
2019-701000T019-02関数論「TE」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・２時限　　試験時間割：後日発表　　

仙葉　隆

◎－－－　概要　－－－◎

　　大学初年度で学習した微分積分は実数に実数を対応させる実数
関数についてであった。微分積分の基礎を習得した理工系の学生諸
君がさらに進んで高度の解析学を学ぼうとするとき、複素数を複素
数に対応させる複素関数に関する性質を学習することが重要とな
る。
　最初に、複素数を定義して、複素数の四則演算、複素数と複素平
面の関係、複素数列や複素級数の収束・発散を学習する。
　次に、複素関数の微分である複素微分を定義し、「コーシー・
リーマンの方程式」を用いた複素微分と実変数の偏微分との関係を
学習する。また、正則関数の性質を学習する。
　続いて、複素関数の積分である複素積分について学習し、複素関
数の重要な性質である「コーシーの積分定理」を説明する。この定
理を使って、正則関数の様々な性質を学習する。
　右の授業計画は講義内容の項目である。担当教員によっては、多
少変更することがある。

◎－－－　到達目標　－－－◎

複素関数とその微分積分を学び、その基本的な計算ができるように
なることで、電気・磁気に関する基本的な事柄を理解し説明できる
基礎学力を身につける。(知識・理解)

コーシー・リーマンの方程式と複素微分の関係やコーシーの積分定
理などの複素関数の基本的な性質を学び、それらを複素関数の微分
積分の計算に応用できるようになることで電気の典型的な問題を解
析できる基礎的な技能を身につける。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　前回の授業内容で学んだ定義と定理および応用例を確認し、次回
の授業内容に対応する教科書の範囲を読んでおくこと。以上の学習
の目安を60分程度とする。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

評価の基準
・基本的な複素関数の値をその定義を用いて計算できる。
・複素微分の定義と基本的な性質を用いて具体的な複素関数の微分
ができる。
・コーシー・リーマンの方程式を用いて複素関数の微分ができる。
・複素積分の定義と基本的な性質を用いて具体的な複素関数の積分
ができる。
・複素積分に関する公式や定理を用いて複素関数の積分ができる。
　以上を評価の基準とする。
評価の方法
　定期試験の成績を100％で評価する。
　なお、達成目標に対応した定期試験を行い、評価基準に従い評価
する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

林 一道 著、初等関数論(改訂版)、裳華房、1992年改訂版発行、2300
円、ISBN978-4-7853-1074-5

◎－－－　参考書　－－－◎

理工系のための複素関数論　ISBN 978-4-7806-0168-8
複素解析へのアプローチ　ISBN 978-4-7853-1076-9

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１年次の「微分積分Ⅰ」と「微分積分Ⅱ」の単位を修得しているこ
とが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　 準備事項
　２　 複素数と複素平面
　３　 複素関数
　４　 初等関数
　５　 複素関数の微分
　６　 コーシー・リーマンの関係式
　７　 基本的な初等関数の正則性
　８　 複素積分
　９　 コーシーの積分定理
１０　 コーシーの積分公式
１１ 　ローラン級数展開
１２ 　孤立特異点
１３　 留数定理
１４ 　演習
１５ 　まとめ



2019-701000T019-02関数論「TE」

仙葉　隆

◎電気:A-1,B-1

1.複素関数とその微分積分を学び、その基本的な計算ができるようになること
で、電気・磁気に関する基本的な事柄を理解し説明できる基礎学力を身につけ
る。　(A-1)

2.コーシー・リーマンの方程式と複素微分の関係やコーシーの積分定理などの
複素関数の基本的な性質を学び、それらを複素関数の微分積分の計算に応用で
きるようになることで電気の典型的な問題を解析できる基礎的な技能を身につ
ける。　(B-1)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-701000T301-01基礎防災学

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・５時限　　試験時間割：2019/07/25　６時限　　

重松　幹二、(化学システム工)、松井　渉(日本気象協会)、高山峯夫(建築)、渡辺浩(社会デザイン工)、村上　哲(社会デザイン工)、渡辺亮一(社会デザイン工)、奥野　充(理・地球圏科)、柴田　久(社会デザイン工)、森田浩章(城南区役所)、黒木孝一(労働衛生コンサルタント)、森山茂章(機械工)、松永浩章(化学システム工)、塚越雅幸(建築)、鶴田直之(電子情報工)、孟　志奇(電気工)

◎－－－　授業の概要　－－－◎

　平成２３年３月１１日の東日本大震災の後、諸君らは防災についてどのような考
えを持ったであろうか。平成１１年および１５年の御笠川氾濫における博多駅周辺
の水没、平成１７年の福岡県西方沖地震の被害により、安全と思われていた福岡市
内でも日頃から災害に対して高い注意意識が必要であることが明らかとなった。ま
た、将来工場などで活躍する技術者、さらには安全を保障するシステム開発等に進
む学生にとっても、災害に関する広い知識を持つことは重要である。将来関東・東
海・関西などに就職する学生に対しても、防災・減災に関する知識を身に付けるこ
とは自分の命を守るために極めて重要である。
　このため、主に災害発生のメカニズムと被害低減のための工学技術を中心とした
講義を行う。これは自然災害に限らず、人災への対応も含まれる。講師は学内外か
ら多岐に渡っており、学科の専門性にとらわれず、防災に関する広い知識を得るこ
とに特徴がある。この講義で防災に関する科学的・工学的基礎知識を学ぶことによ
り、災害から自分や家族を守る術、被害を最小にする準備と対応方法を修得する。
特に、自然災害の発生メカニズムや被害予測、災害発生時に必要となる社会システ
ムや被害を軽減する技術、産業活動における安全性配慮の必要性を学び、一生涯役
に立つ工学基礎を身に付けることができる。

　なお、この科目は「福岡大学防災士養成研修プログラム」の指定科目となってい
る。他の指定科目も受講することで、日本防災士機構が認定する「防災士」の受検
資格を得ることができる。詳細は工学部事務室あるいはエクステンションセンター
に問い合わせること。以下のホームページにも関連資料を掲載している。

 http://www.cis.fukuoka-u.ac.jp/̃shigem/

◎－－－　到達目標　－－－◎

自然災害の発生メカニズムと想定される被害を理解し、その対応を考えることがで
きる。(態度・志向性)

産業分野や生活場面での人的災害の発生メカニズムと想定される被害を理解し、そ
の対応を考えることができる。(知識・理解)

防災や減災は特定の学問分野に留まらず、様々な工学技術や社会体制を総合的に組
み合わせなければ達成できないことを知る。(知識・理解)

自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に移すこ
とができる。(態度・志向性)

自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に移すこ
とができる。

自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に移すこ
とができる。

自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に移すこ
とができる。

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

毎回、次の授業のために必要な予習内容を指示するので、30分程度の予習の時間を
要する。また、授業終了後に毎回小テストを行うので、30分程度の復習の時間を要
する。

そのほか、学習期間中は災害に関する新聞記事やニュースに注意を払うとともに、
背後でどのような出来事が発生しているか、どのように対応すべきかなどを想像し
ながら学習を進めて欲しい。なお、毎回行う小テストの正答は、解答締切後にFU
ポータルを利用して配布するので、事後学習に役立てていただきたい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講義終了後、毎回FUポータルを利用した選択問題あるいは記述問題による小テ
ストを実施する。その日の個別の授業内容が理解できたかを評価の基準とする。単
に出席しただけでは評価しない。
　
　定期試験(70%)と毎時間行う小テスト(30%)を総合して成績評価を行う。小テスト
は主に「FUポータル＞授業支援＞アンケート回答」の機能を使って実施する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　授業中に講義資料を配布するのでテキストを購入する必要はない。

◎－－－　履修上の留意点 　－－－◎

　講師の都合で講義順が変更となる場合がある。
　本科目は、共通教育科目（総合系列科目）「現代を生きる（災害から自分や家族
を守る）」と関連が深いので、理解を深めるためには両科目の受講が望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

［災害のメカニズム］
1. 最近の地震活動、各種自然被害（松井）
2. 地震のメカニズムとその被害（高山）
3. 津波、高潮のメカニズムとその被害（渡辺浩）
4. 土砂災害のメカニズムとその被害（村上）
5. 風水害のメカニズムとその被害（渡辺亮一）
6. 火山噴火、火砕流、溶岩流（奥野）

［さまざまな防災技術］
7. 都市における防災計画（柴田）

［災害と社会システム］
8. 大災害時における避難行動、避難所設営、緊急救助技術
（森田）
9. 労働契約、労働安全衛生法（黒木）

［さまざまな防災技術］
10. 安全な機械の設計（森山）
11. 可燃物と初期消火、危険物の保管（松永）
12. すまいの耐震化と防火（塚越）
13. 情報通信技術、ビッグデータ（鶴田）
14. 雷と電力システム（孟）
15. 防災と減災のために私たちができること（重松）

◎－－－　URL　－－－◎

FUポータル
(https://acpt.jsysneo.fukuoka-u.ac.jp/ActiveCampus/)



2019-701000T301-01基礎防災学

重松　幹二、(化学システム工)、松井　渉(日本気象協会)、高山峯夫(建築)、渡辺浩(社会デザイン工)、村上　哲(社会デザイン工)、渡辺亮一(社会デザイン工)、奥野　充(理・地球圏科)、柴田　久(社会デザイン工)、森田浩章(城南区役所)、黒木孝一(労働衛生コンサルタント)、森山茂章(機械工)、松永浩章(化学システム工)、塚越雅幸(建築)、鶴田直之(電子情報工)、孟　志奇(電気工)

◎機械:A-1,A-3,C-1

1.自然災害の発生メカニズムと想定される被害を理解し、その対応を考えるこ
とができる。　(C-1)

2.産業分野や生活場面での人的災害の発生メカニズムと想定される被害を理解
し、その対応を考えることができる。　(A-1)

3.防災や減災は特定の学問分野に留まらず、様々な工学技術や社会体制を総合
的に組み合わせなければ達成できないことを知る。　(A-3)

4.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。　(C-1)

5.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。

6.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。

7.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。

◎　機械工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　ものづくり（機械の創造）に関する基礎学力と応用力を有してい
る。
A-2　健全な倫理観を支える知識と教養を機械工学と関連づけて身につけ
ている。
A-3　自然科学・人文科学・社会科学、語学などの教養にもとづいた工学
と社会のつながりを理解する能力を備えている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　機械工学の知識全般を有機的に活用する能力を備えている。
B-2　機械工学の基礎学問（材料力学、流体工学、熱工学、機械設計・工
作、機械力学・制御）の基本課題を理解し解決する能力を備えている。
B-3　論理的に記述、発表、討議できるコミュニケーション技術を有し、
自分の考えを伝えて意見交換ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会のニーズを捉え、機械工学を活かして社会へ貢献する志向性が
ある。
C-2　グローバルな視点で社会に貢献する志向性がある。
C-3　生涯にわたって工学全般を学び続ける態度を有する。

◎電気:A-1,A-4

1.自然災害の発生メカニズムと想定される被害を理解し、その対応を考えるこ
とができる。　(A-4)

2.産業分野や生活場面での人的災害の発生メカニズムと想定される被害を理解
し、その対応を考えることができる。　(A-1)

3.防災や減災は特定の学問分野に留まらず、様々な工学技術や社会体制を総合
的に組み合わせなければ達成できないことを知る。　(A-4)

4.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。　(A-4)

5.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。

6.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。

7.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-701000T301-01基礎防災学

重松　幹二、(化学システム工)、松井　渉(日本気象協会)、高山峯夫(建築)、渡辺浩(社会デザイン工)、村上　哲(社会デザイン工)、渡辺亮一(社会デザイン工)、奥野　充(理・地球圏科)、柴田　久(社会デザイン工)、森田浩章(城南区役所)、黒木孝一(労働衛生コンサルタント)、森山茂章(機械工)、松永浩章(化学システム工)、塚越雅幸(建築)、鶴田直之(電子情報工)、孟　志奇(電気工)

◎電情:A-1,C-2

1.自然災害の発生メカニズムと想定される被害を理解し、その対応を考えるこ
とができる。　(C-2)

2.産業分野や生活場面での人的災害の発生メカニズムと想定される被害を理解
し、その対応を考えることができる。　(A-1)

3.防災や減災は特定の学問分野に留まらず、様々な工学技術や社会体制を総合
的に組み合わせなければ達成できないことを知る。　(C-2)

4.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。　(C-2)

5.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。

6.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。

7.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。

◎化シ:A-3,B-3,C-1,C-2,C-3

1.自然災害の発生メカニズムと想定される被害を理解し、その対応を考えるこ
とができる。　(A-3)

2.産業分野や生活場面での人的災害の発生メカニズムと想定される被害を理解
し、その対応を考えることができる。　(A-3)

3.防災や減災は特定の学問分野に留まらず、様々な工学技術や社会体制を総合
的に組み合わせなければ達成できないことを知る。　(A-3)

4.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。　(B-3)

5.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。　(C-1)

6.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。　(C-2)

7.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。　(C-3)

◎　化学システム工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　化学工学と分子工学を構成する主要要素である物理化学、有機・無
機化学、移動現象論、反応工学などの化学プロセスの基礎となる原理や
技術を説明できる。
A-2　化学プロセスにおける主要な物質の性質、および有用物質生産の基
本的な原理や技術を説明できる。
A-3　化学工学と分子工学のみならず、広く自然科学および人文・社会科
学などについても基本的な知識と理解をもっている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　化学工学と分子工学において広く用いられる器具や装置を正しく操
作できる。
B-2　化学プロセスに関わる基礎的な現象を、実験や数値計算により解析
できる。
B-3　自分の意見を明確に表現し、他者と建設的な意見交換をおこなうこ
とができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　自分から積極的に課題解決に取り組もうとする主体性をもつ。
C-2　他者と協力しながら課題解決に取り組もうとする協調性をもつ。
C-3　化学技術者として、関連分野の国際的動向や社会的意義に関心をも
ち、健全な倫理観に基づいて、課題解決に取り組もうとする。



2019-701000T301-01基礎防災学

重松　幹二、(化学システム工)、松井　渉(日本気象協会)、高山峯夫(建築)、渡辺浩(社会デザイン工)、村上　哲(社会デザイン工)、渡辺亮一(社会デザイン工)、奥野　充(理・地球圏科)、柴田　久(社会デザイン工)、森田浩章(城南区役所)、黒木孝一(労働衛生コンサルタント)、森山茂章(機械工)、松永浩章(化学システム工)、塚越雅幸(建築)、鶴田直之(電子情報工)、孟　志奇(電気工)

◎社デ:A-2,B-1

1.自然災害の発生メカニズムと想定される被害を理解し、その対応を考えるこ
とができる。　(B-1)

2.産業分野や生活場面での人的災害の発生メカニズムと想定される被害を理解
し、その対応を考えることができる。　(A-2)

3.防災や減災は特定の学問分野に留まらず、様々な工学技術や社会体制を総合
的に組み合わせなければ達成できないことを知る。　(B-1)

4.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。　(B-1)

5.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。

6.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。

7.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。

◎　社会デザイン工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　建設工学の構造系、水理系、地盤系、計画系、材料・施工系、環境
系のうち三分野以上に関する専門的な知識を持つ。
A-2　応用数学、物理または化学、情報技術に関する知識を持つ。
A-3　人文・社会科学関連科目に関する知識を持つ。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　応用数学、物理または化学、情報技術を修得し、それらを建設工学
の学習ならびに問題解決へ応用することができる。
B-2　実現可能な解をデザインし実行するために必要不可欠な、市民を含
む多様な関係者との間の円滑なコミュニケーションを行うことができ
る。また、国際的コミュニケーションの基礎能力を有する。
B-3　建設工学の専門的な知識を、建設分野の基本的問題の解決に応用す
ることができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を十分に理解し、技術者とし
ての責任感と倫理観を持つ。
C-2　人文・社会科学関連科目、建設工学を支える基礎科目と専門科目の
知識を活用して、社会の要求に対する実現可能な解を見出すことのでき
るデザイン能力を持つ。
C-3　社会の変化、要求に柔軟に対応する自立した技術者として常に成長
できるよう、自主的かつ継続的に学習を続ける習慣を持つ。
C-4　環境保全、経済合理性、自然との調和が課題となる九州の地域特性
などの種々の制約条件の下で、自立した一人の技術者、チーム力を有す
る技術者、さらには建設プロジェクトのリーダーとして、仕事をやり遂
げる姿勢を持つ。
C-5　社会・経済の環境変化に注意を払い、自らの仕事を客観的に評価
し、必要に応じて柔軟に軌道修正できる PDCA サイクルを実践する姿勢
を持つ。
C-6　地球規模で幅広く考え、自然との調和が課題となる九州という地域
に根ざしてグローカルに物事を考える姿勢を持つ。

◎スポ:A-4

1.自然災害の発生メカニズムと想定される被害を理解し、その対応を考えるこ
とができる。　(A-4)

2.産業分野や生活場面での人的災害の発生メカニズムと想定される被害を理解
し、その対応を考えることができる。　(A-4)

3.防災や減災は特定の学問分野に留まらず、様々な工学技術や社会体制を総合
的に組み合わせなければ達成できないことを知る。　(A-4)

4.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。　(A-4)

5.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。

6.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。

7.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。

◎　スポーツ科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　スポーツ・運動の医科学的基礎知識について理解し、説明できる。
A-2　専門とするスポーツの技術構造について理解し、説明できる。
A-3　専門とするスポーツの指導方法について理解し、説明できる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門とするスポーツの技術を習得し、競技等の場面において発揮す
ることができる。
B-2　専門とするスポーツの技術構造や指導方法に関する知識や理論に基
づいて指導することができる。
B-3　スポーツ・運動を通じてリーダーシップ・コミュニケーション能力
を身につけ、発揮することができる。
B-4　スポーツ・運動を通じて倫理的思考力を身につけ、発揮することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　スポーツ科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　スポーツ・運動について自ら課題を発見し、解決する意欲を持って
いる。
C-3　スポーツ・運動を論理的に説明する意欲を持っている。
C-4　スポーツ・運動を通じて地域社会に貢献する姿勢を備えている。
C-5　 スポーツ・運動についてマネジメント等に取り組む意欲を持ってい
る。



2019-701000T301-01基礎防災学

重松　幹二、(化学システム工)、松井　渉(日本気象協会)、高山峯夫(建築)、渡辺浩(社会デザイン工)、村上　哲(社会デザイン工)、渡辺亮一(社会デザイン工)、奥野　充(理・地球圏科)、柴田　久(社会デザイン工)、森田浩章(城南区役所)、黒木孝一(労働衛生コンサルタント)、森山茂章(機械工)、松永浩章(化学システム工)、塚越雅幸(建築)、鶴田直之(電子情報工)、孟　志奇(電気工)

◎健康:A-4

1.自然災害の発生メカニズムと想定される被害を理解し、その対応を考えるこ
とができる。　(A-4)

2.産業分野や生活場面での人的災害の発生メカニズムと想定される被害を理解
し、その対応を考えることができる。　(A-4)

3.防災や減災は特定の学問分野に留まらず、様々な工学技術や社会体制を総合
的に組み合わせなければ達成できないことを知る。　(A-4)

4.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。　(A-4)

5.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。

6.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。

7.自分や家族のみならず、社会全体の安全に対する高い倫理観を持ち、行動に
移すことができる。

◎　健康運動科学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　健康運動・レクリエーションの医科学的基礎知識について理解し、
説明できる。
A-2　健康運動・レクリエーションの技術について理解し、説明できる。
A-3　健康運動・レクリエーションの指導方法について理解し、説明でき
る。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語の幅広い知識と教養を
理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　健康運動・レクリエーションの技術を習得し、運動指導等の場面に
おいて発揮することができる。
B-2　健康運動・レクリエーションの技術や指導方法に関する知識や理論
に基づいて指導することができる。
B-3　健康運動・レクリエーションを通じてリーダーシップ・コミュニ
ケーション能力を身につけ、発揮することができる。
B-4　健康運動・レクリエーションを通じて倫理的思考力を身につけ、発
揮することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　健康運動科学の発展に貢献しようとする意欲を持っている。
C-2　健康運動・レクリエーションについて、自ら課題を発見し、解決す
る意欲を持っている。
C-3　健康運動・レクリエーションを論理的に説明する意欲を持ってい
る。
C-4　健康運動・レクリエーションの技術を通じて地域社会に貢献する姿
勢を備えている。
C-5　健康運動・レクリエーションについてマネジメント等に取り組む意
欲を持っている。



2019-701000T131-02微分積分Ⅲ「TE」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：後日発表　　

若狭　徹

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義では、１年次で勉強した「微分積分Ⅰ」、「微分積
分Ⅱ」に引き続いて２変数関数の積分（重積分）について学
ぶ。
　１変数関数の定積分が図形の面積と密接に関連していたよう
に、２変数関数の重積分は立体の体積の概念と結びついてい
る。この考え方で、まず重積分の概念を説明する。重積分の概
念が定義されると、その値をどのようにして計算するかが次の
問題となる。重積分の値を、１変数関数の定積分を繰り返して
計算することにより求める方法は大変重要であるので、演習を
交えて詳しく講義する。さらに重積分の場合の変数変換の方法
は、線形代数で学んだ知識を使う部分でもあり、考え方を身に
付け、繰り返し計算練習して欲しい。
　さらに、３変数の関数の積分（３重積分）や、応用上大切
な、ガンマ関数、ベータ関数についても学ぶ。
　教科書には計算の手法のみではなく、理論的な解説や証明、
さらにはもっと進んだ内容が詳しく書かれているので、興味の
ある人は積極的に勉強して欲しい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

重積分の計算が出来るようになる。(知識・理解)

重積分の変数変換、特に極座標変換が使えるようになる。(知
識・理解)

ガンマ関数、ベータ関数について理解し、使えるようになる。
(技能)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　予習：教科書の該当する部分を読んでおく。 (30分)
　復習：前回の講義ノートを読み、演習問題を解いてみる。
(30分)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

定期試験 (100%) により評価する。

◎－－－　教科書　－－－◎

山田直記・他著　「理工系のための実践的微分積分」
学術図書(2007)(1,900円) ISBN978-4-87361-848-7

◎－－－　参考書　－－－◎

　微分積分を解説した本は数多くあるが、なによりもまず教科
書をしっかり勉強することが大切である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　パラメータを含む関数の積分と微分(1)

２　パラメータを含む関数の積分と微分(2)

３　区間上の重積分と繰り返し積分

４　重積分と繰り返し積分の順序交換(1)

５　重積分と繰り返し積分の順序交換(2)

６　無限領域での重積分

７　極座標への変換

８　前半の演習

９　一般の変数変換(1)

10　一般の変数変換(2)

11　３重積分(1)

12　３重積分(2)

13　ガンマ関数、ベータ関数(1)

14　ガンマ関数、ベータ関数(2)

15　後半の演習



2019-701000T131-02微分積分Ⅲ「TE」

若狭　徹

◎電気:A-1,B-1

1.重積分の計算が出来るようになる。　(A-1)

2.重積分の変数変換、特に極座標変換が使えるようになる。　(A-1)

3.ガンマ関数、ベータ関数について理解し、使えるようになる。　(B-1)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-701000T133-02微分積分Ⅳ「TE」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・１時限　　試験時間割：後日発表　　

田中　勝

◎－－－　概要　－－－◎

　微分方程式の知識は、自然科学や社会科学の諸現象を数理的に
記述し、解析する際の最も基本的なものであり、それに習熟する
ことが専門分野の如何に関わらず求められている。
　本講義では、できるだけ複雑な積分計算を避けつつ、微分方程
式から解を求める価値を実感し、現象との関係を考えるきっかけ
となるように配慮して行うので、学生諸君はこれらを身に付けて
ほしい。
　まず微分の計算を通じて、関数とその導関数のみたす関係式と
して微分方程式に親しんだ後、実際の現象がどのように微分方程
式で記述されるかを丁寧に述べる。取りあげた現象は様々でも、
導かれる微分方程式が共通の形をしていることを知れば、現象を
記述する普遍的な言語としての微分方程式の重要性が認識される
であろう。続いて、線形微分方程式を取りあげ、解の求め方を解
説する。取りあげる微分方程式は、限られた範囲のものではある
が、実際に解を求める感覚を会得することができるであろう。
　後半では、連立微分方程式を取りあげ、線形代数の知識を用い
て、解を求める方法を紹介する。また、相平面に解を表す曲線を
描いて、解の挙動を目に見える形で表す方法にも言及する。ま
た、線形でない微分方程式として、変数分離形の微分方程式の解
法を述べる。これらを通じて微分方程式の解法に習熟し、挙動を
理解することができるようになる。
　さらに、微分方程式の表すベクトル場を考え、解との関係を考
察する。この考察によって、近似解を構成するアルゴリズムを理
解することができ、コンピュータを用いた数値解法の基本的なア
イデアを学ぶことができる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

様々な現象をモデル化したものが、微分方程式で記述されること
を理解する。(知識・理解)

応用上よく現れる、典型的な微分方程式が解けるようになる。(技
能)

相平面や積分曲線を通じて、微分方程式の解の幾何学的な意味を
理解する。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　予習：教科書の該当する部分を読んでおく。 (30分)
　復習：前回の講義ノートを読み、演習問題を解いてみる。(30
分)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

定期試験 (100%) により評価する。

◎－－－　教科書 　－－－◎

山田直記・田中尚人著「理工系のための実践的微分方程式」
学術図書出版社(2007)(1,500円) ISBN　978-4-7806-0074-2

◎－－－　参考書 　－－－◎

　微分方程式について解説した参考書や演習書は数多い。やさし
い解説を中心にしたものから、本格的な理論書までさまざまであ
る。図書室に行って、自分の目的にあうものを選んでほしい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　微分方程式を実感する

２　現象を微分方程式で表現する

３　問題演習

４　１階線形微分方程式

５　定数係数２階線形微分方程式

６　線形微分方程式の解の構造

７　非斉次方程式の解法

８　問題演習または中間試験

９　連立微分方程式の解法

10　相平面

11　問題演習

12　変数分離形微分方程式

13　積分曲線

14　折れ線近似と数値解法

15　まとめの演習



2019-701000T133-02微分積分Ⅳ「TE」

田中　勝

◎電気:A-1,B-1

1.様々な現象をモデル化したものが、微分方程式で記述されることを理解す
る。　(A-1)

2.応用上よく現れる、典型的な微分方程式が解けるようになる。　(B-1)

3.相平面や積分曲線を通じて、微分方程式の解の幾何学的な意味を理解する。
　(B-1)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-701000T141-01物理学Ｂ「TE」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：後日発表　　

端山　和大

◎－－－　概要　－－－◎

物質は原子・分子が凝集した状態であり、物質の熱的な諸性質は莫大な
数の原子や分子の運動にもとづくものとして理解できる。一方で、原
子・分子のレベルにまでさかのぼらず、巨視的立場から熱現象の本質を
抽出する理論体系である熱力学があり、前半ではこのような熱力学の考
え方について学ぶ。熱を含むエネルギー保存則である「熱力学第一法
則」と、熱現象における不可逆性の存在を示す「熱力学第二法則」を理
解することが大きな目標である。また、状態方程式と熱的な諸量、熱機
関とその効率、エントロピーの概念について理解し、具体的な計算がで
きるようになる必要がある。後半は、物質を多くの原子・分子からなる
ものとして取り扱う方法について学ぶ。気体の圧力、分子の平均エネル
ギー、温度と分子エネルギーの関係、分子の速度分布、固体の比熱など
の物理量をミクロな立場で理解し、計算する方法を習得する。自然を正
しく表現・記述し、理解するため、数学(数式)を用いることになる。し
かし、数学を用いた計算だけにとらわれることなく、その数式や計算結
果の意味する内容、物理的本質を理解することが重要である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

熱力学の考え方、「熱力学第一法則」、「熱力学第二法則」について理
解し、説明することができる。(知識・理解)

状態方程式と熱的な諸量、熱機関とその効率、エントロピーの概念につ
いて理解する。(知識・理解)

物質を多くの原子・分子からなる系として取り扱う方法について理解
し、説明できる。(知識・理解)

分子の平均エネルギー、温度と分子エネルギーの関係、分子の速度分
布、固体の比熱などの物理量をミクロな立場で理解する。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

予習：授業の該当箇所を、1時間程度を使って調べることを推奨する。
復習：週に4時間程度、授業中に出すレポートを解いたり、参考書に挙げ
た本の中の問題を解いたりすることによって理解を深めていくこと。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

- 評価基準
到達目標の達成度をはかる問題を解くことができる。
- 評価方法
基本的には定期試験の成績70%、授業中に出すレポート課題30%の割合
で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

物理学(三訂版)、第5章 温度と熱、小出昭一郎著(裳華房) 発行年月
1997/11/1　価格 2376円 ISBN-13: 978-4785320744

◎－－－　参考書　－－－◎

久保亮伍、熱学・統計力学(裳華房) ISBN-13: 978-4785380328
清水明、熱力学の基礎(東京大学出版会) ISBN-13: 978-4130626095
熱学思想の史的展開〈1〉熱とエントロピー (ちくま学芸文庫) ISBN-13:
978-4480091819
熱学思想の史的展開〈2〉熱とエントロピー (ちくま学芸文庫) ISBN-13:
978-4480091826
熱学思想の史的展開〈3〉熱とエントロピー (ちくま学芸文庫) ISBN-13:
978-4480091833

◎－－－　履修上・受講上の留意点　－－－◎

熱力学の取り扱いには偏微分や全微分が不可欠なので、これらを習得し
ておくことが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 序論:
物の性質を理解する物理学、熱力学と統計力学、温度につ
いて
2 熱力学I:
状態量、状態方程式、準静的過程
3 熱力学II:
熱力学の第一法則、熱と仕事、内部エネルギー
4 熱力学III:
熱容量と比熱、理想気体の断熱変化
5 熱力学IV:
熱機関、カルノーサイクル、熱機関の効率
6 熱力学V:
熱力学の第二法則、不可逆現象
7 熱力学VI:
可逆機関と不可逆機関の効率、熱力学的温度目盛
8 熱力学VII:
エントロピー、理想気体のエントロピー、カルノーサイク
ルとエントロピー
9 熱力学VIII:
エントロピーと不可逆過程
10 熱力学IX:
自由エネルギー、エクセルギー
熱力学に関する中間テスト
11 物質の状態:
気相、液相、固相、ファン・デル・ワールス気体
12 分子運動論の基礎I:
気体における分子運動論、分子の運動と温度
13 分子運動論の基礎II:
温度とエネルギー等分配の法則
14 分子運動論の基礎III:
マクスウェル-ボルツマン分布則、マクスウェルの速度分
布関数
15 固体
原子の熱運動、アインシュタインの理論、固体の比熱



2019-701000T141-01物理学Ｂ「TE」

端山　和大

◎電気:A-1

1.熱力学の考え方、「熱力学第一法則」、「熱力学第二法則」について理解
し、説明することができる。　(A-1)

2.状態方程式と熱的な諸量、熱機関とその効率、エントロピーの概念について
理解する。　(A-1)

3.物質を多くの原子・分子からなる系として取り扱う方法について理解し、説
明できる。　(A-1)

4.分子の平均エネルギー、温度と分子エネルギーの関係、分子の速度分布、固
体の比熱などの物理量をミクロな立場で理解する。　(A-1)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-701000T123-02統計「TE」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
天羽　隆史

◎－－－　概要　－－－◎

　自分の関心をもっている事柄についてのデータを得たとき、その状況を
理解するためにはまずデータを整理して、その特徴を明確にする必要があ
る。またそのデータから物事の判断を下したり行動を決定したりするに
は、データを分析してより詳しい情報を引き出さなければならない。さら
に、データの特徴をはっきりさせるにも情報を取り出すにも、周りの人々
に受け入れられるような論理的に筋の通った方法を用いることが求められ
る。
　本講義で学ぶ統計学は、このような要求に応えるデータの整理・分析の
理論である。主な内容は以下の通りである。

　・与えられたデータを整理し、その特徴を明らかにするいくつかの方法
を学ぶ。特に、データを表現する方法、データ全体を一つの数値で表すこ
と、データの広がり具合いを数値で表すことについて述べる。また、二種
類のデータの間の関連を把握したり特徴づける方法についても述べる。

　・統計学を理論的に記述するための言葉である確率論について、特に確
率変数といくつかの代表的な確率分布の扱いについて学ぶ。
 
　・母集団（全体）の性質がどのように標本（部分）に反映しているかを
標本分布を通して調べる。

　・以上の知識を用いて、区間推定・仮説検定についての基本的な事項を
学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

データの整理法を理解し、実践できるようになる。(知識・理解)

確率や確率分布の考え方を理解し、計算ができる。(知識・理解)

様々な統計量を理解し、応用ができるようになる。(知識・理解)

推定、検定の考え方を理解し、応用ができるようになる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

予習：教科書の、次回の授業範囲をよく読んでおくこと。(30分)
復習：前回の講義ノートをよく読み、出てきた事柄の考え方を身に付ける
ように努めること。(30分)

　後半の推測統計を学ぶには、前半で学ぶ記述統計への理解が前提とな
る。理解を積み重ねるため、毎週の講義内容を復習することが欠かせな
い。また、統計は実学である。特に、記述統計、推測統計の具体的な方法
を学ぶときには、演習問題を解く習慣をつけてほしい。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

定期試験 (100%) により評価する。

◎－－－　教科書　－－－◎

高橋麻奈(著)　「ここからはじめるー統計学の教科書」
朝倉書店(2012)(2,400円) ISBN：9784254121902

◎－－－　参考書 　－－－◎

　この講義で話す内容の参考書は数多くある。図書館に行って、自分と相
性の良さそうなものを見つけるとよい。

◎－－－　履修上の留意点 　－－－◎

　統計手法は、実験科学を学ぶものにとって欠くことのできない基礎知識
である。他の科目で扱うデータを意識して学ぶことが具体的な理解を身に
付ける一つの方法である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１ データの表現
　　（度数分布表・ヒストグラムなど）

２ データ全体を代表する数値
　　（平均などの代表値について）
 
３ データの散らばり度合いをはかる
　　（分散・標準偏差など）

４ 二種類のデータの関連を調べる
　　（散布図・相関係数・回帰直線など）
 
５ 確率について
 
６ 確率変数とは
 
７ よく使われる確率分布
 
８ 母集団と標本

９ 標本分布の性質
 
10 点推定と区間推定
 
11 母平均の区間推定
 
12 検定の考え方
 
13　検定における判断の誤りと両側・片側検定
 
14 母平均の検定

15 まとめの演習
 



2019-701000T123-02統計「TE」

天羽　隆史

◎電気:A-1

1.機械製作における加工法の種類を理解する。

2.金属の溶解と凝固について理解する。

3.応力・ひずみ曲線、降伏条件、変形抵抗などの塑性変形に関する基礎事項を
理解する。

4.塑性変形させた材料の組織や性質、冷間加工や熱間加工について理解する。

5.鋳型に溶融した金属を流し込み、製品を作る方法（鋳造）を理解する。

6.鋳鉄の種類と性質を理解する。

7.各種塑性加工（鍛造加工、圧延加工、引抜き加工、押出し加工、転造加工、
せん断加工、曲げ加工、絞り加工）の原理と作業について理解する。

8.溶接の特質や溶接継手の基本形式を理解する。

9.アーク溶接、ガス溶接、特殊溶接、圧接、抵抗溶接、ろう付けの原理と作業
について理解する。

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-701000T139-02物理学Ａ「TE」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
固武　慶

◎－－－　概要　－－－◎

　我々の身近で見られる振り子の運動や水面の波の伝播をはじめ
とする振動・波動と呼ばれる現象は、多くの物理学関連分野、例
えば力学、音響学、光学、電磁気学等に関連する様々な現象の中
に広く見出される物体・物質の基本的な運動形態である。本講義
では、質点の力学を基礎に振動・波動現象を数学的に取り扱うこ
とを学習する。
　講義の流れは授業計画に示す通りである。先ずバネの単振動か
ら始まり、バネにダンパーが加わった振動モデル、複数の振動子
が相関を持つ系、弦の振動を経て、棒を伝わる縦波についての解
説へ進む。そして波動方程式を解くことと一般的な波動の特性を
理解し、波動光学を学習する。本講義を履修するにあたって、初
等関数、幾何学、微分方程式を解くこと等の数学を物理学に応用
するスタイルを習得することが要請される。
　学習には主体的に取り組み、振動・波動の物理現象を良く理解
し、習得した考え方と数学的手法を講義の範囲内だけでなく、他
の様々な分野でも適応できるように柔軟に構えて欲しい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

減衰振動・過減衰・臨界減衰などの、抵抗が加わった場合の単振
動の違いが何に起因するのか、説明することができる。(知識・
理解)

単振動における共鳴減少がなぜ起こるか、説明することができ
る。(知識・理解)

単振動から、連成振動、更には弦・波動の振動に至るまでのテー
マで重要である、「固有振動」や「解の重ね合わせ」といった
キーワードを理解している。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　　事前学習として、適宜指定された課題について予習を行って
おくこと(60分)。復習として、ノートに記録した内容を見直し、
講義の内容を十分に理解すること(60分)。また、授業終了時に課
題が与えられたときにはレポートを作成し提出すること。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　上記の到達目標に関して設定した問題について、講義を通して
習得した数式や解法を用いて解くことができるかを評価する。な
お、レポートのフードバックとして、解答の解説を適宜行う。
　定期試験80％、レポートなどの提出物20％を目安として総合的
に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特になし。

◎－－－　参考書　－－－◎

基礎物理学選書　振動・波動、有山正孝著(裳華房)　　ISBN
978-4-7853-2109-3
振動と波、長岡洋介著(裳華房)　　ISBN 978-4-7853-2045-4

◎－－－　履修上の注意点　－－－◎

　質点の力学と微積分・三角関数等の数学に関する基礎的な知識
を有することが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 単振動
　単振動の運動方程式とその解、
　慣性と復元力
2. 単振動の合成
　ふたつの単振動の合成、うなり、
　リサジュー図形
3. 減衰振動
　速度に比例する抵抗力、減衰振動、
　過減衰、臨界減衰
4. 強制振動と共鳴
　振動的な外力、強制振動、共鳴
5. 連成振動
　複数のバネでつながれたおもりの振動、
　座標変換、規準振動
6. 弦の振動
　線密度、弦の張力、一次元の波動方程式、
　定常波
7. 棒を伝わる縦波
　弾性棒、縦振動、気柱の振動
8. 波動方程式とその解
　弦を伝わる波、反射、固定端と自由端、
　波数
9. 平面波と球面波
　三次元の波動方程式、波面、波数ベクトル
10.光の波
　ホイヘンスの原理、入射角、反射角、
　屈折率
11.幾何光学
　反射の法則、屈折の法則、
　フェルマーの原理、光学距離
12.光の干渉
　干渉縞、ヤングの実験、薄膜による干渉、
　ニュートン環
13.干渉性と非干渉性
　異なる光源から出る光、コヒーレント、
　インコヒーレント
14.回折格子
　格子定数、回折の次数
15.偏光
　直線偏光、偏光子、反射による偏光、
　楕円偏光



2019-701000T139-02物理学Ａ「TE」

固武　慶

◎電気:A-1

1.機械製作における加工法の種類を理解する。

2.金属の溶解と凝固について理解する。

3.応力・ひずみ曲線、降伏条件、変形抵抗などの塑性変形に関する基礎事項を
理解する。

4.塑性変形させた材料の組織や性質、冷間加工や熱間加工について理解する。

5.鋳型に溶融した金属を流し込み、製品を作る方法（鋳造）を理解する。

6.鋳鉄の種類と性質を理解する。

7.各種塑性加工（鍛造加工、圧延加工、引抜き加工、押出し加工、転造加工、
せん断加工、曲げ加工、絞り加工）の原理と作業について理解する。

8.溶接の特質や溶接継手の基本形式を理解する。

9.アーク溶接、ガス溶接、特殊溶接、圧接、抵抗溶接、ろう付けの原理と作業
について理解する。

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-701000T113-01力学Ｃ「TE」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
西田　昭彦

◎－－－　概要　－－－◎

　力学Bでは、外力により変形の生じない剛体を取り扱ったが、この講
義では、外力により変形を生じる、弾性体と流体の力学について取り扱
う。一般に、物体に外力をはたらかせると変形が生じ、外力を取り去る
と物体は元に戻ろうとする性質を示す。このような物体の変形や復元に
焦点を当てたモデルを、弾性体という。また、気体や液体のように、流
動性が高く一定の外的形状を持たない物体を流体という。
　はじめに、弾性体にはたらく応力とその結果として生じるひずみにつ
いて、弾性と塑性、伸び縮み、体積変化、ずれに関して学ぶ。応力は、
弾性体の微小部分に着目した内力で、その方向により法線応力と接線応
力に分けられる。応力により生じる弾性体の伸び縮みの関係はフックの
法則に従い、ヤング率、体積弾性率とポアッソン比などにより表され
る。また、外力による物質のずれ変形を示す指標として、剛性率(ずれ
の弾性率)がある。次に、応力により変形が生じると、応力が仕事を
し、内部エネルギーが増加することにより、弾性体にはエネルギーが蓄
えられることを学ぶ（これを弾性エネルギーという）。
　静止流体においては、アルキメデスの原理により、流体中におかれた
物体にはたらく圧力から、物体に浮力がはたらく。運動する流体では、
流れを流線で表し、流体の粘性を無視した完全流体について、その挙動
を考える。流体内のエネルギーの出入りに着目したベルヌーイの定理
は、運動エネルギーと位置エネルギーに関する、エネルギー保存則に相
当する。粘性をもつ実際の流体の流れは、ポアズイユの法則により決ま
る。また、流体中を運動する物体の受ける抵抗は、ストークスの法則に
より記述される。
 弾性体や流体の力学を通して物理学の基本的な考え方を学び、具体的
に問題を通して物理学がどのように応用されるかを知ることができる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

弾性体の力学と流体の力学での考え方を理解し、それらの基本的な用語
を説明できるようになる。(知識・理解)

弾性体の力学と流体の力学に出てくる種々の物理量の間の関係を理解
し、基本的な問題を解くことができる。(知識・理解)

弾性体と流体の力学を通して物理学の考え方を理解し、具体的な問題に
応用することができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

授業計画を参照して、次回の授業範囲について教科書の該当箇所を十分
に読んで予習をしておくこと（90分程度）。毎回の授業後には、ノート
に記録した内容を見直し、必要に応じて補足し、教科書の問や章末問題
などを解いてよく復習を行うこと（90分程度）。演習問題や宿題が与え
られる場合には確実にそれらに取り組んでおくこと。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

評価基準：上記の到達目標に関する問題について、講義を通して習得し
た数式や解法を用いて解くことができるかを評価基準とする。
評価方法：定期試験で評価し、授業中に行われる問題演習や小テスト、
レポートなどの提出物の評価を加味する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

物理学(三訂版)、第3章　弾性体と流体の力学、小出昭一郎著(裳華房)
ISBN 978-4-7853-2074-4、定価2376円、1997年11月発行

◎－－－　参考書　－－－◎

小出昭一郎著:基礎演習シリーズ・物理学（裳華房）　
ISBN 978-4-7853-8109-7

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　講義には欠かさず出席し、自発的な態度で学習し、理解が不十分な点
は積極的に質問をすること。各学科で用意された学習プログラムがある
場合は、それも含めて履修すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.物理学の手法
　実験科学、法則性と一般化、数量的表現
2.ひずみと応力
　弾性と塑性、伸び縮み、体積変化、ずれ
3.応力の単位と種類
　パスカル、法線応力と接線応力
4.伸び縮みと体積変化
　フックの法則、ヤング率、体積弾性率、
　ポアッソン比
5.剛性率
　ずれの弾性率、
　主な物質の弾性率と力学的性質
6.弾性体のエネルギー
　応力のする仕事、内部エネルギーの増加、
　弾性エネルギーの一般形
7.針金のねじれ
　力のモーメント、慣性モーメント、
　ねじれ振り子、運動方程式、周期、剛性率
8.棒のたわみ
　応力の全モーメント（曲げモーメント）、
　断面の慣性モーメント
9.静止流体の圧力
　気体・液体・固体、浮力、
　アルキメデスの原理
10.流速の場
　流線、定常流、完全流体、流管、
　連続の方程式、オイラーの方程式
11.ベルヌーイの定理
　動圧と静圧、トリチェリーの定理、
　ピトー管、マグヌス効果
12.粘性と抵抗
　速度勾配、内部摩擦力、粘性率
13.ポアズイユの法則
　層流、レイノルズ数
14.ストークスの法則
　粘性抵抗と慣性抵抗、液体の運動量
15.まとめ
　力学Cの講義内容について振り返り、
　必要に応じて問題演習を行う

（講義の進行状況により多少の変更が行われる場合があ
る）



2019-701000T113-01力学Ｃ「TE」

西田　昭彦

◎電気:A-1

1.機械製作における加工法の種類を理解する。

2.金属の溶解と凝固について理解する。

3.応力・ひずみ曲線、降伏条件、変形抵抗などの塑性変形に関する基礎事項を
理解する。

4.塑性変形させた材料の組織や性質、冷間加工や熱間加工について理解する。

5.鋳型に溶融した金属を流し込み、製品を作る方法（鋳造）を理解する。

6.鋳鉄の種類と性質を理解する。

7.各種塑性加工（鍛造加工、圧延加工、引抜き加工、押出し加工、転造加工、
せん断加工、曲げ加工、絞り加工）の原理と作業について理解する。

8.溶接の特質や溶接継手の基本形式を理解する。

9.アーク溶接、ガス溶接、特殊溶接、圧接、抵抗溶接、ろう付けの原理と作業
について理解する。

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000137-01応用電気化学大意

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：後日発表　　

高村　紀充

◎－－－　概要　－－－◎

　電気エネルギーと化学エネルギーの相互変換を取り扱う電気化
学は、電池や燃料電池、電気分解、光電気化学、表面改質等と関
係する。我が国で開発された電気自動車・ハイブリット自動車・
燃料電池自動車には、高性能の発電・電力貯蔵システムと、電子
部品の高機能化および信頼性等の要求に応じた各種の電気めっき
（表面改質）技術が利用されている。また、最近のプラズマ化学
は、半導体プロセス工程や環境浄化の技術として急速な広がりを
見せつつある。
　授業計画１～５は、関連資料とビデオ教材を用いて電気化学の
基礎と最新情報を講義する。授業計画６～１５は、テキストの内
容を中心に講義を行う。毎回のレポ－ト提出に加え、数回の小テ
ストを行う。特にレポ－トでは、数値計算と関連情報の調査を行
う。講義内容の理解を深めるために、関連情報を積極的に調査す
ると共に、テキストの関連問題を解き、理解しておくこと。
　教員は、企業への実務経験を活かし、就職や最新技術に関する
知識・情報についても講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

電気化学反応を数値計算できる。(知識・理解)

各種電池および電気分解の原理、構造、特性、工業的利用技術を
説明できる。(知識・理解)

発電・電気化学プラントでの有害物質除去工程と生産工程を説明
できる。(知識・理解)

講義で与えられる課題に対し、レポート提出を積極的かつ継続的
に行うことができる。(態度・志向性)

機能性材料、環境有害物質、電気腐食と電気防食等について、種
類や性質を自ら調べてレポートを作成できる。(態度・志向性)

◎－－－　授業方法および計画　－－－◎

　講義では、電気主任技術者やエネルギー管理士の国家試験の出
題内容を中心に解説を行うと共に、最新の環境対応技術について
も取り扱う。授業中に学生諸君の理解度を把握する目的から質問
を行い回答を求める。また、重点事項についてはレポート形式で
回答を求める。尚、適宜関連問題を授業中に提示し回答を求める
ので、関数電卓を常に持参すること。特に、講義内容は必ずノー
トにメモを取ること。ノ－トの提出を求めることもある。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　電気化学に関する基本的な問題を解くことができ、各種電池や
電気分解の原理・構造・特性を説明でき、課題の調査と報告が十
分かつ明確にできることを成績の評価基準とする。
　成績は、定期試験の結果に加えて、レポートの提出状況、小テ
ストの結果、授業中の質問に対する回答の内容で総合的に評価す
る。評価の割合は、定期試験を８０％、その他を２０％とする。

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　事前学習は授業計画の事項の関連資料を図書館やインターネッ
トで調べること。（30分）事後学習はレポート演習課題に取り組
むこと。（45分）また、参考書や公開されているe-ラーニングを
積極的に利用して、電気化学の工学的応用技術に関する理解を深
めること。（45分）尚、レポート演習課題は、講義内容の理解が
深まることを目的に構成される。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　電気化学と技術
２　電気自動車の進歩と効率
３　機能性高分子電気材料
４　地球環境と化学物質
５　電気化学の基礎（電解質と電子・イオンの伝導、酸・
塩基性の判別（pH））
６　電気分解（電解）とその原理（酸化・還元反応、ファ
ラデーの法則、電圧・電流・エネルギー効率）
７　電気分解現象とその応用１（水・食塩水・水溶液の電
気分解、金属の電気分解採取）
８　電気分解現象とその応用２（電極の電気分解、電気
めっき、溶融塩電解）
９　電気腐食と電気防食
10　一次電池の種類と構造（ボルタ電池、ダニエル電池、
マンガン乾電池、アルカリマンガン乾電池、リチウム電
池、ギブスの自由エネルギー）
11　二次電池の種類と構造（鉛蓄電池、ニッケル・カドミ
ウム電池、ニッケル・水素電池、リチウムイオン二次電
池、ナトリウム・硫黄電池、亜鉛・塩素電池、充放電特性
と寿命、エネルギー容量と効率）
12 電池の諸特性と電気二重層キャパシタ（時間率、重量
効率、体積効率、アンペア時効率）
13　燃料電池（原理、種類と特徴、燃料改質装置、発電プ
ラント、自動車）
14　放電プラズマの発生と利用（ガス放電プラズマ現象、
オゾナイザー、半導体ドライプロセス）
15　講義の重点事項に関する総括テストとその解答説明

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本講義は、電気主任技術者（電験）、エネルギー管理
士、技術士等の受験者は必須の試験科目内容である。数値
計算を講義中に求めることがあるので関数電卓は常に持参
すること。

◎－－－　テキスト　－－－◎

早苗勝重 著：エネルギー管理士徹底マスター電力応用
（オーム社）：定価3,200円（税抜）、ISBN 4-274-22127-9

◎－－－　参考書　－－－◎

オーム社編：エネルギー管理士実戦問題電力応用（オーム
社）ISBN 4-274-20237-7
泉・石川・片倉・青井・長尾 共著：基礎からわかる電気
化学（森北出版）ISBN 4-627-24542-6
森本雅之 著：電気エネルギー応用工学（森北出版）ISBN
4-627-77531-2
吉江清 著：電気応用（改訂版）（電気学会）ISBN
4-88686-167-9
新井・飯田・早苗 共著：電験二種徹底マスター機械（オ
－ム社）ISBN 4-274-22130-9
小林・平田・大谷・家村 共著：絵とき電験三種完全マス
ター機械（オーム社）ISBN 4-274-16660-0
西嶋・末廣 共著：電気エネルギ－工学概論（朝倉書店）
ISBN 4-254-22908-0



2019-7020000137-01応用電気化学大意

高村　紀充

◎電気:A-1,C-1,C-2

1.電気化学反応を数値計算できる。　(A-1)

2.各種電池および電気分解の原理、構造、特性、工業的利用技術を説明でき
る。　(A-1)

3.発電・電気化学プラントでの有害物質除去工程と生産工程を説明できる。　
(A-1)

4.講義で与えられる課題に対し、レポート提出を積極的かつ継続的に行うこと
ができる。　(C-1)

5.機能性材料、環境有害物質、電気腐食と電気防食等について、種類や性質を
自ら調べてレポートを作成できる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000190-01技術者倫理・安全管理

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：後日発表　　

花井　正広

◎－－－　概要　－－－◎

　なぜ技術者倫理と安全管理の学習が必要とされるか。専門技術者は公衆
（専門知識のない一般人）の福利を最優先に考える必要がある。企業という
組織の中で働く技術者は組織の利益を求める事になるが、公衆の安全を守る
責務に反した行動をおこなうことで社会批判にさらされ、遂には組織の解散
を余儀なくされる場合がある。国家資格である技術士（電気電子部門）の一
次試験では、技術者倫理に関する「適性科目」が課せられるほど重要な項目
である。また、専門技術者としてものづくりに係わる場合、リスク管理と安
全教育、そして製造物責任法（ＰＬ法）等の法律の知識が必要である。
　このような技術者の取り巻く状況において、組織の利益、公衆の安全確
保、リスク管理、危機管理について企業において従事してきた実務経験を活
かし、資料を用いて討論することで正しい判断ができるように理解を深め
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

安全とリスクの大きさを数値的に評価することができる。(知識・理解)

倫理的な判断ができるようになる。(知識・理解)

技術者倫理に照らし、自ら判断し行動ができる。(態度・志向性)

他の学生の発表に対して理解を深めるための質問をすることができる。(態
度・志向性)

課題に適合した分かりやすい発表をすることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業方法及び計画　－－－◎

　重点メモの配布、事前調査項目の発表、討論形式の導入等で、専門技術者
が有する倫理的判断の必要性と具体的な方法を中心に講義を展開する。
　特に、技術者倫理に関係した具体的事例の検証が中心となる。さらに、リ
スクと危機管理についても討論の中で明らかにする。

◎－－－　成績の評価基準　－－－◎

　技術者倫理・安全管理に関する事例を理解したか、並びに予め与えられた
課題に対し自ら考える思考力の向上と、技術者の行動規範と危機管理の対応
力に繋げているかを評価する。
　課題の調査・PPTを用いての発表で20%、他の学生の発表に対する質疑、
討論時の意見表明等の状況を30%で評価し、技術者倫理・安全管理に関する
内容の理解に関して定期試験で50%とし、100点満点に換算し、60点以上を合
格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しません。
　重点メモや各自に課せられた調査等を活用します。普段から技術関連事故
に関する記事を新聞より抽出し、講義の内容に照らして考える訓練の教材と
して下さい。

◎－－－　参考書　－－－◎

中村昌充　著：技術者倫理とリスクマネジメント（オ－ム社）定価2000円、
ISBN978-4-274-06872-0
オ－ム社　編：完全突破技術士一次試験（オ－ム社）定価2700円、
ISBN978-4-274-94891-9
道上　勉、向坊政男：信頼性・安全性工学（オ－ム社）定価3200円、
ISBN978-4-274-20754-9
電気学会倫理委員会　：技術者倫理事例集（電気学会）定価600円、
ISBN978-4-88686-278-5

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　技術者倫理に反する行為によって起こった重大事故・事件の事例を検証
し、問題点を抽出して、対応策を見出すことが学習の対象となる。課題の調
査では、その背景、直接的原因、対処方法、及び　何が本質的な問題である
かを明確にして発表すること。
　将来、プラント・エンジニアリング、電気設備、製造メ－カ－の技術者に
は必須の科目内容である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．技術者倫理・安全管理をなぜ学ぶのか
２．科学技術と倫理
３．環境と倫理
４．科学技術のリスク
５．リスク管理、危機管理、安全確保
６．電気用品安全法、製造物責任法
７．安全教育の重要性と電気作業安全
８．運搬作業安全、高所作業安全
９．津波と洞察力
１０．無作為と倫理
１１．データ偽装と倫理
１２．データねつ造と倫理
１３．技術流出と倫理
１４．不正と倫理
１５．総括と意見交換

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　講義の関連事項に対して、文献を調査して学習を深める
と共に、日頃より新聞を読み、事件が発生した理由等を倫
理面から考えること。（60分）
　また、課題調査をおこないその結果を口頭発表してもら
います。発表はパワーポイント（PPT）で作成し、それを
プロジェクタで投影しておこなう。分かりやすいPPTを作
成すること。（発表前120分）
　安全管理に関しては失敗学会のホームページで授業で取
り上げる項目以外の勉強もしてください。（30分）
http://www.shippai.org/fkd/index.php



2019-7020000190-01技術者倫理・安全管理

花井　正広

◎電気:A-1,A-4,C-1,C-2

1.安全とリスクの大きさを数値的に評価することができる。　(A-1)

2.倫理的な判断ができるようになる。　(A-4)

3.技術者倫理に照らし、自ら判断し行動ができる。　(C-1)

4.他の学生の発表に対して理解を深めるための質問をすることができる。　
(C-1)

5.課題に適合した分かりやすい発表をすることができる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000075-01高電圧工学

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・２時限　　試験時間割：後日発表　　

花井　正広

◎－－－　概要　－－－◎

　高電圧はUHV送電(100万V級の送電）、静電植毛、さらに遺伝
子工学で行われる誘電泳動に用いられるなど多方面で重要となっ
ている。
　これらの高電圧を利用する全ての電気機器は、その充電部分を
電気的に必ず絶縁しなければならない。その絶縁物が放電するな
どして発生する絶縁破壊は、電気機器にとって致命的な故障とな
る。高電圧工学は高電圧印加に伴う絶縁破壊現象を解明し、また
合理的な絶縁設計をするための重要な科目である。
　本講義では高電圧の発生、測定および各種絶縁材料の絶縁破壊
現象、及び　複合絶縁の構成・破壊電圧について、企業において
従事してきた実務経験を活かして講義を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

放電の基礎課程について説明できる。(知識・理解)

固体、液体、気体、真空の絶縁破壊現象について説明できる。(知
識・理解)

高電圧の発生方法について説明できる。(知識・理解)

高電圧の測定方法について説明でき、分圧比を計算できる。(技能)

複合絶縁構成での基礎的な破壊電圧を求められる。(技能)

疑問に思ったことを積極的に質問できる。(態度・志向性)

私語をすることなく講義を集中して聞くことができる。(態度・志
向性)

◎－－－　授業方法　－－－◎

　授業中、指名して質問する対話形式での講義をおこなう。質問
する時間を適時設けるので、その際に質問をおこなうこと。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　高電圧の発生、測定の方法を理解しているか、ならびに、放電
の基礎、絶縁設計に必要な絶縁破壊現象の知識を習得し、複合絶
縁構成の破壊電圧が求められるかを評価基準とする。
　定期試験で上記項目に関する内容を出題し60点以上を合格とす
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

河野照哉著、新版高電圧工学(朝倉書店)、1994/09出版、3564円(税
込)、ISBN:9784254225440

◎－－－　参考書　－－－◎

高電圧工学　ISBN 978-4886862372

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　必修科目では無いが、電気主任技術者を目指す人は必要な知識
です。
　講義中は内容に集中し、指名されなくても質問の回答を考える
習慣をつけられるように努力すること。
　講義中の私的会話、食事等は禁止します。該当者には退場を命
じます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　高電圧の定義、感電、高電圧の用途
２　高電圧の発生方法（交流、直流、インパルス）
３　高電圧の測定方法（分圧器、球ギャップ、静電電圧
計）
４　雷現象と気体放電、雷の分類、風力発電機への被害
５　送電系統、絶縁協調、高電圧送変電機器
６　高電圧試験、規格
７　電界解析、等位電線、電界制御
８　気体の性質、電離、付着、移動度、拡散
９　気体放電、タウンゼント理論、ストリーマ理論
１０　コロナ放電、火花放電、パッシェンの法則
１１　定常気体放電、グロー放電、アーク放電
１２　液体の電気伝導、液体の絶縁破壊
１３　固体の誘電的性質、固体の電気伝導、固体の絶縁破
壊
１４　ボイド放電、トリー放電、沿面放電
１５　複合絶縁、複合絶縁の破壊電圧

◎－－－　授業時間外の学習　－－－◎

復習として、専門用語および高電圧発生装置並びに測定方
法の回路の動作原理を理解し、図示して説明できるように
しておくこと。（90分）



2019-7020000075-01高電圧工学

花井　正広

◎電気:A-1,A-2,B-1,C-1,C-2

1.放電の基礎課程について説明できる。　(A-1)

2.固体、液体、気体、真空の絶縁破壊現象について説明できる。　(A-1)

3.高電圧の発生方法について説明できる。　(A-2)

4.高電圧の測定方法について説明でき、分圧比を計算できる。　(B-1)

5.複合絶縁構成での基礎的な破壊電圧を求められる。　(B-1)

6.疑問に思ったことを積極的に質問できる。　(C-1)

7.私語をすることなく講義を集中して聞くことができる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020002185-01システム工学

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・１時限　　試験時間割：後日発表　　

松岡　毅

◎－－－　概要　－－－◎

自動制御理論の内容は大きく古典制御理論と現代制御理論に分
けることができる。本科目では現代制御理論を取り扱う。現代
制御理論はシステム制御理論とも呼ばれ、古典制御理論では設
計が難しかった多入力多出力制御システムの設計に有効に利用
することができる。状態変数の概念に基づいて時間領域でモデ
ル化されるシステムについて、解析、および設計を行う手法を
習得する。
授業は、指定したテキストに基づいて、別表の授業計画に沿っ
て進める。最後の講義時間には全体の復習として演習を行う。
なお、受講生の理解、講義の進行状況に応じて内容を変更する
ことがある。

◎－－－　到達目標　－－－◎

制御系の状態方程式について工学的な考察、説明ができる。
(知識・理解)

制御系の可制御性、可観測性について工学的な考察、説明がで
きる。(技能)

制御系の安定性について工学的な考察、説明ができる。(技能)

極配置とオブザーバについて工学的な考察、説明ができる。
(技能)

最適制御について工学的な考察、説明ができる。(技能)

積極的、持続的に学習を進めることができる。(態度・志向性)

自ら進んで予習、復習を行うことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

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(90
分)。授業終了後は復習を行うこと(90分)。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

到達目標をどれほど達成したかを定期試験のみで評価する。設
定した問題の意味を理解し、工学的な考察に基づいて解答を行
うことができたかを評価基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

田中幹也　石川昌明　浪花智英共著　現代制御の基礎（森北出
版）　ISBN 9784627916616

◎－－－　参考書　－－－◎

大型の書店に行けば、良質の参考書が多数出版されていること
がわかる。各自手にとって探してみるとよい。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

制御工学Ⅰ、制御工学Ⅱの内容に習熟しておくことが望まし
い。また、微分積分学および線形代数学を復習しておくことが
望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　数学的基礎
２　制御系の状態方程式
３　伝達関数と状態方程式
４　状態方程式の解法
５　制御系の可制御性・可観測性
６　同値変換と正準形
７　制御系の安定性
８　制御系の安定判別
９　リヤプノフ安定
10　状態フィードバックと極配置
11　オブザーバ
12　最適制御問題
13　最大原理
14　動的計画法
15　演習



2019-7020002185-01システム工学

松岡　毅

◎電気:A-1,B-1,C-1,C-2

1.制御系の状態方程式について工学的な考察、説明ができる。　(A-1)

2.制御系の可制御性、可観測性について工学的な考察、説明ができる。　(B-1)

3.制御系の安定性について工学的な考察、説明ができる。　(B-1)

4.極配置とオブザーバについて工学的な考察、説明ができる。　(B-1)

5.最適制御について工学的な考察、説明ができる。　(B-1)

6.積極的、持続的に学習を進めることができる。　(C-1)

7.自ら進んで予習、復習を行うことができる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000082-01照明電熱工学

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・２時限　　試験時間割：後日発表　　

西嶋　喜代人

◎－－－　概要　－－－◎

　「電気エネルギーを可視光に変換して利用する照明工学」と「電気エネル
ギーを熱に変換して利用する電熱工学」の２つの電気応用分野を学ぶ。照明
工学は、照明デザイン、道路照明、映像表示装置等の光を利用する広い分野
と関係する。また、電熱工学は半導体製造、金属精錬、溶接、食品加工、自
動車生産の塗装乾燥、そして冷暖房等、高度な熱応用で産業活動や空調設備
と密接に関連する。
　テキストの内容に加え、関連資料を配布して補足説明をする。講義の中
で、これまでに知っておくべき用語、物理量について質問をし、学生の理解
度を確認しながら講義を進める。課題として配布した小テストとレポートに
ついては図書館等を利用して、詳細に調べ、提出日に必ず提出すること。小
テストについては、授業中に解答する。
　照明と熱に関する演習問題は、電験2種・3種の国家試験の電気応用に多数
の出題例があるので、復習として実用問題をできるだけ多く解くようにする
こと。

◎－－－　到達目標　－－－◎

光と熱の基本的事項を理解し、応用・設計できる知識を獲得できるようにな
ること(知識・理解)

光の発生と電熱の発生のための電気装置を理解し、その留意点を理解説明で
きるようになること(知識・理解)

照明計算と熱計算による応用設計が可能となる方法を身に着けること(技能)

新しい光源の開発や省エネルギー加熱機器の開発に継続的に興味を持つ持続
的能力を身に着けること(態度・志向性)

高効率な照明設計や熱設計に挑戦する新規技術の展開を可能にする行動をと
れるようになること(態度・志向性)

◎－－－　授業方法および計画　－－－◎

　授業方法は、電気応用として必須の内容を授業計画に従って進める。講義
では、電磁波（マイクロ波、光）や分光スペクトル等の光制御技術を含むの
で、復習は図書館を積極的に利用して理解を深めて欲しい。
　授業中に学生諸君の理解度を把握する目的から、質問を行い回答を求め
る。また、重点事項については、レポート形式で回答を求める。なお、適時
関連問題を授業中に提示し、回答を求めるので、関数電卓を常に持参するこ
と。特に、講義内容は必ずメモすること。

◎－－－　成績の評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の結果に加えて、レポートの提出状況、授業中の質問に対する回
答、確認テストの結果等で総合的に評価する。
　授業中の質問は、出席確認と回答の評価に利用する。回答の内容は三段階
で加点評価する。これらの評価２０％を、定期試験の評価割合８０％に加え
て総合評価する。
　照明設計と熱設計が実行できる基礎的知識を備え、簡単な設計のための計
算が可能であるかが、評価基準である。（昨年度の単位取得率81％）

◎－－－　テキスト　－－－◎

オーム社編：エネルギー管理士実戦問題「電力応用」（オーム社）、定価
3,000円、ISBN 4-274-20237-2
（講義内容に関連する最新情報についてはプリント配布して紹介する）

◎－－－　参考書　－－－◎

電気応用　ISBN 4-88686-167-9
深尾 保・増田 参一郎 他著：改定電気応用(1)（コロナ社）
小林 薫 他著：絵解き電験三種完全マスター 「機械」（オーム社）
新井 信夫：電験二種徹底研究 「機械」（オーム社）
中路 幸謙：電熱工学（電気学会）

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　事前学習は授業計画の関連事項を読み、関連用語を図書館で調べること
（40分程度）。事後学習は講義内容を確認し、テキストの演習を解答し、不
明な点は図書館で調べること（40分程度）。
　なお、照明と電熱の技術応用事例のe-ラーニングが公開されているので、参
考にしてください。また、照明設計や熱設計の基本ですので、設計を目指す
ためのセンスを磨きましょう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　照明工学における基礎量（光束、光度、輝度、照度）
２　簡単な照度計算（平均照度、点光源、直線光源）
３　配光と光束計算（球帯の立体角。鉛直配光曲線、ルー
ソー図）
４　大きさのある光源による照度計算（立体角投影の法
則、錐面積分の法則、長方形光源）
５　室内照明と道路照明（照明率、保守率、投光照明）
６　各種光源の動作原理と発光スペクトルⅠ（白熱電球。
蛍光灯、ハロゲン電球）
７　各種光源の動作原理と発光スペクトルⅡ（高圧水銀ラ
ンプ、高圧ナトリウムランプ、メタルハライドランプ、
LED、有機EL）
８　照明の省エネルギー対策
９　電熱の基礎（熱、温度、電気の仕事当量、電熱の特
徴）
１０　熱伝導と熱伝達（熱伝導メカニズム、対流、放射）
１１　物体の熱回路（熱流、熱容量、熱抵抗、表面熱抵
抗）と冷暖房設計
１２　線形定常熱伝導（ラプラス方程式、一次元熱伝導、
二次元熱伝導）
１３　抵抗加熱とアーク加熱（抵抗材料、各種電気炉、
アーク特性）
１４　誘導加熱と誘電加熱（うず電流損、誘電体損、中骨
作用）
１５　マイクロ波加熱とレーザー加熱（マグネトロン発振
器、CO2レーザ、YAGレーザ）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本講義は電気工学実験Ⅱ（3年後期）と関連するので、
必ず受講すること。また、電気工事士、電験（電気主任技
術）、エネルギー管理士、そして技術士の受験者は必須の
試験科目内容である。
　講義中に数値計算を行うので、常に関数電卓を持参する
こと。



2019-7020000082-01照明電熱工学

西嶋　喜代人

◎電気:A-1,A-2,B-1,C-1,C-2

1.光と熱の基本的事項を理解し、応用・設計できる知識を獲得できるようにな
ること　(A-1)

2.光の発生と電熱の発生のための電気装置を理解し、その留意点を理解説明で
きるようになること　(A-2)

3.照明計算と熱計算による応用設計が可能となる方法を身に着けること　(B-1)

4.新しい光源の開発や省エネルギー加熱機器の開発に継続的に興味を持つ持続
的能力を身に着けること　(C-1)

5.高効率な照明設計や熱設計に挑戦する新規技術の展開を可能にする行動をと
れるようになること　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000071-01情報処理Ⅰ「TE-a」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：後日発表　　

江田　孝治

◎－－－　概要　－－－◎

　「情報処理Ⅰ」では、世界中で最も使用されているプログラ
ミング言語の一つであるC言語について学習する。C言語の歴
史は古く、1970年代に登場し、システムやアプリケーションソ
フトの記述言語として長く用いられている。そのため、その後
誕生したプログラミング言語の多くもC言語の影響を受けてい
る。このようにC言語は最も基本的なプログラミング言語の一
つであるため、C言語を学ぶことはプログラミングの学習にお
いて重要である。
　現在使われている電気製品のほとんどがコンピュータで制御
されており、企業などの製品開発の現場でもプログラミングは
必須の技術となっている。
　C言語の特徴の一つとして言語仕様のコンパクトさがあげら
れるが、非常に奥が深い言語であり、自由に使いこなせるよう
になるためにはかなりの知識が必要である。そのような知識を
身につけるために、この講義ではC言語の全体像を学習し、自
らの力でプログラムを作成できるようになることを目指す。
　企業においてソフトウェア開発に従事してきた経験を活か
し、C言語のプログラミングに必要な知識などについて講義し
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

Ｃ言語で数学や電気回路の計算に関するプログラムを作成する
ことができる。(技能)

講義で得た知識を用いて積極的にプログラミングの問題を解く
ことができる。(態度・志向性)

教科書を確認しながら、自ら課題解決に取り組むことができ
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

次回の授業範囲についてテキストを読んで予習しておくこと。
（30分）
毎回の講義内容についてテキストの例題や講義中に解いた演習
問題を復習しておくこと。(60分)

◎－－－　評価の基準および方法　－－－◎

C言語の知識を有し、C言語でプログラムを作成できるかを評
価の基準とする。
毎回の授業で提出する演習問題の評価を40%、定期試験の評価
を60%として総合的に評価する。ただし、演習問題の評価が6
割に満たない場合は不合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

Cの絵本 第2版 C言語が好きになる新しい9つの扉　（株式会社
アンク (著)、翔泳社、2016年、1,380円＋税、ISBN:
978-4-7981-5038-3）

◎－－－　受講上の留意点　－－－◎

この授業では、テキストを見ながら演習を行うため、必ずテキ
ストを持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 基本的なプログラム(1)
2. 基本的なプログラム(2)
3. 演算子
4. if文、for文
5. while文、switch文
6. 配列
7. ポインタ
8. 関数(1)
9. 関数(2)
10. ファイルの入出力(1)
11. ファイルの入出力(2)
12. 構造体(1)
13. 構造体(2)
14. プログラムの構成
15. マクロ



2019-7020000071-01情報処理Ⅰ「TE-a」

江田　孝治

◎電気:B-1,C-1,C-2

1.Ｃ言語で数学や電気回路の計算に関するプログラムを作成することができ
る。　(B-1)

2.講義で得た知識を用いて積極的にプログラミングの問題を解くことができ
る。　(C-1)

3.教科書を確認しながら、自ら課題解決に取り組むことができる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000071-02情報処理Ⅰ「TE-b」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・３時限　　試験時間割：後日発表　　

江田　孝治

◎－－－　概要　－－－◎

　「情報処理Ⅰ」では、世界中で最も使用されているプログラ
ミング言語の一つであるC言語について学習する。C言語の歴
史は古く、1970年代に登場し、システムやアプリケーションソ
フトの記述言語として長く用いられている。そのため、その後
誕生したプログラミング言語の多くもC言語の影響を受けてい
る。このようにC言語は最も基本的なプログラミング言語の一
つであるため、C言語を学ぶことはプログラミングの学習にお
いて重要である。
　現在使われている電気製品のほとんどがコンピュータで制御
されており、企業などの製品開発の現場でもプログラミングは
必須の技術となっている。
　C言語の特徴の一つとして言語仕様のコンパクトさがあげら
れるが、非常に奥が深い言語であり、自由に使いこなせるよう
になるためにはかなりの知識が必要である。そのような知識を
身につけるために、この講義ではC言語の全体像を学習し、自
らの力でプログラムを作成できるようになることを目指す。
　企業においてソフトウェア開発に従事してきた経験を活か
し、C言語のプログラミングに必要な知識などについて講義し
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

Ｃ言語で数学や電気回路の計算に関するプログラムを作成する
ことができる。(技能)

講義で得た知識を用いて積極的にプログラミングの問題を解く
ことができる。(態度・志向性)

教科書を確認しながら、自ら課題解決に取り組むことができ
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

次回の授業範囲についてテキストを読んで予習しておくこと。
（30分）
毎回の講義内容についてテキストの例題や講義中に解いた演習
問題を復習しておくこと。(60分)

◎－－－　評価の基準および方法　－－－◎

C言語の知識を有し、C言語でプログラムを作成できるかを評
価の基準とする。
毎回の授業で提出する演習問題の評価を40%、定期試験の評価
を60%として総合的に評価する。ただし、演習問題の評価が6
割に満たない場合は不合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

Cの絵本 第2版 C言語が好きになる新しい9つの扉　（株式会社
アンク (著)、翔泳社、2016年、1,380円＋税、ISBN:
978-4-7981-5038-3）

◎－－－　受講上の留意点　－－－◎

この授業では、テキストを見ながら演習を行うため、必ずテキ
ストを持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 基本的なプログラム(1)
2. 基本的なプログラム(2)
3. 演算子
4. if文、for文
5. while文、switch文
6. 配列
7. ポインタ
8. 関数(1)
9. 関数(2)
10. ファイルの入出力(1)
11. ファイルの入出力(2)
12. 構造体(1)
13. 構造体(2)
14. プログラムの構成
15. マクロ



2019-7020000071-02情報処理Ⅰ「TE-b」

江田　孝治

◎電気:B-1,C-1,C-2

1.Ｃ言語で数学や電気回路の計算に関するプログラムを作成することができ
る。　(B-1)

2.講義で得た知識を用いて積極的にプログラミングの問題を解くことができ
る。　(C-1)

3.教科書を確認しながら、自ら課題解決に取り組むことができる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000072-01情報処理Ⅱ「TE-a」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・４時限　　試験時間割：後日発表　　

江田　孝治

◎－－－　概要　－－－◎

　「情報処理Ⅱ」では、C言語を用いた実践的なプログラミン
グとそれに必要なアルゴリズムの習得を目指す。
　C言語は、「コンピュータ基礎Ⅱ」や「情報処理Ⅰ」で学ん
だように、世界中で最も利用されているプログラミング言語の
一つであり、コンピュータのハードウェアを直接操作する制御
分野や組み込みシステムの分野でよく用いられている。これに
対してアルゴリズムは実際にプログラムを作成するときの考え
方であり、何らかの問題を解くために必須の知識となる。よっ
てアルゴリズムそのものはプログラミング言語に依存しない。
　この授業の前半では、アルゴリズムを勉強するための前提と
してC言語の復習を行う。「情報処理Ⅰ」の授業内容と重なる
部分も多々あるが、まずは自分の力でC言語のプログラムを書
けるようになることを目指す。そして授業の後半では、プログ
ラムを作成するための考え方とアルゴリズムの基礎ついて勉強
し、アルゴリズムを用いて問題を解決するためのプログラムを
作成できるようになることを目指す。
　以上のことを企業においてソフトウェアの開発に従事してき
た実務経験を活かして講義します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

アルゴリズムを使って数学や電気工学の計算に関するプログラ
ムを作成することができる。(技能)

講義で得た知識を用いて積極的にプログラミングの問題を解く
ことができる。(態度・志向性)

教科書を確認しながら、自ら課題解決に取り組むことができ
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

次回の授業範囲についてテキストを読んで予習しておくこと。
（30分）
毎回の講義内容についてテキストの例題や講義中に解いた演習
問題を復習しておくこと。(60分)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

C言語とアルゴリズムの知識を有し、アルゴリズムを使ってプ
ログラムを作成できるかを評価の基準とする。
毎回の授業で提出する演習問題の評価を40%、定期試験の評価
を60%として総合的に評価する。ただし、演習問題の評価が6
割に満たない場合は不合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

アルゴリズムの絵本 第2版 プログラミングが好きになる新しい
9つの扉　（株式会社アンク (著)、 翔泳社、2019年、1,780円＋
税、ISBN: 978-4-7981-5937-9）

◎－－－　受講上の留意点　－－－◎

この授業では、テキストを見ながら演習を行うため、必ずテキ
ストを持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. C言語の基礎(1)
2. C言語の基礎(2)
3. C言語の基礎(3)
4. 基本的な制御
5. 制御の活用(1)
6. 制御の活用(2)
7. 関数の利用(1)
8. 関数の利用(2)
9. 問題への取り組み方
10. 実践的プログラミング
11. テキストエディタの作成
12. 高度なアルゴリズム(1)
13. 高度なアルゴリズム(2)
14. ソートとサーチ(1)
15. ソートとサーチ(2)



2019-7020000072-01情報処理Ⅱ「TE-a」

江田　孝治

◎電気:B-1,C-1,C-2

1.アルゴリズムを使って数学や電気工学の計算に関するプログラムを作成する
ことができる。　(B-1)

2.講義で得た知識を用いて積極的にプログラミングの問題を解くことができ
る。　(C-1)

3.教科書を確認しながら、自ら課題解決に取り組むことができる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000072-02情報処理Ⅱ「TE-b」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・３時限　　試験時間割：後日発表　　

江田　孝治

◎－－－　概要　－－－◎

　「情報処理Ⅱ」では、C言語を用いた実践的なプログラミン
グとそれに必要なアルゴリズムの習得を目指す。
　C言語は、「コンピュータ基礎Ⅱ」や「情報処理Ⅰ」で学ん
だように、世界中で最も利用されているプログラミング言語の
一つであり、コンピュータのハードウェアを直接操作する制御
分野や組み込みシステムの分野でよく用いられている。これに
対してアルゴリズムは実際にプログラムを作成するときの考え
方であり、何らかの問題を解くために必須の知識となる。よっ
てアルゴリズムそのものはプログラミング言語に依存しない。
　この授業の前半では、アルゴリズムを勉強するための前提と
してC言語の復習を行う。「情報処理Ⅰ」の授業内容と重なる
部分も多々あるが、まずは自分の力でC言語のプログラムを書
けるようになることを目指す。そして授業の後半では、プログ
ラムを作成するための考え方とアルゴリズムの基礎ついて勉強
し、アルゴリズムを用いて問題を解決するためのプログラムを
作成できるようになることを目指す。
　以上のことを企業においてソフトウェアの開発に従事してき
た実務経験を活かして講義します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

アルゴリズムを使って数学や電気工学の計算に関するプログラ
ムを作成することができる。(技能)

講義で得た知識を用いて積極的にプログラミングの問題を解く
ことができる。(態度・志向性)

 教科書を確認しながら、自ら課題解決に取り組むことができ
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習） 　－－－◎

次回の授業範囲についてテキストを読んで予習しておくこと。
（30分）
毎回の講義内容についてテキストの例題や講義中に解いた演習
問題を復習しておくこと。(60分)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

C言語とアルゴリズムの知識を有し、アルゴリズムを使ってプ
ログラムを作成できるかを評価の基準とする。
毎回の授業で提出する演習問題の評価を40%、定期試験の評価
を60%として総合的に評価する。ただし、演習問題の評価が6
割に満たない場合は不合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

アルゴリズムの絵本 第2版 プログラミングが好きになる新しい
9つの扉　（株式会社アンク (著)、 翔泳社、2019年、1,780円＋
税、ISBN: 978-4-7981-5937-9）

◎－－－　受講上の留意点　－－－◎

この授業では、テキストを見ながら演習を行うため、必ずテキ
ストを持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. C言語の基礎(1)
2. C言語の基礎(2)
3. C言語の基礎(3)
4. 基本的な制御
5. 制御の活用(1)
6. 制御の活用(2)
7. 関数の利用(1)
8. 関数の利用(2)
9. 問題への取り組み方
10. 実践的プログラミング
11. テキストエディタの作成
12. 高度なアルゴリズム(1)
13. 高度なアルゴリズム(2)
14. ソートとサーチ(1)
15. ソートとサーチ(2)



2019-7020000072-02情報処理Ⅱ「TE-b」

江田　孝治

◎電気:B-1,C-1,C-2

1.アルゴリズムを使って数学や電気工学の計算に関するプログラムを作成する
ことができる。　(B-1)

2.講義で得た知識を用いて積極的にプログラミングの問題を解くことができ
る。　(C-1)

3. 教科書を確認しながら、自ら課題解決に取り組むことができる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000208-01数値解析

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・３時限　　試験時間割：後日発表　　

孟　志奇

◎－－－　概要　－－－◎

　数値解析は、磁界解析や構造解析など、工学の世界で広く活
用されている。以前は大規模コンピュータで数か月を費やして
いた計算も、コンピュータの性能の飛躍的な向上により、家庭
用コンピュータでも瞬時に解が得られるようになった。これに
より、個人レベルでも数値解析アルゴリズムを基にプログラム
を作成し、複雑な現象を容易にシミュレーションすることが可
能になった。
　本授業では、数値解析理論によるアルゴリズムを習得すると
共に、実際にプログラムを作成し、その動作特性を確認するこ
とで、実践的に応用力の向上を図る。下記の「授業計画」に基
づいて授業を進める予定であるが、学習の理解度に応じて、計
画を変更することもある。

◎－－－　到達目標　－－－◎

学習した「関数の数値積分法」や「方程式の数値解法」等のア
ルゴリズムを理解して説明できる。(技能)

アルゴリズムの理解を基に、プログラムを作成できる。(技能)

課題に対して積極的、持続的に取り組むことができる。(態
度・志向性)

自ら課題解決に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　学習内容を講義資料等で事前予習（60分）・事後復習（90
分）をし、課す課題を自分の力で完成させ、期限内に提出する
こと。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　「到達目標」に対する達成度を、課題（60％）および定期試
験（40％）で総合評価する。課題では学習したアルゴリズムに
基いてプログラミング・数値解析できるか並びに課題への取り
組みが積極的であるか、定期試験（受けなかった場合、評価に
拘らず「放棄」となる）ではアルゴリズムやその特徴を説明で
きるかを評価基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　担当教員が作成した講義資料を基に授業を行う。その講義資
料は授業の前日までにwebページ上から参照できるようにして
おく。アクセス方法は第一回目の講義時に説明する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本授業では、講義の内容に基づくプログラミング課題を課
す。そのため、本授業を受講するに当たり、「情報処理I」、
「情報処理II」を受講し、基本的なプログラミングスキルを習
得していることが望ましい。授業内容を理解するために、プロ
グラムの作成は不可欠であるので、真剣に取り組むこと。
　授業中に個別に指導・サポートが可能なので、授業の時間を
効率よく活用してほしい。積極性の評価や集中力向上のために
課題の提出期限を「授業中」にするケースが多い。

◎－－－　授業計画　－－－◎

プログラミングの基本Ⅰ

プログラミングの基本Ⅱ

プログラミングの基本ⅡI
非線形方程式の解法Ⅰ
非線形方程式の解法Ⅱ
1次元最適化法Ⅰ
1次元最適化法Ⅱ
常微分方程式の解法Ⅰ
常微分方程式の解法Ⅱ
数値積分法Ⅰ
数値積分法Ⅱ
マトリックスの扱い
連立線形方程式の解法Ⅰ
連立線形方程式の解法Ⅱ
まとめ



2019-7020000208-01数値解析

孟　志奇

◎電気:B-1,C-1,C-2

1.学習した「関数の数値積分法」や「方程式の数値解法」等のアルゴリズムを
理解して説明できる。　(B-1)

2.アルゴリズムの理解を基に、プログラムを作成できる。　(B-1)

3.課題に対して積極的、持続的に取り組むことができる。　(C-1)

4.自ら課題解決に取り組むことができる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000023-01制御工学Ⅰ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：後日発表　　

松岡　毅

◎－－－　概要　－－－◎

自動制御の理論は、フィードバックの原理により機械やプラントを
自動的に操作する技術の基礎をなすものである。この理論の習得は
電気技術者のみならず、今日のあらゆる工業分野に関係する人々に
とって欠くことのできないものである。自動制御理論の内容は大き
く古典制御理論と現代制御理論にわけることができる。本科目（制
御工学Ⅰ）と、これに続く制御工学Ⅱでは、古典制御理論を取り扱
う。なお、現代制御理論はシステム工学において取り扱う。線形微
分方程式でモデル化される制御系におけるフィードバックの効果を
中心に、制御系の解析、および設計を行う手法を習得する。
授業は、指定したテキストに基づいて、別表の授業計画に沿って進
める。最後の講義時間には全体の復習として演習を行う。なお、受
講生の理解、講義の進行状況に応じて内容を変更することがある。

◎－－－　到達目標　－－－◎

フィードバックの原理について工学的な考察、説明ができる。(知
識・理解)

線形微分方程式による制御系の表現について工学的な考察、説明が
できる。(知識・理解)

ラプラス変換とその応用について工学的な考察、説明ができる。
(技能)

伝達関数による制御系の表現について工学的な考察、説明ができ
る。(技能)

ブロック線図による制御系の表現について工学的な考察、説明がで
きる。(技能)

制御系の過渡応答について工学的な考察、説明ができる。(技能)

制御系の周波数応答について工学的な考察、説明ができる。(技能)

積極的、持続的に学習を進めることができる。(態度・志向性)

自ら進んで予習、復習を行うことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

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(90分)。
授業終了後は復習を行うこと(90分)。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

到達目標をどれほど達成したかを定期試験のみで評価する。設定し
た問題の意味を理解し、工学的な考察に基づいて解答を行うことが
できたかを評価基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

田中正吾編著、山口静馬　和田憲造　清水光共著　制御工学の基礎
（森北出版）　ISBN 9784627914902

◎－－－　参考書　－－－◎

大型の書店に行けば、良質の参考書が多数出版されていることがわ
かる。各自手にとって探してみるとよい。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

微分積分学を復習しておくことが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　自動制御のあゆみ
２　自動制御系とフィードバックの原理
３　線形微分方程式による制御系の表現
４　関数の相関と直交関数
５　フーリエ級数とフーリエ変換
６　ラプラス変換
７　ラプラス変換の性質
８　ラプラス変換による微分方程式の解法
９　伝達関数による制御系の表現
10　ブロック線図による制御系の表現
11　過渡応答
12　基本的伝達関数の過渡応答
13　周波数応答
14　ベクトル軌跡、ボード線図
15　演習



2019-7020000023-01制御工学Ⅰ

松岡　毅

◎電気:A-1,B-1,C-1,C-2

1.フィードバックの原理について工学的な考察、説明ができる。　(A-1)

2.線形微分方程式による制御系の表現について工学的な考察、説明ができる。
　(A-1)

3.ラプラス変換とその応用について工学的な考察、説明ができる。　(B-1)

4.伝達関数による制御系の表現について工学的な考察、説明ができる。　(B-1)

5.ブロック線図による制御系の表現について工学的な考察、説明ができる。　
(B-1)

6.制御系の過渡応答について工学的な考察、説明ができる。　(B-1)

7.制御系の周波数応答について工学的な考察、説明ができる。　(B-1)

8.積極的、持続的に学習を進めることができる。　(C-1)

9.自ら進んで予習、復習を行うことができる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000024-01制御工学Ⅱ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・４時限　　試験時間割：後日発表　　

松岡　毅

◎－－－　概要　－－－◎

自動制御の理論は、フィードバックの原理により機械やプラントを
自動的に操作する技術の基礎をなすものである。この理論の習得は
電気技術者のみならず、今日のあらゆる工業分野に関係する人々に
とって欠くことのできないものである。本科目に先立つ制御工学Ⅰ
と、本科目（制御工学Ⅱ）では、古典制御理論を取り扱う。なお、
現代制御理論はシステム工学において取り扱う。線形微分方程式で
モデル化されるシステムにおけるフィードバックの効果を中心に、
制御系の解析、および設計を行う手法を習得する。
授業は、指定したテキストに基づいて、別表の授業計画に沿って進
める。最後の講義時間には全体の復習として演習を行う。なお、受
講生の理解、講義の進行状況に応じて内容を変更することがある。

◎－－－　到達目標　－－－◎

制御系の安定性について工学的な考察、説明ができる。(知識・理
解)

制御系の定常特性と過渡特性について工学的な考察、説明ができ
る。(知識・理解)

根軌跡法について工学的な考察、説明ができる。(技能)

周波数応答法による制御系設計について工学的な考察、説明ができ
る。(技能)

プロセス制御系の設計について工学的な考察、説明ができる。(技
能)

積極的、持続的に学習を進めることができる。(態度・志向性)

自ら進んで予習、復習を行うことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

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(90分)。
授業終了後は復習を行うこと(90分)。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

到達目標をどれほど達成したかを定期試験のみで評価する。設定し
た問題の意味を理解し、工学的な考察に基づいて解答を行うことが
できたかを評価基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

田中正吾編著、山口静馬　和田憲造　清水光共著　制御工学の基礎
（森北出版）　ISBN 9784627914902

◎－－－　参考書　－－－◎

大型の書店に行けば、良質の参考書が多数出版されていることがわ
かる。各自手にとって探してみるとよい。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

微分積分学を復習しておくことが望ましい。また、制御工学Ⅰを復
習しておくことが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　フィードバック制御系の基本構造
２　制御系の安定性
３　ラウス・フルビッツの安定判別法
４　ナイキストの安定判別法
５　制御性能
６　制御系の安定度
７　制御系の定常特性
８　制御系の過渡特性
９　根軌跡法
10　根軌跡の諸性質
11　根軌跡の作図法
12　周波数応答法による制御系設計
13　直列補償
14　プロセス制御系の設計
15　演習



2019-7020000024-01制御工学Ⅱ

松岡　毅

◎電気:A-1,B-1,C-1,C-2

1.制御系の安定性について工学的な考察、説明ができる。　(A-1)

2.制御系の定常特性と過渡特性について工学的な考察、説明ができる。　(A-1)

3.根軌跡法について工学的な考察、説明ができる。　(B-1)

4.周波数応答法による制御系設計について工学的な考察、説明ができる。　
(B-1)

5.プロセス制御系の設計について工学的な考察、説明ができる。　(B-1)

6.積極的、持続的に学習を進めることができる。　(C-1)

7.自ら進んで予習、復習を行うことができる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000206-01卒業論文

 期別：集中通年　　単位数：3　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中通年　　試験時間割：定期試験なし　　

根葉　保彦、住吉谷覚、西嶋喜代人、西田貴司、花井正広、孟　志奇、江田孝治、小浜輝彦、松岡毅

◎－－－　概要　－－－◎

卒業論文は３年生までに学んだことを基礎として、具体的研究
テーマについて自ら研究し、論文という形で成果を報告するも
ので学生生活の一つの区切りとして位置付けられる重要なもの
である。企業での研究開発に従事してきた実務経験から，実事
例を参考にして研究開発に必要な知識と考え方について講義す
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

提示された特定の専門的な研究において、原理や内容および装
置・素子の挙動を説明できる。(知識・理解)

関連実験を行い、各種法則及び現象に基づき実験結果を説明で
きる。(知識・理解)

実験データについて、理論的見地から整理・解釈することがで
き、論文作成や成果の報告などが行える知識や技術を身につけ
る。(技能)

積極的・持続的に問題に取り組むことができる。(態度・志向
性)

自ら課題解決に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　成績の評価基準および方法　－－－◎

卒業論文の提出時期は年度毎に多少異なるが、１月末頃となっ
ている。卒業研究が終了した時点で研究発表会が行われ、論文
の内容と合わせて成績評価を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

研究テ－マによって、実験、計算機シミュ－レ－ション、製作
等が計画的に進められ、多くの時間はデ－タ整理と考察に費や
される。よって、研究テ－マを遂行するには自宅と研究室での
予習と復習が必須である（60分）。

◎－－－　授業方法及び計画　－－－◎

授業方法や計画は教員および研究によって異なり、テーマ決定
後、担当教員の指示に従って研究を進めることになる。
　研究テーマは毎年度変わり、その紹介はテーマ選択前に行わ
れるので学生諸君はそれを聞いて選択、決定する。研究テーマ
選択は基本的には学生の自主性にまかされているが、各実験室
（ゼミ）の受入れ人数は均等であることを原則としているの
で、希望人員に著しい偏りがあるときは調整が行われる。４月
中旬には全員の研究テーマが決定する。
　各実験室での昨年度の卒業論文研究テーマは以下の通りであ
る。

◎－－－　授業計画　－－－◎

•応用電気　　住吉谷教授
1.電気光学効果を用いた電界計測手法の研究
2.磁気光学効果を用いた磁界計測手法の研究

•電力　　西嶋教授
1.バリア放電が与える誘電体遮蔽板の電気破壊性能向上の
検討
2.放電プラズマの分光法による精密な温度分布計測
3.直流高電圧下の固体絶縁体表面の帯電とその電荷減衰メ
カニズムの研究
4.大気圧放電プラズマ応用のための荷電粒子スウォームパ
ラメータ計測

•電子工学　　西田教授
1.環境発電(エネルギーハーベスティング)の研究2.ナノテク
ノロジ、原子レベル技術による新しい電子材料
3.省資源・省エネな薄膜トランジスタ・メモリ・センサ等
の研究

•パワーエレクトロニクス　　根葉教授
1.二相出力PWM電流形インバータによる単相誘導機駆動
2.デュアル三相PWM電流形インバータによる誘導機駆動シ
ステム
3.三相PWM電流形インバータの共振抑制制御

•電気材料　　花井教授
1.風力発電機ブレード耐雷保護の研究
2.超純水絶縁媒体の研究
3.ナノバブル絶縁油の研究
4.３D造形・ZnO添加エポキシの研究

•電気情報　　孟教授
1.AIを用いたコンクリート診断に関する研究
2.電磁界シミュレーションの高速化に関する検討

•画像処理　　江田准教授
1.機械学習を用いた異なるフォントの文字認識
2.顔写真のQRコード変換による顔認証システム
3.画像の位相情報を用いたパスワード文字列生成法
4.深層学習を用いた印刷画像への情報埋め込み
5.自動ロボットのための深層学習を用いた画像認識

•電気回路　　小浜准教授
1.電気自動車、電子機器用双方向コンバータの開発
2.新型半導体デバイスの高速駆動回路
3.スイッチング電源を用いた双方向電力線通信
4.近接・接触センサの開発

•自動制御　　松岡准教授
1.自律移動ロボットのための要素技術開発
2.制御工学に基づくヒトと環境にやさしいシステムの開発



2019-7020000206-01卒業論文

根葉　保彦、住吉谷覚、西嶋喜代人、西田貴司、花井正広、孟　志奇、江田孝治、小浜輝彦、松岡毅

◎電気:A-1,A-3,B-3,C-1,C-2

1.提示された特定の専門的な研究において、原理や内容および装置・素子の挙
動を説明できる。　(A-1)

2.関連実験を行い、各種法則及び現象に基づき実験結果を説明できる。　(A-3)

3.実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、論文作成
や成果の報告などが行える知識や技術を身につける。　(B-3)

4.積極的・持続的に問題に取り組むことができる。　(C-1)

5.自ら課題解決に取り組むことができる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000083-01通信工学

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・３時限　　試験時間割：後日発表　　

孟　志奇

◎－－－　概要　－－－◎

　高度情報化社会とは、物質あるいはエネルギーなどの基礎的
資源に加えて、情報とその通信とが生活の基本的な部分に入り
込み、人々の思考と行動とを決定する時代であるとされてい
る。このような社会での情報通信技術者には、いつでも、より
早く、より手軽にかつ安全に情報の発信、受信ができる情報通
信環境を実現する高度な技術が要求される。この技術の立脚点
を、その本質から捉えることは技術のさらなる発展を押し進め
ていくうえで非常に重要であるので、本科目では振幅変調通信
方式、周波数変調通信方式およびディジタル通信技術について
その本質の解説に力点を置いている。
　試験前の一夜漬け勉強ではなく、毎回の聴講→理解→復習→
演習→消化というプロセスが重要である。集中力を高め、理解
度を把握するために授業中小テストを行うこともあり、復習の
ために宿題も課す。なお、便利のために座席を指定する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

通信システムの構成・原理・評価ポイントを説明できる。(知
識・理解)

基本的な通信システムの応答解析ができる。(技能)

伝送路・アンテナの基本的な特性を説明できる。(知識・理解)

変調の役割・特性を説明できる。(知識・理解)

情報の符号化、信号のデジタル化、通信誤りの検出、多重通信
と移動通信の仕組みを説明できる。(知識・理解)

積極的・持続的に問題に取り組むことができる。(態度・志向
性)

自ら課題解決に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　事前に次回の授業内容を予習（60分）、事後に教科書・ノー
トを用いて復習（90分）し、課された課題を完成して期限内に
提出すること。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　「到達目標」の達成状況を課題（40%）・期末試験（60%）
で確認して評価する。学習した知識を正しく理解・説明できる
か、典型的な通信システムの解析ができるか、課題への取り組
みが積極的であるかを評価基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　木村磐根編著、通信工学概論(新世代工学シリーズ) 、オーム
社、2,625円、ISBN-10: 4274131564、ISBN-13:
978-4274131561。

◎－－－　授業計画　－－－◎

概要
信号と周波数スペクトル
フーリエ変換
線形時間不変通信システムの応答解析(1)
線形時間不変通信システムの応答解析(2)
有線・無線伝送系について
振幅変復調
角度変復調
アナログ信号のディジタル化(1)
アナログ信号のディジタル化(2)
ディジタル変調方式・情報理論
信号の符号化
誤り検査・訂正
信号の多重化
移動通信の基本



2019-7020000083-01通信工学

孟　志奇

◎電気:A-1,B-1,C-1,C-2

1.通信システムの構成・原理・評価ポイントを説明できる。　(A-1)

2.基本的な通信システムの応答解析ができる。　(B-1)

3.伝送路・アンテナの基本的な特性を説明できる。　(A-1)

4.変調の役割・特性を説明できる。　(A-1)

5.情報の符号化、信号のデジタル化、通信誤りの検出、多重通信と移動通信の
仕組みを説明できる。　(A-1)

6.積極的・持続的に問題に取り組むことができる。　(C-1)

7.自ら課題解決に取り組むことができる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000077-01ディジタル制御工学

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・１時限　　試験時間割：後日発表　　

松岡　毅

◎－－－　概要　－－－◎

マイクロプロセッサやDSPなどのディジタル演算素子の発達によ
り、制御システムの実現はディジタル演算によることが一般的に
なっている。このようなシステムをディジタル制御システムとい
う。本科目では、線形時不変な制御対象および一定時間間隔のサ
ンプリングと制御演算とからなる基本的なディジタル制御システ
ムについて、その基本概念を理解し、解析、および設計を行う手
法を習得する。
授業は、指定したテキストに基づいて、別表の授業計画に沿って
進める。最後の講義時間には全体の復習として演習を行う。な
お、受講生の理解、講義の進行状況に応じて内容を変更すること
がある。

◎－－－　到達目標　－－－◎

基本的なディジタル制御システムの構成について工学的な考察、
説明ができる。(知識・理解)

AD、DA変換について工学的な考察、説明ができる。(知識・理解)

ｚ変換および逆ｚ変換について工学的な考察、説明ができる。(技
能)

システムの離散時間制御要素とパルス伝達関数について工学的な
考察、説明ができる。(技能)

システムの入力応答について工学的な考察、説明ができる。(技能)

システムの荷重関数について工学的な考察、説明ができる。(技能)

システムの安定性について工学的な考察、説明ができる。(技能)

極的、持続的に学習を進めることができる。(態度・志向性)

自ら進んで予習、復習を行うことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

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(90分)。
授業終了後は復習を行うこと(90分)。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

到達目標をどれほど達成したかを定期試験のみで評価する。設定
した問題の意味を理解し、工学的な考察に基づいて解答を行うこ
とができたかを評価基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

青木立　西堀俊幸共著　電気・電子系教科書シリーズ7　ディジタ
ル制御（コロナ社）　ISBN 9784339011876

◎－－－　参考書　－－－◎

大型の書店に行けば、良質の参考書が多数出版されていることが
わかる。各自手にとって探してみるとよい。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

制御工学Ⅰを復習しておくことが望ましい。また、同時期に開講
される制御工学Ⅱも並行して学ぶことが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　自動制御の発達
２　ディジタル制御システムの構成
３　AD変換器とサンプラ
４　DA変換器とホールド
５　ディジタル信号の仮想インパルス列表現
６　z変換の基本概念
７　z変換の性質
８　逆z変換
９　離散時間制御要素とパルス伝達関数
10　基本的な離散時間制御要素
11　演算子の置き換えによる離散時間制御要素
12　システムの入力応答
13　システムの荷重関数
14　システムの安定判別
15　演習



2019-7020000077-01ディジタル制御工学

松岡　毅

◎電気:A-1,B-1,C-1,C-2

1.基本的なディジタル制御システムの構成について工学的な考察、説明ができ
る。　(A-1)

2.AD、DA変換について工学的な考察、説明ができる。　(A-1)

3.ｚ変換および逆ｚ変換について工学的な考察、説明ができる。　(B-1)

4.システムの離散時間制御要素とパルス伝達関数について工学的な考察、説明
ができる。　(B-1)

5.システムの入力応答について工学的な考察、説明ができる。　(B-1)

6.システムの荷重関数について工学的な考察、説明ができる。　(B-1)

7.システムの安定性について工学的な考察、説明ができる。　(B-1)

8.極的、持続的に学習を進めることができる。　(C-1)

9.自ら進んで予習、復習を行うことができる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000009-01電気回路Ⅲ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・３時限　　試験時間割：後日発表　　

住吉谷　覚

◎－－－　概要　－－－◎

　三相交流回路、非正弦周期波、過渡現象を学ぶ。電気回路I、IIに続くものであり、そ
の基本の上に積み上げられる応用的内容である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

三相交流回路が、3個の電圧源と3個の負荷インピ一ダンスで構成されていることを学
び、説明できる ようになる。(知識・理解)

三相交流回路には、回路の接続方式として、Y結線方式とΔ結線方式があること、電圧
には相電圧、線間電圧の区別が必要であり、電流にも相電流、線路電流の区別が必要で
あることを学び、説明できるようになる。(知識・理解)

Y結線方式とΔ結線方式では、Δ-Y、Y-Δ変換を使って、お互いに等価な働きをする回
路に置き換えることができることを学び、説明できるようになる。(知識・理解)

三相交流回路において、3個の電圧源の起電力の大きさが等しく、各起電力の位相が120
度ずつずれてい るものを対称三相起電力と言い、3個の負荷インピーダンスの特性が
まったく等しいものを平衡負荷と言うことを学び、説明できるようになる。(知識・理
解)

対称三相起電力平衡負荷の条件が成り立つ時、三相交流回路は、互いに独立した動作を
する3つの回路と考えることができることを学び、説明できるようになる。(知識・理解)

電圧源が3個、負荷インピーダンスが3個あるにもかかわらず、解析は、電圧源1個と負
荷インピーダンス1個の単相交流回路について考えれば良いことを学び、解析できるよ
うになる。(知識・理解)

非正弦周期波とは、周期的な変化はするが、形が正弦波でない信号波のことであり、ひ
ずみ波とも呼ばれ ることを学び、説明できるようになる。(技能)

非正弦周期波は、フ一リエ級数に展開することができ、結果的に、直流成分と複数の交
流成分に分解できることを学び、説明できるようになる。(技能)

非正弦周期波電圧源の作用は、重ね合わせの原理を用い、直流電源と複数の交流電源そ
れぞれの作用を重ね合わせれば良い（複数の交流電源はそれぞれ周波数が異なることか
ら、インダク夕ンスやキャパシタンス のインピーダンス値がそれぞれの電源に対して異
なることに注意）ことを学び、解析できるようになる。
(技能)

非正弦周期波に関する平均値、実効値、電力の計算法を学び、解析できるようになる(技
能)

電気回路における過渡現象とは、ある定常状態の回路に、スイッチ操作による回路定数
の変化が生じた後に起こる電圧、電流の過渡的変化であることを学び説明できるように
なる。(技能)

過渡現象は、スイッチ操作後の回路に対する回路方程式（種々の微積分方程式）により
理解できることを学び、解析できるようになる。(技能)

積極的、持続的に問題に取り組むことができるようになる。(態度・志向性)

課題解決に自ら取り組むことができるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　講義は授業計画に沿って進めるので、次回の授業範囲を予習し、専門用語等の意味を
理解しておくこと(30分)。授業後は、テキストおよびノートで内容を確認し、不明な点
は、その都度解消するように努めること(30分)。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　定期試験で評価する(授業の到達目標にある各項目について、正確に理解し説明、解析
できているかを評価の基準とする)。

◎－－－　テキスト・参考書　－－－◎

　テキスト:中村・沖根・重広著「電気・電子工学テキストシリーズ３　電気回路」（朝
倉書店）ISBN978-4-254-22833-5C3354
　参考書:電気回路に関する参考書は多数出版されているので、それらを適宜参考にする
こと。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　電気回路I,IIの履修が必要である。
なお、授業では、テキストを補う内容が多く教示されるので、積極的にノートを取るこ
と。(注)授業中の携帯電話、スマホ、タブレット等を含む各種情報電子機器の使用は許
可していない。

◎－－－　授業方法および計画　－－－◎

教科書と板書を併用した講義形式である。授業計画は以下の通りである。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス(科目の概要、到達目標を理解する）
２　三相交流回路
３　Y結線とΔ結線
４　Δ－Y変換、Y－Δ変換
５　対称三相起電力と平衡負荷
６　非正弦周期波
７　フーリエ級数展開
８　非正弦周期波電圧源の取り扱い
９　非正弦周期波に関する計算法
10　過渡現象
11　過渡現象解析
12　RL直流回路および交流回路の過渡現象
13　RC直流回路および交流回路の過渡現象
14　RLC直流回路および交流回路の過渡現象
15　総括



2019-7020000009-01電気回路Ⅲ

住吉谷　覚

◎電気:A-1,B-1,C-1,C-2

1.三相交流回路が、3個の電圧源と3個の負荷インピ一ダンスで構成されている
ことを学び、説明できる ようになる。　(A-1)

2.三相交流回路には、回路の接続方式として、Y結線方式とΔ結線方式がある
こと、電圧には相電圧、線間電圧の区別が必要であり、電流にも相電流、線路
電流の区別が必要であることを学び、説明できるようになる。　(A-1)

3.Y結線方式とΔ結線方式では、Δ-Y、Y-Δ変換を使って、お互いに等価な働
きをする回路に置き換えることができることを学び、説明できるようになる。
　(A-1)

4.三相交流回路において、3個の電圧源の起電力の大きさが等しく、各起電力の
位相が120度ずつずれてい るものを対称三相起電力と言い、3個の負荷インピー
ダンスの特性がまったく等しいものを平衡負荷と言うことを学び、説明できる
ようになる。　(A-1)

5.対称三相起電力平衡負荷の条件が成り立つ時、三相交流回路は、互いに独立
した動作をする3つの回路と考えることができることを学び、説明できるよう
になる。　(A-1)

6.電圧源が3個、負荷インピーダンスが3個あるにもかかわらず、解析は、電圧
源1個と負荷インピーダンス1個の単相交流回路について考えれば良いことを学
び、解析できるようになる。　(A-1)

7.非正弦周期波とは、周期的な変化はするが、形が正弦波でない信号波のこと
であり、ひずみ波とも呼ばれ ることを学び、説明できるようになる。　(B-1)

8.非正弦周期波は、フ一リエ級数に展開することができ、結果的に、直流成分
と複数の交流成分に分解できることを学び、説明できるようになる。　(B-1)

9.非正弦周期波電圧源の作用は、重ね合わせの原理を用い、直流電源と複数の
交流電源それぞれの作用を重ね合わせれば良い（複数の交流電源はそれぞれ周
波数が異なることから、インダク夕ンスやキャパシタンス のインピーダンス値
がそれぞれの電源に対して異なることに注意）ことを学び、解析できるように
なる。
　(B-1)

10.非正弦周期波に関する平均値、実効値、電力の計算法を学び、解析できるよ
うになる　(B-1)

11.電気回路における過渡現象とは、ある定常状態の回路に、スイッチ操作によ
る回路定数の変化が生じた後に起こる電圧、電流の過渡的変化であることを学
び説明できるようになる。　(B-1)

12.過渡現象は、スイッチ操作後の回路に対する回路方程式（種々の微積分方程
式）により理解できることを学び、解析できるようになる。　(B-1)

13.積極的、持続的に問題に取り組むことができるようになる。　(C-1)

14.課題解決に自ら取り組むことができるようになる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000010-01電気回路Ⅳ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・３時限　　試験時間割：後日発表　　

住吉谷　覚

◎－－－　概要　－－－◎

　４端子回路、分布定数回路を学ぶ。電気回路Ⅰ、Ⅱが基本であり、その基本の上に積み
上げられる応用的内容である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

回路構成の中で、入力端の電源と出力端の負荷インピーダンスに挟まれた回路部分を4端子
回路と考え、入力側端子での電圧電流および出力側端子での電圧電流の4つの量を関係付け
るz、y、h、Fの4種類のパラメータ表現があること、また、それぞれが４要素で成り立って
いることを学び、説明できるようになる。(知識・理解)

zパラメ一夕、yパラメ一タではそれぞれの要素が、電気回路I、II  で取り扱っていたイン
ピーダンス、アドミ夕ンスの次元を持っている。hパラメ一夕の4要素はそれぞれ、イン
ピーダンス、アドミタンス、電圧利得、電流利得といった具体的意味を持っていることを
学び、説明できるようになる。(知識・理解)

Fパラメータは、入力端での電圧電流と出力端での電圧電流を左辺と右辺にはっきりと分離
した形で関係付けており、信号や電力の流れを取り扱うのに便利であり重用されることを
学び、説明できるようになる。(知識・理解)

同じ回路に対して、どのパラメ一夕表現を用いることも可能であり、いずれかの表現から
いずれかの表現へ自由に書き換えることができることを学び、変換解析できるようにな
る。(知識・理解)

代表的な4端子回路であるπ字回路、T字回路、逆L字回路等を例に取り、具体的に各パラ
メータ4要素の導出事例を学び、導出解析できるようになる。
(知識・理解)

4端子回路パラメータ表現があれば、具体的な回路に現れる電圧、電流の関係を解析できる
ことを学び、解析できるようになる。(知識・理解)

各パラメータの4要素は、その内の3つまでが独立であり、4つ目の要素は従属となる。従っ
て、指定されたパラメータ特性を実現する回路の設計を要求された場合、設計可能な要素
数は3つまでであることを学び、説明できるようになる。(知識・理解)

4端子回路の接続形式には、従来の直列接続、並列接続に加え、縦続接続などがあり、それ
ぞれの接続合成にはそれぞれに適したパラメ一夕表現を用いなければならないことを学
び、説明できるようになる。(技能)

回路の寸法が、回路中を伝播する波の波長程度に近づいたり、それよりも大きくなる場
合、あるいは回路 そのものの特性が、集中定数として表せない場合には、分布定数回路と
しての解析法が必要になることを学び、 説明できるようになる。(技能)

分布定数回路を取り扱うためのモデル、基礎方程式の導出、任意の位置xにおける電圧およ
び電流の表現式の導出を学び、解析できるようになる。(技能)

分布定数回路上での波動の伝播特性、その過程で定義される特性インピーダンスと伝播定
数の意味を学び、説明できるようになる。(技能)

分布定数回路における無歪伝送および回路接続点における入射、反射、透過を学び、解析
できるようになる。(技能)

分布定数回路の入力端、出力端における電圧、電流の関係を4端子回路Fパラメータを用い
て表現することにより、あるいは、位置角を導入することにより、分布定数回路を集中定
数回路のように扱えることを学び、解析できるようになる。(技能)

積極的、持続的に問題に取り組むことができるようになる。(態度・志向性)

課題解決に自ら取り組むことができるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

講義は授業計画に沿って進めるので、次回の授業範囲を予習し、専門用語等の意味を理解
しておくこと(30分)。授業後は、テキストおよびノートで内容を確認し、不明な点は、その
都度解消するように努めること(30分)。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

定期試験で評価する(授業の到達目標にある各項目について、正確に理解し説明、解析でき
ているかを評価の基準とする)。

◎－－－　テキスト・参考書　－－－◎

　テキスト:中村・沖根・重広著「電気・電子工学テキストシリーズ３　電気回路」（朝倉
書店）ISBN978-4-254-22833-5C3354
　参考書:電気回路に関する参考書は多数出版されているので、それらを適宜参考にするこ
と。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　電気回路I,IIの履修が必要である。
なお、授業では、テキストを補う内容が多く教示されるので、積極的にノートを取るこ
と。(注)授業中の携帯電話、スマホ、タブレット等を含む各種情報電子機器の使用は許可し
ていない。

◎－－－　授業方法および計画　－－－◎

教科書と板書を併用した講義形式である。授業計画は以下の通りである。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス(科目の概要、到達目標を理解する）
２　４端子回路パラメータ（ｚ、ｙ、ｈ、F）
３　パラメータ間の書き換え
４　パラメータの決定
５　パラメータによる回路解析
６　４端子等価回路
７　４端子回路の接続（直列、並列、縦続）
８　分布定数回路のモデル化
９　波動の伝播と無歪伝送
10　波動の反射と透過
11　分布定数回路の４端子回路表現
12　位置角
13　受電端の開放と短絡
14　共振、反共振
15　総括



2019-7020000010-01電気回路Ⅳ

住吉谷　覚

◎電気:A-1,A-2,B-1,C-1,C-2

1.回路構成の中で、入力端の電源と出力端の負荷インピーダンスに挟まれた回
路部分を4端子回路と考え、入力側端子での電圧電流および出力側端子での電
圧電流の4つの量を関係付けるz、y、h、Fの4種類のパラメータ表現があるこ
と、また、それぞれが４要素で成り立っていることを学び、説明できるように
なる。　(A-1)

2.zパラメ一夕、yパラメ一タではそれぞれの要素が、電気回路I、II  で取り扱っ
ていたインピーダンス、アドミ夕ンスの次元を持っている。hパラメ一夕の4要
素はそれぞれ、インピーダンス、アドミタンス、電圧利得、電流利得といった
具体的意味を持っていることを学び、説明できるようになる。　(A-1)

3.Fパラメータは、入力端での電圧電流と出力端での電圧電流を左辺と右辺に
はっきりと分離した形で関係付けており、信号や電力の流れを取り扱うのに便
利であり重用されることを学び、説明できるようになる。　(A-1)

4.同じ回路に対して、どのパラメ一夕表現を用いることも可能であり、いずれ
かの表現からいずれかの表現へ自由に書き換えることができることを学び、変
換解析できるようになる。　(A-1)

5.代表的な4端子回路であるπ字回路、T字回路、逆L字回路等を例に取り、具
体的に各パラメータ4要素の導出事例を学び、導出解析できるようになる。
　(A-2)

6.4端子回路パラメータ表現があれば、具体的な回路に現れる電圧、電流の関係
を解析できることを学び、解析できるようになる。　(A-2)

7.各パラメータの4要素は、その内の3つまでが独立であり、4つ目の要素は従属
となる。従って、指定されたパラメータ特性を実現する回路の設計を要求され
た場合、設計可能な要素数は3つまでであることを学び、説明できるようにな
る。　(A-2)

8.4端子回路の接続形式には、従来の直列接続、並列接続に加え、縦続接続など
があり、それぞれの接続合成にはそれぞれに適したパラメ一夕表現を用いなけ
ればならないことを学び、説明できるようになる。　(B-1)

9.回路の寸法が、回路中を伝播する波の波長程度に近づいたり、それよりも大
きくなる場合、あるいは回路 そのものの特性が、集中定数として表せない場合
には、分布定数回路としての解析法が必要になることを学び、 説明できるよう
になる。　(B-1)

10.分布定数回路を取り扱うためのモデル、基礎方程式の導出、任意の位置xに
おける電圧および電流の表現式の導出を学び、解析できるようになる。　(B-1)

11.分布定数回路上での波動の伝播特性、その過程で定義される特性インピーダ
ンスと伝播定数の意味を学び、説明できるようになる。　(B-1)

12.分布定数回路における無歪伝送および回路接続点における入射、反射、透過
を学び、解析できるようになる。　(B-1)

13.分布定数回路の入力端、出力端における電圧、電流の関係を4端子回路Fパ
ラメータを用いて表現することにより、あるいは、位置角を導入することによ
り、分布定数回路を集中定数回路のように扱えることを学び、解析できるよう
になる。　(B-1)

14.積極的、持続的に問題に取り組むことができるようになる。　(C-1)

15.課題解決に自ら取り組むことができるようになる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000015-01電気機器Ⅰ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・１時限　　試験時間割：後日発表　　

根葉　保彦

◎－－－　概要　－－－◎

　電気機器は電気エネルギーを変換する装置であり、一般に磁気エ
ネルギーを介して行う。例えば、変圧器は電気エネルギーを性質の
異なる電気エネルギーに変換する装置である。また、電動機は電気
エネルギーを機械エネルギーに、発電機は逆に機械エネルギーを電
気エネルギーに変換する装置である。電動機や発電機は回転機（対
して変圧器は静止器）とも呼ばれ、構造や動作原理は基本的に同じ
である。
　本講義では電気機器の基礎（磁気回路）について学習した後、
「変圧器」と「直流機」について学ぶ。「変圧器」は日常の生活で
は目にする機会はほとんどないが、小容量の物であれば多くの電化
製品に使用されており、また、大容量の物だと発電所から広がる電
力系統システムの中で使用されており、一般に電圧変換や電気的絶
縁を目的として使用される。「直流機」は回転機の中でも最もシン
プルな原理で動作するものである。故に小型化しやすく、携帯の振
動装置やハードディスクの回転機構、ラジコンカーの動力として利
用され、また大きいものであれば電車の駆動装置として使用されて
いるものもある。

◎－－－　到達目標　－－－◎

数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明でき
る。(知識・理解)

「変圧器」と「直流機」の構造や動作原理、動作特性を理解してい
る。(知識・理解)

「変圧器」と「直流機」について設計、施工そして管理する上で必
要な解析を行える。(技能)

積極的・持続的に問題に取り組むことができる。(態度・志向性)

自ら課題解決に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　電検の参考書などを使って予習と復習を行い、講義で学ぶ専門用
語の意味や演習については内容を理解すること（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の成績を７割、講義時間に行う演習を３割として最終評
価を行う。評価基準は「変圧器と直流器の構造や特性を説明でき
る」ことである。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「First stage シリーズ　電気機器概論」、深尾正監修、実教出版、
2400円（税別）、ISBN978-4-407-33739-6

◎－－－　参考書　－－－◎

　電気機器のテキストは他に種々あり、本講義で使用するテキスト
の説明では理解できない物理現象などは、他の参考書では別の表現
で説明されている場合もあるので、参考にして十分理解することが
望ましい。また、電磁現象や交流理論については、１年次の電気磁
気学、電気回路で使用したテキストを参考されたい。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本授業内容を理解するためには電気磁気学の電磁誘導，電気回路
のフェーザに関する基礎的な知識を有することが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　 エネルギーと電気機器、電流と磁界
2 　起電力と電磁力、交流理論
3 　変圧器の動作原理
4 　負荷電流と励磁電流
5 　漏れ磁束と巻線抵抗
6 　ベクトル図と等価回路
7 　変圧器の特性と極性
8　 変圧器の三相結線
9 　特殊変圧器
10　直流機の動作原理
11　誘導起電力とトルク
12　電機子反作用と特性
13　直流電動機の動作原理
14　直流電動機の特性
15　直流電動機の速度制御法



2019-7020000015-01電気機器Ⅰ

根葉　保彦

◎電気:A-1,A-2,B-1,C-1,C-2

1.数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気回路の概
念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。　(A-1)

2.「変圧器」と「直流機」の構造や動作原理、動作特性を理解している。　
(A-2)

3.「変圧器」と「直流機」について設計、施工そして管理する上で必要な解析
を行える。　(B-1)

4.積極的・持続的に問題に取り組むことができる。　(C-1)

5.自ら課題解決に取り組むことができる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000016-01電気機器Ⅱ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・２時限　　試験時間割：後日発表　　

根葉　保彦

◎－－－　概要　－－－◎

　交流機は、エレベータや鉄道、エアコン、扇風機などの製品に
使われているほか、最近では、自動車への普及が進み、またJRの
磁気浮上列車（リニアモータカー）の推進機構としても応用され
ている。基本的な動作原理は「電気機器Ｉ」で学んだ直流機の原
理を発展させたものであるが、交流機はメンテナンスが容易であ
り、インバータ性能の向上に伴い、高い速度/位置決め性能を持
つようになったため、その用途は広がりつつある。
　交流機には大きく分けて誘導機と同期機があるが、本授業では
これらの動作原理や動作特性について学習する。授業の大部分を
かけて説明する原理や特性は比較的古い技術を基にしたものであ
るが、未だに多くの工場や施設でこれらの技術を使用して交流機
を運用しており、社会に出て保守管理業に携わることを考えてい
る者にとっては欠かせないものである。時間が許せば最新の技術
（電気自動車やロボット、リニアモータ）に応用されている交流
機について紹介し、その制御方法と駆動特性について学習する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電
気回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明
できる。(知識・理解)

交流機の構造や動作原理、動作特性を理解している。(知識・理
解)

交流機について設計、施工そして管理する上で必要な解析を行え
ること。(技能)

積極的・持続的に問題に取り組むことができる。(態度・志向性)

自ら課題解決に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　電検の参考書などを使って予習と復習を行い、授業毎にしっか
りと内容を理解すること（60分）。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の成績を７割、講義時間に行う演習を３割として最終
評価を行う。評価基準は「誘導機および同期機の構造や特性を説
明できる」ことである。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「First stage シリーズ　電気機器概論」、深尾正監修、実教出
版、2400円（税別）、ISBN978-4-407-33739-6

◎－－－　参考書　－－－◎

　電気機器のテキストは他に種々あり、本講義で使用するテキス
トの説明では理解できない物理現象などは、他の参考書では別の
表現で説明されている場合もあるので、参考にして十分理解する
ことが望ましい。また、電磁現象や交流理論については、１年次
の電気磁気学、電気回路で使用したテキストを参考されたい。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　電気磁気学の電磁誘導，電気回路のフェーザに関する基礎的な
知識を有することが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1  誘導電動機の原理と動作
2  回転磁界、すべり
3  構造、起電力と電流の関係
4  等価回路とベクトル図
5  特性と始動障害
6  始動特性と速度制御
7  誘導機の動作領域
8  単相誘導電動機
9  同期発電機の原理と構造
10 誘導起電力と電機子反作用
11 ベクトル図と等価回路
12 特性と自己励磁
13 励磁方式
14 三相同期電動機の動作原理
15 三相同期電動機の特性



2019-7020000016-01電気機器Ⅱ

根葉　保彦

◎電気:A-1,A-2,B-1,C-1,C-2

1.数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気回路の概
念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。　(A-1)

2.交流機の構造や動作原理、動作特性を理解している。　(A-2)

3.交流機について設計、施工そして管理する上で必要な解析を行えること。　
(B-1)

4.積極的・持続的に問題に取り組むことができる。　(C-1)

5.自ら課題解決に取り組むことができる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000179-01電気機器設計学

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

根葉　保彦

◎－－－　概要　－－－◎

　誘導電動機は電気-機械エネルギー変換を行う機器であり、電
気および磁気回路から構成されている。電気回路に関する量は電
圧、電流である。例えば、巻線の断面積はその材料と電流密度に
依存し、抵抗やリアクタンスが決まる。磁気回路に関しては継鉄
や鉄心等であり、これらは磁束密度で決まる。また、巻線を収め
るスロットと呼ばれる溝の形状は巻線の形状によって決定され
る。このような三相誘導電動機の設計を行い、損失や温度上昇を
計算して円線図による特性を求め、電動機の巻線や構造を理解し
ながら設計方法と手順を習得する。
　授業は別表に示す計画に従って行う。学生は与えられた仕様の
三相巻線形あるいはかご形誘導電動機について設計し、設計レ
ポートを提出する。設計計算が多いためレポートを分割し、デー
タを確認しながら講義と設計を進める。各自の設計データの閲覧
およびレポートの配布はホームページ上で行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

電動機における鉄心構造を理解し，磁束密度による設計方法を説
明できる。(知識・理解)

電動機の巻線構造を理解し，電流密度による設計方法を説明でき
る。(知識・理解)

電動機の特性を理解し，説明できる。(知識・理解)

積極的・持続的に問題に取り組むことができる。(態度・志向性)

自ら課題解決に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

次回の授業（設計計算）内容を予習し、授業後には、内容を再確
認して設計計算を行う（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験は行わない。設計を６つのパートに分け、各自が提出
した６回のレポートの設計結果をチェックして、最終評価を行
う。評価基準は「機器における磁気量や電気量の基準を確認し、
設計計算の方法を説明できる」ことである。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「大学課程 電機設計学（改訂３版）」、竹内 寿太郎 原著、オー
ム社、2700円（税別）、ISBN978-4-274-21970-2

◎－－－　参考書　－－－◎

「電気機器Ⅰ、Ⅱ」の講義で使用した
「First stage シリーズ 電気機器概論」、深尾監修 （実教出版）
その他
「電気機器Ⅰ、Ⅱ」、野中 著 （森北出版）
「電気学会大学講座 電機設計概論」 （電気学会）
など，必要に応じて図書館で参照すること。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　磁気回路および電気回路に関する基礎的な知識を有することが
望ましい。なお、レポートを期限までに提出しない場合には放棄
したものとみなす。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　設計方法の概要
２　装荷の分配
３　比装荷と主要寸法
４　巻線形の固定子スロット
５　かご形の固定子スロット
６　鉄心外形とギャップの長さ
７　巻線形の回転子寸法
８　かご形の回転子寸法
９　巻線抵抗
10　巻線漏れリアクタンス
11　励磁電流と鉄損
12　機械損および無負荷電流
13　温度上昇と主要材料の使用量
14　Ｌ形円線図
15　出力特性



2019-7020000179-01電気機器設計学

根葉　保彦

◎電気:A-1,C-1,C-2

1.電動機における鉄心構造を理解し，磁束密度による設計方法を説明できる。
　(A-1)

2.電動機の巻線構造を理解し，電流密度による設計方法を説明できる。　(A-1)

3.電動機の特性を理解し，説明できる。　(A-1)

4.積極的・持続的に問題に取り組むことができる。　(C-1)

5.自ら課題解決に取り組むことができる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000149-01電気基礎実験Ⅰ「TE-a」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：実験　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・３時限～４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

孟　志奇、西田貴司、折居英章、辻　聡史、圓谷友紀、佐々本凌、田邊　剛、松澤杏美、吉国宣幸

◎－－－　概要　－－－◎

　電気工学の学習には、講義を主体とする理論の探求ととも
に、実験による理論の実証も重要である。電気基礎実験Ⅰは電
気工学専門教育における最初の実験科目となる。そこで電気工
学に関する基礎的な理論の実証を中心に実験を行い、基本的な
専門技術と測定したデータの分析・考察や実験レポートの書き
方などのテクニックを身につけることを目的とする。また、一
部の実験では電気関連の実務経験も教育に活かしている。
　実験のテーマは授業計画に示した通りである。科目登録者は
グループを組んで実験を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

直流回路の電流・電圧・電気抵抗の測定法を説明できる。(知
識・理解)

電源・電流計などの装置を使うことができる。(技能)

キルヒホッフの法則・重ね合わせの理・テブナンの定理を用い
て実験結果を説明できる。(知識・理解)

測定したデータを分析・考察し、実験レポートを作成すること
ができる。(技能)

積極的・持続的に問題に取り組むことができる。(態度・志向
性)

自ら課題解決に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　実験をする前に実験指導書をよく読んで、内容を把握してお
くことが重要であり、このことを目的として事前に予習報告書
を作成し（90分）、実験の時に提出することにしている。予習
報告書を提出しなければ実際に実験に取り掛かることができな
い。
　実験後実験報告書を作成し（90分）、指定された期日までに
提出しなければならない。報告書を実験担当者が読み、誤り・
不備等を指摘して再提出をしてもらうこともある。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　「積極的に取り組むことができるか」、「実験装置を正しく
使うことができるか」、「測定法や実験結果を正確に説明でき
るか」、「実験データを正しく分析・考察できるか」を評価基
準とする。実験への取り組みと実験レポートの内容（90%）及
び実技テスト（10%）をもって評価する。全出席・全提出が原
則であり、欠席した場合は補講を受けなければならない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　プリント。

◎－－－　授業計画　－－－◎

直流回路の特性と装置の内部抵抗
抵抗の測定（１）
抵抗の測定（２）
直流電圧計・電流計（１）
直流電圧計・電流計（２）
直流電位差計（１）
直流電位差計（２）
ブリッジ法による抵抗の測定（１）
ブリッジ法による抵抗の測定（２）
キルヒホッフの法則（１）
キルヒホッフの法則（２）
テブナンの定理とノートンの定理（１）
テブナンの定理とノートンの定理（２）
各種半導体素子の特性（１）
各種半導体素子の特性（２）
 

◎－－－　URL　－－－◎

科目登録者用成績確認HP
(http://ce.tec.fukuoka-u.ac.jp/Courses/BasicExperiment1/ES/)



2019-7020000149-01電気基礎実験Ⅰ「TE-a」

孟　志奇、西田貴司、折居英章、辻　聡史、圓谷友紀、佐々本凌、田邊　剛、松澤杏美、吉国宣幸

◎電気:A-1,A-3,B-2,B-3,C-1,C-2

1.直流回路の電流・電圧・電気抵抗の測定法を説明できる。　(A-1)

2.電源・電流計などの装置を使うことができる。　(B-2)

3.キルヒホッフの法則・重ね合わせの理・テブナンの定理を用いて実験結果を
説明できる。　(A-3)

4.測定したデータを分析・考察し、実験レポートを作成することができる。　
(B-3)

5.積極的・持続的に問題に取り組むことができる。　(C-1)

6.自ら課題解決に取り組むことができる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000149-02電気基礎実験Ⅰ「TE-b」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：実験　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・４時限～５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

孟　志奇、西田貴司、折居英章、辻　聡史、圓谷友紀、佐々本凌、田邊　剛、松澤杏美、吉国宣幸

◎－－－　概要　－－－◎

　電気工学の学習には、講義を主体とする理論の探求ととも
に、実験による理論の実証も重要である。電気基礎実験Ⅰは電
気工学専門教育における最初の実験科目となる。そこで電気工
学に関する基礎的な理論の実証を中心に実験を行い、基本的な
専門技術と測定したデータの分析・考察や実験レポートの書き
方などのテクニックを身につけることを目的とする。また、一
部の実験では電気関連の実務経験も教育に活かしている。
　実験のテーマは授業計画に示した通りである。科目登録者は
グループを組んで実験を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

直流回路の電流・電圧・電気抵抗の測定法を説明できる。(知
識・理解)

電源・電流計などの装置を使うことができる。(技能)

キルヒホッフの法則・重ね合わせの理・テブナンの定理を用い
て実験結果を説明できる。(知識・理解)

測定したデータを分析・考察し、実験レポートを作成すること
ができる。(技能)

積極的・持続的に問題に取り組むことができる。(態度・志向
性)

自ら課題解決に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　実験をする前に実験指導書をよく読んで、内容を把握してお
くことが重要であり、このことを目的として事前に予習報告書
を作成し（90分）、実験の時に提出することにしている。予習
報告書を提出しなければ実際に実験に取り掛かることができな
い。
　実験後実験報告書を作成し（90分）、指定された期日までに
提出しなければならない。報告書を実験担当者が読み、誤り・
不備等を指摘して再提出をしてもらうこともある。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　「積極的に取り組むことができるか」、「実験装置を正しく
使うことができるか」、「測定法や実験結果を正確に説明でき
るか」、「実験データを正しく分析・考察できるか」を評価基
準とする。実験への取り組みと実験レポートの内容（90%）及
び実技テスト（10%）をもって評価する。全出席・全提出が原
則であり、欠席した場合は補講を受けなければならない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　プリント。

◎－－－　授業計画　－－－◎

直流回路の特性と装置の内部抵抗
抵抗の測定（１）
抵抗の測定（２）
直流電圧計・電流計（１）
直流電圧計・電流計（２）
直流電位差計（１）
直流電位差計（２）
ブリッジ法による抵抗の測定（１）
ブリッジ法による抵抗の測定（２）
キルヒホッフの法則（１）
キルヒホッフの法則（２）
テブナンの定理とノートンの定理（１）
テブナンの定理とノートンの定理（２）
各種半導体素子の特性（１）
各種半導体素子の特性（２）
 

◎－－－　URL　－－－◎

科目登録者用成績確認HP
(http://ce.tec.fukuoka-u.ac.jp/Courses/BasicExperiment1/ES/)



2019-7020000149-02電気基礎実験Ⅰ「TE-b」

孟　志奇、西田貴司、折居英章、辻　聡史、圓谷友紀、佐々本凌、田邊　剛、松澤杏美、吉国宣幸

◎電気:A-1,A-3,B-2,B-3,C-1,C-2

1.直流回路の電流・電圧・電気抵抗の測定法を説明できる。　(A-1)

2.電源・電流計などの装置を使うことができる。　(B-2)

3.キルヒホッフの法則・重ね合わせの理・テブナンの定理を用いて実験結果を
説明できる。　(A-3)

4.測定したデータを分析・考察し、実験レポートを作成することができる。　
(B-3)

5.積極的・持続的に問題に取り組むことができる。　(C-1)

6.自ら課題解決に取り組むことができる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000150-01電気基礎実験Ⅱ「TE-a」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：実験　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・４時限～５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

江田　孝治、住吉谷　覚、折居　英章、荒岡　信隆、柴戸　洋次郎、田邊　剛、塚本　竜太、松澤　杏美、柳瀬　信一、吉國　宣幸

◎－－－　概要　－－－◎

　電気基礎実験Ⅰの続きであり、実験内容は、交流回路のベクトル軌跡、RLC回
路の共振、過渡現象、オシロスコープ、ダイオードとサイリスタ、論理回路、単
相交流回路の電力測定と力率、AC重ね合わせである。
　実験は授業計画にそって実施されるので、事前にテキストで予習し、内容を十
分に理解しておくこと。実験には積極的に関わり、疑問点等はその都度質問する
などして解消すること。また、データだけでなく、気付いた点もノートに記録す
ること。実験後は速やかにデータを整理し、気付いた点や疑問点等に対する考察
を行い、レポート作成に取り掛かること。
　企業において電気関係の業務に従事してきた実務経験を活かし、実際に携わっ
た事例などを説明しながら、実験に必要な知識や心構えについて講義します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

回路図を見て回路の結線ができる。(態度・志向性)

計測器から有効桁を考慮して測定値を読むことができる。(態度・志向性)

体裁の整ったレポートと実験結果に対する考察を書くことができる。(態度・志
向性)

RLおよびRC直列回路における電圧、電流のベクトル軌跡を描くことができる。
(知識・理解)

RLCを含む直列および並列回路で、インピーダンスやアドミタンスの計算がで
き、ベクトル等を用いて、共振回路の電圧・電流の関係を説明できる。(技能)

RLおよびRC直流回路における充放電動作の特徴を基本式とデータで説明でき、
過渡現象に関わる計算を関数電卓で行うことができる。(技能)

交流電源に抵抗やインダクタ、キャパシタを接続した場合の電圧・電流の位相関
係について、オシロスコープを用いた計測結果に基づき説明できる。(技能)

オシロスコープの観測結果から、ダイオードとサイリスタの特性および電力制御
特性について説明できる。(知識・理解)

真理値表より、論理式を用いて論理回路を構成できる。(態度・志向性)

皮相電力、有効電力、無効電力(進み、遅れ)および力率の関係を説明でき、
フェーザ図を用いて、力率改善について説明できる。(知識・理解)

交流回路においてLC負荷に生じる位相差を考慮した重ね合わせの理を説明でき
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

実験前に課す予習レポートに加えて、事前学習として実験テキストの精読や予備
調査を欠かさず行うこと。(120分)
実験後には測定結果をまとめ、考察を行い、定められた期日までにレポートを提
出すること。（120分）

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　レポートについては、各実験テーマで理解すべき内容に基づいて考察等が記述
されているかを評価の基準とする。
　全ての実験への出席とレポートの提出を評価の前提とし、全てのレポートから
総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

福岡大学電気工学科編「電気基礎実験Ⅱ」（1回目に配布する）

◎－－－　参考書　－－－◎

電気回路、電気計測、電子回路等、関連分野のテキストを適宜参考にすること。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　交流電源を用いることから危険を伴う可能性もあるので、指導員の説明等を十
分に聞いて、事故を起こさないように十分な注意と緊張感をもって実験をするこ
と。
　予習レポートを提出できない場合、10分以上の遅刻をした場合、服装規定を守
れていない場合は、当日の実験を受けることができない。その場合は指導員と相
談したうえで、後日再実験を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.　実験における注意点
2,3.　交流回路のベクトル軌跡
4,5.　ＲＬＣ回路の共振
6,7.　過渡現象
8,9.　オシロスコープ
10,11.　ダイオードとサイリスタ
12.　論理回路
13.　単相交流回路の電力測定と力率
14.　AC重ね合わせ
15.　まとめ



2019-7020000150-01電気基礎実験Ⅱ「TE-a」

江田　孝治、住吉谷　覚、折居　英章、荒岡　信隆、柴戸　洋次郎、田邊　剛、塚本　竜太、松澤　杏美、柳瀬　信一、吉國　宣幸

◎電気:A-1,A-3,B-2,B-3,C-1,C-2

1.回路図を見て回路の結線ができる。　(C-2)

2.計測器から有効桁を考慮して測定値を読むことができる。　(C-2)

3.体裁の整ったレポートと実験結果に対する考察を書くことができる。　(C-1)

4.RLおよびRC直列回路における電圧、電流のベクトル軌跡を描くことができ
る。　(A-1)

5.RLCを含む直列および並列回路で、インピーダンスやアドミタンスの計算が
でき、ベクトル等を用いて、共振回路の電圧・電流の関係を説明できる。　
(B-3)

6.RLおよびRC直流回路における充放電動作の特徴を基本式とデータで説明で
き、過渡現象に関わる計算を関数電卓で行うことができる。　(B-2)

7.交流電源に抵抗やインダクタ、キャパシタを接続した場合の電圧・電流の位
相関係について、オシロスコープを用いた計測結果に基づき説明できる。　
(B-3)

8.オシロスコープの観測結果から、ダイオードとサイリスタの特性および電力
制御特性について説明できる。　(A-3)

9.真理値表より、論理式を用いて論理回路を構成できる。　(C-2)

10.皮相電力、有効電力、無効電力(進み、遅れ)および力率の関係を説明でき、
フェーザ図を用いて、力率改善について説明できる。　(A-3)

11.交流回路においてLC負荷に生じる位相差を考慮した重ね合わせの理を説明
できる。　(A-1)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000150-02電気基礎実験Ⅱ「TE-b」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：実験　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・３時限～４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

江田　孝治、住吉谷　覚、折居　英章、荒岡　信隆、柴戸　洋次郎、田邊　剛、塚本　竜太、松澤　杏美、柳瀬　信一、吉國　宣幸

◎－－－　概要　－－－◎

　電気基礎実験Ⅰの続きであり、実験内容は、交流回路のベクトル軌跡、RLC
回路の共振、過渡現象、オシロスコープ、ダイオードとサイリスタ、論理回
路、単相交流回路の電力測定と力率、AC重ね合わせである。
　実験は授業計画にそって実施されるので、事前にテキストで予習し、内容を
十分に理解しておくこと。実験には積極的に関わり、疑問点等はその都度質問
するなどして解消すること。また、データだけでなく、気付いた点もノートに
記録すること。実験後は速やかにデータを整理し、気付いた点や疑問点等に対
する考察を行い、レポート作成に取り掛かること。
　企業において電気関係の業務に従事してきた実務経験を活かし、実際に携
わった事例などを説明しながら、実験に必要な知識や心構えについて講義しま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

回路図を見て回路の結線ができる。(態度・志向性)

計測器から有効桁を考慮して測定値を読むことができる。(態度・志向性)

体裁の整ったレポートと実験結果に対する考察を書くことができる。(態度・志
向性)

RLおよびRC直列回路における電圧、電流のベクトル軌跡を描くことができ
る。(知識・理解)

RLCを含む直列および並列回路で、インピーダンスやアドミタンスの計算がで
き、ベクトル等を用いて、共振回路の電圧・電流の関係を説明できる。(技能)

RLおよびRC直流回路における充放電動作の特徴を基本式とデータで説明で
き、過渡現象に関わる計算を関数電卓で行うことができる。(技能)

交流電源に抵抗やインダクタ、キャパシタを接続した場合の電圧・電流の位相
関係について、オシロスコープを用いた計測結果に基づき説明できる。(技能)

オシロスコープの観測結果から、ダイオードとサイリスタの特性および電力制
御特性について説明できる。(知識・理解)

真理値表より、論理式を用いて論理回路を構成できる。(態度・志向性)

皮相電力、有効電力、無効電力(進み、遅れ)および力率の関係を説明でき、
フェーザ図を用いて、力率改善について説明できる。(知識・理解)

交流回路においてLC負荷に生じる位相差を考慮した重ね合わせの理を説明でき
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

実験前に課す予習レポートに加えて、事前学習として実験テキストの精読や予
備調査を欠かさず行うこと。(120分)
実験後には測定結果をまとめ、考察を行い、定められた期日までにレポートを
提出すること。（120分）

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　レポートについては、各実験テーマで理解すべき内容に基づいて考察等が記
述されているかを評価の基準とする。
　全ての実験への出席とレポートの提出を評価の前提とし、全てのレポートか
ら総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

福岡大学電気工学科編「電気基礎実験Ⅱ」（1回目に配布する）

◎－－－　参考書　－－－◎

電気回路、電気計測、電子回路等、関連分野のテキストを適宜参考にするこ
と。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　交流電源を用いることから危険を伴う可能性もあるので、指導員の説明等を
十分に聞いて、事故を起こさないように十分な注意と緊張感をもって実験をす
ること。
　予習レポートを提出できない場合、10分以上の遅刻をした場合、服装規定を
守れていない場合は、当日の実験を受けることができない。その場合は指導員
と相談したうえで、後日再実験を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.　実験における注意点
2,3.　交流回路のベクトル軌跡
4,5.　ＲＬＣ回路の共振
6,7.　過渡現象
8,9.　オシロスコープ
10,11.　ダイオードとサイリスタ
12.　論理回路
13.　単相交流回路の電力測定と力率
14.　AC重ね合わせ
15.　まとめ



2019-7020000150-02電気基礎実験Ⅱ「TE-b」

江田　孝治、住吉谷　覚、折居　英章、荒岡　信隆、柴戸　洋次郎、田邊　剛、塚本　竜太、松澤　杏美、柳瀬　信一、吉國　宣幸

◎電気:A-1,A-3,B-2,B-3,C-1,C-2

1.回路図を見て回路の結線ができる。　(C-2)

2.計測器から有効桁を考慮して測定値を読むことができる。　(C-2)

3.体裁の整ったレポートと実験結果に対する考察を書くことができる。　(C-1)

4.RLおよびRC直列回路における電圧、電流のベクトル軌跡を描くことができ
る。　(A-1)

5.RLCを含む直列および並列回路で、インピーダンスやアドミタンスの計算が
でき、ベクトル等を用いて、共振回路の電圧・電流の関係を説明できる。　
(B-3)

6.RLおよびRC直流回路における充放電動作の特徴を基本式とデータで説明で
き、過渡現象に関わる計算を関数電卓で行うことができる。　(B-2)

7.交流電源に抵抗やインダクタ、キャパシタを接続した場合の電圧・電流の位
相関係について、オシロスコープを用いた計測結果に基づき説明できる。　
(B-3)

8.オシロスコープの観測結果から、ダイオードとサイリスタの特性および電力
制御特性について説明できる。　(A-3)

9.真理値表より、論理式を用いて論理回路を構成できる。　(C-2)

10.皮相電力、有効電力、無効電力(進み、遅れ)および力率の関係を説明でき、
フェーザ図を用いて、力率改善について説明できる。　(A-3)

11.交流回路においてLC負荷に生じる位相差を考慮した重ね合わせの理を説明
できる。　(A-1)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000011-01電気計測Ⅰ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：後日発表　　

小浜　輝彦

◎－－－　概要　－－－◎

　電気計測は、電気現象から定量的な情報を得るための基本操作であ
り、将来、電気・電子および情報系の技術者を目指す学生にとって身
につけておかねばならない重要な授業科目の一つである。
　例えば電圧を測る場合、測定の目的や電圧計の特徴を十分理解した
上で実施しなければ正しく測定できない。なぜなら電圧計は、ある原
理に基づき構成された回路であり、その原理上の特徴によって測定の
精度（確かさ）や測定範囲が定められるからである。また、測定値に
は必ずノイズが含まれるためこの影響を抑える対策、処理法も理解す
る必要がある。このように、対象量を正しく測定するには、計測器の
構造、原理、特徴、ノイズ処理法等を学ばなければならない。
　本講義では、電気計測の基本事項及び測定全般にわたる共通事項に
ついて学ぶ。電気計測分野は、電気磁気学、電気回路、電子工学をは
じめ他の諸分野の知識が必要となるので、学習に際しては他科目の復
習も求められる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

電気磁気学・電気回路の基本法則を用いたセンサーの原理が説明でき
る。(知識・理解)

半導体・磁性体等を用いたセンサーの原理が説明できる。(知識・理
解)

各種センサーの特徴を理解し測定状況に応じて適切なセンサーを選択
することができる。(態度・志向性)

測定の基礎となる国際単位と標準器について概要を説明できる。(知
識・理解)

測定結果からノイズを除去・抑制する手法について説明できる。(技
能)

全体の学習を通して日常で使われるセンサーや単位の重要性を理解で
きる。(態度・志向性)

◎－－－　授業方法及び計画　－－－◎

　右に掲載の授業計画に沿って順次解説するが、受講生の理解度、進
行状況に応じて内容を変更することがある。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　原則として定期試験を９割、講義中に課す演習・小テストを１割と
して総合評価する。定期試験では、到達目標がどの程度達成できたか
を評価の基準とする。演習・小テストでは、実施時点で学習済みの範
囲において到達目標がどの程度達成されたかを評価の基準とする。
フィードバックとして小テスト回収後、解答の解説を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

岡野大祐　編著、EEText 電気電子基礎計測（オーム社）
ISBN978-4-274-20776-1

◎－－－　参考書　－－－◎

菅野　允著、基礎電気電子計測（コロナ社）
大浦宣徳他著、電気・電子計測（昭晃堂）
西野　治著、電磁気計測（電気学会）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　概要に述べたとおり様々な専門分野の知識が必要となるため、これ
まで学習した他の専門科目についても折に触れ自主的に復習すること
が肝要である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 計測とは
2. 計測システム
3. センシングの基本機能
4. 電圧センサ・電流センサ
5. 磁気センサ・光センサ
6. 温度センサ・ガスセンサ
7. 大きさの表現・計測対象の分類
8. 直流と交流・表示法
9. 低周波帯域の電気量
10. 高周波帯域の電気量
11. 磁気量・磁気損失
12. 国際単位系と標準器
13. 測定法の分類
14. 信号とノイズ、誤差と不確かさ
15. 講義全体の総括、重要ポイントのまとめ

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業終了後、間を空けず復習し、該当範囲の章末演習問
題を解くこと。(90分)
また、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。(90分)



2019-7020000011-01電気計測Ⅰ

小浜　輝彦

◎電気:A-1,A-2,B-1,C-1,C-2

1.電気磁気学・電気回路の基本法則を用いたセンサーの原理が説明できる。　
(A-1)

2.半導体・磁性体等を用いたセンサーの原理が説明できる。　(A-2)

3.各種センサーの特徴を理解し測定状況に応じて適切なセンサーを選択するこ
とができる。　(C-2)

4.測定の基礎となる国際単位と標準器について概要を説明できる。　(A-2)

5.測定結果からノイズを除去・抑制する手法について説明できる。　(B-1)

6.全体の学習を通して日常で使われるセンサーや単位の重要性を理解できる。
　(C-1)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000012-01電気計測Ⅱ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・３時限　　試験時間割：後日発表　　

小浜　輝彦

◎－－－　概要　－－－◎

　電気計測Ⅰの学習を前提に、主に計測器内部の構造、原理を
中心に学習する。計測器は大別してディジタル機器とアナログ
機器に分かれる。電圧、電流等の電気量はアナログであるため
ディジタル機器においては信号をディジタル化する処理が加わ
る。アナログ機器においては、様々な原理に基づき電気量をア
ナログ量で指示する工夫がなされている。本講義では、各種計
測器の原理及び特徴を詳しく解説する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

インピーダンス変換と整合が説明できる。(知識・理解)

測定対象量に応じて求められる増幅・減衰方法、ノイズ抑制方
法が説明できる。(態度・志向性)

ディジタル信号変換（A/D,D/A変換）の原理とサンプリング定
理、量子化誤差を説明できる。(技能)

アナログ計測器の分類と動作原理を説明できる。(知識・理解)

全体の学習を通してディジタル・アナログ計測機器全般の分類
と特徴を把握し、測定対象量に応じた機器の選択ができる。
(態度・志向性)

◎－－－　授業方法及び計画　－－－◎

　右に掲載の授業計画に沿って順次解説するが、受講生の理解
度、進行状況に応じて内容を変更することがある。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　原則として定期試験を９割、講義中に課す演習・小テストを
１割として総合評価する。定期試験では、到達目標がどの程度
達成できたかを評価の基準とする。演習・小テストでは、実施
時点で学習済みの範囲において到達目標がどの程度達成された
かを評価の基準とする。フィードバックとして小テスト回収
後、解答の解説を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

岡野大祐　編著、EEText 電気電子基礎計測（オーム社）
ISBN978-4-274-20776-1

◎－－－　参考書　－－－◎

菅野　允著、基礎電気電子計測（コロナ社）
大浦宣徳他著、電気・電子計測（昭晃堂）
西野　治著、電磁気計測（電気学会）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　電気計測は、様々な専門分野の知識が必要となるため、これ
まで学習した他の専門科目についても折に触れ自主的に復習す
ることが肝要である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. インピーダンス変換と整合
2. 信号の増幅と減衰、ノイズ低減法
3. ディジタル信号変換(サンプリング定理と量子化誤差)
4. A/D変換器(二重積分形)
5. A/D変換器(逐次比較形)
6. D/A変換器
7. アナログ計測器（可動コイル形、可動鉄片形）
8. アナログ計測器（電流力計形、整流形）
9. アナログ計測器（熱電形、誘導形、静電形）
10. アナログテスタ
11. 交流ブリッジ
12. インピーダンスアナライザ
13. アナログオシロスコープ
14. ディジタルマルチメータ、ディジタルオシロスコープ
15. 講義全体の総括、重要ポイントのまとめ

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業終了後、間を空けず復習し、該当範囲の章末演習問
題を解くこと。(90分)
また、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。(90分)



2019-7020000012-01電気計測Ⅱ

小浜　輝彦

◎電気:A-1,A-2,B-1,C-1,C-2

1.インピーダンス変換と整合が説明できる。　(A-1)

2.測定対象量に応じて求められる増幅・減衰方法、ノイズ抑制方法が説明でき
る。　(C-1)

3.ディジタル信号変換（A/D,D/A変換）の原理とサンプリング定理、量子化誤
差を説明できる。　(B-1)

4.アナログ計測器の分類と動作原理を説明できる。　(A-2)

5.全体の学習を通してディジタル・アナログ計測機器全般の分類と特徴を把握
し、測定対象量に応じた機器の選択ができる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000031-01電気工学実験Ⅰ「TE-a」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：実験　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・３時限～４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

根葉　保彦、柳瀬 信一、田邊 剛、藤清高、柴戸洋次郎

◎－－－　概要　－－－◎

　「電気機器」の「変圧器」と「回転機」に関する実験を行う。「回
転機」では「直流機」と「交流機」の「誘導機」と「同期機」につい
て、また、「交流機」の回転速度制御に用いられる「インバータ」を
取り扱い、試験方法や特性計算方法を習得する。また，企業での設
計，施工などに従事してきた実務経験を活かし，実験の取り組みや方
法，報告書作成について指導する。
　別表に示す実験テーマについて、５から６人のグループに分かれて
行う。実験ではまず、機器と計器との配線から始め、指導教官の指示
に従って機器を運転する。グラフ用紙に必要なデータをプロットしな
がら特性を取り、本質的な誤りがないか確認しながら進める。実験を
行う機器については予め十分に原理等を理解しておく必要があり、参
考書を携帯しておくことが望ましい。全ての実験は４号館２階の「電
気工学学生実験室」で行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

変圧器や回転機の動作原理を理解し，説明できる。(知識・理解)

機器の実験方法と結果についてを説明できる。(知識・理解)

装置を操作でき，電力，力率や効率を計算できる。(技能)

測定して得られた実験データについて考察でき，説明できる。(技能)

積極的に持続性を持って実験に取り組むことができる。(態度・志向性)

考察などの課題解決を自ら取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

実験を行う電気機器の原理や特性，実験方法などを十分に予習する。
実験後には，早めにレポートを作成し，実験内容やデータの再確認を
行う（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　各実験テーマについて提出するレポート内容（グラフ，考察など）
で最終評価を行う。評価基準は「電気機器の構造や特性を説明でき
る」ことである。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　「電気工学実験Ⅰ」（電気工学学生実験室）を初回の実験説明会の
際に配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

「変圧器」、「回転機」については「電気機器Ⅰ、Ⅱ」の講義で使用
した
「First stage シリーズ 電気機器概論」、深尾監修 （実教出版）
「インバータ」については「パワーエレクトロニクス」の講義で使用
している
「パワーエレクトロニクス入門第３版」、小山・根葉・花本・山田 著
（朝倉書店）
「最新パワーエレクトロニクス入門」、小山・伊藤・花本・山田 著
（朝倉書店）
「パワーエレクトロニクス演習」、野中・岡田・小山・伊藤 著 （朝倉
書店）
　この他にも多くあるので、必要に応じて図書館で参照すること。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　実験中は十分に注意して慎重に行動し、特に「回転機」の実験では
回転部分に巻き込まれないように服装にも気を付けること。また、取
り扱う電圧、電流が大きいので、指導教官の説明を十分に理解し、そ
の指示に従って実験を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　直流分巻電動機の負荷試験
２　直流複巻電動機の負荷試験
３　直流他励、分巻発電機の負荷試験
４　直流複巻発電機の負荷試験
５　単相変圧器の各種試験
６　単相変圧器の三相結線
７　三相誘導電動機の定数測定
８　三相誘導電動機の実負荷試験と円線図
９　巻線形三相誘導電動機の負荷試験
10　巻線形三相誘導電動機の比例推移
11　三相同期発電機の負荷試験
12　三相同期電動機の始動法
13　三相同期電動機の位相特性
14　インバータによる誘導機の速度制御
15　インバータによる誘導機の負荷特性



2019-7020000031-01電気工学実験Ⅰ「TE-a」

根葉　保彦、柳瀬 信一、田邊 剛、藤清高、柴戸洋次郎

◎電気:A-1,A-3,B-2,B-3,C-1,C-2

1.変圧器や回転機の動作原理を理解し，説明できる。　(A-1)

2.機器の実験方法と結果についてを説明できる。　(A-3)

3.装置を操作でき，電力，力率や効率を計算できる。　(B-2)

4.測定して得られた実験データについて考察でき，説明できる。　(B-3)

5.積極的に持続性を持って実験に取り組むことができる。　(C-1)

6.考察などの課題解決を自ら取り組むことができる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000031-02電気工学実験Ⅰ「TE-b」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：実験　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・４時限～５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

根葉　保彦、柳瀬 信一、田邊 剛、藤清高、柴戸洋次郎

◎－－－　概要　－－－◎

　「電気機器」の「変圧器」と「回転機」に関する実験を行う。「回
転機」では「直流機」と「交流機」の「誘導機」と「同期機」につい
て、また、「交流機」の回転速度制御に用いられる「インバータ」を
取り扱い、試験方法や特性計算方法を習得する。また，企業での設
計，施工などに従事してきた実務経験を活かし，実験の取り組みや方
法，報告書作成について指導する。
　別表に示す実験テーマについて、５から６人のグループに分かれて
行う。実験ではまず、機器と計器との配線から始め、指導教官の指示
に従って機器を運転する。グラフ用紙に必要なデータをプロットしな
がら特性を取り、本質的な誤りがないか確認しながら進める。実験を
行う機器については予め十分に原理等を理解しておく必要があり、参
考書を携帯しておくことが望ましい。全ての実験は４号館２階の「電
気工学学生実験室」で行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

変圧器や回転機の動作原理を理解し，説明できる。(知識・理解)

機器の実験方法と結果についてを説明できる。(知識・理解)

装置を操作でき，電力，力率や効率を計算できる。(技能)

測定して得られた実験データについて考察でき，説明できる。(技能)

積極的に持続性を持って実験に取り組むことができる。(態度・志向性)

考察などの課題解決を自ら取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

実験を行う電気機器の原理や特性，実験方法などを十分に予習する。
実験後には，早めにレポートを作成し，実験内容やデータの再確認を
行う（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　各実験テーマについて提出するレポート内容（グラフ，考察など）
で最終評価を行う。評価基準は「電気機器の構造や特性を説明でき
る」ことである。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　「電気工学実験Ⅰ」（電気工学学生実験室）を初回の実験説明会の
際に配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

「変圧器」、「回転機」については「電気機器Ⅰ、Ⅱ」の講義で使用
した
「First stage シリーズ 電気機器概論」、深尾監修 （実教出版）
「インバータ」については「パワーエレクトロニクス」の講義で使用
している
「パワーエレクトロニクス入門第３版」、小山・根葉・花本・山田 著
（朝倉書店）
「最新パワーエレクトロニクス入門」、小山・伊藤・花本・山田 著
（朝倉書店）
「パワーエレクトロニクス演習」、野中・岡田・小山・伊藤 著 （朝倉
書店）
　この他にも多くあるので、必要に応じて図書館で参照すること。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　実験中は十分に注意して慎重に行動し、特に「回転機」の実験では
回転部分に巻き込まれないように服装にも気を付けること。また、取
り扱う電圧、電流が大きいので、指導教官の説明を十分に理解し、そ
の指示に従って実験を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　直流分巻電動機の負荷試験
２　直流複巻電動機の負荷試験
３　直流他励、分巻発電機の負荷試験
４　直流複巻発電機の負荷試験
５　単相変圧器の各種試験
６　単相変圧器の三相結線
７　三相誘導電動機の定数測定
８　三相誘導電動機の実負荷試験と円線図
９　巻線形三相誘導電動機の負荷試験
10　巻線形三相誘導電動機の比例推移
11　三相同期発電機の負荷試験
12　三相同期電動機の始動法
13　三相同期電動機の位相特性
14　インバータによる誘導機の速度制御
15　インバータによる誘導機の負荷特性



2019-7020000031-02電気工学実験Ⅰ「TE-b」

根葉　保彦、柳瀬 信一、田邊 剛、藤清高、柴戸洋次郎

◎電気:A-1,A-3,B-2,B-3,C-1,C-2

1.変圧器や回転機の動作原理を理解し，説明できる。　(A-1)

2.機器の実験方法と結果についてを説明できる。　(A-3)

3.装置を操作でき，電力，力率や効率を計算できる。　(B-2)

4.測定して得られた実験データについて考察でき，説明できる。　(B-3)

5.積極的に持続性を持って実験に取り組むことができる。　(C-1)

6.考察などの課題解決を自ら取り組むことができる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000032-01電気工学実験Ⅱ「TE-a」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：実験　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・３時限～４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

小浜　輝彦、西嶋喜代人、田邊剛、吉国宣幸、柴戸洋次郎、畑田和良、塚本竜太、高村紀充、柳瀬信一、藤清高、荒岡信隆、佐々本凌

◎－－－　概要　－－－◎

　本実験は、電気材料と電力応用及び電気の安全管理に関する理解を深めることを目
的に、電気材料系実験と電力応用系実験から成る。電気材料系実験は電気回路を構成
する回路素子やセンサーの電気特性を把握するために、電力応用系実験は太陽電池や
照明に関する内容を理解するために重要である。
　各実験は、４～５名の少人数で実施する。実験初日に配布する実験指導書の当該テ
－マ内容をしっかり読み実験のポイントを理解すること。実験は、ＴＡを含む電気工
学科教職員が担当するので疑問が生じた場合は直接質問すること。複数の担当教員が
企業の実務経験を有しており、企業での設備、機器の設計、製造、利用、保守等の業
務経験を基に実験遂行に役立つ実践的アドバイスを受けることができる。実験終了後
は、必ず実験デ－タを担当者に見せ、誤った実験を行っていないか確認をとること。
　各自で作成した実験報告書は担当者に必ず期日までに指定された場所に提出するこ
と。報告内容に明らかなミスが発見された場合には再提出を求める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

電気材料系実験：導電性素子、誘電体（絶縁体）、磁性体、半導体、光センサの電気
物性と動作特性を大まかに説明できる。(知識・理解)

電気材料系実験：電気機器を構成する電気材料の特性評価方法を大まかに説明でき
る。(知識・理解)

電気材料系実験：電気物性を把握した上で効率的かつ安全な電気機器の設計に役立て
ることができる。(態度・志向性)

電力応用系実験：光源の光特性、太陽電池の発電特性を大まかに説明できる。(知
識・理解)

電力応用系実験：照明器具と簡単な照明設計法を大まかに説明できる。(知識・理解)

電力応用系実験：電気の安全管理に不可欠な接地、漏洩遮断器、配電方式を大まかに
説明できる。(知識・理解)

各種計測器の基本的な使い方を理解し操作できる。(技能)

テキストの指示内容に基づき、計測、記録、作図を適切に行い、得られた知見と問題
を記した報告書を作成することができる。(技能)

実験班内で役割分担を決めて効率的作業を行うと共に情報共有により問題の把握、解
決を図ることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業方法及び計画　－－－◎

　４～５名の小班に分かれ、右表に掲載の実験テーマ総てについて指定された日に実
験を行う。各テーマ終了後、一週間以内に実験報告書を作成し所定の場所に提出する
こと。報告書作成には、ワープロやグラフ作成ソフト等を使用することが望ましい。
　なお、他者の報告書等のコピーは倫理に反する行為であり、決して行ってはならな
い。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　全実験テーマに出席し、実験報告書を全て提出しなければならない。これを満足し
ない場合、原則不合格となる。提出した実験報告書の内容に不備がある場合は再提出
となる。提出期限の遅れや他の報告書のコピー等倫理違反があった場合、その状況に
より大幅な減点対象となり、単位取得できない場合がある。最終評価は、上述内容に
加え、到達目標がどの程度達成されているかを判定し総合評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

実験指導テキストは初回の実験説明会の際に配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

電気材料、電気物性、電子物性、電気計測等のテキスト
照明学会編:照明工学（オーム社）
藤原義輝他著:照明・電熱（電気書院）
電気学会編:電気工学ハンドブック38編（電気学会）
武田 進著:気体放電の基礎（東明社）
桜庭一郎著:レーザ工学（森北出版）
電気学会編:太陽電池ハンドブック（コロナ社）
等を参考にすること。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　初回に実験説明会を行い、実験指導テキストの配布、各テーマの詳細及び実験時の
注意点、報告書作成法、提出場所等について説明するので必ず出席すること。説明会
の日時、場所等については事前に掲示する。
　実験日には開始時刻までに集合し、指導員から出席の確認と実験での安全に関する
諸注意を受けること。正当な理由の届けのない欠席者は再実験を許可しない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.電気材料と電気応用の実験テ－マについて、レポ－トの
書き方、レポ－ト提出期限と提出場所、評価の方法、実験
時の安全等の説明を実施する。
2.各種材料の抵抗率の測定:（材料の抵抗率、抵抗温度係
数）
3.光電効果と光電センサ:（照度に対する抵抗変化、光応答
特性、分光感度特性）
4.インピーダンス及び絶縁材料の測定:（抵抗、コンデンサ
の周波数特性、各種誘電体板の誘電率、等価並列静電容
量、等価並列コンダクタンス及び誘電正接、周波数の変化
による誘電率、誘電正接の検討）
5.磁性材料の直流磁化特性:（種々の材料に対する磁束密度
Ｂ－磁界Ｈ曲線と透磁率μ－磁界Ｈ曲線、ヒステリシス
損）
6.半導体の温度特性とスイッチング特性:（サーミスタの温
度Ｔ－抵抗変化率Ｒ／Ｒ25曲線、MOSFETのスイッチング
特性）
7.電気材料実験の総括、評価の指導
8.球形光束計:（電球、蛍光ランプの光源、光源の電気特
性、全光束計測）
9.ネオン管の特性:（グロー放電特性、発光スペクトルの分
光）
10.照度の測定:（照度分布、教室の照度設計、照明器具の
決定法）
11.太陽電池の発電特性:（照度と発電出力特性、最適動作
負荷、直列・並列接続、ハロゲンランプの電気特性）
12.電気の安全管理:（電気火災の原因となる漏電、接地の
方法、漏電しゃ断器の動作原理）
13.単相３線式電路:（家庭の屋内配線方式、断線、電圧の
異常低下と上昇）
14.レポ－ト再提出指導と再実験
15.全実験の総括、評価の指導

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　各実験テ－マを事前学習で十分理解し、不明な点は図書
館で調べておくこと。(90分)
実験後は、関連事項を広く調査し、報告の書き方等を参考
に作成し、考察についても図書館で十分調べること。(90
分)



2019-7020000032-01電気工学実験Ⅱ「TE-a」

小浜　輝彦、西嶋喜代人、田邊剛、吉国宣幸、柴戸洋次郎、畑田和良、塚本竜太、高村紀充、柳瀬信一、藤清高、荒岡信隆、佐々本凌

◎電気:A-1,A-3,B-2,B-3,C-1,C-2

1.電気材料系実験：導電性素子、誘電体（絶縁体）、磁性体、半導体、光セン
サの電気物性と動作特性を大まかに説明できる。　(A-1)

2.電気材料系実験：電気機器を構成する電気材料の特性評価方法を大まかに説
明できる。　(A-3)

3.電気材料系実験：電気物性を把握した上で効率的かつ安全な電気機器の設計
に役立てることができる。　(C-2)

4.電力応用系実験：光源の光特性、太陽電池の発電特性を大まかに説明でき
る。　(A-1)

5.電力応用系実験：照明器具と簡単な照明設計法を大まかに説明できる。　
(A-3)

6.電力応用系実験：電気の安全管理に不可欠な接地、漏洩遮断器、配電方式を
大まかに説明できる。　(A-1)

7.各種計測器の基本的な使い方を理解し操作できる。　(B-2)

8.テキストの指示内容に基づき、計測、記録、作図を適切に行い、得られた知
見と問題を記した報告書を作成することができる。　(B-3)

9.実験班内で役割分担を決めて効率的作業を行うと共に情報共有により問題の
把握、解決を図ることができる。　(C-1)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000032-02電気工学実験Ⅱ「TE-b」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：実験　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・３時限～４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

小浜　輝彦、西嶋喜代人、田邊剛、吉国宣幸、柴戸洋次郎、畑田和良、塚本竜太、高村紀充、柳瀬信一、藤清高、荒岡信隆、佐々本凌

◎－－－　概要　－－－◎

　本実験は、電気材料と電力応用及び電気の安全管理に関する理解を深めることを目
的に、電気材料系実験と電力応用系実験から成る。電気材料系実験は電気回路を構成
する回路素子やセンサーの電気特性を把握するために、電力応用系実験は太陽電池や
照明に関する内容を理解するために重要である。
　各実験は、４～５名の少人数で実施する。実験初日に配布する実験指導書の当該テ
－マ内容をしっかり読み実験のポイントを理解すること。実験は、ＴＡを含む電気工
学科教職員が担当するので疑問が生じた場合は直接質問すること。複数の担当教員が
企業の実務経験を有しており、企業での設備、機器の設計、製造、利用、保守等の業
務経験を基に実験遂行に役立つ実践的アドバイスを受けることができる。実験終了後
は、必ず実験デ－タを担当者に見せ、誤った実験を行っていないか確認をとること。
　各自で作成した実験報告書は担当者に必ず期日までに指定された場所に提出するこ
と。報告内容に明らかなミスが発見された場合には再提出を求める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

電気材料系実験：導電性素子、誘電体（絶縁体）、磁性体、半導体、光センサの電気
物性と動作特性を大まかに説明できる。(知識・理解)

電気材料系実験：電気機器を構成する電気材料の特性評価方法を大まかに説明でき
る。(知識・理解)

電気材料系実験：電気物性を把握した上で効率的かつ安全な電気機器の設計に役立て
ることができる。(態度・志向性)

電力応用系実験：光源の光特性、太陽電池の発電特性を大まかに説明できる。(知
識・理解)

電力応用系実験：照明器具と簡単な照明設計法を大まかに説明できる。(知識・理解)

電力応用系実験：電気の安全管理に不可欠な接地、漏洩遮断器、配電方式を大まかに
説明できる。(知識・理解)

各種計測器の基本的な使い方を理解し操作できる。(技能)

テキストの指示内容に基づき、計測、記録、作図を適切に行い、得られた知見と問題
を記した報告書を作成することができる。(技能)

実験班内で役割分担を決めて効率的作業を行うと共に情報共有により問題の把握、解
決を図ることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業方法及び計画　－－－◎

　４～５名の小班に分かれ、右表に掲載の実験テーマ総てについて指定された日に実
験を行う。各テーマ終了後、一週間以内に実験報告書を作成し所定の場所に提出する
こと。報告書作成には、ワープロやグラフ作成ソフト等を使用することが望ましい。
　なお、他者の報告書等のコピーは倫理に反する行為であり、決して行ってはならな
い。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　全実験テーマに出席し、実験報告書を全て提出しなければならない。これを満足し
ない場合、原則不合格となる。提出した実験報告書の内容に不備がある場合は再提出
となる。提出期限の遅れや他の報告書のコピー等倫理違反があった場合、その状況に
より大幅な減点対象となり、単位取得できない場合がある。最終評価は、上述内容に
加え、到達目標がどの程度達成されているかを判定し総合評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

実験指導テキストは初回の実験説明会の際に配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

電気材料、電気物性、電子物性、電気計測等のテキスト
照明学会編:照明工学（オーム社）
藤原義輝他著:照明・電熱（電気書院）
電気学会編:電気工学ハンドブック38編（電気学会）
武田 進著:気体放電の基礎（東明社）
桜庭一郎著:レーザ工学（森北出版）
電気学会編:太陽電池ハンドブック（コロナ社）
等を参考にすること。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　初回に実験説明会を行い、実験指導テキストの配布、各テーマの詳細及び実験時の
注意点、報告書作成法、提出場所等について説明するので必ず出席すること。説明会
の日時、場所等については事前に掲示する。
　実験日には開始時刻までに集合し、指導員から出席の確認と実験での安全に関する
諸注意を受けること。正当な理由の届けのない欠席者は再実験を許可しない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.電気材料と電気応用の実験テ－マについて、レポ－トの
書き方、レポ－ト提出期限と提出場所、評価の方法、実験
時の安全等の説明を実施する。
2.各種材料の抵抗率の測定:（材料の抵抗率、抵抗温度係
数）
3.光電効果と光電センサ:（照度に対する抵抗変化、光応答
特性、分光感度特性）
4.インピーダンス及び絶縁材料の測定:（抵抗、コンデンサ
の周波数特性、各種誘電体板の誘電率、等価並列静電容
量、等価並列コンダクタンス及び誘電正接、周波数の変化
による誘電率、誘電正接の検討）
5.磁性材料の直流磁化特性:（種々の材料に対する磁束密度
Ｂ－磁界Ｈ曲線と透磁率μ－磁界Ｈ曲線、ヒステリシス
損）
6.半導体の温度特性とスイッチング特性:（サーミスタの温
度Ｔ－抵抗変化率Ｒ／Ｒ25曲線、MOSFETのスイッチング
特性）
7.電気材料実験の総括、評価の指導
8.球形光束計:（電球、蛍光ランプの光源、光源の電気特
性、全光束計測）
9.ネオン管の特性:（グロー放電特性、発光スペクトルの分
光）
10.照度の測定:（照度分布、教室の照度設計、照明器具の
決定法）
11.太陽電池の発電特性:（照度と発電出力特性、最適動作
負荷、直列・並列接続、ハロゲンランプの電気特性）
12.電気の安全管理:（電気火災の原因となる漏電、接地の
方法、漏電しゃ断器の動作原理）
13.単相３線式電路:（家庭の屋内配線方式、断線、電圧の
異常低下と上昇）
14.レポ－ト再提出指導と再実験
15.全実験の総括、評価の指導

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　各実験テ－マを事前学習で十分理解し、不明な点は図書
館で調べておくこと。(90分)
実験後は、関連事項を広く調査し、報告の書き方等を参考
に作成し、考察についても図書館で十分調べること。(90
分)



2019-7020000032-02電気工学実験Ⅱ「TE-b」

小浜　輝彦、西嶋喜代人、田邊剛、吉国宣幸、柴戸洋次郎、畑田和良、塚本竜太、高村紀充、柳瀬信一、藤清高、荒岡信隆、佐々本凌

◎電気:A-1,A-3,B-2,B-3,C-1,C-2

1.電気材料系実験：導電性素子、誘電体（絶縁体）、磁性体、半導体、光セン
サの電気物性と動作特性を大まかに説明できる。　(A-1)

2.電気材料系実験：電気機器を構成する電気材料の特性評価方法を大まかに説
明できる。　(A-3)

3.電気材料系実験：電気物性を把握した上で効率的かつ安全な電気機器の設計
に役立てることができる。　(C-2)

4.電力応用系実験：光源の光特性、太陽電池の発電特性を大まかに説明でき
る。　(A-1)

5.電力応用系実験：照明器具と簡単な照明設計法を大まかに説明できる。　
(A-3)

6.電力応用系実験：電気の安全管理に不可欠な接地、漏洩遮断器、配電方式を
大まかに説明できる。　(A-1)

7.各種計測器の基本的な使い方を理解し操作できる。　(B-2)

8.テキストの指示内容に基づき、計測、記録、作図を適切に行い、得られた知
見と問題を記した報告書を作成することができる。　(B-3)

9.実験班内で役割分担を決めて効率的作業を行うと共に情報共有により問題の
把握、解決を図ることができる。　(C-1)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000035-01電気工学実験Ⅲ「TE-a」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：実験　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・３時限～４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

花井　正広、松岡 毅、畑田 和良、高村 紀充、柳瀬 信一、吉國 宣幸、藤 清高、荒岡 信隆、佐々本 凌、松澤 杏美、塚本 竜太

◎－－－　概要　－－－◎

　本実験は、高電圧および自動制御に関する実験を行い、これらに対する理解を
深めることを目的とする。実験はグループ単位で行う。
(a)高電圧実験　電力機器に限らず高い出力を出すために高電圧を用いる電気機器
が数多くある。これらの機器では絶縁破壊は致命的な故障である。そのため電気
技術者はこのような電気が関わる設備を取り扱ったり、研究開発に携わるのであ
るから、放電現象、絶縁破壊現象、絶縁材料などに深い理解と知見を持ち、高電
圧に関わる現象に習熟しておくことが求められる。ここでは高電圧に関して７
テーマの実験を、高電圧実験室１階（第３食堂横）で行う。
(b)自動制御実験　自動制御理論(制御工学)は機械システムなどを自動的に操作し
ようとする技術の基礎となるものであり、今日のあらゆる工業分野において欠く
ことのできない基礎工学の一つである。その内容は入出力の信号のみに着目する
古典制御、より大局的な視野からシステムの操作を捉えるシーケンス制御など、
さまざまに細分化されている。また、近年の計算機技術や通信技術の発展は、制
御工学の適用範囲をさらに拡大させつつある。ここでは自動制御に関する５つの
テーマを取り上げ、実験を通して自動制御技術に対する理解を深める。実験は４
号館２階の電気工学学生実験室にて行う。
　高電圧実験及び自動制御実験共に、担当教員が企業における実務経験を活か
し、分かりやすいレポートの書き方等の指導もおこなう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

高電圧の発生とその測定について説明できる。(知識・理解)

高電圧印加時の固体、液体、気体の電気絶縁特性について測定し、実験結果を正
確に記録して、まとめることができる。(知識・理解)

各制御方式の特徴、適用領域について説明できる。(知識・理解)

各制御方式を用いた制御実験をおこない、実験結果の解析および設計手法の評価
をまとめることができる。(知識・理解)

高電圧の実験装置、自動制御の実験装置の原理を理解したうえで実験をおこな
い、データの不確かさを考慮して実験レポートを作成できる。(技能)

実験結果に対して、適切な文献を基に理論的な検討及び説明ができる。(技能)

実験グループの一員として積極的に実験に参加できる。(態度・志向性)

実験中に予想外の問題が出た場合に、その原因の究明ができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業方法および計画　－－－◎

　今年度の実験内容を「授業計画」に示す。

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

　全ての実験への出席と実験レポートの提出を合格の評価を与えるための必須条
件とする。その上で、予め提示した到達目標をどれほど達成したかを勘案し、各
実験レポートの完成度により評価を行い、合計点60点以上を合格とする。レポー
トは一度目の提出で評価を行うが、特に希望がある場合には再提出を認める。
　提出期限からの遅れ、他の学生のレポートのほぼ丸写しなどが発覚した場合に
は、大幅減点をおこなうため単位取得ができない場合がある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　高電圧実験室および自動制御実験室編著、電気工学実験Ⅲを初回の実験説明会
の時に各自に配付する。

◎－－－　参考書　－－－◎

　高電圧実験では、書名に電離気体、放電現象、高電圧工学、高電圧現象、誘電
体現象、電気材料などの名称が含まれたもの。また、自動制御実験では「制御工
学I・Ⅱ」の講義に用いたテキストや参考書および講義ノート、図書館工学部分
室にある自動制御関係の書籍。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　高電圧工学、制御工学Ⅰ、制御工学Ⅱ、デジタル制御工学の単位を修得済みの
ものが好ましい。
　病気や就職関係などで出席できない場合は、出席できないことが分かった時点
ですみやかに事前に連絡すること。そして、後日、欠席届を提出すること。この
場合、他班の実験への参加を認めることがあるので、担当者の指示に従うこと。
　事前に予習をし、テーマのねらいを理解した上で実験に取り組むこと。高電圧
実験では数百kVまでの高電圧を使用する。指導員の説明を良く聞き、実験装置の
操作を十分に理解して、事故を起こさないように注意して実験に取り組むこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．実験説明
２．交流電圧絶縁破壊試験(ガイシ段数)
３．交流電圧絶縁破壊試験(注水試験)
４．インパルス電圧絶縁破壊試験(ギャップ長特性)
５．インパルス電圧絶縁破壊試験(ガイシ段数)
６．油の絶縁破壊試験
７．絶縁紙および絶縁布類の絶縁破壊試験
８．気圧と放電現象
９．機能要素の組合せによるシステム構築(その１)
１０．機能要素の組合せによるシステム構築(その２)
１１．AD・DA変換(その１)
１２．AD・DA変換(その２)
１３．PID調整器を用いる制御系の設計
１４．温度のオンオフ制御実験
１５．シーケンス制御の実験

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　次回の実験内容を予習し、実験目的、実験方法等をよく
理解しておくこと。また、実験終了後に示す課題や実験内
容、考察等をレポートにまとめ、報告すること。（180
分）



2019-7020000035-01電気工学実験Ⅲ「TE-a」

花井　正広、松岡 毅、畑田 和良、高村 紀充、柳瀬 信一、吉國 宣幸、藤 清高、荒岡 信隆、佐々本 凌、松澤 杏美、塚本 竜太

◎電気:A-1,A-3,B-2,B-3,C-1,C-2

1.高電圧の発生とその測定について説明できる。　(A-1)

2.高電圧印加時の固体、液体、気体の電気絶縁特性について測定し、実験結果
を正確に記録して、まとめることができる。　(A-3)

3.各制御方式の特徴、適用領域について説明できる。　(A-1)

4.各制御方式を用いた制御実験をおこない、実験結果の解析および設計手法の
評価をまとめることができる。　(A-3)

5.高電圧の実験装置、自動制御の実験装置の原理を理解したうえで実験をおこ
ない、データの不確かさを考慮して実験レポートを作成できる。　(B-2)

6.実験結果に対して、適切な文献を基に理論的な検討及び説明ができる。　
(B-3)

7.実験グループの一員として積極的に実験に参加できる。　(C-1)

8.実験中に予想外の問題が出た場合に、その原因の究明ができる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000035-02電気工学実験Ⅲ「TE-b」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：実験　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・１時限～２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

花井　正広、松岡 毅、畑田 和良、高村 紀充、柳瀬 信一、吉國 宣幸、藤 清高、荒岡 信隆、佐々本 凌、松澤 杏美、塚本 竜太

◎－－－　概要　－－－◎

　本実験は、高電圧および自動制御に関する実験を行い、これらに対する理解を
深めることを目的とする。実験はグループ単位で行う。
(a)高電圧実験　電力機器に限らず高い出力を出すために高電圧を用いる電気機器
が数多くある。これらの機器では絶縁破壊は致命的な故障である。そのため電気
技術者はこのような電気が関わる設備を取り扱ったり、研究開発に携わるのであ
るから、放電現象、絶縁破壊現象、絶縁材料などに深い理解と知見を持ち、高電
圧に関わる現象に習熟しておくことが求められる。ここでは高電圧に関して７
テーマの実験を、高電圧実験室１階（第３食堂横）で行う。
(b)自動制御実験　自動制御理論(制御工学)は機械システムなどを自動的に操作し
ようとする技術の基礎となるものであり、今日のあらゆる工業分野において欠く
ことのできない基礎工学の一つである。その内容は入出力の信号のみに着目する
古典制御、より大局的な視野からシステムの操作を捉えるシーケンス制御など、
さまざまに細分化されている。また、近年の計算機技術や通信技術の発展は、制
御工学の適用範囲をさらに拡大させつつある。ここでは自動制御に関する５つの
テーマを取り上げ、実験を通して自動制御技術に対する理解を深める。実験は４
号館２階の電気工学学生実験室にて行う。
　高電圧実験及び自動制御実験共に、担当教員が企業における実務経験を活か
し、分かりやすいレポートの書き方等の指導もおこなう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

高電圧の発生とその測定について説明できる。(知識・理解)

高電圧印加時の固体、液体、気体の電気絶縁特性について測定し、実験結果を正
確に記録して、まとめることができる。(知識・理解)

各制御方式の特徴、適用領域について説明できる。(知識・理解)

各制御方式を用いた制御実験をおこない、実験結果の解析および設計手法の評価
をまとめることができる。(知識・理解)

高電圧の実験装置、自動制御の実験装置の原理を理解したうえで実験をおこな
い、データの不確かさを考慮して実験レポートを作成できる。(技能)

実験結果に対して、適切な文献を基に理論的な検討及び説明ができる。(技能)

実験グループの一員として積極的に実験に参加できる。(態度・志向性)

実験中に予想外の問題が出た場合に、その原因の究明ができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業方法および計画　－－－◎

　今年度の実験内容を「授業計画」に示す。

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

　全ての実験への出席と実験レポートの提出を合格の評価を与えるための必須条
件とする。その上で、予め提示した到達目標をどれほど達成したかを勘案し、各
実験レポートの完成度により評価を行い、合計点60点以上を合格とする。レポー
トは一度目の提出で評価を行うが、特に希望がある場合には再提出を認める。
　提出期限からの遅れ、他の学生のレポートのほぼ丸写しなどが発覚した場合に
は、大幅減点をおこなうため単位取得ができない場合がある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　高電圧実験室および自動制御実験室編著、電気工学実験Ⅲを初回の実験説明会
の時に各自に配付する。

◎－－－　参考書　－－－◎

　高電圧実験では、書名に電離気体、放電現象、高電圧工学、高電圧現象、誘電
体現象、電気材料などの名称が含まれたもの。また、自動制御実験では「制御工
学I・Ⅱ」の講義に用いたテキストや参考書および講義ノート、図書館工学部分
室にある自動制御関係の書籍。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　高電圧工学、制御工学Ⅰ、制御工学Ⅱ、デジタル制御工学の単位を修得済みの
ものが好ましい。
　病気や就職関係などで出席できない場合は、出席できないことが分かった時点
ですみやかに事前に連絡すること。そして、後日、欠席届を提出すること。この
場合、他班の実験への参加を認めることがあるので、担当者の指示に従うこと。
　事前に予習をし、テーマのねらいを理解した上で実験に取り組むこと。高電圧
実験では数百kVまでの高電圧を使用する。指導員の説明を良く聞き、実験装置の
操作を十分に理解して、事故を起こさないように注意して実験に取り組むこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．実験説明
２．交流電圧絶縁破壊試験(ガイシ段数)
３．交流電圧絶縁破壊試験(注水試験)
４．インパルス電圧絶縁破壊試験(ギャップ長特性)
５．インパルス電圧絶縁破壊試験(ガイシ段数)
６．油の絶縁破壊試験
７．絶縁紙および絶縁布類の絶縁破壊試験
８．気圧と放電現象
９．機能要素の組合せによるシステム構築(その１)
１０．機能要素の組合せによるシステム構築(その２)
１１．AD・DA変換(その１)
１２．AD・DA変換(その２)
１３．PID調整器を用いる制御系の設計
１４．温度のオンオフ制御実験
１５．シーケンス制御の実験

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　次回の実験内容を予習し、実験目的、実験方法等をよく
理解しておくこと。また、実験終了後に示す課題や実験内
容、考察等をレポートにまとめ、報告すること。（180
分）



2019-7020000035-02電気工学実験Ⅲ「TE-b」

花井　正広、松岡 毅、畑田 和良、高村 紀充、柳瀬 信一、吉國 宣幸、藤 清高、荒岡 信隆、佐々本 凌、松澤 杏美、塚本 竜太

◎電気:A-1,A-3,B-2,B-3,C-1,C-2

1.高電圧の発生とその測定について説明できる。　(A-1)

2.高電圧印加時の固体、液体、気体の電気絶縁特性について測定し、実験結果
を正確に記録して、まとめることができる。　(A-3)

3.各制御方式の特徴、適用領域について説明できる。　(A-1)

4.各制御方式を用いた制御実験をおこない、実験結果の解析および設計手法の
評価をまとめることができる。　(A-3)

5.高電圧の実験装置、自動制御の実験装置の原理を理解したうえで実験をおこ
ない、データの不確かさを考慮して実験レポートを作成できる。　(B-2)

6.実験結果に対して、適切な文献を基に理論的な検討及び説明ができる。　
(B-3)

7.実験グループの一員として積極的に実験に参加できる。　(C-1)

8.実験中に予想外の問題が出た場合に、その原因の究明ができる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000025-01電気材料Ⅰ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・１時限　　試験時間割：後日発表　　

花井　正広

◎－－－　概要　－－－◎

　電気装置は多くの材料から構成されるため、これを設計、製作
し、また運用保守を行う場合には、それぞれの材料の性質を良く
知っていなければならない。近年の化学工業などの発達に伴っ
て、多種多様の材料が開発された結果、装置の性能や寿命が著し
く伸びる傾向にある。一方、新しい電気材料が発見、開発される
と従来の材料は全く用いられなくなり生産されなくなることもあ
る。したがって、現代の電気技術者にとって電気材料に関する知
識は非常に重要である。
　以上のことから、本講義では様々な電気材料の特性を俯瞰する
と共に、金属材料と半導体材料の諸特性、用途などについて企業
において経験してきた事例を含めて講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

金属、半導体、絶縁物の違いを説明できる。(知識・理解)

2種類の材料が接合する場合の特性について説明できる。(知識・
理解)

ペルチエ効果等の特殊効果を説明できる。(知識・理解)

代表的な材料の抵抗率、比重等の特性から使用する材料の評価・
選定ができる。(技能)

課題に対して調査した内容を独自にレポートにまとめることがで
きる。(態度・志向性)

分からないことは理解することができるまで復習、調査をおこな
うことができる。(態度・志向性)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

金属、半導体、絶縁物の違いを説明できるか、2種類の材料が接
合する場合の特性について説明できるか、ペルチエ効果等の特殊
効果を説明できるか、代表的な材料の抵抗率、比重等の特性から
材料の評価ができるかを定期試験で評価する。また、課題に対し
て調査した内容を独自にレポートにしたものを提出させて、内容
の合理性、理解度、まとまり具合を評価する。
　定期試験(60％)、レポート(40％)を100点に換算して評価し、60
点以上を合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

鳳誠三郎著、電気材料（共立出版）、1982/04出版、3456円(税
込)、ISBN:9784320084001

◎－－－　参考書　－－－◎

日野太郎(編集)、電気絶縁材料選択のポイント (JIS使い方シリー
ズ）（日本規格協会）、3672円（税込）、ISBN:9784542303508
川端昭、大森豊明(編集)、電子・電気材料工学（培風館）、3240
円（税込）、ISBN:9784563034320

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　社会に出てから必要となる報告書を、簡潔で分かりやすく書く
ことができるようになることを心がけてほしい。
　講義中の私的会話、食事等は禁止します。該当者には退場を命
じます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　電気材料を学ぶことの必要性
２　電気材料の特質、電気機器と電気材料、電気材料の分
類
３　物質構造と電気材料、エネルギーバンド、励起と発光
４　固体、液体、気体の電気伝導
５　半導体の性質、pn接合、フェルミ準位
６　金属と半導体（p型、n型）の接触
７　接合型トランジスタの構造と動作原理
８　電界効果トランジスタの構造と動作原理、サイリスタ
９　半導体材料の応用
１０　導電材料、導電材料として使用される物質
１１　導電用金属、銅、アルミニウムおよびその合金の諸
特性
１２　抵抗材料、特殊導電材料
１３　接点材料、熱電対、ペルチエ効果
１４　超電導材料、ＳＭＥＳ、超電導ケーブル
１５　光電材料、フォトトランジスタ、ＬＥＤ

◎－－－　講義時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　前回の講義範囲を復習し、専門用語の意味を理解してお
くこと。また、講義内容に関わるレポートをほぼ毎回課す
ので、報告書としての体裁が整ったレポートを作成するこ
と。（90分）



2019-7020000025-01電気材料Ⅰ

花井　正広

◎電気:A-1,A-2,B-1,C-1,C-2

1.金属、半導体、絶縁物の違いを説明できる。　(A-1)

2.2種類の材料が接合する場合の特性について説明できる。　(A-2)

3.ペルチエ効果等の特殊効果を説明できる。　(A-2)

4.代表的な材料の抵抗率、比重等の特性から使用する材料の評価・選定ができ
る。　(B-1)

5.課題に対して調査した内容を独自にレポートにまとめることができる。　
(C-1)

6.分からないことは理解することができるまで復習、調査をおこなうことがで
きる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000026-01電気材料Ⅱ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・３時限　　試験時間割：後日発表　　

花井　正広

◎－－－　概要　－－－◎

　電気機器や電気装置などは数多くの種類の材料から構成されてい
る。したがって、これらを設計、製作し、また保守運用を行うに
は、それぞれの材料の性質、特性を十分に理解しておかなければな
らない。例えば、コンデンサを例にとると、その容量は電極寸法と
絶縁物の誘電率によって決まるが、絶縁耐力、絶縁抵抗、誘電損に
よりコンデンサとしての品質が大きく変わり、使用条件によっては
周波数、温度、湿度に対する変化も問題となる。また、経済性や加
工性、耐熱性、耐酸化性、耐薬品性などの性能も要求され、長期安
定に対する信頼性が重要な性能の１つとして取り上げられている。
　このように電気機器および部品の設計製造をおこなう際には、使
用する材料の直接的な電気的特性だけでなく、非常に広い範囲の専
門的な知識を必要とする。
　そこで本講義では、主として絶縁材料および磁性材料などの各種
電気・電子材料に対する諸特性、成分構成、用途などについて、企
業において経験した内容を含めて講義をおこなう。さらに、各種電
力機器への材料の適用方法についても講義をおこなう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

固体、液体絶縁材料の絶縁破壊機構を説明できる。(知識・理解)

高分子絶縁材料の名称、略称、用途を説明できる。(知識・理解)

各種電力機器における材料の適用について説明できる。(知識・理解)

絶縁材料の抵抗特性・誘電特性について理解し、電位分担の解析が
できる。(技能)

課題に対して調査した内容を独自にレポートにまとめることができ
る。(態度・志向性)

分からないことは理解することができるまで復習、調査をおこなう
ことができる。(態度・志向性)

◎－－－　成果評価の基準および方法　－－－◎

　固体、液体絶縁材料の絶縁破壊機構を説明できるか、高分子絶縁
材料の名称、略称、用途を説明できるか、絶縁材料の誘電特性につ
いて説明できるか、各種電力機器における材料の適用について説明
できるかを定期試験で評価する。また、課題に対して調査した内容
を独自にレポートにしたものを提出させて、内容の合理性、理解
度、まとまり具合を評価する。
　定期試験(60％)、レポート(40％)を100点に換算して評価し、60点以
上を合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

鳳誠三郎著、電気材料（共立出版）1994/09出版、3564円(税込)、
ISBN:9784320084001

◎－－－　参考書　－－－◎

日野太郎(編集)、電気絶縁材料選択のポイント (JIS使い方シリーズ）
（日本規格協会）、3672円（税込）、ISBN:9784542303508
川端昭、大森豊明(編集)、電子・電気材料工学（培風館）、3240円
（税込）、ISBN:9784563034320

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　電気材料Ⅰの講義で習熟したレポートの書き方にさらに磨きをか
けてほしい。
　講義中の私的会話、食事等は禁止します。該当者には退場を命じ
ます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　半導体と固体絶縁材料の違い、固体絶縁材料の誘電特
性
２　絶縁材料の絶縁破壊
３　天然無機固体絶縁材料、人造無機固体絶縁材料
４　天然有機固体絶縁材料、人造有機固体絶縁材料
５　液体絶縁材料
６　気体絶縁材料
７　絶縁材料試験法、規格の種類、比誘電率、絶縁耐力
８　磁気分極、磁性体の分類、磁気双極子、磁気モーメン
ト
９　磁心材料、高透磁率材料、永久磁石
１０　変圧器の構成と適用材料の性質
１１　回転機の構成と適用材料の性質
１２　ガス絶縁開閉装置の構成と適用材料の性質
１３　ガス遮断器、真空遮断器の構成と適用材料の性質
１４　電線ケーブルの構成と適用絶縁材料、トリー劣化
１５　コンデンサの構成と適用材料の性質

◎－－－　講義時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

前回の講義範囲を復習し、専門用語の意味を理解しておく
こと。また、講義内容に関わるレポートをほぼ毎回課すの
で、報告書としての体裁が整ったレポートを作成するこ
と。（90分）



2019-7020000026-01電気材料Ⅱ

花井　正広

◎電気:A-1,A-2,B-1,C-1,C-2

1.固体、液体絶縁材料の絶縁破壊機構を説明できる。　(A-1)

2.高分子絶縁材料の名称、略称、用途を説明できる。　(A-2)

3.各種電力機器における材料の適用について説明できる。　(A-2)

4.絶縁材料の抵抗特性・誘電特性について理解し、電位分担の解析ができる。
　(B-1)

5.課題に対して調査した内容を独自にレポートにまとめることができる。　
(C-1)

6.分からないことは理解することができるまで復習、調査をおこなうことがで
きる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020002081-01電力システム工学

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：後日発表　　

住吉谷　覚

◎－－－　概要　－－－◎

　電力の発生から消費に到る巨大システムとしての電力システムの全容を学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

発電所から変電所へ大電カを輸送する送電線路、負荷の特性が多様な各需要家に
電カを配分するための配電線路、種々の計測制御機器等からなる電カシステムの
構成を学び、説明できるようになる。(知識・理解)

電力の発生には水力、火力、原子力あるいは各種自然エネルギー等があり、各国
ごとに特徴があること、その特長によって、電力系統の構成が大きく異なるこ
と、我が国では、一次エネルギーの40%近くが電力に変換され、消費されている
こと等を学び、説明できるようになる。(知識・理解)

電カ線上の電圧値維持に、無効電力が密接に関係していることを学び、説明でき
るようになる。(知識・理解)

電カ線上の電圧周波数維持に、発電有効電力が密接に関係していることを学び、
説明できるようになる。(知識・理解)

送電線路および配電線路は、端子電圧と端子間インピーダンスによって、モデル
化される電力回路網であることを学び、解析できるようになる。(知識・理解)

送電端、受電端における有効電力および無効電力を推定できる電カ潮流計算を学
び、解析できるようになる。(知識・理解)

定常状態における電圧周波数の維持に関する定態安定度を学び、説明できるよう
になる。(知識・理解)

電カ伝送に制限が発生した後の電圧周波数変動特性および制限除去時間に関する
過渡安定度を学び、説明できるようになる。(知識・理解)

定常状態における電圧周波数の変動特性に関する動態安定度を学び、説明できる
ようになる。(技能)

電カの需要に対する供給に余裕が無くなることを主な原因とする電圧崩壊現象に
関する電圧安定度を学び、説明できるようになる。(技能)

送配電線路上で発生する各種の故障を解析する故障計算法について学び、解析で
きるようになる。(技能)

電力システムにおける電カ発生費用を抑制するため、発電機個々の燃料消費特性
と最適負荷分担について学び、説明できるようになる。(技能)

電カ供給の信頼性を損なう停電に関して、日負荷変化特性、電力不足確率等を学
び、説明できるようになる。(技能)

積極的、持続的に問題に取り組むことができるようになる。(態度・志向性)

課題解決に自ら取り組むことができるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　講義は授業計画に沿って進めるので、次回の授業範囲を予習し、専門用語等の
意味を理解しておくこと(30分)。授業後は、テキストおよびノートで内容を確認
し、不明な点は、その都度解消するように努めること(30分)。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　定期試験で評価する(授業の到達目標にある各項目について、正確に理解し説
明、解析できているかを評価の基準とする)。

◎－－－　テキスト・参考書　－－－◎

　テキスト:関根編「現代電力輸送工学」（オーム社）ISBN4-274-12890-3C3054
　参考書:電力システム工学、電力系統工学などの書名で、多数出版されているの
で、それらを適宜参考にすること。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　電気回路I,II,III,IV　および電力伝送工学I,II　の履修が必要である。
なお、授業では、テキストを補う内容が多く教示されるので、積極的にノートを
取ること。(注)授業中の携帯電話、スマホ、タブレット等を含む各種情報電子機器
の使用は許可していない。

◎－－－　授業方法および計画　－－－◎

教科書と板書を併用した講義形式である。授業計画は以下の通りである。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス(科目の概要、到達目標を理解する）
２　電力システムの構成
３　電力システムの特徴
４　電圧・無効電力制御
５　周波数・有効電力制御
６　電力回路網
７　電力潮流計算
８　定態安定度
９　過渡安定度
10　動態安定度
11　電圧安定度
12　故障計算
13　電力システムの経済性
14　電力システムの信頼性
15　総括



2019-7020002081-01電力システム工学

住吉谷　覚

◎電気:A-1,A-2,B-1,C-1,C-2

1.発電所から変電所へ大電カを輸送する送電線路、負荷の特性が多様な各需要
家に電カを配分するための配電線路、種々の計測制御機器等からなる電カシス
テムの構成を学び、説明できるようになる。　(A-1)

2.電力の発生には水力、火力、原子力あるいは各種自然エネルギー等があり、
各国ごとに特徴があること、その特長によって、電力系統の構成が大きく異な
ること、我が国では、一次エネルギーの40%近くが電力に変換され、消費され
ていること等を学び、説明できるようになる。　(A-1)

3.電カ線上の電圧値維持に、無効電力が密接に関係していることを学び、説明
できるようになる。　(A-1)

4.電カ線上の電圧周波数維持に、発電有効電力が密接に関係していることを学
び、説明できるようになる。　(A-1)

5.送電線路および配電線路は、端子電圧と端子間インピーダンスによって、モ
デル化される電力回路網であることを学び、解析できるようになる。　(A-2)

6.送電端、受電端における有効電力および無効電力を推定できる電カ潮流計算
を学び、解析できるようになる。　(A-2)

7.定常状態における電圧周波数の維持に関する定態安定度を学び、説明できる
ようになる。　(A-2)

8.電カ伝送に制限が発生した後の電圧周波数変動特性および制限除去時間に関
する過渡安定度を学び、説明できるようになる。　(A-2)

9.定常状態における電圧周波数の変動特性に関する動態安定度を学び、説明で
きるようになる。　(B-1)

10.電カの需要に対する供給に余裕が無くなることを主な原因とする電圧崩壊現
象に関する電圧安定度を学び、説明できるようになる。　(B-1)

11.送配電線路上で発生する各種の故障を解析する故障計算法について学び、解
析できるようになる。　(B-1)

12.電力システムにおける電カ発生費用を抑制するため、発電機個々の燃料消費
特性と最適負荷分担について学び、説明できるようになる。　(B-1)

13.電カ供給の信頼性を損なう停電に関して、日負荷変化特性、電力不足確率等
を学び、説明できるようになる。　(B-1)

14.積極的、持続的に問題に取り組むことができるようになる。　(C-1)

15.課題解決に自ら取り組むことができるようになる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000007-01電気磁気学Ⅲ「TE-a」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・４時限　　試験時間割：後日発表　　

西田　貴司

◎－－－　概要　－－－◎

　電気磁気学Ⅰ、Ⅱでは電界について学び、回路素子であるコンデンサの静電容量
の計算ができるようになった。この電気磁気学Ⅲでは磁界について学び、やはり回
路素子であるコイル(インダクタ)のインダクタンスの計算ができるようになる。ま
た、磁界中に導線を置くことで、電磁力や起電力を発生させることができるので、
これはモータや発電機として広く利用されている。電気磁気学は力学と並ぶ物理学
の一大分野であるが、電気工学では避けて通れない基盤的知識である。
　授業では、目では見えない磁界の理解をより確実にするため、根拠となる法則・
数式を詳解するとともに、イラストなどの図的説明も多用する方針である。受講の
際はノートやメモの取り方を工夫して知識を吸収して欲しい。また、難しいと感じ
たら、Webサイトに置いてある講義資料を受講前に目を通しておくと良い。
　さらに、現象の理解の次に、法則を応用して実用計算ができることが必要で、最
も重要な部分である。なぜなら、電気関連の各種資格試験や実務に必要とされるか
らである。これについては授業中の演習、および、e-learningなどの宿題にて、自身
で演習問題に取り組むことで養われる。さらに仕上げとして、講義の節目で中間試
験を行うので、準備されたい。
　なお、演習・ミニッツペーパー・宿題の回答状況などから受講者の理解度を確か
め、必要に応じて授業計画を調整・変更することがある。

◎－－－　到達目標　－－－◎

磁界、ベクトルポテンシャル、電磁エネルギーなどの物理概念が理解できる。特に
マクスウェルの方程式であるアンペアの法則とファラデーの法則を説明できる。
(知識・理解)

ビオ・サバールの法則やアンペアの法則を理解し、様々な分布の電流が作る磁界が
計算できる。(技能)

磁界中の電流が受ける電磁力、磁界の変化で導体に発生する起電力の計算ができ
る。(技能)

様々な形状の導体でのインダクタンスの計算ができる。(技能)

演習や予復習などの独習を通して電気磁気学の基礎知識理解に持続的に取り組ん
だ。(態度・志向性)

中間試験やe-learning、レポートなど課題をクリアすることで電気磁気学の習得に励
んだ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　電気磁気学はよく整理され、1つの体系をなしている学問であるので、各段階を
確実に理解しつつ次に進まないと授業について行けなくなる。そのため、予復習は
不可欠となる。(90分)
　前回の講義で難しいと感じた部分は必ず見直しておくこと。また、講義にて指示
した予習項目は次回の講義で必要になるので必ず行っておくこと。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　評価は必須事項の習得60点(基礎点)、知識の応用・活用30点(応用点)、受講・習
得で特段の成果10点(特別点)の合計点で算出される。ただし、必須事項を満たさな
い(基礎点60点未満)の場合は当然、単位取得はできないため、応用点・特別点は付
与されない。各点の内訳と取得は原則、下記のように行う。まず、基礎点は主に演
習、レポート、中間試験など講義各回の取り組みに対応しており、毎回ふりかえり
をすることで、前記の到達目標の着実な達成を図る。応用点は主に定期試験で、応
用的な設問、思考力が要求される高度な設問により、理解の深さや応用・展開など
将来発展への意欲を期待している。特別点は講義・各種課題・試験の全般を配慮
し、特筆すべき努力・成果を評価したい。成績評価の詳細と単位取得のポイントに
ついては初回の講義にて解説する。この初回講義の説明は全員理解しているものと
して、以後の講義・評価を実施して行くので、各自責任を持って出席・把握するこ
と。

◎－－－　テキスト　－－－◎

山口昌一郎、電気学会編　基礎電磁気学（オーム社）ISBN4-88686-229-2

◎－－－　参考書　－－－◎

山口昌一郎、電気学会編　電磁気学例題演習Ⅱ（オーム社）　ISBN 4-88686-250-0
前野昌弘　よくわかる電気磁気学(東京図書)　ISBN 978-4-489-02071-1
橋元淳一郎　単位が取れる電磁気学ノート(講談社サイエンティフィク)　ISBN
4-06-154453-5
竹内淳 高校数学でわかるマクスウェル方程式　ISBN 978-4062573832
ダニエル フライシュ　マクスウェル方程式 電磁気学がわかる4つの法則　ISBN
978-4000060240

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 イントロダクション
2,3 右ネジの法則とビオ・サバールの法則
4,5 アンペアの法則
6 ベクトルポテンシャル
7 磁界中の電流の受ける力
8 演習
9 平行導線の電流間に働く電磁力、電磁力による仕事
10 ファラデーの法則
11 磁界中を運動する導体に生じる起電力
12 自己インダクタンスと相互インダクタンス
13 インダクタンスと磁気エネルギー
14 演習
15 まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

電子工学研究室
(http://e-m.skr.jp/)



2019-7020000007-01電気磁気学Ⅲ「TE-a」

西田　貴司

◎電気:A-1,B-1,C-1,C-2

1.磁界、ベクトルポテンシャル、電磁エネルギーなどの物理概念が理解でき
る。特にマクスウェルの方程式であるアンペアの法則とファラデーの法則を説
明できる。　(A-1)

2.ビオ・サバールの法則やアンペアの法則を理解し、様々な分布の電流が作る
磁界が計算できる。　(B-1)

3.磁界中の電流が受ける電磁力、磁界の変化で導体に発生する起電力の計算が
できる。　(B-1)

4.様々な形状の導体でのインダクタンスの計算ができる。　(B-1)

5.演習や予復習などの独習を通して電気磁気学の基礎知識理解に持続的に取り
組んだ。　(C-1)

6.中間試験やe-learning、レポートなど課題をクリアすることで電気磁気学の習
得に励んだ。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000007-02電気磁気学Ⅲ「TE-b」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：後日発表　　

西田　貴司

◎－－－　概要　－－－◎

　電気磁気学Ⅰ、Ⅱでは電界について学び、回路素子であるコンデンサの静電容量
の計算ができるようになった。この電気磁気学Ⅲでは磁界について学び、やはり回
路素子であるコイル(インダクタ)のインダクタンスの計算ができるようになる。ま
た、磁界中に導線を置くことで、電磁力や起電力を発生させることができるので、
これはモータや発電機として広く利用されている。電気磁気学は力学と並ぶ物理学
の一大分野であるが、電気工学では避けて通れない基盤的知識である。
　授業では、目では見えない磁界の理解をより確実にするため、根拠となる法則・
数式を詳解するとともに、イラストなどの図的説明も多用する方針である。受講の
際はノートやメモの取り方を工夫して知識を吸収して欲しい。また、難しいと感じ
たら、Webサイトに置いてある講義資料を受講前に目を通しておくと良い。
　さらに、現象の理解の次に、法則を応用して実用計算ができることが必要で、最
も重要な部分である。なぜなら、電気関連の各種資格試験や実務に必要とされるか
らである。これについては授業中の演習、および、e-learningなどの宿題にて、自身
で演習問題に取り組むことで養われる。さらに仕上げとして、講義の節目で中間試
験を行うので、準備されたい。
　なお、演習・ミニッツペーパー・宿題の回答状況などから受講者の理解度を確か
め、必要に応じて授業計画を調整・変更することがある。

◎－－－　到達目標　－－－◎

磁界、ベクトルポテンシャル、電磁エネルギーなどの物理概念が理解できる。特に
マクスウェルの方程式であるアンペアの法則とファラデーの法則を説明できる。
(知識・理解)

ビオ・サバールの法則やアンペアの法則を理解し、様々な分布の電流が作る磁界が
計算できる。(技能)

磁界中の電流が受ける電磁力、磁界の変化で導体に発生する起電力の計算ができ
る。(技能)

様々な形状の導体でのインダクタンスの計算ができる。(技能)

演習や予復習などの独習を通して電気磁気学の基礎知識理解に持続的に取り組ん
だ。(態度・志向性)

中間試験やe-learning、レポートなど課題をクリアすることで電気磁気学の習得に励
んだ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　電気磁気学はよく整理され、1つの体系をなしている学問であるので、各段階を
確実に理解しつつ次に進まないと授業について行けなくなる。そのため、予復習は
不可欠となる。(90分)
　前回の講義で難しいと感じた部分は必ず見直しておくこと。また、講義にて指示
した予習項目は次回の講義で必要になるので必ず行っておくこと。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　評価は必須事項の習得60点(基礎点)、知識の応用・活用30点(応用点)、受講・習
得で特段の成果10点(特別点)の合計点で算出される。ただし、必須事項を満たさな
い(基礎点60点未満)の場合は当然、単位取得はできないため、応用点・特別点は付
与されない。各点の内訳と取得は原則、下記のように行う。まず、基礎点は主に演
習、レポート、中間試験など講義各回の取り組みに対応しており、毎回ふりかえり
をすることで、前記の到達目標の着実な達成を図る。応用点は主に定期試験で、応
用的な設問、思考力が要求される高度な設問により、理解の深さや応用・展開など
将来発展への意欲を期待している。特別点は講義・各種課題・試験の全般を配慮
し、特筆すべき努力・成果を評価したい。成績評価の詳細と単位取得のポイントに
ついては初回の講義にて解説する。この初回講義の説明は全員理解しているものと
して、以後の講義・評価を実施して行くので、各自責任を持って出席・把握するこ
と。

◎－－－　テキスト　－－－◎

山口昌一郎、電気学会編　基礎電磁気学（オーム社）ISBN4-88686-229-2

◎－－－　参考書　－－－◎

山口昌一郎、電気学会編　電磁気学例題演習Ⅱ（オーム社）　ISBN 4-88686-250-0
前野昌弘　よくわかる電気磁気学(東京図書)　ISBN 978-4-489-02071-1
橋元淳一郎　単位が取れる電磁気学ノート(講談社サイエンティフィク)　ISBN
4-06-154453-5
竹内淳 高校数学でわかるマクスウェル方程式　ISBN 978-4062573832
ダニエル フライシュ　マクスウェル方程式 電磁気学がわかる4つの法則　ISBN
978-4000060240

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 イントロダクション
2,3 右ネジの法則とビオ・サバールの法則
4,5 アンペアの法則
6 ベクトルポテンシャル
7 磁界中の電流の受ける力
8 演習
9 平行導線の電流間に働く電磁力、電磁力による仕事
10 ファラデーの法則
11 磁界中を運動する導体に生じる起電力
12 自己インダクタンスと相互インダクタンス
13 インダクタンスと磁気エネルギー
14 演習
15 まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

電子工学研究室
(http://e-m.skr.jp/)



2019-7020000007-02電気磁気学Ⅲ「TE-b」

西田　貴司

◎電気:A-1,B-1,C-1,C-2

1.磁界、ベクトルポテンシャル、電磁エネルギーなどの物理概念が理解でき
る。特にマクスウェルの方程式であるアンペアの法則とファラデーの法則を説
明できる。　(A-1)

2.ビオ・サバールの法則やアンペアの法則を理解し、様々な分布の電流が作る
磁界が計算できる。　(B-1)

3.磁界中の電流が受ける電磁力、磁界の変化で導体に発生する起電力の計算が
できる。　(B-1)

4.様々な形状の導体でのインダクタンスの計算ができる。　(B-1)

5.演習や予復習などの独習を通して電気磁気学の基礎知識理解に持続的に取り
組んだ。　(C-1)

6.中間試験やe-learning、レポートなど課題をクリアすることで電気磁気学の習
得に励んだ。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000008-01電気磁気学Ⅳ「TE-a」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・３時限　　試験時間割：後日発表　　

西田　貴司

◎－－－　概要　－－－◎

　電気磁気学Ⅲで磁界の基礎的性質について学んだので、この電気磁気学Ⅳではさ
らに進んで、磁界中に物質が存在する場合について学ぶ。実際の応用でも磁束を高
めるために磁性体が随所に用いられている。
　ここまでで、電界・磁界それぞれについての基本的な物理法則を習得したことに
なり、それをまとめたものがマクスウェル方程式である。ここで、電界と磁界それ
ぞれの方程式を組み合わせると波動方程式が得られ、電界と磁界の波である電磁波
が存在できることがわかる。通信に用いている電波や光、X線もこの電磁波であ
る。
　このように電気磁気学は電気工学の基盤となっている学問である。これで１年次
から始まった電気磁気学といわれる分野の内容が一通り終わる。
　授業では、目では見えない電磁界の理解をより確実にするため、根拠となる法
則・数式を詳解するとともに、イラストなどの図的説明も多用する方針である。受
講の際はノートやメモの取り方を工夫して知識を吸収して欲しい。また、難しいと
感じたら、Webサイトに置いてある講義資料を受講前に目を通しておくと良い。
　さらに、現象の理解の次に、法則を応用して実用計算ができることが必要で、最
も重要な部分である。なぜなら、電気関連の各種資格試験や実務に必要とされるか
らである。これについては授業中の演習、および、e-learningなどの宿題にて、自身
で演習問題に取り組むことで養われる。さらに仕上げとして、講義の節目で中間試
験を行うので、準備されたい。
　なお、演習・ミニッツペーパー・宿題の回答状況などから受講者の理解度を確か
め、必要に応じて授業計画を調整・変更することがある。

◎－－－　到達目標　－－－◎

磁気モーメント、磁化、磁気ヒステリシスなどの磁性体での物理概念を理解する。
(知識・理解)

4式で構成されるマクスウェル方程式が現している内容を理解し、説明できる。(知
識・理解)

マクスウェル方程式から波動方程式を導出できる。これにより、光との関連性など
電磁波の諸性質について理解する。(技能)

演習や予復習などの独習を通して電気磁気学の基礎知識理解に持続的に取り組ん
だ。(態度・志向性)

中間試験やe-learning、レポートなど課題をクリアすることで電気磁気学の習得に励
んだ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　電気磁気学はよく整理され、1つの体系をなしている学問であるので、各段階を
確実に理解しつつ次に進まないと授業について行けなくなる。そのため、予復習は
不可欠となる。(90分)
　前回の講義で難しいと感じた部分は必ず見直しておくこと。また、講義にて指示
した予習項目は次回の講義で必要になるので必ず行っておくこと。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　評価は必須事項の習得60点(基礎点)、知識の応用・活用30点(応用点)、受講・習
得で特段の成果10点(特別点)の合計点で算出される。ただし、必須事項を満たさな
い(基礎点60点未満)の場合は当然、単位取得はできないため、応用点・特別点は付
与されない。各点の内訳と取得は原則、下記のように行う。まず、基礎点は主に演
習、レポート、中間試験など講義各回の取り組みに対応しており、毎回ふりかえり
をすることで、前記の到達目標の着実な達成を図る。応用点は主に定期試験で、応
用的な設問、思考力が要求される高度な設問により、理解の深さや応用・展開など
将来発展への意欲を期待している。特別点は講義・各種課題・試験の全般を配慮
し、特筆すべき努力・成果を評価したい。成績評価の詳細と単位取得のポイントに
ついては初回の講義にて解説する。この初回講義の説明は全員理解しているものと
して、以後の講義・評価を実施して行くので、各自責任を持って出席・把握するこ
と。

◎－－－　テキスト　－－－◎

山口昌一郎、電気学会編　基礎電磁気学（オーム社）ISBN4-88686-229-2

◎－－－　参考書　－－－◎

山口昌一郎、電気学会編　電磁気学例題演習Ⅱ（オーム社）　ISBN 4-88686-250-0
前野昌弘　よくわかる電気磁気学(東京図書)　ISBN 978-4-489-02071-1
橋元淳一郎　単位が取れる電磁気学ノート(講談社サイエンティフィク)　ISBN
4-06-154453-5
竹内淳 高校数学でわかるマクスウェル方程式　ISBN 978-4062573832
ダニエル フライシュ　マクスウェル方程式 電磁気学がわかる4つの法則　ISBN
978-4000060240

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 イントロダクション
2 磁化率・減磁率・磁界の定義
3 磁極間のクーロンの法則
4 磁束についてのガウスの定理
5 磁気ヒステリシス、磁気エネルギー
6 磁界に関する境界条件
7 磁気回路
8 演習
9 電磁波・電磁界の基本法則
10 マクスウェル方程式の解
11 電磁波の特徴、ポインティングベクトル
12 誘電体中の電磁波, 電磁波の反射と屈折
13 演習
14 力学と電気磁気学の関係
15 まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

電子工学研究室
(http://e-m.skr.jp/)



2019-7020000008-01電気磁気学Ⅳ「TE-a」

西田　貴司

◎電気:A-1,B-1,C-1,C-2

1.磁気モーメント、磁化、磁気ヒステリシスなどの磁性体での物理概念を理解
する。　(A-1)

2.4式で構成されるマクスウェル方程式が現している内容を理解し、説明でき
る。　(A-1)

3.マクスウェル方程式から波動方程式を導出できる。これにより、光との関連
性など電磁波の諸性質について理解する。　(B-1)

4.演習や予復習などの独習を通して電気磁気学の基礎知識理解に持続的に取り
組んだ。　(C-1)

5.中間試験やe-learning、レポートなど課題をクリアすることで電気磁気学の習
得に励んだ。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000008-02電気磁気学Ⅳ「TE-b」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・１時限　　試験時間割：後日発表　　

西田　貴司

◎－－－　概要　－－－◎

　電気磁気学Ⅲで磁界の基礎的性質について学んだので、この電気磁気学Ⅳではさ
らに進んで、磁界中に物質が存在する場合について学ぶ。実際の応用でも磁束を高
めるために磁性体が随所に用いられている。
　ここまでで、電界・磁界それぞれについての基本的な物理法則を習得したことに
なり、それをまとめたものがマクスウェル方程式である。ここで、電界と磁界それ
ぞれの方程式を組み合わせると波動方程式が得られ、電界と磁界の波である電磁波
が存在できることがわかる。通信に用いている電波や光、X線もこの電磁波であ
る。
　このように電気磁気学は電気工学の基盤となっている学問である。これで１年次
から始まった電気磁気学といわれる分野の内容が一通り終わる。
　授業では、目では見えない電磁界の理解をより確実にするため、根拠となる法
則・数式を詳解するとともに、イラストなどの図的説明も多用する方針である。受
講の際はノートやメモの取り方を工夫して知識を吸収して欲しい。また、難しいと
感じたら、Webサイトに置いてある講義資料を受講前に目を通しておくと良い。
　さらに、現象の理解の次に、法則を応用して実用計算ができることが必要で、最
も重要な部分である。なぜなら、電気関連の各種資格試験や実務に必要とされるか
らである。これについては授業中の演習、および、e-learningなどの宿題にて、自身
で演習問題に取り組むことで養われる。さらに仕上げとして、講義の節目で中間試
験を行うので、準備されたい。
　なお、演習・ミニッツペーパー・宿題の回答状況などから受講者の理解度を確か
め、必要に応じて授業計画を調整・変更することがある。

◎－－－　到達目標　－－－◎

磁気モーメント、磁化、磁気ヒステリシスなどの磁性体での物理概念を理解する。
(知識・理解)

4式で構成されるマクスウェル方程式が現している内容を理解し、説明できる。(知
識・理解)

マクスウェル方程式から波動方程式を導出できる。これにより、光との関連性など
電磁波の諸性質について理解する。(技能)

演習や予復習などの独習を通して電気磁気学の基礎知識理解に持続的に取り組ん
だ。(態度・志向性)

中間試験やe-learning、レポートなど課題をクリアすることで電気磁気学の習得に励
んだ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　電気磁気学はよく整理され、1つの体系をなしている学問であるので、各段階を
確実に理解しつつ次に進まないと授業について行けなくなる。そのため、予復習は
不可欠となる。(90分)
　前回の講義で難しいと感じた部分は必ず見直しておくこと。また、講義にて指示
した予習項目は次回の講義で必要になるので必ず行っておくこと。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　評価は必須事項の習得60点(基礎点)、知識の応用・活用30点(応用点)、受講・習
得で特段の成果10点(特別点)の合計点で算出される。ただし、必須事項を満たさな
い(基礎点60点未満)の場合は当然、単位取得はできないため、応用点・特別点は付
与されない。各点の内訳と取得は原則、下記のように行う。まず、基礎点は主に演
習、レポート、中間試験など講義各回の取り組みに対応しており、毎回ふりかえり
をすることで、前記の到達目標の着実な達成を図る。応用点は主に定期試験で、応
用的な設問、思考力が要求される高度な設問により、理解の深さや応用・展開など
将来発展への意欲を期待している。特別点は講義・各種課題・試験の全般を配慮
し、特筆すべき努力・成果を評価したい。成績評価の詳細と単位取得のポイントに
ついては初回の講義にて解説する。この初回講義の説明は全員理解しているものと
して、以後の講義・評価を実施して行くので、各自責任を持って出席・把握するこ
と。

◎－－－　テキスト　－－－◎

山口昌一郎、電気学会編　基礎電磁気学（オーム社）ISBN4-88686-229-2

◎－－－　参考書　－－－◎

山口昌一郎、電気学会編　電磁気学例題演習Ⅱ（オーム社）　ISBN 4-88686-250-0
前野昌弘　よくわかる電気磁気学(東京図書)　ISBN 978-4-489-02071-1
橋元淳一郎　単位が取れる電磁気学ノート(講談社サイエンティフィク)　ISBN
4-06-154453-5
竹内淳 高校数学でわかるマクスウェル方程式　ISBN 978-4062573832
ダニエル フライシュ　マクスウェル方程式 電磁気学がわかる4つの法則　ISBN
978-4000060240

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 イントロダクション
2 磁化率・減磁率・磁界の定義
3 磁極間のクーロンの法則
4 磁束についてのガウスの定理
5 磁気ヒステリシス、磁気エネルギー
6 磁界に関する境界条件
7 磁気回路
8 演習
9 電磁波・電磁界の基本法則
10 マクスウェル方程式の解
11 電磁波の特徴、ポインティングベクトル
12 誘電体中の電磁波, 電磁波の反射と屈折
13 演習
14 力学と電気磁気学の関係
15 まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

電子工学研究室
(http://e-m.skr.jp/)



2019-7020000008-02電気磁気学Ⅳ「TE-b」

西田　貴司

◎電気:A-1,B-1,C-1,C-2

1.磁気モーメント、磁化、磁気ヒステリシスなどの磁性体での物理概念を理解
する。　(A-1)

2.4式で構成されるマクスウェル方程式が現している内容を理解し、説明でき
る。　(A-1)

3.マクスウェル方程式から波動方程式を導出できる。これにより、光との関連
性など電磁波の諸性質について理解する。　(B-1)

4.演習や予復習などの独習を通して電気磁気学の基礎知識理解に持続的に取り
組んだ。　(C-1)

5.中間試験やe-learning、レポートなど課題をクリアすることで電気磁気学の習
得に励んだ。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000092-01電気設計製図

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・３時限～４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

根葉　保彦

◎－－－　概要　－－－◎

　これまで、電気回路やパワーエレクトロニクス、電子回路の授業を通
して、様々な回路構成を知り、その動作原理を学習してきた。しかしな
がら、回路の一つを作成する場合、安定して動作する回路を作成するた
めには，まず、使用する電子部品を決定しなければならない。これま
で、学習してきた回路では、電子部品の1～2種類のパラメータ（例えば
抵抗であれば抵抗値、コンデンサであれば静電容量等）しか考慮してい
ない。しかし、各電子部品にはサイズや形状はもちろん、その他様々な
考慮すべきパラメータ（抵抗器であれば、定格電力、抵抗値の精度、温
度計数等、またコンデンサでは、定格電圧、静電容量の精度、経年変化
や温度変化への耐性等）がある。要求される回路スペックと照らし合わ
せながら、数多くある類似の電子部品の中からこれらのパラメータを基
に最適な一つを選定しなければならない。不適当な部品の場合、正常な
パフォーマンスを得られないばかりか、当該部品の損壊や最悪の場合、
回路全体の焼損もありうる。実際、メーカでの設計業務では、回路に使
用される電子部品の選定に多くの時間や労力を割いている。
　電子回路の多くはプリント基板（PCB）上に作られる。そのため回路
を作成する上で考慮すべきもう一つの要素がPCBの設計である。要求さ
れたサイズに回路を納めるため電子部品やそれらを電気的に接続するパ
ターンの配置の最適化や、寄生インダクタンスや浮遊静電容量の抑制、
ノイズの低減、さらには、熱対策（放熱手段）の検証を行う必要があ
る。これらの検証をスムーズに行うためにもCADの習得は欠かすことは
できない。
　本授業「電気設計製図」では電子部品の選定方法とCADを用いた製図
方法について学習する。電子部品の選定では部品のパラメータや仕様書
の読み方を学び、また部品選定のための一手法を身に付ける。CADを用
いた製図では、フリーの電子回路製図ソフトであるDesignSparkの操作方
法について学習し、CADの基礎知識を習得する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気回路
の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。(知
識・理解)

求められるスペックに応じて適切な回路素子を選択することができる。
(技能)

CADを使って、展開図及びPCB図を作成できる。(技能)

課題に対して積極的、持続的に取り組むことができる。(態度・志向性)

自ら課題解決に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　CADソフトの操作方法の習得には、時間をかけて慣れることが大切で
ある。そのため真摯に演習に取り組み、また授業時間外にも操作を練習
するなどの自己努力が必要である（60分）。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　定期試験は行わない。講義で行う演習を３割，CADによる作図を７割
として最終評価を行う。評価基準は「回路に要求されたスペックを満足
する部品を選定でき、CADを使って、展開図及びPCB図を作成できる」
ことである。

◎－－－　CADソフト（DesignSpark PCB）　－－－◎

　DesignSparkは高い機能を持つフリーの電子回路製図ソフトである。4
号館3階のマルチメディア室のPCで使用できるが、DesignSparkの公式サ
イトからダウンロードすれば自宅のPCでも使用できる（ただし、保存
機能などを使用するためには、アクティベーションが必要）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　担当教員が作成した講義資料を基に授業を行う。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.電気設計とは
2.抵抗の仕様と選定方法
3.様々なコンデンサと選定方法
4.インダクタンスの損失要因と選定方法
5.スイッチング素子の損失計算と選定方法
6.スイッチング素子の熱回路計算と選定方法
7.その他電気設計における注意点
8.CADソフトの操作
9.CADによる製図（展開図）
10.CADによる製図（PCB）
11.展開図作成演習（部品配置など）
12.展開図作成演習（ネット割り当てなど）
13.PCB図作成演習（部品配置など）
14.PCB図作成演習（パターン設置など）
15.まとめ



2019-7020000092-01電気設計製図

根葉　保彦

◎電気:A-1,B-1,C-1,C-2

1.数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気回路の概
念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。　(A-1)

2.求められるスペックに応じて適切な回路素子を選択することができる。　
(B-1)

3.CADを使って、展開図及びPCB図を作成できる。　(B-1)

4.課題に対して積極的、持続的に取り組むことができる。　(C-1)

5.自ら課題解決に取り組むことができる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000013-01電気物性論Ⅰ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・３時限　　試験時間割：後日発表　　

花井　正広

◎－－－　概要　－－－◎

　材料は種々の性質を持っている。この材料（物質）の性質を研究
する場合、物質の構造を考え、物質を構成する原子や分子、さらに
その内部に含まれている電子の状態を基礎として考えていく必要が
ある。
　物質の性質を考える場合、性質を決定することになる粒子および
波動エネルギーの状態から考えていく見方を微視的な見方という。
これに対して、伝導率、誘電率、比重、色、熱容量などのような物
質の観測される性質を基礎としたものの見方を巨視的な見方とい
う。そのため、同じ物質でも見方により異なっているように認識さ
れ、学問として別々に発展してきたが、その後両者を一緒にした学
問として物性論として発展し、電気工学・電子工学の分野において
重要な学問となっている。
　ここで本講義では物質の微視的な構造を知るうえで必要な原子の
構造、電子の諸特性、電子の運動と電気伝導との関係、電子の粒子
的性質と波動的性質について理解を深める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

物質の微視的な構造を知る上で必要な原子の構造、電子の諸特性に
ついて説明できる。(知識・理解)

電子の粒子的特徴と波動的特徴の関係を説明できる。(知識・理解)

導体、半導体、絶縁体の巨視的な性質を、原子や電子の振る舞いな
どの微視的な構造から説明できる。(知識・理解)

熱とエネルギーの関係、高速粒子のエネルギーなどを計算すること
ができる。(技能)

課題に対して的確な内容をレポートにまとめることができる。(態
度・志向性)

専門用語について理解することができるまで復習、調査をおこなう
ことができる。(態度・志向性)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　物質の微視的な構造を知る上で必要な原子の構造、電子の諸特
性、電子の粒子的特徴と波動的特徴の関係、並びに、導体、半導
体、絶縁体の巨視的な性質を原子や電子の振る舞いなどの微視的な
構造について簡潔に説明および計算できるかを評価基準とする。
　定期試験(60％)、小テスト(40％)を100点に換算し、60点以上を合格
とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

奥村次徳著、電気物性工学（コロナ社）、2013/12出版、2800円＋消
費税、ISBN:978-4-339-01850-9

◎－－－　参考書　－－－◎

松澤剛雄、高橋清、斉藤幸喜　著、新版電子物性（森北出版）
ISBN:978-4-627-77202-1
宮入圭一、橋本佳男　著、やさしい電子物性（森北出版）
ISBN:978-4-627-77311-0

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　事前に課題を与えてレポートを提出させるだけでなく、講義中に
レポート用紙に課題の解答を書かせて提出させる小テストをほぼ毎
回おこなうので、講義にはA4のレポート用紙を必ず持参すること。
　講義中の私的会話、食事等は禁止します。該当者には退場を命じ
ます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 電気物性を学ぶ基礎
2 電子の性質、電荷
3 電子のエネルギー
4 電子の熱エネルギー、分布
5 電子の半径
6 電子の運動方程式
7 空間電荷制限電流
8 電子ビーム
9 電子のドリフト運動
10 電気抵抗
11 水素の原子中の古典的電子軌道
12 粒子と波動の２重性
13 不確定性原理
14 電子雲
15 電子の磁気モーメント

◎－－－　授業時間以外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の講義範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく
こと。（90分）



2019-7020000013-01電気物性論Ⅰ

花井　正広

◎電気:A-1,A-2,B-1,C-1,C-2

1.物質の微視的な構造を知る上で必要な原子の構造、電子の諸特性について説
明できる。　(A-1)

2.電子の粒子的特徴と波動的特徴の関係を説明できる。　(A-1)

3.導体、半導体、絶縁体の巨視的な性質を、原子や電子の振る舞いなどの微視
的な構造から説明できる。　(A-2)

4.熱とエネルギーの関係、高速粒子のエネルギーなどを計算することができ
る。　(B-1)

5.課題に対して的確な内容をレポートにまとめることができる。　(C-1)

6.専門用語について理解することができるまで復習、調査をおこなうことがで
きる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000014-01電気物性論Ⅱ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・３時限　　試験時間割：後日発表　　

花井　正広

◎－－－　概要　－－－◎

　材料は種々の性質を持っている。この材料（物質）の性質を
研究する場合、物質の構造を考え、物質を構成する原子や分
子、さらにその内部に含まれている電子の状態を基礎として考
えていく必要がある。
特に電気伝導を考える場合、物質内の電子、ホール等のキャリ
アーの挙動が何に依って決まっているかを知ることで、これら
を制御し工学的に有用な現象を得ることができる。
　以上の観点から本講義では金属内の電流、固体からの電子放
出、半導体の特性の理解を深める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

電子の波動的な特徴を量子力学の観点で説明できる(知識・理
解)

金属、半導体内の電導現象を自由電子のエネルギー分布の観点
から説明できる。(知識・理解)

固体の電気伝導現象、半導体の動作原理、電磁波の吸収・放出
現象などの諸特性を説明できる。(知識・理解)

不確定性原理に基づく位置とエネルギーの関係、状態密度など
の計算ができる。(技能)

課題に対して的確な内容をレポートにまとめることができる。
(態度・志向性)

専門用語について理解することができるまで復習、調査をおこ
なうことができる。(態度・志向性)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　金属内の導電現象を自由電子のエネルギー分布および、真空
準位、フェルミ準位の観点から固体中の電気伝導のメカニズ
ム、半導体の動作原理、電磁波の吸収・放出現象などを簡潔に
説明および計算できるかを評価基準とする。
　定期試験(60％)、小テスト＋レポート(40％)を100点に換算
し、60点以上を合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

奥村次徳著、電気物性工学（コロナ社）、2013/12出版、2800円
＋消費税、ISBN:978-4-339-01850-9

◎－－－　参考書　－－－◎

松澤剛雄、高橋清、斉藤幸喜　著、新版電子物性（森北出版）
ISBN:978-4-627-77202-1
宮入圭一、橋本佳男　著、やさしい電子物性（森北出版）
ISBN:978-4-627-77311-0

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　事前に課題を与えてレポートを提出させるだけでなく、講義
中にレポート用紙に課題の解答を書かせて提出させる小テスト
をほぼ毎回おこなうので、講義にはA4のレポート用紙を必ず持
参すること。
　講義中の私的会話、食事等は禁止します。該当者には退場を
命じます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 シュレーディンガー方程式
2 ハミルトン演算子
3 量子井戸構造
4 トンネル効果
5 キャリア密度、状態密度関数
6 パウリの排他律、フェルミ粒子
7 フェルミエネルギー
8 フェルミ分布と電気伝導、ドリフト速度
9 周期ポテンシャル、電子波回折
10 バンドギャップ、仕事関数
11 金属と絶縁体
12 半導体の電気伝導
13 直接遷移と間接遷移
14 電子放出
15 レーザ・メーザ

◎－－－　授業時間以外の学習(予習・復習)　－－－◎

　次回の講義範囲を予習し、専門用語の意味を理解してお
くこと。（90分）



2019-7020000014-01電気物性論Ⅱ

花井　正広

◎電気:A-1,A-2,B-1,C-1,C-2

1.電子の波動的な特徴を量子力学の観点で説明できる　(A-1)

2.金属、半導体内の電導現象を自由電子のエネルギー分布の観点から説明でき
る。　(A-1)

3.固体の電気伝導現象、半導体の動作原理、電磁波の吸収・放出現象などの諸
特性を説明できる。　(A-2)

4.不確定性原理に基づく位置とエネルギーの関係、状態密度などの計算ができ
る。　(B-1)

5.課題に対して的確な内容をレポートにまとめることができる。　(C-1)

6.専門用語について理解することができるまで復習、調査をおこなうことがで
きる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000046-01電気法規及び施設管理

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・２時限　　試験時間割：後日発表　　

西　孝之

◎－－－　概要　－－－◎

　法規は技術者を目指す者にとって無縁ではなく，技術知識と法知識は車
にたとえれば両輪にあたるものです。
　電気は現代社会に不可欠なエネルギーであり，わが国の電気事業は高品
質の電気を供給することで経済社会を支えており，事業の公益性が高いた
め、その運営を適正かつ合理的なものとする必要があります。また，電気
は使用を誤ると感電事故や火災の原因になるなど危険性を有しているの
で，安全の確保が必要です。これらの規制を目的として電気事業法が定め
られ，この法律のもとに保安規制に関する具体的な事項が技術基準として
定められています。また，電気設備の工事，電気用品についても安全を確
保するための規制があります。
　本科目では，国の事業・保安規制に携わってきた長年の経験を活かし
て、主に、次の内容について講義を行います。
　電気事業の特性と事業に関する規制，発電から電気の使用場所にいたる
電気工作物の保安規制及び技術基準，並びに電気工事士法，電気用品安全
法など電気設備に関する法令を中心に，関連法規の概要を学びます。さら
に電気を安全に過不足なく供給するための施設管理では，電気供給施設の
機能を十分発揮させるには，計画や工事，運用保守体制がいかにあるべき
かについて学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

電気事業法の目的と事業規制について説明できる(知識・理解)

電気事業法における保安規制について説明できる(知識・理解)

電気関係の資格について説明できる(知識・理解)

電気設備技術基準の目的と構成について説明できる(知識・理解)

電気設備技術基準の内容について説明できる(知識・理解)

電気に関する標準規格、その他の関係法規について説明できる(知識・理
解)

電力需給及び電源開発、並びに自家用電気設備の保守管理について説明で
きる(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　他の科目ではなじみが薄い用語が出てくるので，新しい用語が出てきた
ときは復習して意味等を正しく理解しておくこと（30分）。
　授業の進行状況に合わせて区切りごとに小テストを実施するので，復習
しておくこと（60分）。
　設備に関係がある他の専門科目と関連付けて学習すると，全体像が理解
しやすい
　法規は技術面と共に社会的要請から制定，改正されて行く側面がありま
す。エネルギーに関する政策の動向にも関心を持ち，調べて法規制の考え
方，趣旨を理解しておくこと（30分）。　

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　定期試験は，授業の到達目標で示した内容から設定した問題について，
法令等を理解した解答になっているかを評価の基準とする。
　定期試験を８０％，小テストを２０％で原則評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

竹野正二著：電気法規と電気施設管理（東京電機大学出版局）
定価（2,700円＋税）　ISBN 最新版

◎－－－　参考書　－－－◎

電気事業法関連法令集（オーム社編）
電気設備技術基準・解釈早わかり（電気設備技術基準研究会編）

◎－－－　履修上の留意事項　－－－◎

　卒業後，一定の実務経験を経て電気主任技術者免状を取得しようとする
者は，本科目の履修が必須である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　電気事業と法律の必要性及びこれらの変遷
２　電気事業法の目的と事業規制
３　電気事業法における保安体制
４　電気関係の資格
５　電気設備の保安に関する法令
６　電気工作物の技術基準
７　電気設備技術基準（基本事項１）
８　電気設備技術基準（基本事項２）
９　電気設備技術基準（電気の供給施設）
10　電気設備技術基準（電気使用場所の施設１）
11　電気設備技術基準（電気使用場所の施設２）
12　電気に関する標準規格
13　その他の関係法規
14　電力需給及び電源開発
15　自家用電気設備の保守管理，全体のまとめ



2019-7020000046-01電気法規及び施設管理

西　孝之

◎電気:A-1

1.電気事業法の目的と事業規制について説明できる　(A-1)

2.電気事業法における保安規制について説明できる　(A-1)

3.電気関係の資格について説明できる　(A-1)

4.電気設備技術基準の目的と構成について説明できる　(A-1)

5.電気設備技術基準の内容について説明できる　(A-1)

6.電気に関する標準規格、その他の関係法規について説明できる　(A-1)

7.電力需給及び電源開発、並びに自家用電気設備の保守管理について説明でき
る　(A-1)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000019-01電子回路Ⅰ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・２時限　　試験時間割：後日発表　　

小浜　輝彦

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義の目的はトランジスタ、ダイオード等の半導体素子を用
いた電子回路の動作原理を学び、その解析法と設計法を理解する
ことにある。講義では連続波形（アナログ波形）を扱う回路につ
いて解説する。講義時間を有効活用するため事前に次回の授業範
囲を予習し、内容の理解に努めておくことが求められる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

電気回路と電子回路の相違点を説明できる。(知識・理解)

半導体の基本特性とダイオードを用いた典型的な整流回路につい
て説明できる。(技能)

トランジスタを用いた線形増幅器の基本原理を説明できる。(知
識・理解)

演算増幅器の働きを理解し、基本回路と簡単な応用回路が設計で
きる。(態度・志向性)

全体の学習を通して各種半導体素子（ダイオード、トランジス
タ、演算増幅器）を用いたアナログ回路の重要性を理解し、電気
電子機器内部で果たす役割を大まかに説明できる。(態度・志向
性)

◎－－－　授業方法及び計画　－－－◎

　右に掲載の授業計画に沿って順次解説するが、受講生の理解
度、進行状況に応じて内容を変更することがある。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　原則として定期試験を９割、講義中に課す演習・小テストを１
割として総合
評価する。定期試験では、到達目標がどの程度達成できたかを評
価の基準
とする。演習・小テストでは、実施時点で学習済みの範囲におい
て到達目標
がどの程度達成されたかを評価の基準とする。フィードバックと
して小テスト
回収後、解答の解説を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

二宮保、小浜輝彦著、学びやすいアナログ電子回路（森北出版）
ISBN978-4-627-71201-0

◎－－－　参考書　－－－◎

高野政道著、トランジスタ・ＩＣ回路の見方・考え方（啓学出
版）
三船陽介著、新トランジスタと半導体入門基本18章（電波新聞
社）
岩本　洋著、電子回路計算法と完成（啓学出版）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　電子回路は半導体素子の特性把握とその取り扱い方法を理解す
ることが何より重要である。よって、講義前半の学習が要とな
る。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　電子回路の基礎
2　半導体とダイオード
3　ダイオード回路
4　整流平滑回路
5　トランジスタの基礎
6　トランジスタ増幅器の基本原理
7　トランジスタ増幅器(基本回路）
8　トランジスタ増幅器(応用回路）
9　ここまでのまとめ
10　演算増幅器の基礎
11　演算増幅器の基本回路
12　演算増幅器の応用回路(1)
13　演算増幅器の応用回路(2)
14　直流安定化電源
15. 講義全体の総括、重要ポイントのまとめ

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業終了後、間を空けず復習し、該当範囲の章
末演習問題を解くこと。(90分)
また、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。(90分)



2019-7020000019-01電子回路Ⅰ

小浜　輝彦

◎電気:A-1,B-1,C-1,C-2

1.電気回路と電子回路の相違点を説明できる。　(A-1)

2.半導体の基本特性とダイオードを用いた典型的な整流回路について説明でき
る。　(B-1)

3.トランジスタを用いた線形増幅器の基本原理を説明できる。　(A-1)

4.演算増幅器の働きを理解し、基本回路と簡単な応用回路が設計できる。　
(C-1)

5.全体の学習を通して各種半導体素子（ダイオード、トランジスタ、演算増幅
器）を用いたアナログ回路の重要性を理解し、電気電子機器内部で果たす役割
を大まかに説明できる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000020-01電子回路Ⅱ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・２時限　　試験時間割：後日発表　　

小浜　輝彦

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義の目的はディジタル回路の基礎を理解することにある。
ディジタル回路は処理が正確で柔軟性に富むなど数々の特長を有
しており、今日の家電製品のほとんどに組み込まれている。それ
ゆえ、電気系学生にとってディジタル回路を理解することは重要
である。講義時間を有効活用するため事前に次回の授業範囲を予
習し、内容の理解に努めておくことが求められる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

アナログ回路とディジタル回路の違いを理解し説明できる。(知
識・理解)

ディジタル回路の数学基礎（2進数、論理演算）を理解し、基本
的な論理演算問題を解くことができる。(技能)

論理演算を実現するゲート回路を理解し、これらを組み合わせた
典型的な基本回路、応用回路の働きを説明できる。(態度・志向
性)

比較的簡単な論理回路を仕様に合わせて設計することができる。
(態度・志向性)

◎－－－　授業方法及び計画　－－－◎

　右に掲載の授業計画に沿って順次解説するが、受講生の理解
度、進行状況に応じて内容を変更することがある。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　原則として定期試験を９割、講義中に課す演習・小テストを１
割として総合
評価する。定期試験では、到達目標がどの程度達成できたかを評
価の基準
とする。演習・小テストでは、実施時点で学習済みの範囲におい
て到達目標
がどの程度達成されたかを評価の基準とする。フィードバックと
して小テスト
回収後、解答の解説を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

家村道雄　監修、小浜輝彦、村田勝昭、中村格、奥高洋、西嶋仁
共著、入門 電子回路（ディジタル編）　（オーム社）
ISBN978-4-274-20365-7

◎－－－　参考書　－－－◎

宮井幸男、尾崎進、若林茂、三好誠司著、デジタル回路のしくみ
がわかる本（技術評論社）
福田務、荒川雄次、堀桂太郎、山崎靖夫著、ディジタル回路
（オーム社）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　ディジタル回路を理解するには、その構成要素である基本論理
ゲートと数学的基礎（２進数、論理演算）の理解が重要である。
これらは講義前半に学習するのではじめの取り組みが肝要であ
る。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　アナログとディジタル
２　二進数の基本演算
３　二進十進相互変換、補数
４　１６進数と十進、二進数の相互変換
５　基本論理演算、ベン図
６　ブール代数の諸定理
７　論理式の導出方法
８　論理式の簡素化１
９　論理式の簡素化２
10　ゲート回路
11　組合せ論理回路(1)
12　組合せ論理回路(2)
13　組合せ論理回路(3)
14　組合せ論理回路(4)
15　講義全体の総括、重要ポイントのまとめ

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業終了後、間を空けず復習し、該当範囲の章
末演習問題を解くこと。(90分)
また、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。(90分)



2019-7020000020-01電子回路Ⅱ

小浜　輝彦

◎電気:A-1,B-1,C-1,C-2

1.アナログ回路とディジタル回路の違いを理解し説明できる。　(A-1)

2.ディジタル回路の数学基礎（2進数、論理演算）を理解し、基本的な論理演算
問題を解くことができる。　(B-1)

3.論理演算を実現するゲート回路を理解し、これらを組み合わせた典型的な基
本回路、応用回路の働きを説明できる。　(C-1)

4.比較的簡単な論理回路を仕様に合わせて設計することができる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000210-01電子工学Ⅰ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・１時限　　試験時間割：後日発表　　

西田　貴司

◎－－－　概要　－－－◎

　電子工学I,IIでは弱電から強電応用まで幅広く多様な電子デバイスについて
学ぶが、電子工学Iでは現在の主流とも言える半導体、さらに、各種の半導体
デバイスの基礎と特性に絞った内容となっている。デバイスや材料の作製法や
半導体以外の電子デバイスは電子工学IIにて取り扱う。
　さて、電子は各種の興味深い物理現象を有しており、様々な工学応用がなさ
れている。物質中における電子の物性、なかでも半導体は有用な電気的諸特性
を有する。そのため増幅作用、エネルギ変換、信号処理など応用は多岐にわた
り、現代の日常生活は半導体無しには成り立たないといってよい程、我々の身
の回りに半導体を用いた機器が浸透している。
　この授業では、電子物性の観点で各種の半導体素子がどのような原理、特性
で動作しているか学習する。具体的には、半導体材料とその中の電子の基本的
性質を理解したうえで、pn接合やMOS構造の物理を学び、それらを活用するこ
とで様々な電子素子の特性が実現されていることを知る。
　一連の学習を通して、素子の特徴と限界はどこから来ているのか?、微細化
やSi以外の材料など、素子はどのように発展しているのか、を考えることがで
きるようになる。これは現状の理解と将来への展望を得る手がかりになる。
　半導体の特徴として、バンド理論や統計物理によって、デバイスの動作は比
較的容易に理解、解析できる。講義ではまず各デバイスの動作について図解や
理論式で詳細に説明するが、その次は、理解を確実にするために自身でバンド
構造を描いたり、計算に取り組んでみるのが良い。講義中の演習やe-learningな
どの宿題にて体験して欲しい。
　また、演習やミニッツペーパー、宿題の回答状況などから受講者の理解度を
確かめ、必要に応じて授業計画を調整することがある。

◎－－－　到達目標　－－－◎

エネルギーバンドの概念を理解し、各素子におけるバンド図が書ける。(知
識・理解)

pn接合とMOS構造の特性を知り、整流器やトランジスタなど素子の動作原理が
説明できる。(技能)

演習や予復習などの独習を通して電子デバイスの基礎知識理解に持続的に取り
組んだ。(態度・志向性)

中間試験やe-learning、レポートなど課題をクリアすることで電子デバイスの習
得に励んだ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　半導体デバイスは理論的な取り扱いができるものの、各デバイス特有の近似
計算や仮定が伴う。そのようなわかりづらい部分は再度、見直して復習してお
いて欲しい。
　また、予習を指示したことについては次回の授業で使うので必ず予習のこ
と。(90分)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　評価は必須事項の習得60点(基礎点)、知識の応用・活用30点(応用点)、受
講・習得で特段の成果10点(特別点)の合計点で算出される。ただし、必須事項
を満たさない(基礎点60点未満)の場合は当然、単位取得はできないため、応用
点・特別点は付与されない。各点の内訳と取得は原則、下記のように行う。ま
ず、基礎点は主に演習、レポート、中間試験など講義各回の取り組みに対応し
ており、毎回ふりかえりをすることで、前記の到達目標の着実な達成を図る。
応用点は主に定期試験で、応用的な設問、思考力が要求される高度な設問によ
り、理解の深さや応用・展開など将来発展への意欲を期待している。特別点は
講義・各種課題・試験の全般を配慮し、特筆すべき努力・成果を評価したい。
成績評価の詳細と単位取得のポイントについては初回の講義にて解説する。こ
の初回講義の説明は全員理解しているものとして、以後の講義・評価を実施し
て行くので、各自責任を持って出席・把握すること。

◎－－－　テキスト　－－－◎

藤本晶、基礎電子工学(森北出版)、ISBN 978-4627774315

◎－－－　参考書　－－－◎

S. M. ジィー、半導体デバイス 第2版(産業図書)　ISBN 978-4-7828-5550-8
松波弘之、半導体デバイス(共立出版)　ISBN 4-320-08582-5
平松和政、新インターユニバーシテイ　半導体工学（オーム社）　ISBN
978-4-274-20743-3

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 イントロダクション、半導体の種類と特徴、および結晶
構造
2-4 エネルギーバンドとキャリアの状態密度
5 キャリアのドリフト、拡散
6,7 pn接合
8 演習
9 金属と半導体の接触
10 金属-絶縁体-半導体構造(MIS構造)の基礎
11 MOSトランジスタ
12 様々な半導体素子(Bipolar-Tr, 発光・受光素子)
13 半導体集積回路
14 演習
15 まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

電子工学研究室
(http://e-m.skr.jp/)



2019-7020000210-01電子工学Ⅰ

西田　貴司

◎電気:A-1,B-1,C-1,C-2

1.エネルギーバンドの概念を理解し、各素子におけるバンド図が書ける。　
(A-1)

2.pn接合とMOS構造の特性を知り、整流器やトランジスタなど素子の動作原理
が説明できる。　(B-1)

3.演習や予復習などの独習を通して電子デバイスの基礎知識理解に持続的に取
り組んだ。　(C-1)

4.中間試験やe-learning、レポートなど課題をクリアすることで電子デバイスの
習得に励んだ。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000212-01電子工学Ⅱ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・１時限　　試験時間割：後日発表　　

西田　貴司

◎－－－　概要　－－－◎

　電子は各種の興味深い物理現象を有しており、様々な工学応用がなされてい
る。量子力学では電子は粒子性と波動性を合わせ持ち、取り得るエネルギも離散
的になるなど、古典物理では考えられない現象があらわになる。典型的なのは半
導体や超電導、強磁性・強誘電体であり、例えば超電導においては2電子がペアと
なるクーパー対により、直流電気抵抗ゼロ、完全反磁性、ジョセフソン効果など
の特異な現象が現れ、その応用として、超高速コンピュータ、超電導リニアモー
ターカー、全地球規模の超長距離送電など、次世代での飛躍が期待されている。
　電子工学Iにおいては主に半導体の理論・応用について学んだ。この電子工学II
では、引き続いて超電導や強磁性・強誘電体の基礎について学ぶ。さらに、半導
体も含めてこれらの機能性材料はどのようにして作製されているのか、また材料
の分析法など、実際のものづくりに関する知識を得る。これらの作製・評価法も
また電子の特性を利用して行われているものが多い。以上、電子工学I, IIによっ
て、電子デバイスについては基礎から応用まで学ぶべきことのほぼすべてをカ
バーしたことになろう。
　一連の学習を通して、材料、素子、手法の特徴と限界はどこから来ているの
か、今後どのように発展していくか、などを考えることができるようになる。こ
れは現状の理解と将来への展望を得る手がかりになる。
　本講義では、各種の物性、材料、作製・評価手法が概説され、俯瞰的な内容に
なる。そのため、講義の節目でいくつかのレポート課題を提示し、より具体的な
技術の調査に取り組む経験を通して、電子デバイスへの理解を深める。
　なお、受講者の理解度や講義の進展に基づいて、必要に応じて授業計画を調整
するなどの配慮を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

機能性材料などの様々な電子デバイス材料の基礎知識について知る。(技能)

電子デバイスと材料を作製するための手法と特徴について理解する。(知識・理解)

材料評価法とその原理について説明できるようになる。(知識・理解)

演習や予復習などの独習を通して電子デバイスの基礎知識理解に持続的に取り組
んだ。(態度・志向性)

中間試験やe-learning、レポートなど課題をクリアすることで電子デバイスの習得
に励んだ。(態度・志向性)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　評価は必須事項の習得60点(基礎点)、知識の応用・活用30点(応用点)、受講・習
得で特段の成果10点(特別点)の合計点で算出される。ただし、必須事項を満たさな
い(基礎点60点未満)の場合は当然、単位取得はできないため、応用点・特別点は付
与されない。各点の内訳と取得は原則、下記のように行う。まず、基礎点は主に
演習、レポート、中間試験など講義各回の取り組みに対応しており、毎回ふりか
えりをすることで、前記の到達目標の着実な達成を図る。応用点は主に定期試験
で、応用的な設問、思考力が要求される高度な設問により、理解の深さや応用・
展開など将来発展への意欲を期待している。特別点は講義・各種課題・試験の全
般を配慮し、特筆すべき努力・成果を評価したい。成績評価の詳細と単位取得の
ポイントについては初回の講義にて解説する。この初回講義の説明は全員理解し
ているものとして、以後の講義・評価を実施して行くので、各自責任を持って出
席・把握すること。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　本講義は扱う分野が広範であるので、講義内容やレポート課題をきっかけとし
て、関連する最近の電子技術について調査するなど、興味をより一層広げてもら
うことを期待している。(90分)

◎－－－　テキスト　－－－◎

麻蒔立男、トコトンやさしい超微細加工の本(日刊工業新聞社)、ISBN
4-526-05226-4

◎－－－　参考書　－－－◎

仁田旦三、超電導エネルギー工学(オーム社)　ISBN 4-274-20281-X
S. M. ジィー、半導体デバイス 第2版(産業図書)　ISBN 978-4-7828-5550-8
真空技術基礎講習会編、わかりやすい真空技術(日刊工業新聞社)　ISBN
978-4-526-06425-8
武野泰彦ほか、よくわかる最新電子材料の基本と仕組み(秀和システム) ISBN
978-4-7980-2475-2
小沼稔ほか、超伝導材料と線材化技術(工学図書) ISBN 4-7692-0346-2
村上雅人、超伝導の謎を解く(C&R研究所) ISBN 978-4-903111-54-4

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 イントロダクション
2 超電導の物理と特性
3 超電導材料と特性
4 各種の酸化物材料と機能
5 材料作製法: 単結晶育成
6 材料作製法: セラミックス
7 演習I
8 真空での薄膜および表面の作製・評価
9 薄膜作製とエピタキシャル成長
10 物理的、化学的手法での薄膜作製法
11 微細加工とクリーン化
12 材料分析法
13 演習II
14 電子材料の最近の研究開発
15 まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

電子工学研究室
(http://e-m.skr.jp/)
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西田　貴司

◎電気:A-1,B-1,C-1,C-2

1.機能性材料などの様々な電子デバイス材料の基礎知識について知る。　(B-1)

2.電子デバイスと材料を作製するための手法と特徴について理解する。　(A-1)

3.材料評価法とその原理について説明できるようになる。　(A-1)

4.演習や予復習などの独習を通して電子デバイスの基礎知識理解に持続的に取
り組んだ。　(C-1)

5.中間試験やe-learning、レポートなど課題をクリアすることで電子デバイスの
習得に励んだ。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。
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 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・３時限　　試験時間割：後日発表　　

住吉谷　覚

◎－－－　概要　－－－◎

　送電線路に関する取り扱いを学ぶ。送電線路は主に、発電所から変電所へ大電力
を輸送する電線路で、電圧も高く、こう長も長い。

◎－－－　到達目標　－－－◎

電カエネルギーの発生から消費に到る巨大システム (電カ系統）の中の電カの輸送
配分に関わる領域を扱うことを学び、説明できるようになる。(知識・理解)

電カ需要の拡大、発生電力の増大と共に、発電施設 は都市部から離れ、供給地域と
需要地域の遠隔化が進み、送電損失の低下を求めた結果、送電電圧の高電圧化が進
んだことを学び、説明できるようになる。(知識・理解)

定電圧送電方式においては、線路と大地間の静電容量が線路電圧により発生するC
性無効電力は一定であるが、線路長さ方向のインダクタンスが線路電流により発生
するL性無効電力は線路電流の増減すなわち電カ需要負荷の変動により大きく変化
することを学び、説明できるようになる。(知識・理解)

C性無効電力とL性無効電力の変動は、受電端電位の変動を招くことから、これに対
応するため、受電端において無効電カ補償が必要になることを学び、説明できるよ
うになる。(知識・理解)

送電線の長距離化には限度があり、固有負荷という量を目安に評価することができ
ることを学び、説明できるようになる。(知識・理解)

送電線において発生する電圧降下および送電損失について学び、説明できるように
なる。(知識・理解)

多くの変圧器を経由する送電網上での電圧、電流、電力の各特性解析を円滑に行う
ために単位法表現が有用であることを学び、解析できるようになる。(知識・理解)

送電線はその長さに応じて複数の解析手法がある。 短、中距離送電線での解析手法
を学び、解析できるようになる。(知識・理解)

長距離送電線での解析手法を学び、解析できるようになる。(技能)

送電線における解析手法は長さに応じて異なっても、 その表現形式は統一的に、4
端子回路パラメータ表現に集約することができ、一般回路定数と呼ばれることを学
び、説明できるようになる。(技能)

一般回路定数表現を使っての電力方程式の導出により、電力輸送特性を定量的に把
握できることを学び、解析できるようになる。(技能)

電力方程式による電力輸送特性を円線図に表すこと により、有効電力、無効電力の
特性を視覚的に理解できることを学び、説明できるようになる。(技能)

電力方程式による電力輸送特性から、送電損失を定量的に理解できることを学び、
解析できるようになる。(技能)

積極的、持続的に問題に取り組むことができるようになる。(態度・志向性)

課題解決に自ら取り組むことができるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　講義は授業計画に沿って進めるので、次回の授業範囲を予習し、専門用語等の意
味を理解しておくこと(30分)。授業後は、テキストおよびノートで内容を確認し、
不明な点は、その都度解消するように努めること(30分)。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　定期試験で評価する(授業の到達目標にある各項目について、正確に理解し説明、
解析できているかを評価の基準とする)。

◎－－－　テキスト・参考書　－－－◎

　テキスト:関根編「現代電力輸送工学」（オーム社）ISBN4-274-12890-3C3054
　参考書:送配電工学、電力伝送工学などの書名で、多数出版されているので、それ
らを適宜参考にすること。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　電気回路I,II,III,IV の履修が必要である。
なお、授業では、テキストを補う内容が多く教示されるので、積極的にノートを取
ること。(注)授業中の携帯電話、スマホ、タブレット等を含む各種情報電子機器の
使用は許可していない。

◎－－－　授業方法および計画　－－－◎

教科書と板書を併用した講義形式である。授業計画は以下の通りである。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス(科目の概要、到達目標を理解する）
２　電力エネルギー
３　電力伝送技術の変遷
４　送電
５　定電圧送電と無効電力補償
６　固有負荷と送電容量
７　電圧降下と送電損失
８　単位(パーセント)法
９　短・中距離送電線
10　長距離送電線
11　一般回路定数
12　電力方程式
13　電力円線図
14　送電損失
15　総括
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住吉谷　覚

◎電気:A-1,A-2,B-1,C-1,C-2

1.電カエネルギーの発生から消費に到る巨大システム (電カ系統）の中の電カ
の輸送配分に関わる領域を扱うことを学び、説明できるようになる。　(A-1)

2.電カ需要の拡大、発生電力の増大と共に、発電施設 は都市部から離れ、供給
地域と需要地域の遠隔化が進み、送電損失の低下を求めた結果、送電電圧の高
電圧化が進んだことを学び、説明できるようになる。　(A-1)

3.定電圧送電方式においては、線路と大地間の静電容量が線路電圧により発生
するC性無効電力は一定であるが、線路長さ方向のインダクタンスが線路電流
により発生するL性無効電力は線路電流の増減すなわち電カ需要負荷の変動に
より大きく変化することを学び、説明できるようになる。　(A-1)

4.C性無効電力とL性無効電力の変動は、受電端電位の変動を招くことから、こ
れに対応するため、受電端において無効電カ補償が必要になることを学び、説
明できるようになる。　(A-1)

5.送電線の長距離化には限度があり、固有負荷という量を目安に評価すること
ができることを学び、説明できるようになる。　(A-2)

6.送電線において発生する電圧降下および送電損失について学び、説明できる
ようになる。　(A-2)

7.多くの変圧器を経由する送電網上での電圧、電流、電力の各特性解析を円滑
に行うために単位法表現が有用であることを学び、解析できるようになる。　
(A-2)

8.送電線はその長さに応じて複数の解析手法がある。 短、中距離送電線での解
析手法を学び、解析できるようになる。　(A-2)

9.長距離送電線での解析手法を学び、解析できるようになる。　(B-1)

10.送電線における解析手法は長さに応じて異なっても、 その表現形式は統一
的に、4端子回路パラメータ表現に集約することができ、一般回路定数と呼ば
れることを学び、説明できるようになる。　(B-1)

11.一般回路定数表現を使っての電力方程式の導出により、電力輸送特性を定量
的に把握できることを学び、解析できるようになる。　(B-1)

12.電力方程式による電力輸送特性を円線図に表すこと により、有効電力、無
効電力の特性を視覚的に理解できることを学び、説明できるようになる。　
(B-1)

13.電力方程式による電力輸送特性から、送電損失を定量的に理解できることを
学び、解析できるようになる。　(B-1)

14.積極的、持続的に問題に取り組むことができるようになる。　(C-1)

15.課題解決に自ら取り組むことができるようになる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。
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 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・２時限　　試験時間割：後日発表　　

住吉谷　覚

◎－－－　概要　－－－◎

　架空送電方式について、線路定数の計算法、機械的特性などを学ぶ。電力ケーブル送
電方式について、架空送電方式と比較しつつ、各種特性を学ぶ。配電の各種方式につい
て学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

送電線路の構成には、大きく分けて、架空送電方式と電力ケーブル送電方式がある。ま
ず、架空送電方式の構成要素としての、電線、がいしの種類と特性を学び、説明できる
ようになる。(知識・理解)

線路上でのコロナ放電現象について、コロナ放電の開始電界、開始電圧の関係、コロナ
損、コロナ雑音特性およびコロナ放電の抑制法を学び、説明できるようになる。(知識・
理解)

送電線路の抵抗特性を学び、説明できるようになる。(知識・理解)

送電線路を円柱導体と線電流でモデル化し、磁束鎖交数計算からインダクタンス特性を
推定できることを学び、解析できるようになる。(知識・理解)

送電線路を円柱導体と線電荷でモデル化し、電位差計算から静電容量特性を推定できる
ことを学び、解析できるようになる。(知識・理解)

送電設備の機械的特性として、各種の応力、荷重、振動を学び、説明できるようにな
る。(知識・理解)

電力ケ一ブル送電方式での線路の構成要素は電力ケーブルそのものであり、導電部、絶
縁部、保護部から成る。絶縁部は、絶縁紙、絶縁油、高分子化合物などで構成され、保
護部には大地電位の層を含み、外被はビニル等であることを学び、説明できるようにな
る。(知識・理解)

電力ケ一ブル送電方式では被覆線が使用されることから、空中はもちろんのこと、地
中、水中での使用も可能であり、架空送電方式では実現不可能な利用形態を可能として
いる。一方で、被覆線であることから放熱特性が悪いこと、一旦故障が発生すると対処
に手間取ることなどを学び、説明できるようになる。(知識・理解)

電カケーブルは、いくつかの理由から、静電容量が大きくなること、誘電損を発生する
こと、大地電位層に誘導による損失が発生すること、また、静電容量が大きいことか
ら、C性無効電力の影響が大きく、送電可能な有効電力量が制限される特性を持つこと
などを学び、説明できるようになる。(技能)

配電は負荷の特性が多様な各需要家に電カを配分するための電線路で、送電と比較する
と、その電圧は低く、こう長も短い。しかし、その総延長は、送電の数百倍あり、送電
線路とは異なる視点からの取り扱いが必要になることを学び、説明できるようになる。
(技能)

配電には、種々の方式があり、電圧階級、直流、交流、単相、三相、2線式、3線式、4
線式、変圧器結線方式、中性点接地方式(非接地、直接接地、抵抗接地、リアクトル接
地）などについて学び、説明できるようになる。(技能)

送配電システムにおける故障事故に関して、故障計算(一線地絡故障）を中性点接地方式
と関連して学び、 解析できるようになる。(技能)

積極的、持続的に問題に取り組むことができるようになる。(態度・志向性)

課題解決に自ら取り組むことができるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　講義は授業計画に沿って進めるので、次回の授業範囲を予習し、専門用語等の意味を
理解しておくこと(30分)。授業後は、テキストおよびノートで内容を確認し、不明な点
は、その都度解消するように努めること(30分)。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　定期試験で評価する(授業の到達目標にある各項目について、正確に理解し説明、解析
できているかを評価の基準とする)。

◎－－－　テキスト・参考書　－－－◎

　テキスト:関根編「現代電力輸送工学」（オーム社）ISBN4-274-12890-3C3054
　参考書:送配電工学、電力伝送工学などの書名で、多数出版されているので、それらを
適宜参考にすること。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　電気回路I,II,III,IV　および電力伝送工学I の履修が必要である。
なお、授業では、テキストを補う内容が多く教示されるので、積極的にノートを取るこ
と。(注)授業中の携帯電話、スマホ、タブレット等を含む各種情報電子機器の使用は許
可していない。

◎－－－　授業方法および計画　－－－◎

教科書と板書を併用した講義形式である。授業計画は以下の通りである。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス(科目の概要、到達目標を理解する）
２　送電線の構成
３　電線コロナ
４　送電線の線路定数(抵抗)
５　送電線の線路定数(インダクタンス)
６　送電線の線路定数(静電容量)
７　送電設備の機械的特性
８　電力ケーブル送電方式
９　電力ケーブル送電方式の特性
10　電力ケーブルの電気的特性
11　配電
12　配電方式
13　配電方式の比較
14　故障計算
15　総括
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住吉谷　覚

◎電気:A-1,A-2,B-1,C-1,C-2

1.送電線路の構成には、大きく分けて、架空送電方式と電力ケーブル送電方式
がある。まず、架空送電方式の構成要素としての、電線、がいしの種類と特性
を学び、説明できるようになる。　(A-1)

2.線路上でのコロナ放電現象について、コロナ放電の開始電界、開始電圧の関
係、コロナ損、コロナ雑音特性およびコロナ放電の抑制法を学び、説明できる
ようになる。　(A-1)

3.送電線路の抵抗特性を学び、説明できるようになる。　(A-1)

4.送電線路を円柱導体と線電流でモデル化し、磁束鎖交数計算からインダクタ
ンス特性を推定できることを学び、解析できるようになる。　(A-1)

5.送電線路を円柱導体と線電荷でモデル化し、電位差計算から静電容量特性を
推定できることを学び、解析できるようになる。　(A-2)

6.送電設備の機械的特性として、各種の応力、荷重、振動を学び、説明できる
ようになる。　(A-2)

7.電力ケ一ブル送電方式での線路の構成要素は電力ケーブルそのものであり、
導電部、絶縁部、保護部から成る。絶縁部は、絶縁紙、絶縁油、高分子化合物
などで構成され、保護部には大地電位の層を含み、外被はビニル等であること
を学び、説明できるようになる。　(A-2)

8.電力ケ一ブル送電方式では被覆線が使用されることから、空中はもちろんの
こと、地中、水中での使用も可能であり、架空送電方式では実現不可能な利用
形態を可能としている。一方で、被覆線であることから放熱特性が悪いこと、
一旦故障が発生すると対処に手間取ることなどを学び、説明できるようにな
る。　(A-2)

9.電カケーブルは、いくつかの理由から、静電容量が大きくなること、誘電損
を発生すること、大地電位層に誘導による損失が発生すること、また、静電容
量が大きいことから、C性無効電力の影響が大きく、送電可能な有効電力量が
制限される特性を持つことなどを学び、説明できるようになる。　(B-1)

10.配電は負荷の特性が多様な各需要家に電カを配分するための電線路で、送電
と比較すると、その電圧は低く、こう長も短い。しかし、その総延長は、送電
の数百倍あり、送電線路とは異なる視点からの取り扱いが必要になることを学
び、説明できるようになる。　(B-1)

11.配電には、種々の方式があり、電圧階級、直流、交流、単相、三相、2線
式、3線式、4線式、変圧器結線方式、中性点接地方式(非接地、直接接地、抵
抗接地、リアクトル接地）などについて学び、説明できるようになる。　(B-1)

12.送配電システムにおける故障事故に関して、故障計算(一線地絡故障）を中
性点接地方式と関連して学び、 解析できるようになる。　(B-1)

13.積極的、持続的に問題に取り組むことができるようになる。　(C-1)

14.課題解決に自ら取り組むことができるようになる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。
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 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・１時限　　試験時間割：後日発表　　

西嶋　喜代人

◎－－－　概要　－－－◎

  現代社会の活動を支える一次エネルギーの約41％が電気エネルギーへ変換され
利用されている。環境調和を実現し、安定な電気エネルギーの供給と確保は我が
国のエネルギー政策と密接に関連する。環境問題とエネルギー資源の現状を把握
し、各種発電技術と変電システムについて学ぶ。低炭素社会を実現する切り札が
電気エネルギ－である。有限資源（石油、天然ガス、石炭）の燃焼は多かれ少な
かれ二酸化炭素を排出する。　今日、二酸化炭素を削減しながら電気エネルギ－
を確保するために、どのような発電技術の開発や環境対策がなされているか、新
聞やニュ－スの内容に注目して欲しい。
　講義中に新聞で掲載された記事について質問するので、回答できるようにして
おいて下さい。また、講義はテキストの重点箇所のみなされるので、関連事項は
図書館や自宅で学習しておいて下さい。電気主任技術者の国家試験対策として
も、演習問題を多く解答しておくこと。

◎－－－　到達目標　－－－◎

電気エネルギ-への変換の有限資源と地球環境問題等に関する関心を深め、エネ
ルギー発生の基本法則について考えることができるようになること(知識・理解)

各種エネルギ-からの電気エネルギーへの変換原理を理解し、エネルギー効率か
ら電気エネルギーの発生原理の選択をできるようになること(知識・理解)

各種資源の燃焼熱エネルギーの電気エネルギーへの総合的変換効率についての知
識を深め、用途による発電の最適選択ができるようになること(技能)

従来の発電方式と原子力発電等に関する諸課題を総合的に判断する能力を身に着
け、新エネルギーの開発に取り組む関心を持続的にもつ態度を身に着けること
(態度・志向性)

環境やエネルギー問題を総合的に考える課題発見型の問題意識を持てるようにな
ること(態度・志向性)

◎－－－　授業方法及び計画　－－－◎

　授業では、流体力学、熱力学、原子核物理、燃焼反応、電気機器等の基礎学力
を必要とし、講義の進行に合わせた学習が不可欠である。
　授業中に学生諸君の理解度を把握する目的から、質問を行い回答を求める。ま
た、重点事項については、レポート形式で回答を求める。なお、適時関連問題を
授業中に提示し、回答を求めるので、電卓を常に持参すること。特に、講義内容
は必ずメモすること。ノ－トの提出を求めることもある。
　

◎－－－　成績の評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の結果に加えて、レポートの提出状況、授業中の質問に対する回答、
中間テスト・評価テストの結果等で総合的に評価する。授業中の質問は、出席確
認と回答の評価に利用する。回答の内容は三段階（０，１，２）で加点評価す
る。これらの評価割合の２０％を、定期試験の評価割合の８０％に加えて総合的
に評価する。　　　（昨年度単位取得率65％)
　エネルギ－・環境の現状と、水力発電、火力発電、原子力発電の動作原理、そ
して将来の課題について十分な理解が達成されているかが評価の基準である。

◎－－－　テキスト　－－－◎

西嶋・末廣　共著：電気エネルギ－工学概論（朝倉書店）定価2900円
ISBN978-4-254-22908-0
　重点項目プリントと演習問題(６回以上）を配布（本講義用に作成したも
の）。演習問題は提出日に必ず提出すること。演習問題は復習課題のみで無く，
予習課題も含むので、図書館等を利用して理解度を深めて下さい。

◎－－－　参考書　－－－◎

発電・変電　ISBN 4-88686-223-3
電力　ISBN 4-274-16661-9
道上　勉著：発電・変電、改訂版（電気学会）
早苗勝重著：電験二種徹底研究電力（オ－ム社）
エネルギー教育研究会編:現代エネルギー・環境論（電力新報社）
小口芳徳・他:絵とき電験三種完全マスター電力（オーム社）
その他:各種の電験２・３種電力問題集

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　電験（電気主任技術者）、エネルギー管理士、そして技術士の受験者は必須の
試験科目内容である。また、電気主任技術者の認定申請では必須の科目でもあ
る。
　授業中に評価のための小テストや数値計算を行うので、関数電卓は常に持参下
さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　講義概要と発電のビデオ鑑賞
２　エネルギー資源と電力需要
３　エネルギー変換と電気エネルギー
４　発電技術の現状と展望
５　水力学の基礎
６　水力発電所の構造と発電出力計算
７　熱力学の基礎と熱サイクル利用
８　蒸気タービンの種類と発電出力改善
９　ボイラの構造と燃焼反応
10　原子核物理の基礎と原子核反応
11　原子力の放出エネルギーと原子炉の構成
12　タ－ビン発電機と運転性能
13　新しい発電方式
14  スマ－トグリッドと電力貯蔵
15　重点項目の確認テストと解答説明

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　エネルギ－・環境を含む広い学問領域をカバｰするの
で、新聞を読み、図書館で関連事項を調査し、教科書を予
習して講義を受けて下さい（30～40分）。講義の内容につ
いて必ず復習し､演習問題を解答して知識を自分のものに
して下さい。自宅用演習課題を配布し、その提出期限を設
定して受講生の方から提出してもらいます。
　2回の講義ごとに基礎から実用までの関連問題を自宅学
習課題として与え、提出していただく。
e-ラニングも広く公開されていますので、実物設備の理解
を深めるために利用してください。
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西嶋　喜代人

◎電気:A-1,A-2,B-1,C-1,C-2

1.電気エネルギ-への変換の有限資源と地球環境問題等に関する関心を深め、エ
ネルギー発生の基本法則について考えることができるようになること　(A-1)

2.各種エネルギ-からの電気エネルギーへの変換原理を理解し、エネルギー効率
から電気エネルギーの発生原理の選択をできるようになること　(A-2)

3.各種資源の燃焼熱エネルギーの電気エネルギーへの総合的変換効率について
の知識を深め、用途による発電の最適選択ができるようになること　(B-1)

4.従来の発電方式と原子力発電等に関する諸課題を総合的に判断する能力を身
に着け、新エネルギーの開発に取り組む関心を持続的にもつ態度を身に着ける
こと　(C-1)

5.環境やエネルギー問題を総合的に考える課題発見型の問題意識を持てるよう
になること　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。
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 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・１時限　　試験時間割：後日発表　　

西嶋　喜代人

◎－－－　概要　－－－◎

  現代社会の活動を支える一次エネルギーの約41%が電気エネルギーへ変換され利用
されている。環境調和を実現し、安定な電気エネルギーの供給と確保は我が国のエネ
ルギー政策と密接に関連する。環境問題とエネルギー資源の現状を把握し、各種発電
技術と変電システムについて学ぶ。低炭素社会を実現する切り札が電気エネルギ－で
ある。有限資源（石油、天然ガス、石炭）の燃焼は多かれ少なかれ二酸化炭素を排出
する。今日、二酸化炭素を削減しながら電気エネルギ－を確保するために、どのよう
な発電技術の開発や環境対策がなされているか、新聞やニュ－スの内容に注目して欲
しい。特に電力輸送を制御する変電工学を中心とする。
　講義中に新聞で掲載された記事について質問するので、回答できるようにしておい
て下さい。また、講義はテキストの重点箇所のみなされるので、関連事項は図書館や
自宅で学習しておいて下さい。電気主任技術者の国家試験対策としても、演習問題を
多く解答しておくこと。

◎－－－　到達目標　－－－◎

変電設備の電力機器の設計に必要な電気回路の基礎知識を適用可能になることや安全
な電気設備の基本的考え方を身に着けることができること(知識・理解)

変圧器、電力用コンデンサー、避雷器、遮断機等の受変電設備の動作原理と、使用さ
れる技術について理解できるようになること(知識・理解)

電圧降下、短絡電流、地絡電流、変圧器の負荷分担等の計算法を身に着け、設計に応
用できるようになること(技能)

受変電設備で想定される電気事故にいかに対処するかを考え実行する能力を身に着け
ることができるようになること(態度・志向性)

受変電設備の総合的最適化に関する課題解決に対処する方法を身に着けることができ
るようになること(態度・志向性)

◎－－－　授業方法及び計画　－－－◎

　授業では、電気回路、電気計測、電気機器等の基礎学力を必要とし、講義の進行に
合わせた学習が不可欠であるので、図書館を積極的に利用して理解を深めて欲しい。
　授業中に学生諸君の理解度を把握する目的から、質問を行い回答を求める。また、
重点事項については、レポート形式で回答を求める。なお、適時関連問題を授業中に
提示し、回答を求めるので、電卓を常に持参すること。　特に、講義内容は必ずメモ
すること。ノ－トの提出を求めることもある。
　特に、電気回路で学んだ三相交流回路の計算ができることが前提である。暗記では
定期試験の解答は難しいので、理論的な学習に集中して下さい。
　演習課題を多数提示するので、復習と予習に有効に活用して下さい。なお、提出日
を設定しているので、必ず演習課題を遅延なく提出下さい。提出した演習課題は検収
後、返却します。

◎－－－　成績の評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の結果に加えて、レポートの提出状況、授業中の質問に対する回答、中間
テスト・評価テストの結果等で総合的に評価する。授業中の質問は、出席確認と回答
の評価に利用する。回答の内容は三段階（０，１，２）で加点評価する。これらの評
価の２０％を加えて、定期試験の評価８０％として総合的に評価する。（昨年度単位
取得率６８％）
　変電所の機能を理解し、各電力機器の運用を効率的、かつ適切に運用するための方
法を提示可能かどうかを評価の基準とする。　

◎－－－　テキスト　－－－◎

　国家試験対策にも利用できるように、講義内容を適切に構成した講義ノ－トを元に
講義する。よって、必ずノ－トを取って下さい。
重点項目プリントと演習問題集を配付する。（講義用に作成したもの）
（サブテキスト）道上　勉　著：発電・変電　改訂版（電気学会）
ISBN4-88686-223-3C3054
（サブテキスト）西嶋・末廣　共著：電気エネルギ－工学概論（朝倉書店）定価2900
円ISBN978-4-254-22908-0

◎－－－　参考書　－－－◎

発電・変電　ISBN 4-88686-223-3
電力　ISBN 4-274-16661-9
早苗勝重著：電験二種徹底研究電力（オ－ム社）
弘山尚直著:発変電工学改訂版（電気学会）
小口芳徳・他:絵とき電験三種完全マスター電力（オーム社）
オーム社編：エネルギー管理士実践問題電気設備および機器（オーム社）
その他:各種の電験２・３種電力問題集

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　電験（電気主任技術者）、エネルギー管理士、そして技術士の受験者は必須の試験
科目内容である。また、電気主任技術者の認定申請では必須の科目である。
　数値計算を行うので関数電卓は常に持参のこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　交流回路の基礎（電力と力率）
２　単相３線式
３　三相交流回路の基礎
４　Ｙ結線と△結線
５　変電所の主要設備と結線（ビデオ説明）
６　電力系統保護と設備
７　変電室の見学と電力機器構成（見学）
８　配電線路の電圧降下と線路損失
９　変圧器の効率とその運用
10  電力用コンデンサ－と力率改善
11　変圧器の負荷分担としゃ断器の容量
12　変流器CTの結線と利用法、保護継電器
13　同期発電機の過渡安定度
14　同期発電機の並列運転と速度調定
15　重点事項の演習と解答説明

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　講義内容は電気回路と電気機器と関連します。講義内容
に従って事前に自宅学習をして下さい(40分程度）。講義
後は関連事項を復習し、演習問題を多数解くことで､理解
を深めて下さい（60分程度）。
　なお、電験国家試験電力に関する過去問題集が発行され
ています。講義関連問題を少なくとも10問以上解答するこ
と。



2019-7020000022-01発変電工学Ⅱ

西嶋　喜代人

◎電気:A-1,A-2,B-1,C-1,C-2

1.変電設備の電力機器の設計に必要な電気回路の基礎知識を適用可能になるこ
とや安全な電気設備の基本的考え方を身に着けることができること　(A-1)

2.変圧器、電力用コンデンサー、避雷器、遮断機等の受変電設備の動作原理
と、使用される技術について理解できるようになること　(A-2)

3.電圧降下、短絡電流、地絡電流、変圧器の負荷分担等の計算法を身に着け、
設計に応用できるようになること　(B-1)

4.受変電設備で想定される電気事故にいかに対処するかを考え実行する能力を
身に着けることができるようになること　(C-1)

5.受変電設備の総合的最適化に関する課題解決に対処する方法を身に着けるこ
とができるようになること　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000027-01パワーエレクトロニクスⅠ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：後日発表　　

根葉　保彦

◎－－－　概要　－－－◎

　電力用半導体素子を用いた静止電力変換装置およびその制御
と応用に関する分野はパワーエレクトロニクスと呼ばれてい
る。パワーエレクトロニクスⅠでは、現在実用に供されている
主な電力用半導体素子の特徴や特性およびスイッチング回路の
基本となるDC-DC変換器のパルス幅変調法や入出力特性などに
ついて学ぶ。家電製品や産業機器、電気鉄道などへの具体的な
応用例を取り挙げると共に、環境問題およびエネルギー問題と
関連した太陽電池システム、超電導エネルギー貯蔵システムな
ど最近並びに将来のエネルギー技術への応用についても言及し
ながら授業を進める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

DC-DC変換回路におけるインダクタとコンデンサの磁気的，電
気的挙動を理解し，説明できる。(知識・理解)

電力用半導体素子の機能と動作を説明できる。(知識・理解)

DC-DC変換器の動作を理解し，入出力特性解析ができる。(技
能)

持続力を持って問題解決に取り組むことができる。(態度・志
向性)

自分で問題を解決することができる。(態度・志向性)

◎－－－　テキスト　－－－◎

パワーエレクトロニクス入門　第３版（小山・他著、朝倉書
店、ISBN978-4-254-22063-6）

◎－－－　参考書　－－－◎

例えば、パワーエレクトロニクス演習（野中・岡田・小山・伊
藤著、朝倉書店）
　学部レベルでは基本的な原理の修得が重要であるので、応用
を中心とした分厚い参考書は避けられたい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験７割、講義演習３割として最終評価を行う。評価基準
は「パワーエレクトロニクス回路の制御法や特性を説明でき
る」ことである。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回行う内容を復習して次の講義を受けるようにする。

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

毎回行う内容について授業時間外の学習（予習・復習）を必ず
行うようにする（60分）。前回扱った回路の動作を理解する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　電力用半導体素子
２　電力用半導体素子の損失
３　スナバ回路
４　ＰＷＭ技術
５　インダクタ電圧バランス
６　キャパシタ電流バランス
７　バックコンバータ
８　ブーストコンバータ
９　バックブーストコンバータ
10　Cukコンバータ
11　Sepic
12　Zetaコンバータ
13　ZCS共振コンバータ
14　ZVS共振コンバータ
15　状態空間平均化法



2019-7020000027-01パワーエレクトロニクスⅠ

根葉　保彦

◎電気:A-1,A-2,B-1,C-1,C-2

1.DC-DC変換回路におけるインダクタとコンデンサの磁気的，電気的挙動を理
解し，説明できる。　(A-1)

2.電力用半導体素子の機能と動作を説明できる。　(A-2)

3.DC-DC変換器の動作を理解し，入出力特性解析ができる。　(B-1)

4.持続力を持って問題解決に取り組むことができる。　(C-1)

5.自分で問題を解決することができる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020000028-01パワーエレクトロニクスⅡ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・１時限　　試験時間割：後日発表　　

根葉　保彦

◎－－－　概要　－－－◎

　電力用半導体素子を用いた静止電力変換装置およびその制御
と応用に関する分野はパワーエレクトロニクスと呼ばれてい
る。パワーエレクトロニクスⅡでは、パワーエレクトロニクス
Iで学んだ電力用半導体素子とそのスイッチング法を基礎にし
ながら、AC-DC変換器（整流器）、DC-AC変換器（インバー
タ）、AC-AC変換器の原理・応用について学ぶ。交流が関係し
た変換器においては、一般に交流電圧および交流電流が理想的
な正弦波から歪むので、歪み波を対象とした実効値の計算方
法、フーリエ級数展開やフィルタの構成、周波数特性などを導
入して理解の助けとする。また、家電製品や産業機器、電気鉄
道などへの具体的な応用例を取り挙げると共に、環境問題およ
びエネルギー問題と関連した太陽電池システム、超電導エネル
ギー貯蔵システムなど最近並びに将来のエネルギー技術への応
用についても言及する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

変換回路におけるインダクタとコンデンサの磁気的，電気的挙
動を理解し，説明できる。(知識・理解)

変換器における電力用半導体素子の働きを説明できる。(知
識・理解)

変換器の動作を理解し，入出力特性解析ができる。(技能)

持続力を持って問題解決に取り組むことができる。(態度・志
向性)

自分で問題を解決することができる。(態度・志向性)

◎－－－　テキスト　－－－◎

パワーエレクトロニクス入門　第３版（小山・他著、朝倉書
店、ISBN978-4-254-22063-6）

◎－－－　参考書　－－－◎

例えば、パワーエレクトロニクス演習（野中・岡田・小山・伊
藤著、朝倉書店）
　学部レベルでは基本的な原理の修得が重要であるので、応用
を中心とした分厚い参考書は避けられたい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験７割、講義演習３割として最終評価を行う。評価基準
は「整流器やインバータ回路の制御法や特性を説明できる」こ
とである。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回行う内容を復習して次の講義を受けるようにする。

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

毎回行う内容について授業時間外の学習（予習・復習）を必ず
行うようにする（60分）。前回扱った回路の動作を理解する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　電圧形インバータ
２　電流形インバータ
３　三相インバータ
４　負荷共振形インバータ
５　交流電源と変換器動作
６　インバータの転流および制御方式
７　整流回路
８　位相制御回路
９　ＰＷＭコンバータ
10　交流電力調整回路（ＡＣレギュレータ）
11　整流器－インバータシステム
12　マトリックスコンバータ
13　チョッパによる直流電動機の駆動
14　インバータによる交流電動機の駆動
15　電力系統周波数変換装置



2019-7020000028-01パワーエレクトロニクスⅡ

根葉　保彦

◎電気:A-1,A-2,B-1,C-1,C-2

1.変換回路におけるインダクタとコンデンサの磁気的，電気的挙動を理解し，
説明できる。　(A-1)

2.変換器における電力用半導体素子の働きを説明できる。　(A-2)

3.変換器の動作を理解し，入出力特性解析ができる。　(B-1)

4.持続力を持って問題解決に取り組むことができる。　(C-1)

5.自分で問題を解決することができる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-7020002090-01プログラム技法

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・３時限　　試験時間割：後日発表　　

江田　孝治

◎－－－　概要　－－－◎

　「プログラム技法」では、Javaをベースにしたオープンソース
のプログラミング環境である「Processing」を用いて、プログラ
ミング技術の習得を目指す。
　Processingは本格的なプログラミング言語でありながら、プロ
グラムを記述してから実行するまでの手続きが少ないため、短時
間で応用プログラムの開発ができる。また、グラフィックスやマ
ウス・キーボードのイベント処理を簡単に使用することができる
ため、C言語では難しかったグラフィックスを使ったプログラム
やGUI（グラフィカル・ユーザー・インターフェース）環境のプ
ログラムを作りやすい特徴がある。
　この講義ではProcessingを使いながら、コンピュータ・グラ
フィックスや画像を用いたプログラムの作成方法について学ぶ。
また、プログラム開発に必要なデータ構造とアルゴリズムについ
て学び、スタックやキュー、探索、ソートのプログラムを書ける
ようになる。また、画像処理のアルゴリズムについて学習し、そ
の実装方法についても学ぶ。さらにアナログ時計やディジタル時
計、簡単な画像処理プログラムを作成しながら、アプリケーショ
ン・プログラムを作成する際に必要な知識や技術を身につける。
　企業において研究開発に従事してきた実務経験を活かし、プロ
グラミングに必要な知識や技術について講義します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

信号処理や画像処理のプログラムを数式から作成できる。(技能)

講義で得た知識を用いて積極的に問題を解くことができる。(態
度・志向性)

課題を解決するために適切なアルゴリズムを自分で選択できる。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

毎回の講義内容について例題や演習問題を自分で解けるように復
習しておくこと。(60分)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

信号処理や画像処理の知識を有し、与えられた問題をデータ構造
やアルゴリズムを用いて解決するプログラムを作成できるかを評
価の基準とする。
毎回の授業で提出する演習問題の評価を40%、定期試験の評価を
60%として総合的に評価する。ただし演習問題の評価が60%に満
たない場合は不合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

Processingをはじめよう 第2版　ISBN 978-4-87311-773-7

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

C言語の基礎を身につけていることが望ましい。
授業の進捗状況に応じて講義内容の一部省略・追加などがありう
る。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Processingの基礎
2. ディジタル時計
3. アナログ時計
4. アルゴリズム・配列・リスト構造
5. キューとスタック・木構造
6. 配列・キュー・スタックのプログラム作成
7. データの整列
8. データの探索
9. データの整列・探索のプログラム作成
10. コマンドボタンを作る
11. 画像処理(1)・グレイスケール変換
12. 画像処理(2)・2値化とコントラスト変換
13. 画像処理(3)・モザイク処理
14. 画像処理(4)・フィルタ
15. まとめ



2019-7020002090-01プログラム技法

江田　孝治

◎電気:B-1,C-1,C-2

1.信号処理や画像処理のプログラムを数式から作成できる。　(B-1)

2.講義で得た知識を用いて積極的に問題を解くことができる。　(C-1)

3.課題を解決するために適切なアルゴリズムを自分で選択できる。　(C-2)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-701000T129-02化学実験「TE・TC・TA」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：実験　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
倉岡　功、塩井　成留実、吉田　亨次、安東　勢津子、弟子丸　正伸、水城　恵美子

◎－－－　概要　－－－◎

化学とは、物質の構造や性質および変化の仕組みをその構成単位である原子・分
子・イオンのレベルで明らかにし、さらには得られた知識を駆使して有用な物質を
自然界から取り出し、あるいは新たに合成することを目的とする学問である。自然
科学で物質を取り扱わない分野はないので、化学は基盤科学（base science）と言わ
れることもある。したがって、工学部の諸君も、学科によって多少の違いはあろう
が、主に材料や環境関係で化学の目で見たり化学的センスで考えたりする場面に遭
遇するであろう。
　ところが受験勉強優先のため、ほとんどの高校では化学教育に実験を取り入れて
いない。一方、化学は錬金術時代からの実験に基づく知識の集大成によって確立さ
れた学問であるので、化学実験を通じてしかその本質に触れる、あるいは面白さを
実感することができない。例えば、金属イオンの沈殿反応や沈殿の色などを暗記し
たと思うが、実際に実験してみて初めて身近に感じる。そのときの感動を通じて、
無味乾燥であった知識が質的に変化し、その歓びが新たな疑問へと展開していく。
　本実験の教育目標は、実験を通して化学の、ひいては自然科学の面白さを体験す
るように設定されているので、定性分析で取り扱う大半の金属イオンならびに個別
実験で採用したテーマは、いずれも高校の教科書に採り上げられているものばかり
である。各実験の背景や理論、種々の実験操作の意味と正しい手順、データの処理
法などをよく理解し、本実験を有意義なものにすることを強く望む。

◎－－－　到達目標　－－－◎

 水溶液中の金属イオンを分離・同定する方法について説明できる。
(技能)

酸塩基滴定およびキレート滴定から、定量法の理論を説明できる。(技能)

過酸化水素の分解実験から、速度定数や活性化エネルギーを求める方法を説明でき
る。(技能)

反応速度のデータをパソコンを用いて解析することができる。(態度・志向性)

クロマトグラフィーにより、水溶液中の金属イオンを分離・同定できる。(技能)

アセトアニリドを合成し、分離・精製することができる。(技能)

周囲に気を配り、危険の無いように実験を行うことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各実験テーマについてテキストを熟読し，実験の目的および原理を理解するととも
に実験手順の概略を把握しておく。 （60分）
実験の後に、実験結果をまとめて考察を行い、また、実験に関する課題について調
べ、レポートを作成する。（120分）

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

①　評価方法
実験報告書（レポート、アセトアニリドの合成では合成物の提出も含む）と　平素
の実験態度（説明会の出席なども含む）
②　評価基準
実験報告書では、テキストの報告事項が正しく簡潔に記述されているか、また実験
結果に基づいた考察がなされているかを評価の基準とする。数値計算では有効数字
や単位にも注意が払われているかも評価の対象とする。平素の実験態度では、実験
の目的を理解しているか(予習をしているのか）、積極的に実験を実施しているの
か、服装などを評価の基準とする。
③　割合
原則として、実験報告書を7割、平素の実験態度を3割として評価する

◎－－－　テキスト　－－－◎

大学基礎化学教育研究会編、「21世紀の大学の基礎化学実験－指針とノート－（改
訂版）」、学術図書出版社の2016年版、ISBM 978-4-87361-368-0、2700円。なお、
レポート用紙は本実験専用のもの（学術図書出版社）を使用すること。なお、テキ
ストとレポート用紙は予め購入し、説明会当日に持参すること。

◎－－－　参考書　－－－◎

上記テキスト中の各実験の末尾に示した「引用および参考文献」を活用してもらい
たい。また、他大学の同様な実験書も参考になる。
 

◎－－－　履修上の留意点　　－－－◎

毎回実験の最初に、安全面を含む操作上の諸注意を行うので、遅刻をしてはならな
い（この説明に間に合わないと、実験をさせないことがある）。また、各実験のフ
ローチャート（実験の流れ図）を描き、全体像をつかんで実験に臨むことを強く勧
める。また、実験中の万一の事故の備えとして、「学研災付帯賠償責任保険」に事
前に加入することを推奨します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　説明会（スケジュールの説明、各実験の実施要領と事
故防止を含む諸注意）および無機陽イオンの定性分析の概
説（教室は事前に掲示する）
２　個別実験（８～１３）の概説（教室は事前に掲示す
る）
３　第Ⅰ族陽イオンの分析
４　第Ⅱ族陽イオンの分析
５　第Ⅲ族陽イオンの分析
６　第Ⅳ族および第Ⅴ族陽イオンの分析
７　未知イオンの分析（試験）
８　すすぎの効果の検証（酸塩基滴定）
９　水の硬度の測定（キレート滴定）
１０　ペーパークロマトグラフィー
１１　アセトアニリドの合成
１２　過酸化水素の分解速度の測定
１３　コンピューターによるデータ解析
１４，１５　まとめ
注１）項目８と１２を除く実験は基礎化学実験室（９号館
本館１階北西部）、８と１２の実験は基礎化学実験室別棟
で行う。
注２）クラスを二分して「無機陽イオンの定性分析」と
「個別実験」を並行して実施し、中間で入れ替える。ま
た、個別実験８～１３はローテーションで行うので、実施
日をスケジュール表（説明会において配布）で確認してお
くこと。
注３）説明会および個別実験の概説には必ず出席するこ
と。
注４）病気や事故などで欠席する場合は、事前に電話連絡
をするとともに（当日でもよい）、後で必ず欠席届を提出
すること。これによって補習の可否を判断する（欠席届を
出さないと、補習の対象にならない）。



2019-701000T129-02化学実験「TE・TC・TA」

倉岡　功、塩井　成留実、吉田　亨次、安東　勢津子、弟子丸　正伸、水城　恵美子

◎電気:B-2,B-3,C-1,C-2

1.機械製作における加工法の種類を理解する。

2.金属の溶解と凝固について理解する。

3.応力・ひずみ曲線、降伏条件、変形抵抗などの塑性変形に関する基礎事項を
理解する。

4.塑性変形させた材料の組織や性質、冷間加工や熱間加工について理解する。

5.鋳型に溶融した金属を流し込み、製品を作る方法（鋳造）を理解する。

6.鋳鉄の種類と性質を理解する。

7.各種塑性加工（鍛造加工、圧延加工、引抜き加工、押出し加工、転造加工、
せん断加工、曲げ加工、絞り加工）の原理と作業について理解する。

8.溶接の特質や溶接継手の基本形式を理解する。

9.アーク溶接、ガス溶接、特殊溶接、圧接、抵抗溶接、ろう付けの原理と作業
について理解する。

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。

◎社デ:A-2,B-1

1.機械製作における加工法の種類を理解する。

2.金属の溶解と凝固について理解する。

3.応力・ひずみ曲線、降伏条件、変形抵抗などの塑性変形に関する基礎事項を
理解する。

4.塑性変形させた材料の組織や性質、冷間加工や熱間加工について理解する。

5.鋳型に溶融した金属を流し込み、製品を作る方法（鋳造）を理解する。

6.鋳鉄の種類と性質を理解する。

7.各種塑性加工（鍛造加工、圧延加工、引抜き加工、押出し加工、転造加工、
せん断加工、曲げ加工、絞り加工）の原理と作業について理解する。

8.溶接の特質や溶接継手の基本形式を理解する。

9.アーク溶接、ガス溶接、特殊溶接、圧接、抵抗溶接、ろう付けの原理と作業
について理解する。

◎　社会デザイン工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　建設工学の構造系、水理系、地盤系、計画系、材料・施工系、環境
系のうち三分野以上に関する専門的な知識を持つ。
A-2　応用数学、物理または化学、情報技術に関する知識を持つ。
A-3　人文・社会科学関連科目に関する知識を持つ。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　応用数学、物理または化学、情報技術を修得し、それらを建設工学
の学習ならびに問題解決へ応用することができる。
B-2　実現可能な解をデザインし実行するために必要不可欠な、市民を含
む多様な関係者との間の円滑なコミュニケーションを行うことができ
る。また、国際的コミュニケーションの基礎能力を有する。
B-3　建設工学の専門的な知識を、建設分野の基本的問題の解決に応用す
ることができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を十分に理解し、技術者とし
ての責任感と倫理観を持つ。
C-2　人文・社会科学関連科目、建設工学を支える基礎科目と専門科目の
知識を活用して、社会の要求に対する実現可能な解を見出すことのでき
るデザイン能力を持つ。
C-3　社会の変化、要求に柔軟に対応する自立した技術者として常に成長
できるよう、自主的かつ継続的に学習を続ける習慣を持つ。
C-4　環境保全、経済合理性、自然との調和が課題となる九州の地域特性
などの種々の制約条件の下で、自立した一人の技術者、チーム力を有す
る技術者、さらには建設プロジェクトのリーダーとして、仕事をやり遂
げる姿勢を持つ。
C-5　社会・経済の環境変化に注意を払い、自らの仕事を客観的に評価
し、必要に応じて柔軟に軌道修正できる PDCA サイクルを実践する姿勢
を持つ。
C-6　地球規模で幅広く考え、自然との調和が課題となる九州という地域
に根ざしてグローカルに物事を考える姿勢を持つ。



2019-701000T129-02化学実験「TE・TC・TA」

倉岡　功、塩井　成留実、吉田　亨次、安東　勢津子、弟子丸　正伸、水城　恵美子

◎建築:A-1

1.機械製作における加工法の種類を理解する。

2.金属の溶解と凝固について理解する。

3.応力・ひずみ曲線、降伏条件、変形抵抗などの塑性変形に関する基礎事項を
理解する。

4.塑性変形させた材料の組織や性質、冷間加工や熱間加工について理解する。

5.鋳型に溶融した金属を流し込み、製品を作る方法（鋳造）を理解する。

6.鋳鉄の種類と性質を理解する。

7.各種塑性加工（鍛造加工、圧延加工、引抜き加工、押出し加工、転造加工、
せん断加工、曲げ加工、絞り加工）の原理と作業について理解する。

8.溶接の特質や溶接継手の基本形式を理解する。

9.アーク溶接、ガス溶接、特殊溶接、圧接、抵抗溶接、ろう付けの原理と作業
について理解する。

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。


