
2019-701000T129-01化学実験「TM」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：実験　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・４時限～５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

栗崎　敏、真田　雄介、山田　勇治、安東　勢津子、田中　英彦、弟子丸　正伸

◎－－－　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。(知識・理解)

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。(知識・理解)

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。(知識・理解)

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。(知識・理解)

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。(知
識・理解)

アセトアニリドを合成し、分離・精製することができる。(知識・理解)

◎－－－　 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 　－－－◎

実験時には白衣を着用し、名札（説明会で指示する）をつけること。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
説明を受けず、実験内容の理解が不十分な場合には危険防止のため、実験をさせ
ないことがある）。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する。

◎－－－　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）。



2019-701000T129-01化学実験「TM」

栗崎　敏、真田　雄介、山田　勇治、安東　勢津子、田中　英彦、弟子丸　正伸

◎機械:A-1,A-3

1.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。　(A-1)

2.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。　(A-3)

3.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。　(A-3)

4.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。　(A-3)

5.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。　
(A-3)

6.アセトアニリドを合成し、分離・精製することができる。　(A-1)

◎　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。



2019-701000T115-01化学Ａ「TM」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　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　　

井上　亨

◎－－－　概要　－－－◎

　私たちのまわりに存在する物質はアボガドロ数個という莫大な数の分子や原
子が集まったものです。化学は，自然科学の中でも物質の変化を取り扱う分野
です。化学の対象となる物質の変化には，物質そのものの変化（ある分子が別
の分子に変わる化学変化）や物質の状態変化（分子・原子の集合状態の変化）
などがあります。将来さまざまな材料を取り扱うことになる機械工学科の皆さ
んにとっても化学の知識は役に立つものですし，また，必要なものでもありま
す。
　「化学A」で学ぶ内容は大きく分けて２つあります。ひとつは，原子の構造
と化学結合に関することがらです。そこでは原子軌道の概念を学び，原子の電
子配置に基づいて元素の周期表を理解し，また，化学結合ができる仕組みを理
解します。２つ目は，多数の分子・原子が集団となったときに現れる性質に関
することがらです。そこでは，まず気体を取り上げ，気体を多数の分子の集団
と考えると気体の性質（温度・圧力・体積の間の関係）が導かれてくることを
理解し，次いで温度や圧力が変わることで生じる物質の状態変化について学び
ます。いくつかの成分が均一に混ざりあった液体を溶液といいますが，溶液の
沸点上昇や凝固点降下，浸透圧などの物理化学的な性質についても学んでいき
ます。
　この授業では教科書を補足する意味で必要に応じてプリントを配布して説明
を加えます。また，ほぼ毎回，授業の終わりに5～10分程度の時間をとって，そ
の日の講義内容に関連した小テストを行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

原子軌道のイメージをしっかり把握し、説明できる(知識・理解)

原子の基底状態の電子配置に基づいて元素の周期表を説明できる(知識・理解)

化学結合ができる仕組みを理解できる(知識・理解)

気体分子運動論により理想気体の状態式が導かれる過程を理解できる(知識・理
解)

純物質の状態図とそれが表す意味を理解し、説明できる(知識・理解)

Clapeyron-Clausiusの式を用いて任意の圧力のときの沸点，または，任意の温度
のときの蒸気圧を求めることができる(知識・理解)

溶液の蒸気圧降下・沸点上昇・凝固点降下・浸透圧について理解し，それらを
用いて溶質の分子量を求めることができる(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

講義を聞くだけでは，その時はわかったような気がしても理解や知識は定着し
ません。復習が必要です。教科書や配布資料（プリント）で，その時間の講義
内容に相当する箇所を読み返して下さい。理解できるまで何度も読み返すこと
を勧めます。この復習には６０分程度の時間があればいいと思います。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

大事なことは講義を聞き，かつ，自学して「化学A」の内容を理解し修得する
ことです。修得の程度は定期試験のでき具合に反映されます。したがって，原
則として定期試験の結果で成績を評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

井上・川田・栗原・小寺・塩路・脇田共著「新版・大学の化学への招待」（三
共出版：ISBN978-4-7827-0686-2）（これは後期の「化学B」でも引き続き使用
する）

◎－－－　参考書　－－－◎

この授業で取り上げたのはすべて「物理化学」という分野の内容です。物理化
学と名のついた教科書・参考書は非常にたくさんあり，その多くは図書館に収
められています。それで，図書館でそのいくつかを手に取ってみて自分に合っ
たものを探してみてください。参考になり，学習に役立つはずです。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

この講義は毎回が“読み切り”の話ではなく“続きもの”です。つまり，前回
までのあらすじがわかっていないと，その時間の内容が理解できません。それ
で，講義は休まずに毎回受けるようにしてください。ときどき補足資料のプリ
ントを配布しますが，欠席していたらその時間のプリントを手に入れることが
できません。その意味でも講義は欠席しないように心掛けてください。また，
講義は遅刻しないように最初から受けてください。始めの部分を聞いていな
かったら途中から話を聞いても？？？です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　原子の構造（その１）
　原子を構成する粒子；原子の種類と原子量；モルの概念
2　原子の構造（その２）
　原子スペクトルと水素原子模型
3　原子の構造（その３）
　波動関数と電子の状態（原子軌道）
4　電子配置と元素の周期律
5　イオン化エネルギーと電子親和力
6　化学結合
　イオン結合；共有結合；金属結合
7　分子の構造
　炭素化合物の立体構造
8　気体の性質（その１）
　理想気体の状態式
9　気体の性質（その２）
　気体分子運動論
10　気体の性質（その３）
　実在気体の状態式
11　物質の状態（その１）
　物質の三態；状態の移り変わり―相転移
12　物質の状態（その２）
　純物質の相平衡と状態図；Clapeyron-Clausiusの式
13　溶液の性質（その１）
　二成分系の液相－気相平衡；Raoultの法則と理想溶液
14　溶液の性質（その２）
　蒸気圧降下；沸点上昇；凝固点降下
15　溶液の性質（その３）
　浸透圧；溶液の束一的性質



2019-701000T115-01化学Ａ「TM」

井上　亨

◎機械:A-1,A-3

1.原子軌道のイメージをしっかり把握し、説明できる　(A-3)

2.原子の基底状態の電子配置に基づいて元素の周期表を説明できる　(A-3)

3.化学結合ができる仕組みを理解できる　(A-3)

4.気体分子運動論により理想気体の状態式が導かれる過程を理解できる　(A-1)

5.純物質の状態図とそれが表す意味を理解し、説明できる　(A-1)

6.Clapeyron-Clausiusの式を用いて任意の圧力のときの沸点，または，任意の温
度のときの蒸気圧を求めることができる　(A-1)

7.溶液の蒸気圧降下・沸点上昇・凝固点降下・浸透圧について理解し，それら
を用いて溶質の分子量を求めることができる　(A-1)

◎　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。



2019-701000T117-01化学Ｂ「TM」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　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　　

井上　亨

◎－－－　概要　－－－◎

　私たちのまわりに存在する物質はアボガドロ数個という莫大な数の分子や
原子が集まったものです。化学は，自然科学の中でも物質の変化を取り扱う
分野です。化学の対象となる物質の変化には，物質そのものの変化（ある分
子が別の分子に変わる化学変化）や物質の状態変化（分子・原子の集合状態
の変化）などがあります。将来さまざまな材料を取り扱うことになる機械工
学科の皆さんにとっても化学の知識は役に立つものですし，また，必要なも
のでもあります。
　　「化学Ａ」では物質の変化のうち“状態変化”について学びました。
「化学B」では“化学変化（化学反応）”に関連した化学平衡や弱酸の電離
平衡を取りあげますが，これらの現象の理解の基礎となるのは熱力学の法則
です。そこで，まず，化学への応用を頭において熱力学を概観します。その
後，化学平衡の問題，次いで，酸と塩基の水溶液について学んでいきます。
　この授業では，教科書を補足するために必要に応じてプリントを配布して
説明を加えます。また，説明を分かりやすくするために板書も多用しますの
でノートをとるように心がけて下さい。また，ほぼ毎回，授業の終わりに5
～10分程度の時間をとって，その日の講義内容に関連した小テストを行いま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

熱力学の法則を理解し，気体の膨張による仕事や温度変化に伴う内部エネル
ギー変化，エンタルピー変化，エントロピー変化を求めることができる(知
識・理解)

Hessの法則を用いて反応熱を計算で求めることができる(知識・理解)

変化の方向と自由エネルギーの関係を理解し、説明できる(知識・理解)

化学平衡と質量作用の法則を理解し，平衡定数を用いて平衡濃度を計算する
ことができる(知識・理解)

LeChatelierの原理から平衡移動を説明できる(知識・理解)

酸・塩基の概念を理解し，弱酸・弱塩基の電離平衡から弱酸・弱塩基の水溶
液のpHを計算で求めることができる(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

講義を聞くだけでは，その時はわかったような気がしても理解や知識は定着
しません。復習が必要です。教科書や配布資料・ノートで，その時間の講義
内容に相当する箇所を読み返して下さい。理解できるまで何度も読み返すこ
とを勧めます。この復習には６０分程度の時間があればいいと思います。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

大事なことは講義を聞き，かつ，自学して「化学B」の内容を理解し修得す
ることです。修得の程度は定期試験のでき具合に反映されます。したがっ
て，原則として定期試験の結果で成績を評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

井上・川田・栗原・小寺・塩路・脇田共著「新版・大学の化学への招待」
（三共出版：ISBN978-4-7827-0686-2）

◎－－－　参考書　－－－◎

　この授業で取り上げる内容の多くは，「物理化学」と名のついた教科書・
参考書に載っています。これらの参考書は非常にたくさんあり，その多くは
図書館に収められています。それで，図書館でそれらのいくつかを手に取っ
てみて自分に合ったものを探してみてください。参考になり，学習に役立つ
はずです。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　この講義は毎回が“読み切り”の話ではなく“続きもの”です。つまり，
前回までのあらすじがわかっていないと，その時間の内容が理解できませ
ん。それで，講義は休まずに毎回受けるようにしてください。また，講義は
遅刻しないように最初から受けてください。始めの部分を聞いていなかった
ら途中から話を聞いても？？？です。なお，「化学B」の学習のためには
「化学A」を履修しておくことが望まれます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　熱力学第一法則と熱化学（その１）
　熱力学第一法則；体積変化に伴う仕事
2　熱力学第一法則と熱化学（その２）
　熱と熱容量；エンタルピー
3　熱力学第一法則と熱化学（その３）
　断熱体積変化；Poissonの式
4　熱力学第一法則と熱化学（その４）
　反応熱と熱化学方程式；Hessの法則
5　熱力学第二法則（その１）
　熱力学第二法則とエントロピー；エントロピー変化の計
算例
6　熱力学第二法則（その２）
　分子の集まり方の秩序性とエントロピー
7　熱力学第二法則（その３）
　変化の方向と自由エネルギー
8　化学平衡（その１）
　可逆反応と化学平衡；質量作用の法則と平衡定数
9　化学平衡（その２）
　平衡定数の応用（液相化学平衡）
10　化学平衡（その３）
　平衡定数の応用（気相化学平衡）
11　化学平衡（その４）
　化学平衡に対する外的条件の影響―LeChatelierの原理
12　酸と塩基の水溶液（その１）
　酸と塩基；水の電離平衡とイオン積
13　酸と塩基の水溶液（その２）
酸・塩基の強弱；水溶液のpH；強酸・強塩基の濃度とpH
14　酸と塩基の水溶液（その３）
　弱酸・弱塩基の電離平衡；弱酸・弱塩基の濃度とpH
15　酸と塩基の水溶液（その４）
　塩の加水分解；塩の水溶液のpH；緩衝溶液



2019-701000T117-01化学Ｂ「TM」

井上　亨

◎機械:A-1,A-3

1.熱力学の法則を理解し，気体の膨張による仕事や温度変化に伴う内部エネル
ギー変化，エンタルピー変化，エントロピー変化を求めることができる　(A-3)

2.Hessの法則を用いて反応熱を計算で求めることができる　(A-1)

3.変化の方向と自由エネルギーの関係を理解し、説明できる　(A-3)

4.化学平衡と質量作用の法則を理解し，平衡定数を用いて平衡濃度を計算する
ことができる　(A-1)

5.LeChatelierの原理から平衡移動を説明できる　(A-3)

6.酸・塩基の概念を理解し，弱酸・弱塩基の電離平衡から弱酸・弱塩基の水溶
液のpHを計算で求めることができる　(A-1)

◎　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。



2019-7010001001-01機械工学基礎演習「（再）【18台以前】」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

森山　茂章、林　長軍

◎－－－　概要　－－－◎

機械工学は物理学を基礎としており、高校で学んだ力と運動、
エネルギーと仕事などの理解は非常に重要である。またこれら
の概念は、数式を使って表現されており、数学を自由に取り扱
えることが重要である。機械工学の専門科目を学ぶためには、
高校の数学と物理を理解しておく必要があるので、これらの科
目の理解度を確認するとともに、機械工学とのつながりを学
ぶ。高校の数学および物理を復習するとともに、試験範囲の問
題を事前に解いておかなければならない。

◎－－－　到達目標　－－－◎

機械工学に興味を持つ。(知識・理解)

三角関数や対数関数、方程式などの取り扱いを学ぶ。 (知識・
理解)

微分・積分の概念を理解するとともに、実際の問題に応用す
る。(知識・理解)

ベクトル、行列、複素数の取り扱いを理解する。 (知識・理解)

運動方程式を理解する。 (知識・理解)

運動量とエネルギーの概念を理解する。(知識・理解)

社会における機械工学の役割と意義を理解するとともに，技術
が社会に与える影響を知る。(知識・理解)

物理学や数学と機械工学の関係を理解する。 (知識・理解)

わかりやすいレポートなどを作成するために、図や表の書き方
を知り論理的な記述法を学ぶ。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

この科目は主に高校の数学と物理の内容である。数学と物理
（特に力学）を十分に復習しておくこと。（90分）
また、試験範囲の問題を事前に解くとともに，解くことができ
なかった問題を事後に再度解くこと。（60分）

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

数学や力学などテキストと同様の問題が解けるかどうかで評価
する。
授業中に行う試験の総合点で評価する。定期試験は課さない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

高校の数学と物理の教科書

◎－－－　履修上・受講上の留意点　－－－◎

関数電卓を使用する。売店で購入できるので、用意しておくこ
と。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　機械工学入門　　　　　　　　　森山
２　機械工学入門　　　　　　　　　林
３　力学の基礎　　　　　　　　　　林
４　力学の基礎　　　　　　　　　　林
５　力学の基礎　　　　　　　　　　林
６　ベクトル・行列・複素数　　　　林
７　ベクトル・行列・複素数　　　　林
８　ベクトル・行列・複素数　　　　林
９　教科書全ての内容（４章）　　　森山
10　教科書全ての内容（１，４章）　森山
11　教科書全ての内容（２，４章）　森山
12　教科書全ての内容（３，４章）　森山
13　教科書全ての内容（１～４章）　森山
14　教科書全ての内容（１～４章）　森山
15　教科書全ての内容（１～４章）　森山
（）内は試験範囲を示す。



2019-7010001001-01機械工学基礎演習「（再）【18台以前】」

森山　茂章、林　長軍

◎機械:A-1,A-2,A-3,B-3

1.機械工学に興味を持つ。　(A-1)

2.三角関数や対数関数、方程式などの取り扱いを学ぶ。 　(A-1)

3.微分・積分の概念を理解するとともに、実際の問題に応用する。　(A-1)

4.ベクトル、行列、複素数の取り扱いを理解する。 　(A-1)

5.運動方程式を理解する。 　(A-1)

6.運動量とエネルギーの概念を理解する。　(A-1)

7.社会における機械工学の役割と意義を理解するとともに，技術が社会に与え
る影響を知る。　(A-2)

8.物理学や数学と機械工学の関係を理解する。 　(A-3)

9.わかりやすいレポートなどを作成するために、図や表の書き方を知り論理的
な記述法を学ぶ。　(B-3)

◎　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。



2019-7010000087-01機械工作法

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　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　　

山辺　純一郎

◎－－－　概要　－－－◎

機械製作において、実際に機械材料を加工し、機械部品を作り、
組立てて機械を作り上げる。この実際に機械を作る方法を学ぶの
が機械工作法である。機械工作法は大きく分けて鋳造、塑性加
工、溶接などの切りくずを出さない工作法と、主に工作機械を用
いて切りくずを出す機械加工法に分類される。本講義では、機械
製作の概要から始めて、機械材料や塑性変形について学ぶ。そし
て、主に切りくずを出さない鋳造、塑性加工および溶接について
学ぶ。企業において鋳造や塑性加工の研究開発に携わってきた実
務経験を活かし、実例を紹介しながら講義を進め、機械工作法の
理解が深まるように努める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

機械製作における加工法の種類を理解する。(知識・理解)

金属の溶解と凝固について理解する。(知識・理解)

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。(知識・理解)

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。(知識・理解)

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。(知識・理解)

鋳鉄の種類と性質を理解する。(知識・理解)

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。(技能)

溶接の特質や溶接継手の基本形式を理解する。(知識・理解)

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。(技能)

◎－－－　履修の条件　－－－◎

本科目は、選択科目である。履修の条件は特にない。

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

原則として、期末試験を7割、レポートと出席状況を3割で評価を
行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

朝倉健二・橋本文雄著、「機械工作法I　改訂版」、共立出版、
2016年（改訂版29刷）、（3200円+税）、ISBN978-4-320-08105-6

◎－－－　参考書　－－－◎

１）尾崎龍夫他3名著、「機械製作法I」、朝倉書店
２）千々岩健児著、「機械製作法（1）」、コロナ社
３）福井伸二他3名著、「機械工作法入門」、オーム社
４）和栗　明他10名著、「機械工作法」、養賢堂
５）萱場孝雄・加藤康司著、「機械工作概論」、理工学社
６）平井三友他2名著、「機械工作法（増補）」、コロナ社
７）益田森治・室田忠雄著、「改訂工業塑性力学」、養賢堂

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　機械工作法の種類、機械製作の概要
２　　機械材料
３　　金属の溶解と凝固
４　　塑性変形
５　　鋳造：模型・鋳型の製作、溶解
６　　鋳造：鋳込みと後処理、特殊鋳造
７　　鋳造：鋳物と鋳鋼
８　　塑性加工：概要
９　　塑性加工：鍛造加工
１０　塑性加工：圧延加工
１１　塑性加工：引抜き加工、押出し加工
１２　塑性加工：転造加工、せん断加工
１３　塑性加工：曲げ・絞り加工、その他の加工
１４　溶接：概要、アーク溶接
１５　溶接：抵抗・ガス溶接、圧接など

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

次回の授業範囲を予習し、自分が理解できない箇所をはっ
きりさせておくこと。特に、授業中に行う演習の内容をよ
く復習しておくこと。



2019-7010000087-01機械工作法

山辺　純一郎

◎機械:A-1,B-1,B-2

1.機械製作における加工法の種類を理解する。　(A-1)

2.金属の溶解と凝固について理解する。　(A-1)

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。　(A-1)

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。
　(A-1)

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。　
(A-1)

6.鋳鉄の種類と性質を理解する。　(A-1)

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。　(B-1)

8.溶接の特質や溶接継手の基本形式を理解する。　(A-1)

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。　(B-2)

◎　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。



2019-7010000171-01機構学

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　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　　

森山　茂章

◎－－－　概要　－－－◎

機械に所要の運動を行わせるためには、機械の各部分をどのよ
うな形状にし、それをどのように組み合わせたらよいかを考え
なければならない。機構学では、様々な運動を行う機構の変
位、速度、加速度を求める。また、てこクランク機構やピスト
ンクランク機構などのリンク機構や歯車、転がり接触やベルト
による動力伝達の機構を知る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

平面および立体機構の変位、速度、加速度を求めることができ
る。 (知識・理解)

様々なリンク機構の構造を理解する。(知識・理解)

転がり接触について理解し、摩擦伝動による動力伝達機構の基
本設計が行える。(技能)

滑り接触について知り、歯車の基礎を理解する。(技能)

様々な歯車の形状を知り、インボリュート平歯車について理解
する。(技能)

ベルトによる動力伝達の基礎を理解する。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

事前に教科書を読み、微分・積分やベクトルの取扱いを復習し
ておくこと。（90分）
事後には授業で行った演習を再度解くとともに、教科書の例題
などで復習しておくこと。（60分）

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

機構の変位、速度、加速度およびリンク機構や転がり接触や滑
り接触、ベルトなどの動力伝達に関する授業中に行う問題と同
様の問題が解けるかで評価する。
定期試験により評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

安田仁彦著　機械系大学講義シリーズ12「改訂機構学」コロナ
社（2,800円＋税、ISBN978-4-339-04069-2、2007年改訂版３刷
発行）

◎－－－　履修上・受講上の留意点　－－－◎

関数電卓を用意しておくこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　機械と機構学
２　自由度
３　簡単な機構
４　平面機構の変位
５　平面機構の速度
６　平面機構の加速度
７　立体機構の解析
８　リンク機構（てこクランク機構）
９　リンク機構（ピストンクランク機構）
10　転がり接触による伝動機構
11　滑り接触
12　歯車概説
13　平歯車の理論
14　歯車装置
15　巻掛け伝動装置



2019-7010000171-01機構学

森山　茂章

◎機械:A-1,B-1,B-2

1.平面および立体機構の変位、速度、加速度を求めることができる。 　(A-1)

2.様々なリンク機構の構造を理解する。　(A-1)

3.転がり接触について理解し、摩擦伝動による動力伝達機構の基本設計が行え
る。　(B-1)

4.滑り接触について知り、歯車の基礎を理解する。　(B-1)

5.様々な歯車の形状を知り、インボリュート平歯車について理解する。　(B-2)

6.ベルトによる動力伝達の基礎を理解する。　(B-2)

◎　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。



2019-7010002194-01技術者リテラシーⅠ

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

安東　洋一、稲毛　真一、遠藤　正浩、高尾　幸来、森山　茂章、林　長軍

◎－－－　概要 　－－－◎

　機械工学を学ぶための基礎的事項を理解し、機械技術者に必
要な知識やスキルを習得する。また、技術者としての社会的責
任を認識するとともに、職業観を身につける。
　機械工学を学んでいくためには教室で講義を受けるだけでは
なく、福岡大学の教育施設を積極的に利用する必要がある。そ
のために様々な施設の利用方法を身につける。また、読みやす
いレポートを作成する能力は技術者として必須である。そのた
めに必要となる関数電卓の使用法，グラフの描き方を学ぶ。実
務経験を活かし、実際に携わった事例等を参考に、技術者が安
全な機械をつくるという視点から技術者の倫理・社会的責任を
認識するとともに、将来のキャリアデザインについて学ぶ。
　高校で学んだ数学・物理は工学を学ぶ為の基礎であることを
演習を通し理解する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

機械工学ではどのようなことが学べるのかを理解する。 (知
識・理解)

報告書を作成する能力を養う。 (知識・理解)

技術者としての社会的責任を認識するとともに、職業観を身に
つける。 (知識・理解)

工学の基礎は数学・物理からなることを理解する。(知識・理
解)

◎－－－　 評価基準および方法 　－－－◎

授業中の課題および小テスト、授業後のレポートで評価する。
定期試験は行わない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用しない。
資料は授業中に配布する

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業中の課題を確実に完成させ、課せられたレポートなどの宿
題を必ず提出しなければならない。
関数電卓・雲形定規を使用する。売店で推奨品を購入できるの
で、用意しておくこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　福岡大学で学ぶ 　　　　　　高尾
2　機械工学を学ぶ　 　　　　　高尾
3　機械工学の基本 　　　　　　高尾
4　キャリアデザイン1         安東
   ( コンピテンシー診断 9～11回の準備 )
5　関数電卓の使い方　　　　　　 安東
6　データ処理　　　　　　　　　 安東
7　グラフ描画　　　　　　　　　 安東
8　技術者倫理 　　　　　　　　  稲毛、遠藤
9　キャリアデザイン2　　　　　　稲毛、遠藤
10 キャリアデザイン3　　　　　　稲毛、遠藤
11 キャリアデザイン4　         稲毛、遠藤
　 ( コンピテンシー診断サポート講座 )　　　
12　数学・物理 工学への応用1　　森山、林
13　数学・物理 工学への応用2　　森山、林
14　数学・物理 工学への応用3　　森山、林
15　数学・物理 工学への応用4　　森山、林

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

履修上の留意点を参照すること。



2019-7010002194-01技術者リテラシーⅠ

安東　洋一、稲毛　真一、遠藤　正浩、高尾　幸来、森山　茂章、林　長軍

◎機械:A-1,A-2,A-3

1.機械工学ではどのようなことが学べるのかを理解する。 　(A-3)

2.報告書を作成する能力を養う。 　(A-1)

3.技術者としての社会的責任を認識するとともに、職業観を身につける。 　
(A-2)

4.工学の基礎は数学・物理からなることを理解する。　(A-3)

◎　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。



2019-7010002194-02技術者リテラシーⅠ「（再）」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

林　長軍

◎－－－　概要　－－－◎

機械工学は物理学を基礎としており、高校で学んだ力と運動、
エネルギーと仕事などの理解は非常に重要である。またこれら
の概念は、数式を使って表現されており、数学を自由に取り扱
えることが重要である。機械工学の専門科目を学ぶためには、
高校の数学と物理を理解しておく必要があるので、これらの科
目の理解度を確認するとともに、機械工学とのつながりを学
ぶ。特に微分・積分の基礎を重点的に学習する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

高校の数学および物理学を十分に理解することを目標とする。
また、具体的な内容を以下に示す。
 
(1)三角関数・対数関数…三角関数や対数関数、方程式などの取
り扱いを学ぶ。
(知識・理解)

 (2)微分・積分…微分・積分の概念を理解するとともに、実際
の問題に応用する。
(知識・理解)

(3)力学…運動方程式を理解する。
(知識・理解)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

授業中に行う小テスト約５割、授業中の中間試験約５割で評価
する。定期試験は課さない。

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

前期の再履修科目であるので、前期の内容を十分に復習してお
かなければならない。事後には授業中の問題を再度解くととも
に、課された宿題を確実に行わなければならない。

◎－－－　テキストおよび参考書　－－－◎

テキスト：前期「機械工学基礎演習」のテキスト
参考書：高校の数学と物理の教科書

◎－－－　履修上の注意　－－－◎

本科目は前期「技術者リテラシーⅠ」の再履修科目である。技
術者リテラシーⅠは必修科目なので、必ず単位を修得するこ
と。この科目の一部は高校の数学と物理の内容である。これら
の内容を十分に復習しておくこと。自主的に勉強しなければな
らない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　三角関数，対数関数
２　三角関数，対数関数
３　微分
４　微分
５　微分の応用
６　微分の応用
７　積分
８　積分
９　積分
10　積分の応用
11　積分の応用
12　中間試験
13　力学の基礎
14　運動方程式
15　まとめ



2019-7010002194-02技術者リテラシーⅠ「（再）」

林　長軍

◎機械:A-1,A-2,A-3

1.高校の数学および物理学を十分に理解することを目標とする。また、具体的
な内容を以下に示す。
 
(1)三角関数・対数関数…三角関数や対数関数、方程式などの取り扱いを学ぶ。
　(A-1)

2. (2)微分・積分…微分・積分の概念を理解するとともに、実際の問題に応用す
る。
　(A-2)

3.(3)力学…運動方程式を理解する。
　(A-3)

◎　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。



2019-701000T105-01行列と行列式Ⅰ「TM-a」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　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　　

田中　尚人

◎－－－　概要　－－－◎

高等学校では、２次及び３次のベクトルを扱い、それらが平
面・空間図形と密接に関係していることを学んだ。 この授業で
は、より一般のベクトル・行列について体系的に学ぶことを目
標としている。
２次・３次の行列を中心に、演算（和・差・積）の性質、行列
を用いた一般の連立１次方程式の解法、行列式の定義と計算方
法を学ぶ。
学習の要点を述べる。行列を用いて連立１次方程式を表現する
ことにより、行列の基本変形を用いた連立１次方程式の解法に
ついて学ぶ。連立１次方程式の解が１組だけの場合、無数にあ
る場合、存在しない場合を統一的に調べる。さらに、行列の階
数を用いて解の形が明確に記述できることを理解する。最後に
行列式の基本性質を学び、行列式が逆行列の存在や連立１次方
程式の解法と密接に関係していることを理解する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。(知識・理
解)

行列を用いて連立１次方程式が解け、行列式の計算ができる。
(知識・理解)

◎－－－　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、教
科書の次回の授業範囲を読んでおくこと（60分）

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

行列の計算ができること、連立１次方程式が解けること，行列
式の計算ができることを評価の基準とする。
定期試験100％として評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

秋山献之・他著「初めて学ぶ人のための 行列と行列式」（培風
館）
ISBN 978-4-563-00490-3 C3041, 2000円＋税，2014年発行

◎－－－　参考書　－－－◎

特にここではあげないが、必要と思うものは担当者にたずねて
みること。
また、必要に応じて各担当者が独自のプリントなどを用意して
テキストの補足を行うこともある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　イントロダクション
　２　行列の定義と計算
　３　正則行列と逆行列
　４　行列の分割
　５　点の移動と２次の行列の性質
　６　n元連立１次方程式と行列
　７　掃き出し法
　８　逆行列
　９　階数と連立１次方程式
１０　斉次方程式と基本解
１１　２次と３次の行列式の性質
１２　３次の行列式の計算
１３　行列の正則判定と逆行列　
１４　クラメルの公式　
１５　まとめ



2019-701000T105-01行列と行列式Ⅰ「TM-a」

田中　尚人

◎機械:A-1,A-3

1.行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。　(A-1)

2.行列を用いて連立１次方程式が解け、行列式の計算ができる。　(A-3)

◎　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。



2019-701000T105-02行列と行列式Ⅰ「TM-b」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　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　　

秋山　獻之

◎－－－　概要　－－－◎

高等学校では、２次及び３次のベクトルを扱い、それらが平
面・空間図形と密接に関係していることを学んだ。 この授業で
は、より一般のベクトル・行列について体系的に学ぶことを目
標としている。
２次・３次の行列を中心に、演算（和・差・積）の性質、行列
を用いた一般の連立１次方程式の解法、行列式の定義と計算方
法を学ぶ。
学習の要点を述べる。行列を用いて連立１次方程式を表現する
ことにより、行列の基本変形を用いた連立１次方程式の解法に
ついて学ぶ。連立１次方程式の解が１組だけの場合、無数にあ
る場合、存在しない場合を統一的に調べる。さらに、行列の階
数を用いて解の形が明確に記述できることを理解する。最後に
行列式の基本性質を学び、行列式が逆行列の存在や連立１次方
程式の解法と密接に関係していることを理解する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。(知識・理
解)

行列を用いて連立１次方程式が解け、行列式の計算ができる。
(知識・理解)

◎－－－　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、教
科書の次回の授業範囲を読んでおくこと（60分）

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

行列の計算ができること、連立１次方程式が解けること，行列
式の計算ができることを評価の基準とする。
定期試験100％として評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

秋山献之・他著「初めて学ぶ人のための 行列と行列式」（培風
館）
ISBN 978-4-563-00490-3 C3041, 2000円＋税，2014年発行

◎－－－　参考書　－－－◎

特にここではあげないが、必要と思うものは担当者にたずねて
みること。
また、必要に応じて各担当者が独自のプリントなどを用意して
テキストの補足を行うこともある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　イントロダクション
　２　行列の定義と計算
　３　正則行列と逆行列
　４　行列の分割
　５　点の移動と２次の行列の性質
　６　n元連立１次方程式と行列
　７　掃き出し法
　８　逆行列
　９　階数と連立１次方程式
１０　斉次方程式と基本解
１１　２次と３次の行列式の性質
１２　３次の行列式の計算
１３　行列の正則判定と逆行列　
１４　クラメルの公式　
１５　まとめ



2019-701000T105-02行列と行列式Ⅰ「TM-b」

秋山　獻之

◎機械:A-1,A-3

1.行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。　(A-1)

2.行列を用いて連立１次方程式が解け、行列式の計算ができる。　(A-3)

◎　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。



2019-701000T105-13行列と行列式Ⅰ「（再）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・５時限　　試験時間割：後日発表　　

小田　信行

◎－－－　概要　－－－◎

高等学校では、２次及び３次のベクトルを扱い、それらが平面・空
間図形と密接に関係していることを学んだ。 この授業では、より一
般のベクトル・行列について体系的に学ぶことを目標としている。
２次・３次の行列を中心に、演算（和・差・積）の性質、行列を用
いた一般の連立１次方程式の解法、行列式の定義と計算方法を学
ぶ。
学習の要点を述べる。行列を用いて連立１次方程式を表現すること
により、行列の基本変形を用いた連立１次方程式の解法について学
ぶ。連立１次方程式の解が１組だけの場合、無数にある場合、存在
しない場合を統一的に調べる。さらに、行列の階数を用いて解の形
が明確に記述できることを理解する。最後に行列式の基本性質を学
び、行列式が逆行列の存在や連立１次方程式の解法と密接に関係し
ていることを理解する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(TM)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。 (知識・理
解)

(TM)行列を用いて連立1次方程式が解け、行列式の計算ができる。
(知識・理解)

(TE)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。

(TE)行列を用いて連立１次方程式が解け、行列式の計算ができる。

(TL)行列と行列式に関する基礎的な知識を有し、行列を用いて連立
１次方程式が解け、行列式の計算ができる。

(TK)行列と行列式に関する基礎的な知識を有し、行列を用いて連立
１次方程式が解け、行列式の計算ができる。

(TC)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。

(TC)行列を用いて連立１次方程式が解け、行列式の計算ができる

(TA)行列と行列式に関する基礎的な知識を有し、行列を用いて連立
１次方程式が解け、行列式の計算ができる。

◎－－－　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、教科書
の次回の授業範囲を読んでおくこと（60分）

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

行列の計算ができること、連立１次方程式が解けること，行列式の
計算ができることを評価の基準とする。
定期試験100％として評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

秋山献之・他著「初めて学ぶ人のための 行列と行列式」（培風館）
ISBN 978-4-563-00490-3 C3041, 2000円＋税，2014年発行

◎－－－　参考書　－－－◎

特にここではあげないが、必要と思うものは担当者にたずねてみる
こと。
また、必要に応じて各担当者が独自のプリントなどを用意してテキ
ストの補足を行うこともある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　イントロダクション
　２　行列の定義と計算
　３　正則行列と逆行列
　４　行列の分割
　５　点の移動と２次の行列の性質
　６　n元連立１次方程式と行列
　７　掃き出し法
　８　逆行列
　９　階数と連立１次方程式
１０　斉次方程式と基本解
１１　２次と３次の行列式の性質
１２　３次の行列式の計算
１３　行列の正則判定と逆行列　
１４　クラメルの公式　
１５　まとめ



2019-701000T105-13行列と行列式Ⅰ「（再）」

小田　信行

◎機械:A-1,A-3

1.(TM)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。 　(A-1)

2.(TM)行列を用いて連立1次方程式が解け、行列式の計算ができる。　(A-3)

3.(TE)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。

4.(TE)行列を用いて連立１次方程式が解け、行列式の計算ができる。

5.(TL)行列と行列式に関する基礎的な知識を有し、行列を用いて連立１次方程
式が解け、行列式の計算ができる。

6.(TK)行列と行列式に関する基礎的な知識を有し、行列を用いて連立１次方程
式が解け、行列式の計算ができる。

7.(TC)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。

8.(TC)行列を用いて連立１次方程式が解け、行列式の計算ができる

9.(TA)行列と行列式に関する基礎的な知識を有し、行列を用いて連立１次方程
式が解け、行列式の計算ができる。

◎　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,B-1

1.(TM)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。

2.(TM)行列を用いて連立1次方程式が解け、行列式の計算ができる。

3.(TE)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。　(A-1)

4.(TE)行列を用いて連立１次方程式が解け、行列式の計算ができる。　(B-1)

5.(TL)行列と行列式に関する基礎的な知識を有し、行列を用いて連立１次方程
式が解け、行列式の計算ができる。

6.(TK)行列と行列式に関する基礎的な知識を有し、行列を用いて連立１次方程
式が解け、行列式の計算ができる。

7.(TC)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。

8.(TC)行列を用いて連立１次方程式が解け、行列式の計算ができる

9.(TA)行列と行列式に関する基礎的な知識を有し、行列を用いて連立１次方程
式が解け、行列式の計算ができる。

◎　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。



2019-701000T105-13行列と行列式Ⅰ「（再）」

小田　信行

◎電情:A-1

1.(TM)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。

2.(TM)行列を用いて連立1次方程式が解け、行列式の計算ができる。

3.(TE)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。

4.(TE)行列を用いて連立１次方程式が解け、行列式の計算ができる。

5.(TL)行列と行列式に関する基礎的な知識を有し、行列を用いて連立１次方程
式が解け、行列式の計算ができる。　(A-1)

6.(TK)行列と行列式に関する基礎的な知識を有し、行列を用いて連立１次方程
式が解け、行列式の計算ができる。

7.(TC)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。

8.(TC)行列を用いて連立１次方程式が解け、行列式の計算ができる

9.(TA)行列と行列式に関する基礎的な知識を有し、行列を用いて連立１次方程
式が解け、行列式の計算ができる。

◎　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-1

1.(TM)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。

2.(TM)行列を用いて連立1次方程式が解け、行列式の計算ができる。

3.(TE)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。

4.(TE)行列を用いて連立１次方程式が解け、行列式の計算ができる。

5.(TL)行列と行列式に関する基礎的な知識を有し、行列を用いて連立１次方程
式が解け、行列式の計算ができる。

6.(TK)行列と行列式に関する基礎的な知識を有し、行列を用いて連立１次方程
式が解け、行列式の計算ができる。　(A-1)

7.(TC)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。

8.(TC)行列を用いて連立１次方程式が解け、行列式の計算ができる

9.(TA)行列と行列式に関する基礎的な知識を有し、行列を用いて連立１次方程
式が解け、行列式の計算ができる。

◎　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。



2019-701000T105-13行列と行列式Ⅰ「（再）」

小田　信行

◎社デ:A-2,B-1

1.(TM)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。

2.(TM)行列を用いて連立1次方程式が解け、行列式の計算ができる。

3.(TE)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。

4.(TE)行列を用いて連立１次方程式が解け、行列式の計算ができる。

5.(TL)行列と行列式に関する基礎的な知識を有し、行列を用いて連立１次方程
式が解け、行列式の計算ができる。

6.(TK)行列と行列式に関する基礎的な知識を有し、行列を用いて連立１次方程
式が解け、行列式の計算ができる。

7.(TC)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。　(A-2)

8.(TC)行列を用いて連立１次方程式が解け、行列式の計算ができる　(B-1)

9.(TA)行列と行列式に関する基礎的な知識を有し、行列を用いて連立１次方程
式が解け、行列式の計算ができる。

◎　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。

◎建築:A-1

1.(TM)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。

2.(TM)行列を用いて連立1次方程式が解け、行列式の計算ができる。

3.(TE)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。

4.(TE)行列を用いて連立１次方程式が解け、行列式の計算ができる。

5.(TL)行列と行列式に関する基礎的な知識を有し、行列を用いて連立１次方程
式が解け、行列式の計算ができる。

6.(TK)行列と行列式に関する基礎的な知識を有し、行列を用いて連立１次方程
式が解け、行列式の計算ができる。

7.(TC)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。

8.(TC)行列を用いて連立１次方程式が解け、行列式の計算ができる

9.(TA)行列と行列式に関する基礎的な知識を有し、行列を用いて連立１次方程
式が解け、行列式の計算ができる。　(A-1)

◎　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。



2019-701000T107-01行列と行列式Ⅱ「TM-a」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　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　尚人

◎－－－　概要　－－－◎

行列と行列式Ⅰに引き続いて、数ベクトル空間の部分空間の性
質（特に基底・次元など）、行列の固有値と固有ベクトル、行
列の対角化などが主な内容である。
学習の要点を述べる。まず、平面と空間のベクトルの内積につ
いて復習し，新たに空間ベクトルの性質について学ぶ。さら
に、ベクトルの１次独立と１次従属について学び、部分空間の
基底と次元を定義する。このような概念が連立１次方程式の解
空間と深く関係していることを理解する。行列式を用いて定義
される固有方程式を解くことにより行列の固有値が求められ
る。それぞれの固有値に対して、連立１次方程式を解くことに
より固有ベクトルが求められる。このようにして求められた固
有値と固有ベクトルを用いることにより、正方行列を対角化す
る方法を学ぶ。
この授業で学ぶ結果は、多変数の微分積分や微分方程式などを
通して理学や工学等に広く使われる基本的な事項であるので、
しっかりと理解し確実な計算力を身につけて欲しい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有している。
(知識・理解)

行列の固有値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角
化ができる。(知識・理解)

◎－－－　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、教
科書の次回の授業範囲を読んでおくこと（60分）

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

部分空間の基底と次元が決定できること、行列の固有値、固有
ベクトル、固有空間の計算ができること、行列の対角化ができ
ることを評価の基準とする。
定期試験100％として評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

秋山献之・他著「初めて学ぶ人のための 行列と行列式」（培風
館）
ISBN 978-4-563-00490-3 C3041, 2000円＋税，2014年発行

◎－－－　参考書　－－－◎

特にここではあげないが、必要と思うものは担当者にたずねて
みること。
また、必要に応じて各担当者が独自のプリントなどを用意して
テキストの補足を行うこともある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　イントロダクション
　２　ベクトルの性質
　３　ベクトルの一次独立
　４　部分空間
　５　基底と次元
　６　複素数
　７　固有値と固有ベクトル
　８　固有空間とその次元
　９　固有値と固有空間の計算例
１０　行列の対角化
１１　対角化可能性と固有ベクトルの条件
１２　対角化可能の十分条件
１３　対角化の計算例１
１４　対角化の計算例２
１５　まとめ



2019-701000T107-01行列と行列式Ⅱ「TM-a」

田中　尚人

◎機械:A-1,A-3

1.部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有している。　(A-1)

2.行列の固有値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができる。
　(A-3)

◎　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。



2019-701000T107-02行列と行列式Ⅱ「TM-b」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　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　　

秋山　獻之

◎－－－　概要　－－－◎

行列と行列式Ⅰに引き続いて、数ベクトル空間の部分空間の性
質（特に基底・次元など）、行列の固有値と固有ベクトル、行
列の対角化などが主な内容である。
学習の要点を述べる。まず、平面と空間のベクトルの内積につ
いて復習し，新たに空間ベクトルの性質について学ぶ。さら
に、ベクトルの１次独立と１次従属について学び、部分空間の
基底と次元を定義する。このような概念が連立１次方程式の解
空間と深く関係していることを理解する。行列式を用いて定義
される固有方程式を解くことにより行列の固有値が求められ
る。それぞれの固有値に対して、連立１次方程式を解くことに
より固有ベクトルが求められる。このようにして求められた固
有値と固有ベクトルを用いることにより、正方行列を対角化す
る方法を学ぶ。
この授業で学ぶ結果は、多変数の微分積分や微分方程式などを
通して理学や工学等に広く使われる基本的な事項であるので、
しっかりと理解し確実な計算力を身につけて欲しい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有している。
(知識・理解)

行列の固有値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角
化ができる。(知識・理解)

◎－－－　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、教
科書の次回の授業範囲を読んでおくこと（60分）

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

部分空間の基底と次元が決定できること、行列の固有値、固有
ベクトル、固有空間の計算ができること、行列の対角化ができ
ることを評価の基準とする。
定期試験100％として評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

秋山献之・他著「初めて学ぶ人のための 行列と行列式」（培風
館）
ISBN 978-4-563-00490-3 C3041, 2000円＋税，2014年発行

◎－－－　参考書　－－－◎

特にここではあげないが、必要と思うものは担当者にたずねて
みること。
また、必要に応じて各担当者が独自のプリントなどを用意して
テキストの補足を行うこともある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　イントロダクション
　２　ベクトルの性質
　３　ベクトルの一次独立
　４　部分空間
　５　基底と次元
　６　複素数
　７　固有値と固有ベクトル
　８　固有空間とその次元
　９　固有値と固有空間の計算例
１０　行列の対角化
１１　対角化可能性と固有ベクトルの条件
１２　対角化可能の十分条件
１３　対角化の計算例１
１４　対角化の計算例２
１５　まとめ



2019-701000T107-02行列と行列式Ⅱ「TM-b」

秋山　獻之

◎機械:A-1,A-3

1.部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有している。　(A-1)

2.行列の固有値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができる。
　(A-3)

◎　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。



2019-701000T107-14行列と行列式Ⅱ「（再）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・５時限　　試験時間割：後日発表　　

小田　信行

◎－－－　概要　－－－◎

行列と行列式Ⅰに引き続いて、数ベクトル空間の部分空間の性質（特に
基底・次元など）、行列の固有値と固有ベクトル、行列の対角化などが
主な内容である。
学習の要点を述べる。まず、平面と空間のベクトルの内積について復習
し，新たに空間ベクトルの性質について学ぶ。さらに、ベクトルの１次
独立と１次従属について学び、部分空間の基底と次元を定義する。この
ような概念が連立１次方程式の解空間と深く関係していることを理解す
る。行列式を用いて定義される固有方程式を解くことにより行列の固有
値が求められる。それぞれの固有値に対して、連立１次方程式を解くこ
とにより固有ベクトルが求められる。このようにして求められた固有値
と固有ベクトルを用いることにより、正方行列を対角化する方法を学
ぶ。
この授業で学ぶ結果は、多変数の微分積分や微分方程式などを通して理
学や工学等に広く使われる基本的な事項であるので、しっかりと理解し
確実な計算力を身につけて欲しい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(TM)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有している。(知
識・理解)

(TM)行列の固有値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化が
できる。(知識・理解)

(TE)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有している。

(TE)行列の固有値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化が
できる。

(TL)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有し、行列の固有
値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができる。

(TK)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有し、行列の固有
値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができる。

(TC)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有している。

(TC)行列の固有値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化が
できる。

(TA)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有し、行列の固有
値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができる。

◎－－－　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、教科書の次
回の授業範囲を読んでおくこと（60分）

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

部分空間の基底と次元が決定できること、行列の固有値、固有ベクト
ル、固有空間の計算ができること、行列の対角化ができることを評価の
基準とする。
定期試験100％として評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

秋山献之・他著「初めて学ぶ人のための 行列と行列式」（培風館）
ISBN 978-4-563-00490-3 C3041, 2000円＋税，2014年発行

◎－－－　参考書　－－－◎

特にここではあげないが、必要と思うものは担当者にたずねてみるこ
と。
また、必要に応じて各担当者が独自のプリントなどを用意してテキスト
の補足を行うこともある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　イントロダクション
　２　ベクトルの性質
　３　ベクトルの一次独立
　４　部分空間
　５　基底と次元
　６　複素数
　７　固有値と固有ベクトル
　８　固有空間とその次元
　９　固有値と固有空間の計算例
１０　行列の対角化
１１　対角化可能性と固有ベクトルの条件
１２　対角化可能の十分条件
１３　対角化の計算例１
１４　対角化の計算例２
１５　まとめ
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◎機械:A-1,A-3

1.(TM)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有している。　(A-1)

2.(TM)行列の固有値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができ
る。　(A-3)

3.(TE)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有している。

4.(TE)行列の固有値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができ
る。

5.(TL)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有し、行列の固有値、固
有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができる。

6.(TK)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有し、行列の固有値、固
有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができる。

7.(TC)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有している。

8.(TC)行列の固有値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができ
る。

9.(TA)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有し、行列の固有値、固
有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができる。

◎　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,B-1

1.(TM)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有している。

2.(TM)行列の固有値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができ
る。

3.(TE)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有している。　(A-1)

4.(TE)行列の固有値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができ
る。　(B-1)

5.(TL)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有し、行列の固有値、固
有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができる。

6.(TK)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有し、行列の固有値、固
有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができる。

7.(TC)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有している。

8.(TC)行列の固有値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができ
る。

9.(TA)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有し、行列の固有値、固
有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができる。

◎　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。
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◎電情:A-1

1.(TM)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有している。

2.(TM)行列の固有値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができ
る。

3.(TE)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有している。

4.(TE)行列の固有値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができ
る。

5.(TL)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有し、行列の固有値、固
有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができる。　(A-1)

6.(TK)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有し、行列の固有値、固
有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができる。

7.(TC)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有している。

8.(TC)行列の固有値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができ
る。

9.(TA)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有し、行列の固有値、固
有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができる。

◎　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-1

1.(TM)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有している。

2.(TM)行列の固有値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができ
る。

3.(TE)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有している。

4.(TE)行列の固有値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができ
る。

5.(TL)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有し、行列の固有値、固
有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができる。

6.(TK)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有し、行列の固有値、固
有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができる。　(A-1)

7.(TC)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有している。

8.(TC)行列の固有値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができ
る。

9.(TA)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有し、行列の固有値、固
有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができる。

◎　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。
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◎社デ:A-2,B-1

1.(TM)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有している。

2.(TM)行列の固有値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができ
る。

3.(TE)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有している。

4.(TE)行列の固有値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができ
る。

5.(TL)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有し、行列の固有値、固
有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができる。

6.(TK)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有し、行列の固有値、固
有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができる。

7.(TC)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有している。　(A-2)

8.(TC)行列の固有値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができ
る。　(B-1)

9.(TA)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有し、行列の固有値、固
有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができる。

◎　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。

◎建築:A-1

1.(TM)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有している。

2.(TM)行列の固有値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができ
る。

3.(TE)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有している。

4.(TE)行列の固有値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができ
る。

5.(TL)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有し、行列の固有値、固
有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができる。

6.(TK)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有し、行列の固有値、固
有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができる。

7.(TC)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有している。

8.(TC)行列の固有値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができ
る。

9.(TA)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有し、行列の固有値、固
有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができる。　(A-1)

◎　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。



2019-7010000173-01工業力学Ⅰ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　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　　

遠藤　正浩、薦田 亮介

◎－－－　概要　－－－◎

　力学は、力がはたらいている物体の静止または運動を説明し予測する科学
である。その考え方と手法は、将来工学問題を解決するために欠くことので
きないエンジニアとしての必要条件である。本講では、静止物体を取り扱う
「静力学」について学習する。基礎から学び、構造物や機械に関する多くの
実際的問題の解析法を修得する。
　この学問は，後に続く「材料力学」，「固体力学」，「材料試験」，「機
械設計法」，「工業力学（動力学）」などの基礎となるので，不自由なく使
えるようにしっかり学ぶ必要がある．

◎－－－　到達目標　－－－◎

基本概念と原理……ニュートンの法則などの力学の基本概念と原理を理解す
る
(知識・理解)

ベクトルを力学問題解法の道具として使えるようになる
(知識・理解)

力学問題を解く際に大いに役に立つ工学的センスのひとつである自由体の概
念を修得する
(知識・理解)

質点が静止する条件とそれを用いた各種問題の解法を理解する
(知識・理解)

剛体が静止する条件とそれを用いた各種問題の解法を理解する
(知識・理解)

重力など、物体に分布して作用する力の取り扱いを理解する
(知識・理解)

乾燥まさつの法則を理解して、まさつを考慮すべき問題が解けるようになる
(知識・理解)

強度設計で実際に遭遇するフレーム、機械、トラスなどの問題を解決する基
本技術を獲得する(技能)

このあとに続く「材料力学」，「固体力学」，「材料試験」，「機械設計
法」，「工業力学（動力学）」などを理解するための技術力を備える(技能)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　演習と宿題（約40点）と定期試験（約60点）で評価する。講義の進行具合
で余裕があれば中間試験を行い評価材料とする。

◎－－－　テキストと参考書　－－－◎

テキスト:初日にオリジナルのテキストを配布する。
参考書:工学のための力学〈上〉ベアー／ジョンストン共著　ブレイン図書　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　講義はテキストにもとづき進められる。テキストの内容は最初は未完成で
あり，毎回講義に参加しないと完成しないように作られている。また、ほと
んど毎回宿題を課す予定である。講義には電卓を持参すること。
　本講の内容を理解するために特別高度な予備知識は必要ない。問題を解く
にあたっても、代数学、三角法および初等微積分学以上の数学的知識は前
もって必要ない。ただし、理解できたことがすなわち使えるようになったこ
とにはならないことに注意すべきである。理解できたと思ったらただちに問
題を実際自力で解いてみて、一つひとつ確認していくことが大切であり、こ
の認識と行動が力学における工学的センスを習得するための鍵である。した
がって、宿題と演習が繰り返されるのがこの講義の特徴である。演習と宿題
の採点結果は最終的な評価点として加算され，成績評価の重要なポイントと
なる。出席と授業への積極参加，宿題の完全正解，自習が大いに求められる
講義である。不明な点があったらそのままにせず、その都度質問して完全に
分かるようにするなど学習への強い意欲が重要である。
　講義の進行具合で余裕があれば中間試験を行う。

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　宿題を期限までに提出する．テキストの問題を自力で解答する。なお，宿
題解答や予習・復習を助けるために自由参加型の自習時間を設ける予定であ
る。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　序論:力学の基礎概念と原理、単位系
質点の静力学:質点にはたらく力、ベクトルの加法
２　力の直交成分への分解と合成、質点のつりあい、自由
体の概念
３　剛体:　外力と内力，モーメント
４　剛体：　等価な力系
５　剛体のつりあい:つりあいの条件、自由体図
６　２次元のつりあい
７　２力物体と３力物体
８　３次元のつりあい
９　構造物解析:トラスの定義、トラスの問題
10　構造物解析:トラスの定義、トラスの問題
11　フレームと機械の問題
12　フレームと機械の問題
13　分布力（図心と重心）
14　分布力（図心と重心）
15　まさつ



2019-7010000173-01工業力学Ⅰ

遠藤　正浩、薦田 亮介

◎機械:A-1,B-1,B-2

1.基本概念と原理……ニュートンの法則などの力学の基本概念と原理を理解す
る
　(A-1)

2.ベクトルを力学問題解法の道具として使えるようになる
　(A-1)

3.力学問題を解く際に大いに役に立つ工学的センスのひとつである自由体の概
念を修得する
　(A-1)

4.質点が静止する条件とそれを用いた各種問題の解法を理解する
　(A-1)

5.剛体が静止する条件とそれを用いた各種問題の解法を理解する
　(A-1)

6.重力など、物体に分布して作用する力の取り扱いを理解する
　(A-1)

7.乾燥まさつの法則を理解して、まさつを考慮すべき問題が解けるようになる
　(A-1)

8.強度設計で実際に遭遇するフレーム、機械、トラスなどの問題を解決する基
本技術を獲得する　(B-1)

9.このあとに続く「材料力学」，「固体力学」，「材料試験」，「機械設計
法」，「工業力学（動力学）」などを理解するための技術力を備える　(B-2)

◎　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。



2019-7010000046-01情報処理入門「TM-a」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　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　　

安東　洋一

◎－－－　概要　－－－◎

　情報処理入門では、複雑な計算をコンピュータにさせるため
に必要なプログラミング基礎を学習します．プログラミングと
はアルゴリズム（コンピュータにさせる仕事の手順）をプログ
ラム言語（コンピュータが理解する命令に翻訳可能な言語）に
置き換える作業です．したがって、プログラミングには、問題
解決のアルゴリズムを考える力とプログラム言語の文法の理解
が必要になります．アルゴリズムは図化することで問題解決の
道筋が明瞭になるので，図化方法としてPAD(Problem　Analysis
Diagram)を使用します．また，プログラム言語は比較的やさし
い言語であるVisualBasicを使用します．

◎－－－　到達目標　－－－◎

プログラム言語(Visual Basic)を用いて、簡単な問題を解決でき
る。(知識・理解)

問題解決のための図(PAD)を理解できる。(技能)

PADからプログラムを記述できる。(技能)

Windowsのアプリケーションソフトを利用して、グラフを作成
できる。(知識・理解)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　講義に行う演習を１割，提出課題を３割，定期試験を６割を
目安にして総合的に評価する．なお，出席は必須です。

◎－－－　テキストおよび参考書　－－－◎

テキスト:最初の講義において資料を配布する．

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　数列の和，定積分に関する基礎的な知識を有することが望ま
しい．
　n進計算(2進数，8進数，16進数の四則計算)ができる関数電卓
を使用する．推奨品を売店で購入できるので用意しておくこ
と．

◎－－－　授業計画　－－－◎

コンピュータを用いた情報処理
1　コンピュータの仕組みについて
　　情報の記録について
　　文字の表現
2　数値( 整数と実数 )の表現
3　数値( 浮動小数点数 )の表現

Visual Basic.NET(V.B.)を用いたアプリケーション作成実習
4　アプリケーション作成例
5　V.B.による情報の入出力
　　　情報の記憶場所と処理の手順
 　情報の入出力(キーボード)
6　情報の入出力(ファイル)
7　変数と四則演算と数値演算関数
8　逐次処理，処理の繰返し，
　 総和と乗積
9　数値積分

アルゴリズムの図化
10 数値積分のPAD
11 配列変数
12 平均と分散のPAD

Excelによるデータ処理
13 平均と分散
14 データのグラフ化

gnuplotによるデータ処理
15 関数およびデータのグラフ化

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義内容に係る演習を実施します．時間内に解答できな
かった問題は次回講義までに解いておくこと．講義の最初
に演習問題の解説を行います．
　課題実習において，アプリケーション作成課題をテキス
トから10題程度を指定しますので，これらを指定した期日
内に必ず提出すること．



2019-7010000046-01情報処理入門「TM-a」

安東　洋一

◎機械:A-1,B-1,B-2

1.プログラム言語(Visual Basic)を用いて、簡単な問題を解決できる。　(A-1)

2.問題解決のための図(PAD)を理解できる。　(B-1)

3.PADからプログラムを記述できる。　(B-2)

4.Windowsのアプリケーションソフトを利用して、グラフを作成できる。　
(A-1)

◎　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。



2019-7010000046-02情報処理入門「TM-b」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　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　　

安東　洋一

◎－－－　概要　－－－◎

　情報処理入門では、複雑な計算をコンピュータにさせるため
に必要なプログラミング基礎を学習します．プログラミングと
はアルゴリズム（コンピュータにさせる仕事の手順）をプログ
ラム言語（コンピュータが理解する命令に翻訳可能な言語）に
置き換える作業です．したがって、プログラミングには、問題
解決のアルゴリズムを考える力とプログラム言語の文法の理解
が必要になります．アルゴリズムは図化することで問題解決の
道筋が明瞭になるので，図化方法としてPAD(Problem　Analysis
Diagram)を使用します．また，プログラム言語は比較的やさし
い言語であるVisualBasicを使用します．

◎－－－　到達目標　－－－◎

プログラム言語(Visual Basic)を用いて、簡単な問題を解決でき
る。(知識・理解)

問題解決のための図(PAD)を理解できる。(技能)

PADからプログラムを記述できる。(技能)

Windowsのアプリケーションソフトを利用して、グラフを作成
できる。(知識・理解)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　講義に行う演習を１割，提出課題を３割，定期試験を６割を
目安にして総合的に評価する．なお，出席は必須です。

◎－－－　テキストおよび参考書　－－－◎

テキスト:最初の講義において資料を配布する．

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　数列の和，定積分に関する基礎的な知識を有することが望ま
しい．
　n進計算(2進数，8進数，16進数の四則計算)ができる関数電卓
を使用する．推奨品を売店で購入できるので用意しておくこ
と．

◎－－－　授業計画　－－－◎

コンピュータを用いた情報処理
1　コンピュータの仕組みについて
　　情報の記録について
　　文字の表現
2　数値( 整数と実数 )の表現
3　数値( 浮動小数点数 )の表現

Visual Basic.NET(V.B.)を用いたアプリケーション作成実習
4　アプリケーション作成例
5　V.B.による情報の入出力
　　　情報の記憶場所と処理の手順
 　情報の入出力(キーボード)
6　情報の入出力(ファイル)
7　変数と四則演算と数値演算関数
8　逐次処理，処理の繰返し，
　 総和と乗積
9　数値積分

アルゴリズムの図化
10 数値積分のPAD
11 配列変数
12 平均と分散のPAD

Excelによるデータ処理
13 平均と分散
14 データのグラフ化

gnuplotによるデータ処理
15 関数およびデータのグラフ化

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義内容に係る演習を実施します．時間内に解答できな
かった問題は次回講義までに解いておくこと．講義の最初
に演習問題の解説を行います．
　課題実習において，アプリケーション作成課題をテキス
トから10題程度を指定しますので，これらを指定した期日
内に必ず提出すること．



2019-7010000046-02情報処理入門「TM-b」

安東　洋一

◎機械:A-1,B-1,B-2

1.プログラム言語(Visual Basic)を用いて、簡単な問題を解決できる。　(A-1)

2.問題解決のための図(PAD)を理解できる。　(B-1)

3.PADからプログラムを記述できる。　(B-2)

4.Windowsのアプリケーションソフトを利用して、グラフを作成できる。　
(A-1)

◎　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。



2019-701000T098-01図学Ⅰ「TM-a」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　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　　

酒井　幸仁

◎－－－　概要　－－－◎

文化や科学は，形を表現することから育まれたということもでき
ます．今の時代，身の回りには，多くの有形のモノと無形の情報
が満ちあふれています．無形とはいえ，人間に伝達するための媒
体には，多種多様な形があります．人間の『考える，つくる，使
う，改める』等の知的能力は，人間を行動へといざなうための
様々な形を創造してきました．新しい形を求めたり，形に新しい
工夫を施したりし，機能や性能を進歩向上させる生産的な活動を
繰り返すことで，日々新しいモノが生まれ続けています．このよ
うな形による技術の発展は，生活を豊かにし，文化を形成してき
たといえます．
この講義では，図形・形状処理工学（CAD工学），機械工学，情
報工学，メディア工学の立場から，図形科学，コンピュータグラ
フィックスを中心に，理工学的理解に基づく図形の空間構造，計
測情報等について，できるだけ幅広く話題提供し，形の理解に深
く結びつくように学習していきます．空間の中の形の要素，道具
を用いた形の図示，計算機による形の提示等，身の回りにあるモ
ノの形状を記録・表現・伝達するための知識・方法・技術を相互
に学べたらと考えています．また，計算機との対話的な通信とい
う面から，人と機械・情報・電気系システムがインタラクティブ
な環境の中で相補的に作用することについて考え，人と計算機と
の関係理解に結びつくようにもできたらと思います．

◎－－－　到達目標　－－－◎

1．道具を用いて図形・形状を図示する原則と手法について学
び，モノの形状を正確に読み取り，人間の視覚系の機能を踏まえ
て形を理解・把握できるようになる．(知識・理解)

2．図形・形状をディスプレイに表示する原理と手順について学
び，計算機がモノの形状を適切に処理するためのデータ表現・変
換理論・演算方法を理解・説明できるようになる．(知識・理解)

3．道具を用いて図形・形状を図示する原則と手法を踏まえた上
で，機械・情報・電気系システムにおいて図形・形状をディスプ
レイに表示する原理と手順を説明できるようになる．(知識・理
解)

4．キーボードやマウス，コントローラパッド，マイクロプロ
セッサに接続されたセンサ等の入力から図形・形状を操作するこ
とを例に，インタフェースデバイスの重要性を説明できるように
なる．(知識・理解)

◎－－－　指導方法　－－－◎

1．講義科目なので，基本的にPowerPointと書画カメラを使って授
業をします．テーマによって実習・演習・宿題も取り入れます．
作図をするので三角定規・定規・コンパスを用意して下さい．
2．講義毎に資料を配付します．PowerPointの補足や板書の内容を
書き込み，適切にまとめる工夫をして下さい．
3．インタラクティブな講義形式になるように，積極的な発言を
求めます．

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

理解度を確認するために宿題を課します．配付資料，実習・演習
等の成果物を確認し備えておくこと（目安30分）．配付資料，実
習・演習・宿題をもとに習慣的に復習し，知識・方法・技術が定
着するように努めて下さい（目安30分）．テキストを利用しませ
んので，講義毎に配付される資料等を適切に整理し，講義資料を
完成させていくようにして下さい．後で見直して分かるかを考え
て色々工夫してみて下さい（目安30分）．

◎－－－　授業計画　－－－◎

【第1回　ガイダンス】
【第2－7回　構造と形　空間の中の形の要素】
形と次元（講義・実習）／幾何要素（講義・演習）／幾何
判定（講義・演習）
【第8－11回　計測と形　道具を用いた形の図示】
3次元から2次元（講義・実習・宿題）／2次元から3次元
（講義・実習・演習）
【第12－14回　計測と形　計算機による形の提示】
図形・形状の記述（講義・演習）／図形・形状の演算（講
義）／図形・形状の表示（講義）
【第15回　まとめ】
以上は予定です．興味・関心や討論によるフィードバック
をもとに変更されます．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標の達成度を期末試験100%で評価します．評価の
際には，福岡大学の成績評価基準に準拠し，特に『知識・
理解，思考・判断，技能・表現』の観点を重視します．

◎－－－　テキスト　－－－◎

利用しません．講義毎に資料を配付します．

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

代数幾何に関連する基礎的な知識を有していることが望ま
しいです．



2019-701000T098-01図学Ⅰ「TM-a」

酒井　幸仁

◎機械:A-1,A-3

1.1．道具を用いて図形・形状を図示する原則と手法について学び，モノの形状
を正確に読み取り，人間の視覚系の機能を踏まえて形を理解・把握できるよう
になる．　(A-1)

2.2．図形・形状をディスプレイに表示する原理と手順について学び，計算機が
モノの形状を適切に処理するためのデータ表現・変換理論・演算方法を理解・
説明できるようになる．　(A-1)

3.3．道具を用いて図形・形状を図示する原則と手法を踏まえた上で，機械・情
報・電気系システムにおいて図形・形状をディスプレイに表示する原理と手順
を説明できるようになる．　(A-3)

4.4．キーボードやマウス，コントローラパッド，マイクロプロセッサに接続さ
れたセンサ等の入力から図形・形状を操作することを例に，インタフェースデ
バイスの重要性を説明できるようになる．　(A-3)

◎　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。



2019-701000T098-02図学Ⅰ「TM-b」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　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　　

酒井　幸仁

◎－－－　概要　－－－◎

文化や科学は，形を表現することから育まれたということもでき
ます．今の時代，身の回りには，多くの有形のモノと無形の情報
が満ちあふれています．無形とはいえ，人間に伝達するための媒
体には，多種多様な形があります．人間の『考える，つくる，使
う，改める』等の知的能力は，人間を行動へといざなうための
様々な形を創造してきました．新しい形を求めたり，形に新しい
工夫を施したりし，機能や性能を進歩向上させる生産的な活動を
繰り返すことで，日々新しいモノが生まれ続けています．このよ
うな形による技術の発展は，生活を豊かにし，文化を形成してき
たといえます．
この講義では，図形・形状処理工学（CAD工学），機械工学，情
報工学，メディア工学の立場から，図形科学，コンピュータグラ
フィックスを中心に，理工学的理解に基づく図形の空間構造，計
測情報等について，できるだけ幅広く話題提供し，形の理解に深
く結びつくように学習していきます．空間の中の形の要素，道具
を用いた形の図示，計算機による形の提示等，身の回りにあるモ
ノの形状を記録・表現・伝達するための知識・方法・技術を相互
に学べたらと考えています．また，計算機との対話的な通信とい
う面から，人と機械・情報・電気系システムがインタラクティブ
な環境の中で相補的に作用することについて考え，人と計算機と
の関係理解に結びつくようにもできたらと思います．

◎－－－　到達目標　－－－◎

1．道具を用いて図形・形状を図示する原則と手法について学
び，モノの形状を正確に読み取り，人間の視覚系の機能を踏まえ
て形を理解・把握できるようになる．(知識・理解)

2．図形・形状をディスプレイに表示する原理と手順について学
び，計算機がモノの形状を適切に処理するためのデータ表現・変
換理論・演算方法を理解・説明できるようになる．(知識・理解)

3．道具を用いて図形・形状を図示する原則と手法を踏まえた上
で，機械・情報・電気系システムにおいて図形・形状をディスプ
レイに表示する原理と手順を説明できるようになる．(知識・理
解)

4．キーボードやマウス，コントローラパッド，マイクロプロ
セッサに接続されたセンサ等の入力から図形・形状を操作するこ
とを例に，インタフェースデバイスの重要性を説明できるように
なる．(知識・理解)

◎－－－　指導方法　－－－◎

1．講義科目なので，基本的にPowerPointと書画カメラを使って授
業をします．テーマによって実習・演習・宿題も取り入れます．
作図をするので三角定規・定規・コンパスを用意して下さい．
2．講義毎に資料を配付します．PowerPointの補足や板書の内容を
書き込み，適切にまとめる工夫をして下さい．
3．インタラクティブな講義形式になるように，積極的な発言を
求めます．

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

理解度を確認するために宿題を課します．配付資料，実習・演習
等の成果物を確認し備えておくこと（目安30分）．配付資料，実
習・演習・宿題をもとに習慣的に復習し，知識・方法・技術が定
着するように努めて下さい（目安30分）．テキストを利用しませ
んので，講義毎に配付される資料等を適切に整理し，講義資料を
完成させていくようにして下さい．後で見直して分かるかを考え
て色々工夫してみて下さい（目安30分）．

◎－－－　授業計画　－－－◎

【第1回　ガイダンス】
【第2－7回　構造と形　空間の中の形の要素】
形と次元（講義・実習）／幾何要素（講義・演習）／幾何
判定（講義・演習）
【第8－11回　計測と形　道具を用いた形の図示】
3次元から2次元（講義・実習・宿題）／2次元から3次元
（講義・実習・演習）
【第12－14回　計測と形　計算機による形の提示】
図形・形状の記述（講義・演習）／図形・形状の演算（講
義）／図形・形状の表示（講義）
【第15回　まとめ】
以上は予定です．興味・関心や討論によるフィードバック
をもとに変更されます．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標の達成度を期末試験100%で評価します．評価の
際には，福岡大学の成績評価基準に準拠し，特に『知識・
理解，思考・判断，技能・表現』の観点を重視します．

◎－－－　テキスト　－－－◎

利用しません．講義毎に資料を配付します．

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

代数幾何に関連する基礎的な知識を有していることが望ま
しいです．



2019-701000T098-02図学Ⅰ「TM-b」

酒井　幸仁

◎機械:A-1,A-3

1.1．道具を用いて図形・形状を図示する原則と手法について学び，モノの形状
を正確に読み取り，人間の視覚系の機能を踏まえて形を理解・把握できるよう
になる．　(A-1)

2.2．図形・形状をディスプレイに表示する原理と手順について学び，計算機が
モノの形状を適切に処理するためのデータ表現・変換理論・演算方法を理解・
説明できるようになる．　(A-1)

3.3．道具を用いて図形・形状を図示する原則と手法を踏まえた上で，機械・情
報・電気系システムにおいて図形・形状をディスプレイに表示する原理と手順
を説明できるようになる．　(A-3)

4.4．キーボードやマウス，コントローラパッド，マイクロプロセッサに接続さ
れたセンサ等の入力から図形・形状を操作することを例に，インタフェースデ
バイスの重要性を説明できるようになる．　(A-3)

◎　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。



2019-701000T098-16図学Ⅰ「（再）　TM･TE･TL」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・５時限　　試験時間割：後日発表　　

酒井　幸仁

◎－－－　概要　－－－◎

文化や科学は，形を表現することから育まれたということもでき
ます．今の時代，身の回りには，多くの有形のモノと無形の情報
が満ちあふれています．無形とはいえ，人間に伝達するための媒
体には，多種多様な形があります．人間の『考える，つくる，使
う，改める』等の知的能力は，人間を行動へといざなうための
様々な形を創造してきました．新しい形を求めたり，形に新しい
工夫を施したりし，機能や性能を進歩向上させる生産的な活動を
繰り返すことで，日々新しいモノが生まれ続けています．このよ
うな形による技術の発展は，生活を豊かにし，文化を形成してき
たといえます．
この講義では，図形・形状処理工学（CAD工学），機械工学，情
報工学，メディア工学の立場から，図形科学，コンピュータグラ
フィックスを中心に，理工学的理解に基づく図形の空間構造，計
測情報等について，できるだけ幅広く話題提供し，形の理解に深
く結びつくように学習していきます．空間の中の形の要素，道具
を用いた形の図示，計算機による形の提示等，身の回りにあるモ
ノの形状を記録・表現・伝達するための知識・方法・技術を相互
に学べたらと考えています．また，計算機との対話的な通信とい
う面から，人と機械・情報・電気系システムがインタラクティブ
な環境の中で相補的に作用することについて考え，人と計算機と
の関係理解に結びつくようにもできたらと思います．

◎－－－　到達目標　－－－◎

1．道具を用いて図形・形状を図示する原則と手法について学
び，モノの形状を正確に読み取り，人間の視覚系の機能を踏まえ
て形を理解・把握できるようになる．(知識・理解)

2．図形・形状をディスプレイに表示する原理と手順について学
び，計算機がモノの形状を適切に処理するためのデータ表現・変
換理論・演算方法を理解・説明できるようになる．(知識・理解)

3．道具を用いて図形・形状を図示する原則と手法を踏まえた上
で，機械・情報・電気系システムにおいて図形・形状をディスプ
レイに表示する原理と手順を説明できるようになる．(知識・理
解)

4．キーボードやマウス，コントローラパッド，マイクロプロ
セッサに接続されたセンサ等の入力から図形・形状を操作するこ
とを例に，インタフェースデバイスの重要性を説明できるように
なる．(知識・理解)

◎－－－　指導方法　－－－◎

1．講義科目なので，基本的にPowerPointと書画カメラを使って授
業をします．テーマによって実習・演習・宿題も取り入れます．
作図をするので三角定規・定規・コンパスを用意して下さい．
2．講義毎に資料を配付します．PowerPointの補足や板書の内容を
書き込み，適切にまとめる工夫をして下さい．
3．インタラクティブな講義形式になるように，積極的な発言を
求めます．

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

理解度を確認するために宿題を課します．配付資料，実習・演習
等の成果物を確認し備えておくこと（目安30分）．配付資料，実
習・演習・宿題をもとに習慣的に復習し，知識・方法・技術が定
着するように努めて下さい（目安30分）．テキストを利用しませ
んので，講義毎に配付される資料等を適切に整理し，講義資料を
完成させていくようにして下さい．後で見直して分かるかを考え
て色々工夫してみて下さい（目安30分）．

◎－－－　授業計画　－－－◎

【第1回　ガイダンス】
【第2－7回　構造と形　空間の中の形の要素】
形と次元（講義・実習）／幾何要素（講義・演習）／幾何
判定（講義・演習）
【第8－11回　計測と形　道具を用いた形の図示】
3次元から2次元（講義・実習・宿題）／2次元から3次元
（講義・実習・演習）
【第12－14回　計測と形　計算機による形の提示】
図形・形状の記述（講義・演習）／図形・形状の演算（講
義）／図形・形状の表示（講義）
【第15回　まとめ】
以上は予定です．興味・関心や討論によるフィードバック
をもとに変更されます．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標の達成度を期末試験100%で評価します．評価の
際には，福岡大学の成績評価基準に準拠し，特に『知識・
理解，思考・判断，技能・表現』の観点を重視します．

◎－－－　テキスト　－－－◎

利用しません．講義毎に資料を配付します．

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

代数幾何に関連する基礎的な知識を有していることが望ま
しいです．



2019-701000T098-16図学Ⅰ「（再）　TM･TE･TL」

酒井　幸仁

◎機械:A-1,A-3

1.1．道具を用いて図形・形状を図示する原則と手法について学び，モノの形状
を正確に読み取り，人間の視覚系の機能を踏まえて形を理解・把握できるよう
になる．　(A-1)

2.2．図形・形状をディスプレイに表示する原理と手順について学び，計算機が
モノの形状を適切に処理するためのデータ表現・変換理論・演算方法を理解・
説明できるようになる．　(A-1)

3.3．道具を用いて図形・形状を図示する原則と手法を踏まえた上で，機械・情
報・電気系システムにおいて図形・形状をディスプレイに表示する原理と手順
を説明できるようになる．　(A-3)

4.4．キーボードやマウス，コントローラパッド，マイクロプロセッサに接続さ
れたセンサ等の入力から図形・形状を操作することを例に，インタフェースデ
バイスの重要性を説明できるようになる．　(A-3)

◎　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

1.1．道具を用いて図形・形状を図示する原則と手法について学び，モノの形状
を正確に読み取り，人間の視覚系の機能を踏まえて形を理解・把握できるよう
になる．　(A-1)

2.2．図形・形状をディスプレイに表示する原理と手順について学び，計算機が
モノの形状を適切に処理するためのデータ表現・変換理論・演算方法を理解・
説明できるようになる．　(A-1)

3.3．道具を用いて図形・形状を図示する原則と手法を踏まえた上で，機械・情
報・電気系システムにおいて図形・形状をディスプレイに表示する原理と手順
を説明できるようになる．　(A-1)

4.4．キーボードやマウス，コントローラパッド，マイクロプロセッサに接続さ
れたセンサ等の入力から図形・形状を操作することを例に，インタフェースデ
バイスの重要性を説明できるようになる．　(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。



2019-701000T098-16図学Ⅰ「（再）　TM･TE･TL」

酒井　幸仁

◎電情:A-1

1.1．道具を用いて図形・形状を図示する原則と手法について学び，モノの形状
を正確に読み取り，人間の視覚系の機能を踏まえて形を理解・把握できるよう
になる．　(A-1)

2.2．図形・形状をディスプレイに表示する原理と手順について学び，計算機が
モノの形状を適切に処理するためのデータ表現・変換理論・演算方法を理解・
説明できるようになる．　(A-1)

3.3．道具を用いて図形・形状を図示する原則と手法を踏まえた上で，機械・情
報・電気系システムにおいて図形・形状をディスプレイに表示する原理と手順
を説明できるようになる．　(A-1)

4.4．キーボードやマウス，コントローラパッド，マイクロプロセッサに接続さ
れたセンサ等の入力から図形・形状を操作することを例に，インタフェースデ
バイスの重要性を説明できるようになる．　(A-1)

◎　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。



2019-701000T101-01微分積分Ⅰ「TM-a」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　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　　

仙葉　隆

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義では１変数の関数に対する微分法・積分法について
勉強する。諸君はこれらを高等学校である程度修得しており、
講義の一部はその復習ということになるが、同じ事柄でも、こ
の講義の説明は高校で受けたものとは異なることが多く、理解
もより深いものが求められる。高校の復習という意識を捨て
て、取り組んでほしい。もちろん３角関数の逆関数や、ある点
の近くで関数を多項式で近似するテイラーの定理など、高校で
は全く扱われなかった題材も数多く含まれる。
　将来専門教育を受ける際、微分・積分を道具として使いこな
すためには、これらの意味を深く理解する必要があることは言
うまでもないが、それと同じように計算練習を十分に行って微
分・積分に慣れ親しむことも大切である。繰り返し使っている
うちにその本質が見えてくることもある。使用されるテキスト
の各章末にはかなりの量の問題が用意されているが、これらの
すべてを講義でとり上げる時間的な余裕はなく、大半は諸君の
自習に委ねられることになる。自らの手を動かして計算し、と
きには試行錯誤を繰り返しながらも自力で正解にたどりつく、
という素晴らしいプロセスを受講者全員が体験して欲しい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

微分や積分の基本的な計算が出来るようになる。(知識・理解)

関数を多項式で近似出来るようになる。(知識・理解)

関数の１階導関数および２階導関数の意味を知り、曲線のグラ
フが描けるようになる。(知識・理解)

定積分の意味を知り、微分と積分の間の関係がわかるようにな
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：教科書の、次回の授業範囲を読んでおくこと。(30分)
復習：前回の講義ノートをよく読み、とりあげた例題の解き方
などをよく理解しておくこと。(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　逆３角関数

２　関数のグラフと連続性、極限の概念

３　微分係数と導関数

４　導関数の公式

５　合成関数と逆関数の導関数

６　高次導関数、微分方程式の概念

７　関数の近似、テイラーの定理

８　関数の増減とグラフ

９　前半の演習

10　定積分、その意味と微分の関係

11　積分の計算

12　積分の計算―部分分数展開―

13　部分積分

14　後半の演習

15　全体の演習



2019-701000T101-01微分積分Ⅰ「TM-a」

仙葉　隆

◎機械:A-1,A-3

1.微分や積分の基本的な計算が出来るようになる。　(A-1)

2.関数を多項式で近似出来るようになる。　(A-1)

3.関数の１階導関数および２階導関数の意味を知り、曲線のグラフが描けるよ
うになる。　(A-1)

4.定積分の意味を知り、微分と積分の間の関係がわかるようになる。　(A-3)

◎　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。



2019-701000T101-02微分積分Ⅰ「TM-b」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　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　　

陶山　芳彦

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義では１変数の関数に対する微分法・積分法について
勉強する。諸君はこれらを高等学校である程度修得しており、
講義の一部はその復習ということになるが、同じ事柄でも、こ
の講義の説明は高校で受けたものとは異なることが多く、理解
もより深いものが求められる。高校の復習という意識を捨て
て、取り組んでほしい。もちろん３角関数の逆関数や、ある点
の近くで関数を多項式で近似するテイラーの定理など、高校で
は全く扱われなかった題材も数多く含まれる。
　将来専門教育を受ける際、微分・積分を道具として使いこな
すためには、これらの意味を深く理解する必要があることは言
うまでもないが、それと同じように計算練習を十分に行って微
分・積分に慣れ親しむことも大切である。繰り返し使っている
うちにその本質が見えてくることもある。使用されるテキスト
の各章末にはかなりの量の問題が用意されているが、これらの
すべてを講義でとり上げる時間的な余裕はなく、大半は諸君の
自習に委ねられることになる。自らの手を動かして計算し、と
きには試行錯誤を繰り返しながらも自力で正解にたどりつく、
という素晴らしいプロセスを受講者全員が体験して欲しい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

微分や積分の基本的な計算が出来るようになる。(知識・理解)

関数を多項式で近似出来るようになる。(知識・理解)

関数の１階導関数および２階導関数の意味を知り、曲線のグラ
フが描けるようになる。(知識・理解)

定積分の意味を知り、微分と積分の間の関係がわかるようにな
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：教科書の、次回の授業範囲を読んでおくこと。(30分)
復習：前回の講義ノートをよく読み、とりあげた例題の解き方
などをよく理解しておくこと。(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　逆３角関数

２　関数のグラフと連続性、極限の概念

３　微分係数と導関数

４　導関数の公式

５　合成関数と逆関数の導関数

６　高次導関数、微分方程式の概念

７　関数の近似、テイラーの定理

８　関数の増減とグラフ

９　前半の演習

10　定積分、その意味と微分の関係

11　積分の計算

12　積分の計算―部分分数展開―

13　部分積分

14　後半の演習

15　全体の演習



2019-701000T101-02微分積分Ⅰ「TM-b」

陶山　芳彦

◎機械:A-1,A-3

1.微分や積分の基本的な計算が出来るようになる。　(A-1)

2.関数を多項式で近似出来るようになる。　(A-1)

3.関数の１階導関数および２階導関数の意味を知り、曲線のグラフが描けるよ
うになる。　(A-1)

4.定積分の意味を知り、微分と積分の間の関係がわかるようになる。　(A-3)

◎　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。



2019-701000T101-15微分積分Ⅰ「（再）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・５時限　　試験時間割：後日発表　　

田中　尚人

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義では１変数の関数に対する微分法・積分法について
勉強する。諸君はこれらを高等学校である程度修得しており、
講義の一部はその復習ということになるが、同じ事柄でも、こ
の講義の説明は高校で受けたものとは異なることが多く、理解
もより深いものが求められる。高校の復習という意識を捨て
て、取り組んでほしい。もちろん３角関数の逆関数や、ある点
の近くで関数を多項式で近似するテイラーの定理など、高校で
は全く扱われなかった題材も数多く含まれる。
　将来専門教育を受ける際、微分・積分を道具として使いこな
すためには、これらの意味を深く理解する必要があることは言
うまでもないが、それと同じように計算練習を十分に行って微
分・積分に慣れ親しむことも大切である。繰り返し使っている
うちにその本質が見えてくることもある。使用されるテキスト
の各章末にはかなりの量の問題が用意されているが、これらの
すべてを講義でとり上げる時間的な余裕はなく、大半は諸君の
自習に委ねられることになる。自らの手を動かして計算し、と
きには試行錯誤を繰り返しながらも自力で正解にたどりつく、
という素晴らしいプロセスを受講者全員が体験して欲しい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

微分や積分の基本的な計算が出来るようになる。(知識・理解)

関数を多項式で近似出来るようになる。(知識・理解)

関数の１階導関数および２階導関数の意味を知り、曲線のグラ
フが描けるようになる。(知識・理解)

定積分の意味を知り、微分と積分の間の関係がわかるようにな
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：教科書の、次回の授業範囲を読んでおくこと。(30分)
復習：前回の講義ノートをよく読み、とりあげた例題の解き方
などをよく理解しておくこと。(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　逆３角関数

２　関数のグラフと連続性、極限の概念

３　微分係数と導関数

４　導関数の公式

５　合成関数と逆関数の導関数

６　高次導関数、微分方程式の概念

７　関数の近似、テイラーの定理

８　関数の増減とグラフ

９　前半の演習

10　定積分、その意味と微分の関係

11　積分の計算

12　積分の計算―部分分数展開―

13　部分積分

14　後半の演習

15　全体の演習



2019-701000T101-15微分積分Ⅰ「（再）」

田中　尚人

◎機械:A-1,A-3

1.微分や積分の基本的な計算が出来るようになる。　(A-1)

2.関数を多項式で近似出来るようになる。　(A-1)

3.関数の１階導関数および２階導関数の意味を知り、曲線のグラフが描けるよ
うになる。　(A-1)

4.定積分の意味を知り、微分と積分の間の関係がわかるようになる。　(A-3)

◎　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,B-1

1.微分や積分の基本的な計算が出来るようになる。　(A-1)

2.関数を多項式で近似出来るようになる。　(B-1)

3.関数の１階導関数および２階導関数の意味を知り、曲線のグラフが描けるよ
うになる。　(B-1)

4.定積分の意味を知り、微分と積分の間の関係がわかるようになる。　(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。



2019-701000T101-15微分積分Ⅰ「（再）」

田中　尚人

◎電情:A-1

1.微分や積分の基本的な計算が出来るようになる。　(A-1)

2.関数を多項式で近似出来るようになる。　(A-1)

3.関数の１階導関数および２階導関数の意味を知り、曲線のグラフが描けるよ
うになる。　(A-1)

4.定積分の意味を知り、微分と積分の間の関係がわかるようになる。　(A-1)

◎　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-1

1.微分や積分の基本的な計算が出来るようになる。　(A-1)

2.関数を多項式で近似出来るようになる。　(A-1)

3.関数の１階導関数および２階導関数の意味を知り、曲線のグラフが描けるよ
うになる。　(A-1)

4.定積分の意味を知り、微分と積分の間の関係がわかるようになる。　(A-1)

◎　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。



2019-701000T101-15微分積分Ⅰ「（再）」

田中　尚人

◎社デ:A-2,B-1

1.微分や積分の基本的な計算が出来るようになる。　(B-1)

2.関数を多項式で近似出来るようになる。　(B-1)

3.関数の１階導関数および２階導関数の意味を知り、曲線のグラフが描けるよ
うになる。　(B-1)

4.定積分の意味を知り、微分と積分の間の関係がわかるようになる。　(A-2)

◎　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。

◎建築:A-1

1.微分や積分の基本的な計算が出来るようになる。　(A-1)

2.関数を多項式で近似出来るようになる。　(A-1)

3.関数の１階導関数および２階導関数の意味を知り、曲線のグラフが描けるよ
うになる。　(A-1)

4.定積分の意味を知り、微分と積分の間の関係がわかるようになる。　(A-1)

◎　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。



2019-701000T103-01微分積分Ⅱ「TM-a」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　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　　

仙葉　隆

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義では前期の微分積分Ⅰに引き続いて１変数の関数の
置換積分法を確認した後、簡単な微分方程式について勉強す
る。微分方程式とはある関数とその導関数の間に成り立つ関係
式のことで、たとえば物体の運動に関するニュートンの運動方
程式や回路を流れる電流に関するキルヒホッフの法則を数式で
表現すると、いずれも数学的には同じタイプの微分方程式がえ
られる。微分方程式の本格的な勉強は微分積分Ⅳにゆずるとし
て、ここでは微分方程式とはどのようなものなのか？というこ
とから始め、応用上よくあらわれる線形の方程式の解き方につ
いて学ぶ。
　この講義のもう一つのテーマは２変数の関数の微分法（偏微
分）である。１変数の関数のグラフが平面上の曲線を表わした
のに対して、２変数関数のグラフは空間内の曲面を表す。１変
数関数の場合にすでに勉強している合成関数の微分やテイラー
の定理を２変数関数の場合にも考える。１変数関数との類推で
同じように議論できる部分と、２変数の関数に特有のことを区
別しながら先生の説明を聞くことが大切である。１変数の話を
２変数に拡張する作業を楽しんで欲しい。２変数関数のグラフ
（曲面）の極値問題が解けるようになることをこの講義の最終
的な目標とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

簡単な微分方程式の解法を学び、工学へ応用できるようにな
る。(知識・理解)

偏微分の計算が出来るようになる。(知識・理解)

偏導関数の意味を理解し、２変数関数の極値問題が解けるよう
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、次回の授業範囲を読んでおくこと。(30分)
復習：前回の講義ノートをよく読み、とりあげた例題の解き方
などをよく理解しておくこと。(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　置換積分

２　置換積分の演習

３　１階線形微分方程式

４　２階定数係数線形方程式

５　微分方程式の演習

６　空間内の直線と平面

７　２変数関数のグラフと曲面、連続性

８　偏微分係数と接線、接平面

９　高次偏導関数

10　合成関数の偏導関数

11　偏微分方程式の紹介

12　テイラーの定理

13　極大値と極小値

14　２変数関数とその微分（偏微分）の演習

15　全体の演習



2019-701000T103-01微分積分Ⅱ「TM-a」

仙葉　隆

◎機械:A-1,A-3

1.簡単な微分方程式の解法を学び、工学へ応用できるようになる。　(A-3)

2.偏微分の計算が出来るようになる。　(A-1)

3.偏導関数の意味を理解し、２変数関数の極値問題が解けるようになる。　
(A-1)

◎　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。



2019-701000T103-02微分積分Ⅱ「TM-b」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　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　　

陶山　芳彦

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義では前期の微分積分Ⅰに引き続いて１変数の関数の
置換積分法を確認した後、簡単な微分方程式について勉強す
る。微分方程式とはある関数とその導関数の間に成り立つ関係
式のことで、たとえば物体の運動に関するニュートンの運動方
程式や回路を流れる電流に関するキルヒホッフの法則を数式で
表現すると、いずれも数学的には同じタイプの微分方程式がえ
られる。微分方程式の本格的な勉強は微分積分Ⅳにゆずるとし
て、ここでは微分方程式とはどのようなものなのか？というこ
とから始め、応用上よくあらわれる線形の方程式の解き方につ
いて学ぶ。
　この講義のもう一つのテーマは２変数の関数の微分法（偏微
分）である。１変数の関数のグラフが平面上の曲線を表わした
のに対して、２変数関数のグラフは空間内の曲面を表す。１変
数関数の場合にすでに勉強している合成関数の微分やテイラー
の定理を２変数関数の場合にも考える。１変数関数との類推で
同じように議論できる部分と、２変数の関数に特有のことを区
別しながら先生の説明を聞くことが大切である。１変数の話を
２変数に拡張する作業を楽しんで欲しい。２変数関数のグラフ
（曲面）の極値問題が解けるようになることをこの講義の最終
的な目標とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

簡単な微分方程式の解法を学び、工学へ応用できるようにな
る。(知識・理解)

偏微分の計算が出来るようになる。(知識・理解)

偏導関数の意味を理解し、２変数関数の極値問題が解けるよう
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、次回の授業範囲を読んでおくこと。(30分)
復習：前回の講義ノートをよく読み、とりあげた例題の解き方
などをよく理解しておくこと。(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　置換積分

２　置換積分の演習

３　１階線形微分方程式

４　２階定数係数線形方程式

５　微分方程式の演習

６　空間内の直線と平面

７　２変数関数のグラフと曲面、連続性

８　偏微分係数と接線、接平面

９　高次偏導関数

10　合成関数の偏導関数

11　偏微分方程式の紹介

12　テイラーの定理

13　極大値と極小値

14　２変数関数とその微分（偏微分）の演習

15　全体の演習



2019-701000T103-02微分積分Ⅱ「TM-b」

陶山　芳彦

◎機械:A-1,A-3

1.簡単な微分方程式の解法を学び、工学へ応用できるようになる。　(A-3)

2.偏微分の計算が出来るようになる。　(A-1)

3.偏導関数の意味を理解し、２変数関数の極値問題が解けるようになる。　
(A-1)

◎　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。



2019-701000T103-13微分積分Ⅱ「（再）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・５時限　　試験時間割：後日発表　　

田中　尚人

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義では前期の微分積分Ⅰに引き続いて１変数の関数の
置換積分法を確認した後、簡単な微分方程式について勉強す
る。微分方程式とはある関数とその導関数の間に成り立つ関係
式のことで、たとえば物体の運動に関するニュートンの運動方
程式や回路を流れる電流に関するキルヒホッフの法則を数式で
表現すると、いずれも数学的には同じタイプの微分方程式がえ
られる。微分方程式の本格的な勉強は微分積分Ⅳにゆずるとし
て、ここでは微分方程式とはどのようなものなのか？というこ
とから始め、応用上よくあらわれる線形の方程式の解き方につ
いて学ぶ。
　この講義のもう一つのテーマは２変数の関数の微分法（偏微
分）である。１変数の関数のグラフが平面上の曲線を表わした
のに対して、２変数関数のグラフは空間内の曲面を表す。１変
数関数の場合にすでに勉強している合成関数の微分やテイラー
の定理を２変数関数の場合にも考える。１変数関数との類推で
同じように議論できる部分と、２変数の関数に特有のことを区
別しながら先生の説明を聞くことが大切である。１変数の話を
２変数に拡張する作業を楽しんで欲しい。２変数関数のグラフ
（曲面）の極値問題が解けるようになることをこの講義の最終
的な目標とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

簡単な微分方程式の解法を学び、工学へ応用できるようにな
る。(知識・理解)

偏微分の計算が出来るようになる。(知識・理解)

偏導関数の意味を理解し、２変数関数の極値問題が解けるよう
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、次回の授業範囲を読んでおくこと。(30分)
復習：前回の講義ノートをよく読み、とりあげた例題の解き方
などをよく理解しておくこと。(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　置換積分

２　置換積分の演習

３　１階線形微分方程式

４　２階定数係数線形方程式

５　微分方程式の演習

６　空間内の直線と平面

７　２変数関数のグラフと曲面、連続性

８　偏微分係数と接線、接平面

９　高次偏導関数

10　合成関数の偏導関数

11　偏微分方程式の紹介

12　テイラーの定理

13　極大値と極小値

14　２変数関数とその微分（偏微分）の演習

15　全体の演習



2019-701000T103-13微分積分Ⅱ「（再）」

田中　尚人

◎機械:A-1,A-3

1.簡単な微分方程式の解法を学び、工学へ応用できるようになる。　(A-3)

2.偏微分の計算が出来るようになる。　(A-1)

3.偏導関数の意味を理解し、２変数関数の極値問題が解けるようになる。　
(A-1)

◎　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,B-1

1.簡単な微分方程式の解法を学び、工学へ応用できるようになる。　(A-1)

2.偏微分の計算が出来るようになる。　(A-1)

3.偏導関数の意味を理解し、２変数関数の極値問題が解けるようになる。　
(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。



2019-701000T103-13微分積分Ⅱ「（再）」

田中　尚人

◎電情:A-1

1.簡単な微分方程式の解法を学び、工学へ応用できるようになる。　(A-1)

2.偏微分の計算が出来るようになる。　(A-1)

3.偏導関数の意味を理解し、２変数関数の極値問題が解けるようになる。　
(A-1)

◎　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-1

1.簡単な微分方程式の解法を学び、工学へ応用できるようになる。　(A-1)

2.偏微分の計算が出来るようになる。　(A-1)

3.偏導関数の意味を理解し、２変数関数の極値問題が解けるようになる。　
(A-1)

◎　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。



2019-701000T103-13微分積分Ⅱ「（再）」

田中　尚人

◎社デ:A-2,B-1

1.簡単な微分方程式の解法を学び、工学へ応用できるようになる。　(A-2)

2.偏微分の計算が出来るようになる。　(B-1)

3.偏導関数の意味を理解し、２変数関数の極値問題が解けるようになる。　
(B-1)

◎　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。

◎建築:A-1

1.簡単な微分方程式の解法を学び、工学へ応用できるようになる。　(A-1)

2.偏微分の計算が出来るようになる。　(A-1)

3.偏導関数の意味を理解し、２変数関数の極値問題が解けるようになる。　
(A-1)

◎　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。



2019-701000T139-01物理学Ａ「TM」

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

山本　大輔

◎－－－　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、物理学に関連する多く
の分野、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、バネに粘性抵抗
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学習する。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。また、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
うに講義内容を確実に理解してほしい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

振動・波動の物理学に関する基礎学力と応用力を有している(知
識・理解)

振動・波動の物理学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(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　予習として、授業計画を参照し、教科書の該当箇所を十分に
読んでから、講義に出席すること(90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ととも
に、講義内容に関する演習問題を繰り返し解き講義内容の理解
を深めること(90分）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

物理学(三訂版)、第4章　波と光、小出昭一郎著(裳華房)、ISBN
978-4‐7853‐2074‐4、2200円+税、1997年発行

◎－－－　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
基礎演習シリーズ　物理学、小出昭一郎著(裳華房)　ISBN
978-4-7853-8109-7
振動と波、長岡洋介著(裳華房)　ISBN 978-4-7853-2045-4

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

定期試験の成績により評価する。定期試験では、振動・波動に
関する方程式の意味や光の伝搬に関する現象を理解し、講義を
通して習得した数式や解法により正しく問題を解けることを評
価の基準とする。

◎－－－　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
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、正弦進行波
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
　電磁波、ホイヘンスの原理、回折
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、干渉性と非干渉性
13.回折格子
　格子定数、回折像の強度分布
14.スリットによる回折
　スリットの幅と回折角
15.偏光
　直線偏光、円偏光、楕円偏光



2019-701000T139-01物理学Ａ「TM」

山本　大輔

◎機械:A-1,A-3

1.振動・波動の物理学に関する基礎学力と応用力を有している　(A-1)

2.振動・波動の物理学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　(A-3)

◎　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。



2019-701000T109-01力学Ａ「TM-a」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　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　　

岩山　隆寛

◎－－－　概要　－－－◎

　実際の物体の大きさを無視し、質量をもった点という形に抽象化し
た物体“質点”を対象として、力がはたらくことにより生じる質点の
運動を取り扱うとともに、仕事と力学的エネルギーの関係について取
り扱う。この講義では、以下の事項について学ぶ。
　ニュートンの運動の三法則は、慣性の法則・運動方程式・作用反作
用の法則である。これらをもとに、質点にはたらく力を考え、運動方
程式をもとに質点の運動を記述する。質点の運動は、質点の位置の時
間的な変化を表すもので、位置を時間の関数として表す。また、速度
と加速度は、それぞれ変位の時間的変化の割合と速度の時間的変化の
割合で表されるため、時間に関する微分を用いて表される。変位、速
度、加速度は、大きさだけでなく、方向や向きを定義する必要があ
り、ベクトル量として表されるため、運動方程式は時間に関するベク
トル量の微分方程式として表される。質点にはたらく力の違いによ
り、微分方程式を解いた結果が、放物運動や単振動を表すようにな
り、運動を数学的に表現することができる。
　また、力がはたらく方向に物体が運動すると力は仕事をする。仕事
と運動エネルギー・位置エネルギーの関係から、力学的エネルギー保
存則について考える。さらに、直角座標系を極座標系に変換すること
による運動の表現、座標系が相対的に運動する場合について考慮す
る。
 力学を通して物理学の基本的な考え方を学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

速度・加速度を変位の時間微分として記述できる。(知識・理解)

運動方程式をたて、微分積分を用いて運動方程式を解くことができ
る。(知識・理解)

運動方程式から、力学的エネルギー保存則を導き、それを活用するこ
とができる。(知識・理解)

力学を通して物理学の考え方を理解し、具体的な問題に適用すること
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1章　質点の力学、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　－－－◎

特に定めないが、必要に応じて紹介する。

◎－－－　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.概要
　物理学とはどんな学問か、力学Ａで学ぶこと等
2.質点、ベクトル
　並進運動、質量、自由度、束縛ベクトル、
　自由ベクトル、単位ベクトル、成分
3.変位、速度、加速度
　移動距離、瞬間の速さ、速度ベクトル、
　速度図、曲率半径
4.力と慣性、運動の法則
　運動の第１法則（慣性の法則）、
　運動の第２法則（運動方程式）、
　慣性質量、重力質量
5.放物運動
　重力、運動方程式、重力加速度、放物線
6.単振動、単振り子
　変位に比例する大きさの引力を受ける
　物体の運動、振幅、各振動数、位相、
　等時性
7.仕事と運動エネルギー
　軌道の接線方向・主法線方向、
　ベクトルのスカラー積(内積)、線積分
8.束縛運動
　斜面上の物体の運動、摩擦力、動摩擦係数
9.保存力とポテンシャル
　重力のする仕事、仕事の原理、偏微分、
　勾配
10.位置エネルギー
　場、力学的エネルギー保存則
11.平面運動の極座標表示
　座標変換、角速度、接線成分と動径成分、
　面積速度
12.万有引力と惑星の運動
　万有引力定数、中心力、
　ケプラーの第1法則～第3法則
13.慣性系とガリレイ変換
　座標系の相対運動、慣性力、見かけの力
14.回転座標系
　 コリオリの力、遠心力
15.まとめ
　 力学A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）



2019-701000T109-01力学Ａ「TM-a」

岩山　隆寛

◎機械:A-1,A-3

1.速度・加速度を変位の時間微分として記述できる。　(A-1)

2.運動方程式をたて、微分積分を用いて運動方程式を解くことができる。　
(A-1)

3.運動方程式から、力学的エネルギー保存則を導き、それを活用することがで
きる。　(A-1)

4.力学を通して物理学の考え方を理解し、具体的な問題に適用することができ
る。　(A-3)

◎　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。



2019-701000T109-02力学Ａ「TM-b」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　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　　

東藤　貢

◎－－－　概要　－－－◎

　実際の物体の大きさを無視し、質量をもった点という形に抽象化し
た物体“質点”を対象として、力がはたらくことにより生じる質点の
運動を取り扱うとともに、仕事と力学的エネルギーの関係について取
り扱う。この講義では、以下の事項について学ぶ。
　ニュートンの運動の三法則は、慣性の法則・運動方程式・作用反作
用の法則である。これらをもとに、質点にはたらく力を考え、運動方
程式をもとに質点の運動を記述する。質点の運動は、質点の位置の時
間的な変化を表すもので、位置を時間の関数として表す。また、速度
と加速度は、それぞれ変位の時間的変化の割合と速度の時間的変化の
割合で表されるため、時間に関する微分を用いて表される。変位、速
度、加速度は、大きさだけでなく、方向や向きを定義する必要があ
り、ベクトル量として表されるため、運動方程式は時間に関するベク
トル量の微分方程式として表される。質点にはたらく力の違いによ
り、微分方程式を解いた結果が、放物運動や単振動を表すようにな
り、運動を数学的に表現することができる。
　また、力がはたらく方向に物体が運動すると力は仕事をする。仕事
と運動エネルギー・位置エネルギーの関係から、力学的エネルギー保
存則について考える。さらに、直角座標系を極座標系に変換すること
による運動の表現、座標系が相対的に運動する場合について考慮す
る。
 力学を通して物理学の基本的な考え方を学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

速度・加速度を変位の時間微分として記述できる。(知識・理解)

運動方程式をたて、微分積分を用いて運動方程式を解くことができ
る。(知識・理解)

運動方程式から、力学的エネルギー保存則を導き、それを活用するこ
とができる。(知識・理解)

力学を通して物理学の考え方を理解し、具体的な問題に適用すること
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1章　質点の力学、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　－－－◎

特に定めないが、必要に応じて紹介する。

◎－－－　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.概要
　物理学とはどんな学問か、力学Ａで学ぶこと等
2.質点、ベクトル
　並進運動、質量、自由度、束縛ベクトル、
　自由ベクトル、単位ベクトル、成分
3.変位、速度、加速度
　移動距離、瞬間の速さ、速度ベクトル、
　速度図、曲率半径
4.力と慣性、運動の法則
　運動の第１法則（慣性の法則）、
　運動の第２法則（運動方程式）、
　慣性質量、重力質量
5.放物運動
　重力、運動方程式、重力加速度、放物線
6.単振動、単振り子
　変位に比例する大きさの引力を受ける
　物体の運動、振幅、各振動数、位相、
　等時性
7.仕事と運動エネルギー
　軌道の接線方向・主法線方向、
　ベクトルのスカラー積(内積)、線積分
8.束縛運動
　斜面上の物体の運動、摩擦力、動摩擦係数
9.保存力とポテンシャル
　重力のする仕事、仕事の原理、偏微分、
　勾配
10.位置エネルギー
　場、力学的エネルギー保存則
11.平面運動の極座標表示
　座標変換、角速度、接線成分と動径成分、
　面積速度
12.万有引力と惑星の運動
　万有引力定数、中心力、
　ケプラーの第1法則～第3法則
13.慣性系とガリレイ変換
　座標系の相対運動、慣性力、見かけの力
14.回転座標系
　 コリオリの力、遠心力
15.まとめ
　 力学A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）



2019-701000T109-02力学Ａ「TM-b」

東藤　貢

◎機械:A-1,A-3

1.速度・加速度を変位の時間微分として記述できる。　(A-1)

2.運動方程式をたて、微分積分を用いて運動方程式を解くことができる。　
(A-1)

3.運動方程式から、力学的エネルギー保存則を導き、それを活用することがで
きる。　(A-1)

4.力学を通して物理学の考え方を理解し、具体的な問題に適用することができ
る。　(A-3)

◎　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。



2019-701000T111-01力学Ｂ「TM-a」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　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　　

田崎　茂

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義では、力学Aで学んだ質点の集合体である質点系と剛体を対象
として、その運動について取り扱う。質点系と剛体では、質量が広がりを
もって分布しているため、並進運動と回転運動を考慮する必要がある。
　はじめに、2個の質点が互いに力を及ぼしながら運動する二体問題を対象
とし、2個の質点の重心の運動と2個の質点の相対的な運動について、それ
ぞれ運動方程式をたてて数学的に表現する。次にこれを3個以上の質点に拡
張する。この結果、質点系の全体としての運動(並進運動)は、重心の位置
に質点系の全質量に等しい質量の質点が存在しているとして、その質点の
運動に帰着されることが分かる。
　運動の状態を表す物理量として、質量と速度の積である運動量を導入す
る。質点系の個々の質点に外力がはたらかない、もしくは、はたらいてい
てもその和が０であるとき、運動量保存則が成り立つことが分かる。ま
た、力のモーメントと角運動量について学び、力のモーメントがはたらか
ない、もしくは、はたらいていてもその和が０であるとき、角運動量保存
則が成り立つことを導く。
　外部からはたらく力により変形の生じない物体を剛体という。剛体の回
転運動は慣性モーメントにより特徴付けられるため、基本的な形状の剛体
についての慣性モーメントを計算する手法を学ぶ。並進運動としての重心
の運動と相対運動としての回転運動を考慮することになり、剛体の運動を
数学的に記述する。
 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　－－－◎

２体問題について数学的に表現し、解くことができる。(知識・理解)

運動方程式から運動量保存則を導き、それを活用することができる。 (知
識・理解)

力のモーメントと角運動量の関係を説明・活用することができる。(知識・
理解)

基本的な形状の剛体について、慣性モーメントを計算することができる。
(知識・理解)

剛体の運動について、方程式をたて、解くことができる。 (知識・理解)

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2章　質点系と剛体、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　－－－◎

特に定めないが、必要に応じて紹介する。

◎－－－　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.イントロダクション
　力学Ｂで学ぶこと、物理学について
2.作用反作用の法則と二体問題
　重心、換算質量、相対座標
3.質点系の重心
　体積積分、密度
4.重心の運動方程式
　多体問題、内力、外力
5.運動量と角運動量
　力のモーメント、
　ベクトルのベクトル積（外積）
6.運動量保存則と衝突Ⅰ
　質点系の全運動量、衝突、撃力、力積
7.運動量保存則と衝突Ⅱ
　弾性衝突、非弾性衝突
8.重心運動と相対運動
　質点系の運動と重心、相対速度、
　熱エネルギー
9.質点系の角運動量
　角運動量と力のモーメント、
　内力のモーメント、外力のモーメント、
　角運動量の保存則
10.剛体とそのつりあい
　 剛体と質点系、剛体のつりあい
　 剛体の並進運動と回転運動
11.固定軸のまわりの剛体の運動
　 角速度、剛体の角運動量
12.回転運動と慣性モーメント
　 質量と慣性モーメント、
　 直線運動と回転運動の対応関係
13.慣性モーメントの計算
　 体積積分、面密度
14.剛体の平面運動
　 円板の転落、重心運動
15.まとめ
　 力学B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）



2019-701000T111-01力学Ｂ「TM-a」

田崎　茂

◎機械:A-1,A-3

1.２体問題について数学的に表現し、解くことができる。　(A-1)

2.運動方程式から運動量保存則を導き、それを活用することができる。 　(A-1)

3.力のモーメントと角運動量の関係を説明・活用することができる。　(A-1)

4.基本的な形状の剛体について、慣性モーメントを計算することができる。　
(A-1)

5.剛体の運動について、方程式をたて、解くことができる。 　(A-1)

6.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。　(A-3)

◎　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。



2019-701000T111-02力学Ｂ「TM-b」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　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　　

東藤　貢

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義では、力学Aで学んだ質点の集合体である質点系と剛体を対象
として、その運動について取り扱う。質点系と剛体では、質量が広がりを
もって分布しているため、並進運動と回転運動を考慮する必要がある。
　はじめに、2個の質点が互いに力を及ぼしながら運動する二体問題を対象
とし、2個の質点の重心の運動と2個の質点の相対的な運動について、それ
ぞれ運動方程式をたてて数学的に表現する。次にこれを3個以上の質点に拡
張する。この結果、質点系の全体としての運動(並進運動)は、重心の位置
に質点系の全質量に等しい質量の質点が存在しているとして、その質点の
運動に帰着されることが分かる。
　運動の状態を表す物理量として、質量と速度の積である運動量を導入す
る。質点系の個々の質点に外力がはたらかない、もしくは、はたらいてい
てもその和が０であるとき、運動量保存則が成り立つことが分かる。ま
た、力のモーメントと角運動量について学び、力のモーメントがはたらか
ない、もしくは、はたらいていてもその和が０であるとき、角運動量保存
則が成り立つことを導く。
　外部からはたらく力により変形の生じない物体を剛体という。剛体の回
転運動は慣性モーメントにより特徴付けられるため、基本的な形状の剛体
についての慣性モーメントを計算する手法を学ぶ。並進運動としての重心
の運動と相対運動としての回転運動を考慮することになり、剛体の運動を
数学的に記述する。
 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　－－－◎

２体問題について数学的に表現し、解くことができる。(知識・理解)

運動方程式から運動量保存則を導き、それを活用することができる。 (知
識・理解)

力のモーメントと角運動量の関係を説明・活用することができる。(知識・
理解)

基本的な形状の剛体について、慣性モーメントを計算することができる。
(知識・理解)

剛体の運動について、方程式をたて、解くことができる。 (知識・理解)

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2章　質点系と剛体、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　－－－◎

特に定めないが、必要に応じて紹介する。

◎－－－　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.イントロダクション
　力学Ｂで学ぶこと、物理学について
2.作用反作用の法則と二体問題
　重心、換算質量、相対座標
3.質点系の重心
　体積積分、密度
4.重心の運動方程式
　多体問題、内力、外力
5.運動量と角運動量
　力のモーメント、
　ベクトルのベクトル積（外積）
6.運動量保存則と衝突Ⅰ
　質点系の全運動量、衝突、撃力、力積
7.運動量保存則と衝突Ⅱ
　弾性衝突、非弾性衝突
8.重心運動と相対運動
　質点系の運動と重心、相対速度、
　熱エネルギー
9.質点系の角運動量
　角運動量と力のモーメント、
　内力のモーメント、外力のモーメント、
　角運動量の保存則
10.剛体とそのつりあい
　 剛体と質点系、剛体のつりあい
　 剛体の並進運動と回転運動
11.固定軸のまわりの剛体の運動
　 角速度、剛体の角運動量
12.回転運動と慣性モーメント
　 質量と慣性モーメント、
　 直線運動と回転運動の対応関係
13.慣性モーメントの計算
　 体積積分、面密度
14.剛体の平面運動
　 円板の転落、重心運動
15.まとめ
　 力学B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）
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◎機械:A-1,A-3

1.２体問題について数学的に表現し、解くことができる。　(A-1)

2.運動方程式から運動量保存則を導き、それを活用することができる。 　(A-1)

3.力のモーメントと角運動量の関係を説明・活用することができる。　(A-1)

4.基本的な形状の剛体について、慣性モーメントを計算することができる。　
(A-1)

5.剛体の運動について、方程式をたて、解くことができる。 　(A-1)

6.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。　(A-3)

◎　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。


