．まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H51701-01防災・環境地盤工学特別研究

２年通年 6  1 授業形態:演習佐藤　研一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラム・ポリシーの「広範にわたる専門領域に対応した基礎的
な知識の習得とその応用力」に基づき、地盤の環境保全・防災に関す
る基礎研究と実事例に伴う応用研究を行うことを目的とする。特に、
環境保全・防災のみならず，その復元能力や環境負荷低減を考慮した
強くてしなやかなさを持ったハードあるいはソフト対策について研究
を行う。地震や豪雨などの自然外力や地球温暖化等地球規模の環境変
動に対する地盤工学的な課題に取り組み，レジリエントな地域社会の
創造に貢献する研究に取り組む。
地盤環境工学部門では、地震時の地盤挙動の解明、超軟弱地盤の改良
技術、廃棄物の地盤材料への適用と安全性評価、新しい処分場ライ
ナー技術の開発、汚染土壌浄化などを中心とした指導を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)修士論文のテーマに関わる問題を正確に把握し、その問題解決に向
けての研究計画の立案，実施，報告を実施することができる。
(2)研究活動を通してその成果を修士論文として取りまとめることがで
きる。
(3)学内での報告会や外部の研究発表会等での研究成果の一部を発表
し，プレゼンテーション力とディスカッション力を身につける。
(4)研究活動を通して、専門知識を深め，自主的かつ継続的に学習を継
続できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

研究に望む姿勢、中間報告会等でのプレゼンの状況、学会活動および
修士論文にて最終評価を行う。
中間報告，学会発表等における評価（40点），修士論文での評価（60
点) の合計で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特になし。研究に応じた文献等。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

修士論文作成に関して常に予習･復習と言った自己学習を怠らず、積
極的な研究活動を行う必要がある。
講義には毎回出席し、与えられた研究課題に対してしっかりと資料を
作成すること。また，研究テーマ遂行における打ち合わせ，報告会に
てしっかりと説明資料を作成し，報告を行なうこと。
地盤工学が扱う課題は多岐に渡ることから，毎回の講義後に，講義内
容について学術論文，新聞，情報誌等から既往の研究，最新の研究動
向を捉えること。また次回の講義内容を確認するとともに与えられた
課題について調べ，講義に望むこと．このような事前事後学習を1日1
時間程度，2～3日程度計画的に実行すること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1年次(前期：1～30）
　研究テーマにおいて基礎知識を付けるためのゼミを行
い、テーマの理解を深めること中心に授業を行う。研究分
野に関する最新の動向を理解し，研究計画の立案と実施ス
ケジュールを構築する。
1年次(後期：1～30）
　研究テーマにそった実験・解析の指導を行うとともに、
毎月行う中間発表会を通し、課題の問題点の把握、研究の
方針、今後の進め方を理解し検討を行う。さらに国内外の
学会やシンポジウムに積極的に論文を投稿し、発表する技
術を習得する。

2年次(前期：1～30)
　1年次で行った研究成果を踏まえ，これまでの研究成果
を取りまとめ報告するとともに，修士論文の骨子と今年度
の研究計画を立案する。また、研究成果を国内外の学会や
シンポジウムに積極的に論文を投稿する。
2年次(後期：1～30）
　研究テーマにそった実験・解析の指導を行うとともに、
毎月行う中間発表会を通し、課題の問題点の把握、研究の
方針、今後の進め方を理解し検討を行う。特に2年間の集
大成を国内外の学会やシンポジウムにて研究成果を発表す
る準備とその対応を行う。また、一連の研究成果を修士論
文として取りまとめる。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H51701-02防災・環境地盤工学特別研究

２年通年 6  1 授業形態:演習村上　哲
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラム・ポリシーの「広範にわたる専門領域に対応した基礎的
な知識の習得とその応用力」に基づき、地盤の環境保全・防災に関す
る基礎研究と実事例に伴う応用研究を行うことを目的とする。特に、
環境保全・防災のみならず，その復元能力や環境負荷低減を考慮した
強くてしなやかなさを持ったハードあるいはソフト対策について研究
を行う。地震や豪雨などの自然外力や地球温暖化等地球規模の環境変
動に対する地盤工学的な課題に取り組み，レジリエントな地域社会の
創造に貢献する研究に取り組む。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)修士論文のテーマに関わる問題を正確に把握し、その問題解決に向
けての研究計画の立案，実施，報告を実施することができる。
(2)研究活動を通してその成果を修士論文として取りまとめることがで
きる。
(3)学内での報告会や外部の研究発表会等での研究成果の一部を発表
し，プレゼンテーション力とディスカッション力を身につける。
(4)研究活動を通して、専門知識を深め，自主的かつ継続的に学習を継
続できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

研究に望む姿勢、中間報告会等でのプレゼンの状況、学会活動および
修士論文にて最終評価を行う。
中間報告，学会発表等における評価（40点），修士論文での評価（60
点) の合計で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特になし。研究に応じた文献等。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

修士論文作成に関して常に予習･復習と言った自己学習を怠らず、積
極的な研究活動を行う必要がある。
講義には毎回出席し、与えられた研究課題に対してしっかりと資料を
作成すること。また，研究テーマ遂行における打ち合わせ，報告会に
てしっかりと説明資料を作成し，報告を行なうこと。
地盤工学が扱う課題は多岐に渡ることから，毎回の講義後に，講義内
容について学術論文，新聞，情報誌等から既往の研究，最新の研究動
向を捉えること。また次回の講義内容を確認するとともに与えられた
課題について調べ，講義に望むこと．このような事前事後学習を1日1
時間程度，2～3日程度計画的に実行すること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1年次(前期：1～30）
　研究テーマにおいて基礎知識を付けるためのゼミを行
い、テーマの理解を深めること中心に授業を行う。研究分
野に関する最新の動向を理解し，研究計画の立案と実施ス
ケジュールを構築する。
1年次(後期：1～30）
　研究テーマにそった実験・解析の指導を行うとともに、
毎月行う中間発表会を通し、課題の問題点の把握、研究の
方針、今後の進め方を理解し検討を行う。さらに国内外の
学会やシンポジウムに積極的に論文を投稿し、発表する技
術を習得する。

2年次(前期：1～30)
　1年次で行った研究成果を踏まえ，これまでの研究成果
を取りまとめ報告するとともに，修士論文の骨子と今年度
の研究計画を立案する。また、研究成果を国内外の学会や
シンポジウムに積極的に論文を投稿する。
2年次(後期：1～30）
　研究テーマにそった実験・解析の指導を行うとともに、
毎月行う中間発表会を通し、課題の問題点の把握、研究の
方針、今後の進め方を理解し検討を行う。特に2年間の集
大成を国内外の学会やシンポジウムにて研究成果を発表す
る準備とその対応を行う。また、一連の研究成果を修士論
文として取りまとめる。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H51702-01防災・環境地盤工学特別実験・実習

２年通年 4  1 授業形態:実験佐藤　研一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラム・ポリシーの「広範にわたる専門領域に対応した基礎的
な知識の習得とその応用力」に基づき、地盤の環境保全・防災に関す
る基礎研究や課題解決を図る応用研究を行う上で必要となる技術の習
得と実施、および、得られた結果の整理と論文執筆・プレゼン技術を
習得する。実験・実習では，環境保全・防災のみならず，その復元能
力や環境負荷低減を考慮した強くてしなやかなさを持ったハードある
いはソフト対策についても考慮した実験・解析条件の設定と結果の整
理を行う。地震や豪雨などの自然外力や地球温暖化等地球規模の環境
変動に対する地盤工学的な課題の解決に必要となる技術の習得に取り
組み，レジリエントな地域社会の創造に貢献する結果を導き出す技術
の習得を目的とする。
地盤環境工学における基礎研究と実事例に伴う応用研究を行うことを
目的に実験・演習を行いながら指導を行う。①舗装の維持管理技術、
②歩行者系舗装の安全性・耐久性および新しい材料開発、③地震時の
地盤挙動の解明、④超軟弱地盤の改良技術、⑤廃棄物の地盤材料への
適用と安全性評価、⑥新しい処分場ライナー技術の開発、⑦汚染土壌
浄化などを中心とした研究を室内実験、現場施工試験など通し、実用
化を念頭においた指導を行う。
 

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)修士論文のテーマに関わる解決すべき課題を正確に把握し、既往の
研究における解決方法を踏まえ，制約条件等を考慮しながら、適切な
実験・解析手法を選定し，正確に実行できる技術を習得できる。
(2)得られたデータを効率的に整理するともに，その結果を知識に基づ
いて考察し，グラフや表等に用いて適切に表現することができる。
(3)地盤工学に関する専門的な知識を深め、それを研究テーマの課題解
決に応用できる。
(4)得られた結果の整理を説明する資料作成・プレゼン技術を習得し、
修士論文執筆や成果発表に応用することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

実験・実習に望む姿勢、中間報告会等でのプレゼンでの状況、学会活
動および修士論文にて最終評価を行う。 中間報告，学会発表等におけ
る評価（40点），修士論文での評価（60点) の合計で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特になし。研究に応じた文献等。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

修士論文作成に関して常に予習･復習と言った自己学習を怠らず、積
極的な研究活動を行う必要がある。講義には毎回出席し、与えられた
研究課題に対してしっかりと資料を作成すること。また，研究テーマ
遂行における打ち合わせ，報告会にてしっかりと説明資料を作成し，
報告を行なうこと．地盤工学的問題は多岐に渡ることから，毎回の講
義後に，講義内容について学術論文，新聞，情報誌等から既往の研
究，最新の研究動向を捉えること．また次回の講義内容を確認すると
ともに与えられた課題について調べ，講義に望むこと．このような事
前事後学習を1日1時間程度，2～3日程度計画的に実行すること．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1年次(前期：1～30）
　研究テーマに関する課題解決のための既往の研究のレ
ビューや基礎知識を付けるためのゼミを行い、研究を遂行
する上での実験・実習方法の理解を深める。研究を遂行す
るための実験・実習方法を確立する。
1年次(後期：1～30）
　研究テーマに関する実験・実習の技術習得を行うととも
に、毎月行う中間発表会を通し、得られた結果の整理と考
察，ならびに問題点の把握、実験・実習の方針、今後の進
め方を理解し検討を行う。さらに国内外の学会やシンポジ
ウムに積極的に論文を投稿し、論文執筆と発表技術を習得
する。

2年次(前期：1～30)
　１年次に確立した研究課題の解決を図るために実験・実
習方法を最新技術の動向を踏まえ高度化し，高度な結果の
整理と詳細な考察を行う手法を習得する。また，修士論文
作成のための，実験・実習計画を立案する。
2年次(後期：1～30）
　研究テーマにそった実験・実習を行うとともに、毎月行
う中間発表会を通し、得られた結果の整理と考察，問題点
の把握、今後の進め方を理解し検討を行う。特に2年間の
集大成を国内外の学会やシンポジウムにて研究成果を発表
する準備とその対応を行う。また、一連の研究成果を修士
論文として取りまとめる。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H51702-02防災・環境地盤工学特別実験・実習

２年通年 4  1 授業形態:実験村上　哲
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラム・ポリシーの「広範にわたる専門領域に対応した基礎的
な知識の習得とその応用力」に基づき、地盤の環境保全・防災に関す
る基礎研究や課題解決を図る応用研究を行う上で必要となる技術の習
得と実施、および、得られた結果の整理と論文執筆・プレゼン技術を
習得する。実験・実習では，環境保全・防災のみならず，その復元能
力や環境負荷低減を考慮した強くてしなやかなさを持ったハードある
いはソフト対策についても考慮した実験・解析条件の設定と結果の整
理を行う。地震や豪雨などの自然外力や地球温暖化等地球規模の環境
変動に対する地盤工学的な課題の解決に必要となる技術の習得に取り
組み，レジリエントな地域社会の創造に貢献する結果を導き出す技術
の習得を目的とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)修士論文のテーマに関わる解決すべき課題を正確に把握し、既往の
研究における解決方法を踏まえ，制約条件等を考慮しながら、適切な
実験・解析手法を選定し，正確に実行できる技術を習得できる。
(2)得られたデータを効率的に整理するともに，その結果を知識に基づ
いて考察し，グラフや表等に用いて適切に表現することができる。
(3)地盤工学に関する専門的な知識を深め、それを研究テーマの課題解
決に応用できる。
(4)得られた結果の整理を説明する資料作成・プレゼン技術を習得し、
修士論文執筆や成果発表に応用することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

実験・実習に望む姿勢、中間報告会等でのプレゼンでの状況、学会活
動および修士論文にて最終評価を行う。 中間報告，学会発表等におけ
る評価（40点），修士論文での評価（60点) の合計で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特になし。研究に応じた文献等。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

修士論文作成に関して常に予習･復習と言った自己学習を怠らず、積
極的な研究活動を行う必要がある。講義には毎回出席し、与えられた
研究課題に対してしっかりと資料を作成すること。また，研究テーマ
遂行における打ち合わせ，報告会にてしっかりと説明資料を作成し，
報告を行なうこと．地盤工学的問題は多岐に渡ることから，毎回の講
義後に，講義内容について学術論文，新聞，情報誌等から既往の研
究，最新の研究動向を捉えること．また次回の講義内容を確認すると
ともに与えられた課題について調べ，講義に望むこと．このような事
前事後学習を1日1時間程度，2～3日程度計画的に実行すること．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1年次(前期：1～30）
　研究テーマに関する課題解決のための既往の研究のレ
ビューや基礎知識を付けるためのゼミを行い、研究を遂行
する上での実験・実習方法の理解を深める。研究を遂行す
るための実験・実習方法を確立する。
1年次(後期：1～30）
　研究テーマに関する実験・実習の技術習得を行うととも
に、毎月行う中間発表会を通し、得られた結果の整理と考
察，ならびに問題点の把握、実験・実習の方針、今後の進
め方を理解し検討を行う。さらに国内外の学会やシンポジ
ウムに積極的に論文を投稿し、論文執筆と発表技術を習得
する。

2年次(前期：1～30)
　１年次に確立した研究課題の解決を図るために実験・実
習方法を最新技術の動向を踏まえ高度化し，高度な結果の
整理と詳細な考察を行う手法を習得する。また，修士論文
作成のための，実験・実習計画を立案する。
2年次(後期：1～30）
　研究テーマにそった実験・実習を行うとともに、毎月行
う中間発表会を通し、得られた結果の整理と考察，問題点
の把握、今後の進め方を理解し検討を行う。特に2年間の
集大成を国内外の学会やシンポジウムにて研究成果を発表
する準備とその対応を行う。また、一連の研究成果を修士
論文として取りまとめる。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H52039-01マトリックス構造解析特論

前期 2  1 授業形態:講義坂田　力
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この講義では、マトリックス構造解析の基本から学び、構造物の崩
壊挙動を数値解析的に求めるため必要となる材料非線形性や幾何学的
非線形性などの専門領域の知識の習得を目指す。その内容は、平面骨
組構造・立体骨組構造物の剛性マトリックスや座標変換マトリックス
について学び、マトリックス構造解析の基本を理解する。さらに、弾
塑性解析のための非線形解析手法、座屈挙動の解析のための非線形解
析手法を学ぶ。これらを通して、構造解析法に対する総合的な能力を
養う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・トラス構造とラーメン構造の剛性マトリックスを誘導できる。
・マトリックス構造解析の計算の流れが理解できる。
・材料非線形の数値計算法が理解できる。
・幾何学的非線形の数値計算法が理解できる。
・立体骨組構造の解析ができ、その結果の考察ができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

■　評価基準
　上記の「到達目標」に示されるマトリックス構造解析の内容を十分
に理解しているかを評価の基準とする。
■　評価方法
　授業中の理解度を確認するために小テストを行う。さらに、課題レ
ポートおよび、課題発表を総合的に評価とする。
■　割合
　授業中の小テスト（20％）、課題レポート（30％）、課題発表
（50％）とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

■　テキスト：構造力学（下）崎元達郎　森北出版　
ISBN4-627-42520-1
■　参考文献：骨組の静的・動的・弾塑性解析　藤谷義信　他　丸善
株式会社
　　　　　　ファイバーモデルによる弾塑性有限変位解析　野中哲也
他　
　　　　　　丸善株式会社

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　静定構造力学、不静定構造力学（特にエネルギー原理など）、マト
リックス構造解析の基本を理解しておくこと。
　また、事前学習としてテキスト、参考文献あるいは配布資料は予め
精読し、
「授業計画」を参考に必ず予習を行うこと（60分）。事後学習として
講義で学んだ内容を整理し、さらに参考文献等を調べ、知識として身
につけるように心掛けること（60分）。これら事前・事後学習を計画
的に怠りなく実践すること。　

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. マトリックス構造解析の解法手順
2. 平面トラスの剛性マトリックス
3. 剛性方程式の解法について
4. 平面トラスの解析演習
5. 平面ラーメンの剛性マトリックス
6. 平面ラーメンの解析演習
7. 課題発表会
8. 立体骨組構造の剛性マトリックス
9. 立体骨組構造の座標変換マトリックス
10. 立体骨組構造の解析演習(トラス橋梁)
11. 立体骨組構造の解析演習(アーチ橋梁)
12. 骨組構造の弾塑性解析について
13. 骨組構造の弾塑性剛性マトリックス
14. 弾塑性解析演習(平面ラーメン)
15. 課題発表会



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H010H52037-01木質材料構造学特論

前期 2  1 授業形態:講義渡辺　浩
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　CO2削減が国家的課題となっている今、建設分野でもその取り組み
が求められている。木材はかつては建設材料の主役であったが、その
座を鋼材やコンクリートに明け渡して現在に至っている。しかしなが
ら、循環型の低環境負荷資源、我が国が自給できる数少ない建設材
料、そして必要十分な性能を有する素材として再び注目を集めてい
る。本講義では、カリキュラムポリシーの「広範にわたる専門領域に
対応した基礎的な知識の習得」に基づき、木材および木質資源につい
て、建設材料としての可能性、生物資源であるがゆえの個性的な特
徴、そしてその特徴を活かすための設計法について学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)木材を建設分野で活用するための基礎知識を身につける
(2)環境とコストを意識しながら社会で利活用する方法を提案できる

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講義中の討論への対応とレポートにより評価する。それらの割合は
1:1である。定期試験は実施しない。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

「コンサイス木材百科」秋田県立大学木材高度加工研究所編、パレ
ア、2011、ISBN13:978-4870225404（希望者には貸与する）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　講義はすべて担当教員を中心とした討論形式で行う。事前学習とし
ては、講義前にテーマを与えられるテーマについて、1回につき1.5時
間程度を費やして、文献検索や重要事項の整理・検討を行うことを求
める。また事後学習としては、1回につき1.5時間程度を費やして、そ
れらが実務に活かされている事例や動向調査等により定着させること
を求める。
　なお、担当教員の学部生に対する授業と重複する場合には、時間割
を変更する。（開講期間中に1回程度が想定される。）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.概要～木材とは？
2.森林資源と木材利用
3.木材の環境性能
4.樹木の成長と部位による性質の違い
5.木材の異方性
6.製材の加工と規格
7.集成材と木質ボード
8.木材の乾燥
9.木材の耐久性
10.木材の劣化と診断法
11.木材の強度
12.木質構造の設計の基礎
13.木質構造の活用例－建築物
14.木質構造の活用例－木橋
15.木材をさらに活用するための方法

◎－－－　関連URL　－－－◎

橋と耐震システム研究室　福岡大学工学部社会デザイン工
学科
(http://tbl.tec.fukuoka-u.ac.jp/hashi/)


