
2019-701000T123-01統計「TM」

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

◎－－－　概要　－－－◎

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

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

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

　・以上の知識を用いて、区間推定・仮説検定についての基本的な事項を
学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

データの整理法を理解し、実践できるようになる。(知識・理解)

確率や確率分布の考え方を理解し、計算ができる。(知識・理解)

様々な統計量を理解し、応用ができるようになる。(知識・理解)

推定、検定の考え方を理解し、応用ができるようになる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

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

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

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

定期試験 (100%) により評価する。

◎－－－　教科書　－－－◎

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

◎－－－　参考書 　－－－◎

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

◎－－－　履修上の留意点 　－－－◎

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

◎－－－　授業計画　－－－◎

１ データの表現
　　（度数分布表・ヒストグラムなど）

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

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

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

15 まとめの演習
 



2019-701000T123-01統計「TM」

仙葉　隆

◎機械:A-1,A-3

1.機械製作における加工法の種類を理解する。

2.金属の溶解と凝固について理解する。

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

4.塑性変形させた材料の組織や性質、冷間加工や熱間加工について理解する。

5.鋳型に溶融した金属を流し込み、製品を作る方法（鋳造）を理解する。

6.鋳鉄の種類と性質を理解する。

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

8.溶接の特質や溶接継手の基本形式を理解する。

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

◎　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。



2019-701000T135-03数理統計Ⅰ「TM」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
桑江　一洋

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では確率論の基礎的知識と、推測統計学の基本的な考え方を学ぶ。数
理統計Ⅰでは主に確率論の基礎について学ぶ。続いて、数理統計Ⅱでは推測統
計学における推定論及び検定論を統計的決定問題として定式化し、その基本概
念を学ぶ。
　統計的手法を利用出来る様になる事は重要である。一方、統計的手法を用い
て１つの結果を得た時、それが最良かどうかをどの様にして判定するかという
ことも又重要である。例えば、我々はデータの平均値を未知な値の推定値とし
て良く用いる。この時、平均値が推定値として最良かどうかは簡単には説明出
来ないであろう。推測統計学においては、データを確率変数と考え、さらに、
推定の良さの基準を与える事により、適当な条件下では平均値は推定値として
最良のものである事を示すことが出来る。この授業ではこの様な統計的手法の
理論的意味付を与える事に重点をおく。推測統計学において、理論的基礎を与
えるのが確率論である。数理統計Ⅰでは確率を公理論的に定義し、確率変数、
期待値等について学ぶ。数理統計Ⅱでは、これらの議論をもとにして統計的推
測問題（パラメトリックの場合）を統計的決定問題として定式化し、種々の最
適性の基準を定義することにより、推定及び検定の最適性に関する基礎理論を
学ぶ。これらの議論は、２年又は３年で学んだ統計学を一般化したものといえ
る。尚、Ⅰ、Ⅱは独立して聴講出来る様に授業する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

条件付き確率、特にベイズの公式を用いた事後確率の計算が説明できる。(知
識・理解)

確率変数と確率分布の計算が説明できる。(知識・理解)

確率変数の平均と分散の計算が説明できる。(知識・理解)

具体的な離散分布についての性質を説明できる。(知識・理解)

２項分布と正規分布の関係が説明できる。(知識・理解)

独立性を用いた確率変数の期待値や分散の計算が説明できる。(知識・理解)

データの度数分布表の扱いが説明できる。(知識・理解)

データの平均・分散・標準偏差の計算が説明できる。(知識・理解)

統計量と標本分布の扱いが説明できる。(知識・理解)

χ２乗分布・t分布の内容が説明できる。(知識・理解)

点推定や区間推定のおおまかな内容が説明できる。(知識・理解)

検定の基本的な考えが説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回、授業内容の簡単な課題を含めた確認テストを行い、残りの問題に関して
次回までに復習をかねて解いておくこと。又、復習は講義時間外に１時間半か
けてノートを整理して、分からない部分、不明のところをチェックし、質問す
ること。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

定期試験(100%)のみで成績を評価する。各回の確認テストの問題の解答は達成
度と出席の目安とする。設定された問題にたいして適切、正確な解答を与える
ことが出来ること。

◎－－－　テキスト　－－－◎

工学系　数学テキストシリーズ　確率統計　上野健爾　監修　森北出版　税抜
1800円 2016年発行 ISBN 978-4-627-05751-7

◎－－－　参考書　－－－◎

教養課程で学ぶ統計学の本に比べこの授業で話す内容が書かれている本は多く
はない。専門的に書かれた確率論または測度論の本を参考にすると良い。　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

この授業で話す内容は数学的なので、その点を考慮して受講してほしい。計算
だけではなく理論的な話が中心となる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　条件付き確率・ベイズの定理
２　確率変数と確率分布
３　確率変数の平均と分散
４　２項分布とポアッソン分布
５　正規分布
６　２項分布と正規分布の関係
７　確率変数の和や積の平均と分散・独立性
８　度数分布表・代表値
９　分散と標準偏差・四分位数・箱ひげ図
10　相関・回帰曲線
11　統計量と標本分布
12　χ２乗分布・t分布
13　点推定・母平均の区間推定
14　母比率の区間推定・母分散の区間推定
15　検定の考え方



2019-701000T135-03数理統計Ⅰ「TM」

桑江　一洋

◎機械:A-1,A-3

1.機械製作における加工法の種類を理解する。

2.金属の溶解と凝固について理解する。

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

4.塑性変形させた材料の組織や性質、冷間加工や熱間加工について理解する。

5.鋳型に溶融した金属を流し込み、製品を作る方法（鋳造）を理解する。

6.鋳鉄の種類と性質を理解する。

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

8.溶接の特質や溶接継手の基本形式を理解する。

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

◎　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。



2019-7010000148-01化学工学通論

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

新戸　浩幸

◎－－－　概要　－－－◎

　化学工業では、石油や石炭などの原料を化学的・物理的に変化
させ、原料とは異なる成分・組成をもつ有用な物質、すなわち
我々の生活に役立つ製品がつくられます。この製造工程を、化学
プロセス、または単にプロセスと呼びます。一般的に、化学プロ
セスは、原料の調製工程、反応工程、および目的生成物の分離・
精製工程などからなります。反応工程で目的通りに反応を起こさ
せるための操作を反応操作、その他の調製・分離・精製を目的と
した拡散的・機械的操作を単位操作と呼びます。
　化学工学とは、化学プロセスを構成する単位操作・反応操作を
合理的に行うための操作設計・装置設計を行い、適切な条件で運
転するための基本原理・技術を明らかにするばかりではく、それ
らを体系化することによって、化学プロセスの工業化、装置・プ
ロセスの改良、新しい技術・プロセスの開発などにも役立てよう
とする学問です。このような化学工学は、化学工業への適用に限
定されず、食品・医薬品・化粧品など広範囲の産業分野や資源・
環境・エネルギー問題にも応用され貢献しています。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

化学装置における物質の収支式を書くことができる。(技能)

蒸留操作の基本原理を説明し、蒸留装置に関する階段作図をおこ
なうことができる。(技能)

湿り空気の基本特性を説明することができる。(知識・理解)

乾燥操作の基本原理を説明し、乾燥時間を計算することができ
る。(技能)

基本的な反応装置(BR, CSTR, PFR)の設計方程式を理解し、反応操
作の基本原理を説明することができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　授業計画に基づき、その内容を教科書で事前に予習しておくこ
と（30分）。授業後には、教科書・板書ノート・配付プリントな
どを精読し、演習問題を解いて、復習すること（60分）。わから
ないことがあれば、担当教員に積極的に質問すること。

◎－－－　教科書　－－－◎

　橋本　健治（著）「ベーシック化学工学」（化学同人、2006
年、税別定価2,800円、ISBN 4-7598-1067-6）
　講義は教科書に沿って行われますので、受講者は教科書を準備
しておくこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

１．はじめて学ぶ化学工学　ISBN 4-621-08373-4
２．現代化学工学　ISBN 4-7828-2609-5
　参考書１では、多くの具体例が分かり易く紹介されています。
参考書２は、化学工学を専門としない学部生に対して、化学工学
全体の必要十分な基礎的内容を取り扱っています。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　講義は、教科書に沿ったスライドを中心とし、配布プリントと
板書を併用します。授業内容の理解を助けるために、授業内で演
習課題を毎回課します。受講者の理解度を確認するために、中間
試験などを実施します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1. 化学工学とは、物質収支①
 2. 物質収支②
 3. 蒸留①
 4. 蒸留②
 5. 蒸留③
 6. 調湿①
 7. 調湿②
 8. 中間試験（第1～7回の授業内容）
 9. 乾燥①
10. 乾燥②
11. 乾燥③
12. 反応器①
13. 反応器②
14. 反応器③
15. 反応器④

なお、上記は目安であり、受講者の理解度と進捗状況によ
り変更することもある。

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

①評価方法：　中間試験（第1～7回の授業内容）、定期試
験（第9～15回の授業内容）、平常点（演習課題成績など
を含む）により評価します。
②割合：　中間試験40%、定期試験40%、平常点20%を目
安として総合的に評価します。なお、平常点には広義の学
習に対する態度も考慮します。



2019-7010000148-01化学工学通論

新戸　浩幸

◎機械:A-1,B-1,B-2

1.化学装置における物質の収支式を書くことができる。　(B-1)

2.蒸留操作の基本原理を説明し、蒸留装置に関する階段作図をおこなうことが
できる。　(B-2)

3.湿り空気の基本特性を説明することができる。　(A-1)

4.乾燥操作の基本原理を説明し、乾燥時間を計算することができる。　(B-2)

5.基本的な反応装置(BR, CSTR, PFR)の設計方程式を理解し、反応操作の基本原
理を説明することができる。　(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。



2019-701000T019-01関数論「TM」

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

西原　賢

◎－－－　概要　－－－◎

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

◎－－－　到達目標　－－－◎

複素関数とその微分積分を学び、その基本的な計算ができるように
なることでものづくり（機械の創造）に関する基礎学力と応用力を
身につける。(知識・理解)

コーシー・リーマンの方程式と複素微分の関係やコーシーの積分定
理などの複素関数の基本的な性質を学び、それらを複素関数の微分
積分の計算に応用できるようになることで自然科学等の教養にもと
づいた工学とのつながりを理解する能力を身につける。(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、次回の
授業内容に対応する教科書の範囲を読んでおくこと。以上の学習の
目安を60分程度とする。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

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

◎－－－　テキスト　－－－◎

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

◎－－－　参考書　－－－◎

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

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

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

◎－－－　授業計画　－－－◎

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



2019-701000T019-01関数論「TM」

西原　賢

◎機械:A-1,A-3

1.複素関数とその微分積分を学び、その基本的な計算ができるようになること
でものづくり（機械の創造）に関する基礎学力と応用力を身につける。　(A-1)

2.コーシー・リーマンの方程式と複素微分の関係やコーシーの積分定理などの
複素関数の基本的な性質を学び、それらを複素関数の微分積分の計算に応用で
きるようになることで自然科学等の教養にもとづいた工学とのつながりを理解
する能力を身につける。　(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。



2019-7010000090-01機械加工法

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

山辺　純一郎

◎－－－　概要　－－－◎

機械製作では、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。機械工作法では鋳造、塑性加工、溶接などの
切りくずを出さない工作法について学んだ。これに続いて本講義で
は、主に切りくずを出す切削加工と研削加工を中心に学ぶ。授業を
通じて種々の工作機械について学ぶ事はもちろんであるが、その加
工法の基礎的原理を的確に理解し、応用力を身につけることを目的
とする。講義では、企業における金属材料の加工に関する実務経験
を活かし、実部品における事例も紹介する。事例を通じて、実部品
の強度特性や性能が、機械加工面の性状の影響を顕著に受けること
を理解する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

加工の基本原理である母性原理と浮動原理（進化の原理）について
理解する。(知識・理解)

2次元切削をもとに切削機構を理解する。(知識・理解)

構成刃先、切削温度、切削油、仕上げ面粗さ、切削動力などの切削
加工の基礎事項を理解する。(知識・理解)

切削におけるせん断角、すくい角、摩擦角の関係式について理解す
る。(知識・理解)

切削工具に用いられる工具材料の種類とその特徴について理解す
る。(知識・理解)

旋盤、ボール盤、フライス盤、平削り盤、形削り盤などの切削工作
機械とその作業を理解する。(技能)

研削加工の特徴や様式、砥石の3要素5因子などの研削加工の基礎事
項を理解する。(知識・理解)

砥石の幾何学や研削加工面の性状について理解する。(知識・理解)

研削加工以外の砥粒加工法を理解する。(技能)

特殊加工法（熱的除去加工や電気化学的除去加工）について理解す
る。(技能)

◎－－－　履修の条件　－－－◎

履修の条件はないが、機械製作に関連した科目である機械工作実習
および機械工作法を履修しておくことが望ましい。

◎－－－　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　－－－◎

テキスト:有浦泰常他4名著、「機械製作法II－除去加工・精密測定
法・加工システムー（基礎機械工学シリーズ11巻）」、朝倉書店、
2015年（初版第10刷）、(3200円+税）、ISBN978-4-254-23711-5

◎－－－　参考書　－－－◎

１）佐久間敬三他2名著、「機械工作法」、朝倉書店
２）中島利勝・鳴瀧則彦著、「機械加工学」、コロナ社
３）中山一雄・上原邦雄著 、「機械加工」、朝倉書店
４）和栗　明他10名著、「機械工作法」、養賢堂
５）橋本文雄・朝倉健三著、「機械工作法II」、共立出版
６）平井三友他2名著、「機械工作法（増補）」、コロナ社

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　機械加工法の分類
２　　切削加工の様式、工具形状
３　　切削機構、構成刃先
４　　切削抵抗、切削動力
５　　切削抵抗に及ぼす因子の影響
６　　切削工具の種類、使用分類
７　　工具寿命、損傷機構
８　　切削油剤、被削性
９　　切削工作機械の概要
１０　種々の切削工作機械
１１　砥粒加工法の分類、研削作業
１２　砥石の3要素5因子、ツルーイングなど
１３　研削の幾何学、研削抵抗・比研削エネルギー
１４　研削加工以外の砥粒加工法
１５　特殊加工

◎－－－　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。



2019-7010000090-01機械加工法

山辺　純一郎

◎機械:A-1,B-1,B-2

1.加工の基本原理である母性原理と浮動原理（進化の原理）について理解す
る。　(A-1)

2.2次元切削をもとに切削機構を理解する。　(A-1)

3.構成刃先、切削温度、切削油、仕上げ面粗さ、切削動力などの切削加工の基
礎事項を理解する。　(A-1)

4.切削におけるせん断角、すくい角、摩擦角の関係式について理解する。　
(A-1)

5.切削工具に用いられる工具材料の種類とその特徴について理解する。　(A-1)

6.旋盤、ボール盤、フライス盤、平削り盤、形削り盤などの切削工作機械とそ
の作業を理解する。　(B-1)

7.研削加工の特徴や様式、砥石の3要素5因子などの研削加工の基礎事項を理解
する。　(A-1)

8.砥石の幾何学や研削加工面の性状について理解する。　(A-1)

9.研削加工以外の砥粒加工法を理解する。　(B-1)

10.特殊加工法（熱的除去加工や電気化学的除去加工）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。



2019-7010002111-01機械工学設計演習Ａ

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・３時限～４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

遠藤　正浩、松尾　尚、薦田亮介

◎－－－　概要　－－－◎

　機械設計はものづくりの重要なプロセスのひとつである。社会に役立つ
機械を作るには、設計した機械が、要求される機能と性能を発揮しなが
ら、使用される環境において十分な期間問題を起こすことなく使い続けら
れなければならない。重要な設計要件の一つは壊れないことである。この
科目では、「材料力学」に加えて強度設計の基本となる事項について学
び、実際にいくつかの機械要素の設計を行う。ここでは機械の機能と性能
を考慮しながら機械を構成する各部品の最適な材料選択と具体的な形状・
寸法の決定がなされる。次に、その機械を正確に製造するためには曖昧さ
がない図面が必要である。先に学んだ「機械製図法」の知識と技術を使っ
て製図を行う。機械エンジニアは、設計の内容を完全に理解し、それに責
任を持たなくてならない。また、他人に設計の情報が間違いなく伝わる図
面を提供する心遣いも必要である。機械設計に不可欠な知識の習得と深化
および社会貢献に対する心構えの涵養を目的に演習を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ものづくりに不可欠な強度設計の基礎を学ぶ。(知識・理解)

工業力学I，材料力学I，機械製図法を有機的に活用して強度設計と製図を
行う。(技能)

材料力学の知識を正しく用いて強度設計を行い，安全と危険に関する感覚
を磨く。また，線の種類、太さなどの書き分け方、製図専用文字などにつ
いて訓練してさらに製図の技術を向上させる。(技能)

定められた書式にしたがい設計書をまとめ期限内に提出する。また，設計
した内容について十分理解して説明ができるようになる。(技能)

指定された時間内に製図を完成させることにより，機械エンジニアとして
不可欠な計画性と責任感を身につける。(態度・志向性)

世界標準の情報伝達手段であるJIS機械製図法に基づいて曖昧さのない機
械図面を提供して社会に貢献する志向性を身につける。(態度・志向性)

機械の役割を意識しながら便利でかつ安全・安心な機械の設計を行うこと
により，社会における機械工学の重要性と機械エンジニアの責任の重さを
理解し，さらに真摯に機械工学を学ぶ態度を涵養する。(態度・志向性)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　合格の最低条件は次の３つである。
　(1)無断欠席や遅刻がないこと
　(2)完成した設計書と図面が指定された期限内に提出されていること
　(3)試問（または試験）を受けていること
　以上の条件を満足した者に対して，設計書，図面，試問（または試験）
の採点結果を総合して評価する。未完成な設計書や図面は不合格となる。

◎－－－　テキストおよび参考書　－－－◎

最初にプリントを配布する
参考書:「機械製図法」で使用したテキスト

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎回出欠と遅刻のチェックを厳密に行う。
・第一回目に資料の配付を行い、受講要領について説明する。。
・製図用具のほかに、２本のシャープペン（0.3mmと0.7mm程度）を用意
しておけば効率良く線の太さを正確に書き分けられる。いずれも学而会館
購買部で入手可能である。
・「材料力学」と「機械製図法」のテキストは毎回必ず持参すること。
・製図は製図室内だけで行い、図面は与えられた時間内に仕上げること
（図面を教室外で書くことを許されない）。

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　図面は与えられた時間内でしか書くことができないが、書くべき図面の
内容について時間外に考え、必要であれば質問したりして、あらかじめ深
く理解しておくと、図面が速く書ける．

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　材料力学と強度設計の基礎（全員）
２　アイボルトの設計（松尾・薦田）
３　アイボルトの製図（松尾・薦田）
４　アイボルトの製図（松尾・薦田）
５　フランジ継手の設計（松尾・薦田）
６　フランジ継手の製図（松尾・薦田）
７　フランジ継手の製図（松尾・薦田）
８　フランジ継手の製図（松尾・薦田）
９　圧力容器の設計（全員）
10　圧力容器の設計（全員）
11　圧力容器の製図（全員）
12　圧力容器の製図（全員）
13　圧力容器の製図（全員）
14　圧力容器の製図（全員）
15　圧力容器の製図（全員）



2019-7010002111-01機械工学設計演習Ａ

遠藤　正浩、松尾　尚、薦田亮介

◎機械:A-1,B-1,B-2,B-3,C-1,C-2,C-3

1.ものづくりに不可欠な強度設計の基礎を学ぶ。　(A-1)

2.工業力学I，材料力学I，機械製図法を有機的に活用して強度設計と製図を行
う。　(B-1)

3.材料力学の知識を正しく用いて強度設計を行い，安全と危険に関する感覚を
磨く。また，線の種類、太さなどの書き分け方、製図専用文字などについて訓
練してさらに製図の技術を向上させる。　(B-2)

4.定められた書式にしたがい設計書をまとめ期限内に提出する。また，設計し
た内容について十分理解して説明ができるようになる。　(B-3)

5.指定された時間内に製図を完成させることにより，機械エンジニアとして不
可欠な計画性と責任感を身につける。　(C-1)

6.世界標準の情報伝達手段であるJIS機械製図法に基づいて曖昧さのない機械図
面を提供して社会に貢献する志向性を身につける。　(C-2)

7.機械の役割を意識しながら便利でかつ安全・安心な機械の設計を行うことに
より，社会における機械工学の重要性と機械エンジニアの責任の重さを理解
し，さらに真摯に機械工学を学ぶ態度を涵養する。　(C-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。



2019-7010002112-01機械工学設計演習Ｂ

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・１時限～２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

森山　茂章、熊丸　憲男、森　秀幸、大穂　敦良

◎－－－　概要　－－－◎

機械の設計を行うには、材料力学、機械設計法、機構学、機械材料、機械工
作法、機械製図などの知識が要求される。本科目ではこれらの専門知識をど
のように応用するかを学び、設計技術の修得を目指す。一般機械にしばしば
用いられる平歯車の減速装置を設計対象とする。具体的には、それぞれに与
えられた設計データをもとに、歯車減速装置の設計を行う。設計計算で強度
的に十分かどうかを計算機によりチェックした後、セクションペーパーにJIS
にしたがって製図を行う。その図面の検図を受け、最終的にケント紙に清書
する。また、実際の部品の加工についても学習する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

動力と機械要素に働くトルクや力の関係を理解する。 (知識・理解)

モジュール、歯車の歯形、かみあい機構、寸法など歯車の基本を理解する。
(知識・理解)

歯車材料や歯車の曲げ強度および面圧強度について理解し、実際に設計がで
きる。(技能)

軸に働くトルクから応力集中を考慮し、強度的に十分な軸の設計ができる。
(技能)

軸受，軸継手に働くトルクや力を求め、強度的に十分な部品の設計ができ
る。(技能)

JISに基づいて組立図と部品図の製図を行い、寸法、表面粗さ、はめあい等が
正確に記述できる。(技能)

機械部品の加工について理解する。(技能)

機械技術者の言語である図面でコミュニケーションがとれる。(技能)

設計対象に要求されるニーズを理解し、設計された機械が実際に使用される
状況を把握できる。(態度・志向性)

全ての機械技術者に理解できる図面を作成できる。(態度・志向性)

設計の工程を自己管理するとともに、より優れた設計を指向する姿勢を身に
付ける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

授業内で設計および製図を終了することは時間的に困難である。期限までに
計算書レポートや図面が提出できるように授業時間外で作成を行わなければ
ならない。（90分）

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

設計計算書、セクションペーパー組立図、セクションペーパー部品図の順に
合格し、締切までにケント紙の組立図およびケント紙の部品図を提出するこ
とが単位を取るための必要条件である。成績は以上の提出物で評価する。定
期試験は課さない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

授業中にプリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

兼田楨宏・山本雄二著「基礎機械設計工学」オーム社
（ISBN978-4-274-06953-6）（機械要素設計Ⅰ，Ⅱの教科書）
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
（ISBN978-4-339-04069-2）（機構学の教科書）
松井悟・竹之内和樹・藤智亮・森山茂章「初めて学ぶ図学と製図」朝倉書店
（ISBN978-4-254-23132-8 C3053）（機械製図法の教科書）

◎－－－　履修上・受講上の留意点　－－－◎

本科目は人数制限があるので、履修を希望する者は、Web履修登録する前に
「履修希望調査アンケート」を回答し、指示に従って登録する必要がある。
「基礎機械設計工学」および「初めて学ぶ図学と製図」は授業に持参するこ
と。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　歯車機構および設計法の講義
２　軸受、軸、キー、軸継手設計の講義
３　設計例講義、軸、軸継手の設計計算
４　歯車の設計計算
５　軸受、キーの設計計算
６　計算機によるチェック
７　設計計算書作成
８　セクションペーパー製図（１）
９　セクションペーパー製図（２）
10　セクションペーパー製図（３）
11　ケント紙製図（１）
12　ケント紙製図（２）
13　ケント紙製図（３）
14　ケント紙製図（４）
15　実際の部品の加工について学ぶ



2019-7010002112-01機械工学設計演習Ｂ

森山　茂章、熊丸　憲男、森　秀幸、大穂　敦良

◎機械:A-1,B-1,B-2,B-3,C-1,C-2,C-3

1.動力と機械要素に働くトルクや力の関係を理解する。 　(A-1)

2.モジュール、歯車の歯形、かみあい機構、寸法など歯車の基本を理解する。
　(A-1)

3.歯車材料や歯車の曲げ強度および面圧強度について理解し、実際に設計がで
きる。　(B-1)

4.軸に働くトルクから応力集中を考慮し、強度的に十分な軸の設計ができる。
　(B-2)

5.軸受，軸継手に働くトルクや力を求め、強度的に十分な部品の設計ができ
る。　(B-2)

6.JISに基づいて組立図と部品図の製図を行い、寸法、表面粗さ、はめあい等が
正確に記述できる。　(B-1)

7.機械部品の加工について理解する。　(B-1)

8.機械技術者の言語である図面でコミュニケーションがとれる。　(B-3)

9.設計対象に要求されるニーズを理解し、設計された機械が実際に使用される
状況を把握できる。　(C-1)

10.全ての機械技術者に理解できる図面を作成できる。　(C-2)

11.設計の工程を自己管理するとともに、より優れた設計を指向する姿勢を身に
付ける。　(C-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。



2019-7010002114-01機械工学設計演習Ｃ

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・１時限～２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

高尾　幸来、本田知宏

◎－－－　概要　－－－◎

　高性能で信頼性の高い機械を設計するためには、その機械に関するあらゆる
技術に精通しておく必要がある。本科目は、機械工学に関する基本知識と種々
の資料を駆使して定められた仕様の機械を設計するプロセスを、擬似体験する
ことを目的としている。設計する機械は、小型往復圧縮式冷凍機である。
　冷凍機を設計するためには、工業熱力学、伝熱工学、機械要素設計、工業力
学、機械工作、材料力学などの知識を総動員しなければならない。また、技術
者の長年の努力と経験に基づく設計データ、製品カタログおよび日本工業規格
（JIS）などの資料を参照する必要もある。本科目では、指定したテキスト
（後述）に従って設計作業をすすめる。
　一つ一つの部品の役割を理解しながら機械を設計し、その組立図および主要
部品の部品図まで完成させることは、学生諸君にとってはかなりの負担になる
であろう。しかし、そのような体験によって、機械技術者として何が必要かを
じっくり考えてほしい。
　授業では、冷凍機に関する基本事項を最初に講義し、その後、各人に与えら
れる設計仕様にあわせて設計計算および製図を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)小型圧縮式冷凍機の設計プロセスを疑似体験することによって、熱力学、伝
熱工学、機械要素設計、機械工作、機械力学、材料力学など、機械工学の基礎
科目に関する学力の確認とそれらの基礎知識の関連を理解する。(知識・理解)

(2)冷凍能力と材料強度を満足する冷凍機の設計手順がわかる。(技能)

(3)機械工学の基礎知識を活用して、設計仕様を満足する冷凍機システムの構成
と構造が提案できる。(技能)

(4)設計に関する疑問点を解決するために、受講者同士で議論するとともに、教
員への質問においては、質問の意図と質問に至るまでの自分自身の考えを的確
に述べることができる。(技能)

(5)本設計で対象となる冷凍機の使用場面を想像し、ユーザの立場に立った設計
ができる。(態度・志向性)

(6)冷凍機が使用される地域を想定するとともに、その地域に適した冷凍機がど
のようなものであるかを想像できる。(態度・志向性)

(7)本設計はあくまでも設計プロセスの疑似体験であることを意識し、今後、技
術者として必要なことが何かを再確認する。(態度・志向性)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　すべての演習、設計計算書および図面を、期限までに提出することが合格の
最低条件である。さらに、以下の項目について評価する。
◎設計計算書(Ａ４レポート用紙)
・設計のプロセスが十分理解できる。
・計算に間違いがない。
◎図面(Ａ２方眼紙) :
・JIS製図法に従って丁寧に描かれている。
・計算書との整合性が採れている。

◎－－－　テキスト　－－－◎

(1)蓮見 善久、冷凍機の設計・製図（理工学社）
ISBN978-4-8445-2287-4,価格2160円
　このテキストには冷凍機に関する基本的事項、設計手順および必要資料がま
とめてあるので、必ず手元において設計を行うこと。
　その他，必要な資料はプリントとして配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

(1)日本機械学会編、熱力学（丸善）：「工業熱力学Ⅰ・Ⅱ」で使用した教科書
(2)熱工学サブテキスト(「工業熱力学Ⅰ」において配布済み)
(3)日本機械学会編、伝熱工学（丸善）：2014年度以降の「伝熱工学Ⅰ・Ⅱ」の
教科書
(4)吉田駿、伝熱学の基礎（理工学社）：2013年度までの「伝熱工学Ⅰ・Ⅱ」の
教科書
その他、機械製図法の教科書など。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本科目は人数制限があるので、履修を希望する者は、WEB履修登録する前に
「履修希望調査アンケート」を回答し、指示に従って登録する必要がある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

授業計画は以下の通り。
1.冷凍機概論講義および演習（全員）
2.冷媒の熱的物性値・状態変化の計算練習（全員）
3.蒸気圧縮式冷凍サイクル講義および演習（全員）
4.性能設計（講義および設計計算）（全員）
5.性能設計（設計計算および計算書の作成）（全員）
6.強度設計（講義および設計計算）（全員）
7.強度設計（設計計算および計算書の作成）（全員）　
8.設計計算（つづき）（全員）
9.製図（部品図）（全員）
10.製図（部品図）（つづき）（全員）
11.冷凍機構成要素の全体配置に関する検討（全員）
12.設計計算書の見直し（全員）
13.製図（冷凍機の組立図）（全員）
14.製図（冷凍機の組立図）（つづき）（全員）
15.設計計算書および製図の最終チェック（全員）

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　本科目の受講前に、「工業熱力学Ⅱ」で学んだ冷凍サイ
クルについて復習しておくこと。
　各人の仕様を満たす設計製図を完成させるためには、授
業時間以外にも十分な時間を確保して、設計計算と製図作
業を行う必要がある。６月中旬からは授業の空き時間に各
人のペースで作業を行えるように、製図室を開放する。



2019-7010002114-01機械工学設計演習Ｃ

高尾　幸来、本田知宏

◎機械:A-1,B-1,B-2,B-3,C-1,C-2,C-3

1.(1)小型圧縮式冷凍機の設計プロセスを疑似体験することによって、熱力学、
伝熱工学、機械要素設計、機械工作、機械力学、材料力学など、機械工学の基
礎科目に関する学力の確認とそれらの基礎知識の関連を理解する。　(A-1)

2.(2)冷凍能力と材料強度を満足する冷凍機の設計手順がわかる。　(B-1)

3.(3)機械工学の基礎知識を活用して、設計仕様を満足する冷凍機システムの構
成と構造が提案できる。　(B-2)

4.(4)設計に関する疑問点を解決するために、受講者同士で議論するとともに、
教員への質問においては、質問の意図と質問に至るまでの自分自身の考えを的
確に述べることができる。　(B-3)

5.(5)本設計で対象となる冷凍機の使用場面を想像し、ユーザの立場に立った設
計ができる。　(C-1)

6.(6)冷凍機が使用される地域を想定するとともに、その地域に適した冷凍機が
どのようなものであるかを想像できる。　(C-2)

7.(7)本設計はあくまでも設計プロセスの疑似体験であることを意識し、今後、
技術者として必要なことが何かを再確認する。　(C-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。



2019-7010002116-01機械工学設計演習Ｄ

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・３時限～４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

安東　洋一、佐々木　一人

◎－－－　概要　－－－◎

　軸流ファンの設計を行います。設計の中心は、設計条件の風量と
圧力上昇を満足する羽根車の形状を、ターボ機械の理論に基づいて
決定することにあります。設計においてもっとも決断力を要し、難
しいのは全体の構造や設計条件以外のファン全体の主要諸元を決め
ることですが、これらについては全て一定の条件を満たすように自
分で案出し決定することとします。
　翼の形状はＮＡＣＡ翼列資料を用いることとします。また、製図
の手段としてCADの利用方法を説明します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

部品のスケッチを作成できる。(知識・理解)

ＣＡＤを用い組立図、部品図を作図できる。(技能)

JISに基づいて製図を行い、寸法、加工指示などを正確に記述でき
る。(態度・志向性)

軸流ファンの概要の決定手順を理解する。(態度・志向性)

カーペット線図を用いて動翼の諸元を決定できる。(技能)

仕様に基づいた諸元表を作成できる。(態度・志向性)

諸元表の決定過程を正確に記述した設計書を作成できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　事前にテキストを良く読んで、わからないところをチェックして
おいてください。
　他の流体機械や流体工学関連の教科書、設計に用いる理論や式
は、その他の科目の教科書にも載っているので、広範囲に参考にし
てください。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　設計の計算書、仕様書、図面、を提出させ、それらの内容および
書き方（丁寧さを含む）で評価します。指定された図面はＣＡＤで
作図すること。また設計途中のチェック状態も加味します。出席は
必須です。または指定された文書は必ず提出してください。

◎－－－　テキスト・参考書　－－－◎

　実際に設計を行う場合にはテキストは存在しないので、自分で理
論やデータをいろいろな資料から探し出して、組み合わせながら設
計を進めるのが普通ですが、ここでは、多数の参考資料を整理して
平易にまとめた冊子（テキスト）を配布します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　実技科目ですから、出席を重視します。教室で集中して作業を進
めてください。パソコンやＣＡＤを積極的に練習し使用するよう心
がけてください。なお就職活動による欠席は、必ず事前に連絡する
ようにしてください。
　ここで設計に使用する式やデータの説明は「ターボ機械」で行い
ますので、同時に履修することが効果的です。
　本科目は人数制限があるので、履修を希望する人は、Web履修登録
する前に「履修希望調査アンケート」を回答し、指示に従って登録
してください。

◎－－－　授業方法および計画　－－－◎

製図室および情報センター実習室でパソコンを操作しながら説明を
行います。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．機械の設計とは。全体説明。基本形状
２．内部流れの設計
３．速度三角形と流れの設計
４．スケッチ製図の練習
５．翼形状の設計
６．スケッチ製図の評価
７．翼断面形状の作図
８．基本設計図のフリーハンド作図
９．基本設計図のフリーハンド作図の評価
10．CADの基礎
11．レイヤと寸法記入
12．基本設計図の提出
13．動翼の作図
14．動翼断面の計算
15．AUTOCADとEXCELの連係動作
16．個人指導
17.動翼の3次元モデルの作成
18．個人指導
19．動翼の平面図の作成
20．動翼図の提出
21．基本設計図から組み立て図の作図
22．個人指導
23．個人指導
24．組み立て図提出
25．部品図の作図
26～29．個人指導
30．レポート提出



2019-7010002116-01機械工学設計演習Ｄ

安東　洋一、佐々木　一人

◎機械:A-1,B-1,B-2,B-3,C-1,C-2,C-3

1.部品のスケッチを作成できる。　(A-1)

2.ＣＡＤを用い組立図、部品図を作図できる。　(B-1)

3.JISに基づいて製図を行い、寸法、加工指示などを正確に記述できる。　(C-2)

4.軸流ファンの概要の決定手順を理解する。　(C-3)

5.カーペット線図を用いて動翼の諸元を決定できる。　(B-2)

6.仕様に基づいた諸元表を作成できる。　(C-1)

7.諸元表の決定過程を正確に記述した設計書を作成できる。　(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。



2019-7010002117-01機械工学設計演習Ｅ

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・３時限～４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

岩村　誠人、下川 哲司

◎－－－　概要　－－－◎

　一つの車軸に一対の車輪をもつ２輪車を設計する。この２輪車は、ワン
チップマイコンにより制御するモータで駆動され、安定な走行を楽しむこ
とのできる乗り物（平衡自転車Balancycleと名付ける）である。本設計
は、機構設計にとどまらず、コンピュータと駆動部を組み合わせたメカト
ロニクスの設計に重点をおく点に特徴がある。すなわち、機械力学による
動作挙動の力学的解析、機械制御工学によるコントローラの設計、機械力
学・制御実験で学んだコンピュータによるモータの制御、さらに、設計し
た平衡自転車を機械製図の知識をもちいて図面として表現することなどを
統合する設計演習科目である。　

◎－－－　到達目標　－－－◎

平衡自転車の運動解析を通じて、動力学的な解析の必要性を理解するこ
と。 (知識・理解)

平衡自転車の安定化走行には、制御系の設計が不可欠な手段であることを
理解すること。 (技能)

モータおよび減速器の特性を考慮した設計法を知ること。 (技能)

ワンチップマイコンの機能とその利用法を知ること。 (技能)

機構、駆動部、センサおよびコントローラを一体化するメカトロニクスの
設計法を理解すること。 (態度・志向性)

自由な発想で、与えられた設計仕様を満足するよう設計に工夫をするこ
と。 (態度・志向性)

構成部品の価格を調べ設計と照らし合わせ、実際に製作することまでを考
えに入れた設計をすること。 (態度・志向性)

決められた時間内で、自分の設計したものの特長を要領よく発表する能力
を養うこと。 (技能)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　授業は授業計画にしたがって進めるので、配布プリントで次回の演習範
囲を予習し、疑問点を整理して受講すること。(60分)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　以下の手続きをそれぞれの指定期日までに完成することが必須条件であ
り、その完成度を総合的に評価する。(1)設計仕様を満足するサーボモータ
と減速器を選定し、機構部の基本設計ができること　(2)動力学解析とコン
トローラパラメータの決定ができること　(3)ワンチップマイコンを用いた
ハイブリッドシミュレーションができること　(4)機構部の設計図を完成す
ること　(5)設計仕様書をまとめること　(6)設計したもののアピールポイ
ントを発表すること

◎－－－　テキスト　－－－◎

機械工学設計演習Ｅのプリントテキストを授業開始時に配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

●「機械力学・制御実験」で用いたプリントテキスト
●川崎晴久　著、ロボット工学の基礎(第2版)(森北出版）、2012年発行、
価格2500円、ISBN978-4-627-91382-0

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　「機械製図法」、「機械制御工学Ⅰ」、「機械力学Ⅰ」および「機械力
学・制御実験」を修得していることが望ましい。本科目は人数制限がある
ので、履修を希望する者は、Web履修登録する前に「履修希望調査アン
ケート」を回答し、指示に従って登録する必要がある。
　履修者は、成績評価基準に述べた手続きの指定期日を厳守すること。指
定期日までにそれぞれの課題が達成できない場合、つぎのステップには進
めない（単位取得できない）ので注意すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　全体の流れ、運動解析、駆動部選定法の説明
２　全体構造、センサ、コントローラの説明
３　シミュレータ、設計の手順の説明
４　駆動・機構部の仮設計
５　駆動・機構部の仮設計
６　駆動・機構部の仮設計、シミュレーション
７　駆動・機構部の仮設計、シミュレーション
８　第一段階報告書作成
９　組立図・部品図の作成
10　組立図・部品図の作成
11　組立図・部品図の作成、ハイブリッドシミュレーショ
ン、第二段階報告書作成
12　組立図・部品図の作成、ハイブリッドシミュレーショ
ン、第二段階報告書作成
13　発表会の準備
14　発表会
15　発表会



2019-7010002117-01機械工学設計演習Ｅ

岩村　誠人、下川 哲司

◎機械:A-1,B-1,B-2,B-3,C-1,C-2,C-3

1.平衡自転車の運動解析を通じて、動力学的な解析の必要性を理解すること。
　(A-1)

2.平衡自転車の安定化走行には、制御系の設計が不可欠な手段であることを理
解すること。 　(B-1)

3.モータおよび減速器の特性を考慮した設計法を知ること。 　(B-2)

4.ワンチップマイコンの機能とその利用法を知ること。 　(B-2)

5.機構、駆動部、センサおよびコントローラを一体化するメカトロニクスの設
計法を理解すること。 　(C-1)

6.自由な発想で、与えられた設計仕様を満足するよう設計に工夫をすること。
　(C-3)

7.構成部品の価格を調べ設計と照らし合わせ、実際に製作することまでを考え
に入れた設計をすること。 　(C-2)

8.決められた時間内で、自分の設計したものの特長を要領よく発表する能力を
養うこと。 　(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。



2019-7010000200-01機械工作実習「TM-a」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：実習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・３時限～４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

山辺　純一郎、熊丸　憲男、森　秀幸、大穂　敦良

◎－－－　概要　－－－◎

機械工作実習は、機械工作法、機械加工法、計測工学、工作機械な
どの各種講義で習うこと、実際の工作技術の関連性を体得するため
の実習科目である。教室の講義で聞くことを、実物を見て、そして
自分の手で試みることにより、確実に自分のものにすることを目的
にする。したがって、この実習では、単に製品を作ることだけでな
く、これを行う際に実際に使っている機械や工具、そして作業の様
子を細かく観察することが必要である。講義では、実習に加えて、
機械加工が施された実部品の強度や性能評価についての実務経験に
もとづき、機械工作実習に必要な知識や心構えについても説明しま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

旋盤を使用し、丸棒の外周削り、溝削り、側面削り、ねじ切りの加
工を実際に行う。(知識・理解)

精密測定機器であるノギスやマイクロメータを用いて、長さの測定
を実際に行う。また、その測定原理を理解する。(技能)

ボール盤を用いて穴あけ加工を行う。(知識・理解)

タップ、ダイスを用いてねじ切り加工を行う。(知識・理解)

縦・横フライス盤を用いて平面削り加工を行う。(知識・理解)

平面研削盤を用いて平面削り加工を行う。(知識・理解)

NC工作機械（マシニングセンタ）を用いた加工のためのプログラミ
ング、紙テープへのパンチングおよびNC工作機械による切削加工を
行う。(技能)

射出成形、放電加工、材料の性質などについて理解する。(技能)

各工作実習課題についてレポートにまとめる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

自分が行う実習について、前もって教科書やプリントをよく読んで
予習しておくこと。必ずレポートを提出すること。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

全ての実習を受講し、それぞれのレポートを提出しなければならな
い。欠席する場合には担当者に連絡し、必ず補講を受けること。成
績は原則として、実習への取り組み40%、レポート30%、演習30%で
評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

資料などは配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

有浦泰常他4名著、「機械製作法II－除去加工・精密測定法・加工シ
ステムー（基礎機械工学シリーズ11巻）」、朝倉書店、2015年（初
版第10刷）、(3200円+税）、ISBN978-4-254-23711-5
この参考書は、2年生前期の「機械加工法」でも使用する。

◎－－－　履修上・受講上の留意点　－－－◎

工作実習では、工作機械や各種刃物を扱うため、多くの危険を伴う
場合がある。絶対にけがをしないように気をつけなければならな
い。実習に適した服装をする必要もある。これらの細かい注意およ
び日程については、授業の最初の時間に説明する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　工作実習の概要説明と諸注意
２　　NC工作機械の概要とプログラミングの説明
３　　NCプログラミングの作成
４　　ノギス、マイクロメータの測定原理の説明と測定
５～１４　少人数のグループに分かれ各部門（旋盤、特
機、NC工作機械など）で実習
１５　総合演習



2019-7010000200-01機械工作実習「TM-a」

山辺　純一郎、熊丸　憲男、森　秀幸、大穂　敦良

◎機械:A-1,B-1,B-2,B-3

1.旋盤を使用し、丸棒の外周削り、溝削り、側面削り、ねじ切りの加工を実際
に行う。　(A-1)

2.精密測定機器であるノギスやマイクロメータを用いて、長さの測定を実際に
行う。また、その測定原理を理解する。　(B-1)

3.ボール盤を用いて穴あけ加工を行う。　(A-1)

4.タップ、ダイスを用いてねじ切り加工を行う。　(A-1)

5.縦・横フライス盤を用いて平面削り加工を行う。　(A-1)

6.平面研削盤を用いて平面削り加工を行う。　(A-1)

7.NC工作機械（マシニングセンタ）を用いた加工のためのプログラミング、紙
テープへのパンチングおよびNC工作機械による切削加工を行う。　(B-1)

8.射出成形、放電加工、材料の性質などについて理解する。　(B-2)

9.各工作実習課題についてレポートにまとめる。　(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。



2019-7010000200-02機械工作実習「TM-b」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：実習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・３時限～４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

山辺　純一郎、熊丸　憲男、森　秀幸、大穂　敦良

◎－－－　概要　－－－◎

機械工作実習は、機械工作法、機械加工法、計測工学、工作機械な
どの各種講義で習うこと、実際の工作技術の関連性を体得するため
の実習科目である。教室の講義で聞くことを、実物を見て、そして
自分の手で試みることにより、確実に自分のものにすることを目的
にする。したがって、この実習では、単に製品を作ることだけでな
く、これを行う際に実際に使っている機械や工具、そして作業の様
子を細かく観察することが必要である。講義では、実習に加えて、
機械加工が施された実部品の強度や性能評価についての実務経験に
もとづき、機械工作実習に必要な知識や心構えについても説明しま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

旋盤を使用し、丸棒の外周削り、溝削り、側面削り、ねじ切りの加
工を実際に行う。(知識・理解)

精密測定機器であるノギスやマイクロメータを用いて、長さの測定
を実際に行う。また、その測定原理を理解する。(技能)

ボール盤を用いて穴あけ加工を行う。(知識・理解)

タップ、ダイスを用いてねじ切り加工を行う。(知識・理解)

縦・横フライス盤を用いて平面削り加工を行う。(知識・理解)

平面研削盤を用いて平面削り加工を行う。(知識・理解)

NC工作機械（マシニングセンタ）を用いた加工のためのプログラミ
ング、紙テープへのパンチングおよびNC工作機械による切削加工を
行う。(技能)

射出成形、放電加工、材料の性質などについて理解する。(技能)

各工作実習課題についてレポートにまとめる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

自分が行う実習について、前もって教科書やプリントをよく読んで
予習しておくこと。必ずレポートを提出すること。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

全ての実習を受講し、それぞれのレポートを提出しなければならな
い。欠席する場合には担当者に連絡し、必ず補講を受けること。成
績は原則として、実習への取り組み40%、レポート30%、演習30%で
評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

資料などは配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

有浦泰常他4名著、「機械製作法II－除去加工・精密測定法・加工シ
ステムー（基礎機械工学シリーズ11巻）」、朝倉書店、2015年（初
版第10刷）、(3200円+税）、ISBN978-4-254-23711-5
この参考書は、2年生前期の「機械加工法」でも使用する。

◎－－－　履修上・受講上の留意点　－－－◎

工作実習では、工作機械や各種刃物を扱うため、多くの危険を伴う
場合がある。絶対にけがをしないように気をつけなければならな
い。実習に適した服装をする必要もある。これらの細かい注意およ
び日程については、授業の最初の時間に説明する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　工作実習の概要説明と諸注意
２　　NC工作機械の概要とプログラミングの説明
３　　NCプログラミングの作成
４　　ノギス、マイクロメータの測定原理の説明と測定
５～１４　少人数のグループに分かれ各部門（旋盤、特
機、NC工作機械など）で実習
１５　総合演習



2019-7010000200-02機械工作実習「TM-b」

山辺　純一郎、熊丸　憲男、森　秀幸、大穂　敦良

◎機械:A-1,B-1,B-2,B-3

1.旋盤を使用し、丸棒の外周削り、溝削り、側面削り、ねじ切りの加工を実際
に行う。　(A-1)

2.精密測定機器であるノギスやマイクロメータを用いて、長さの測定を実際に
行う。また、その測定原理を理解する。　(B-1)

3.ボール盤を用いて穴あけ加工を行う。　(A-1)

4.タップ、ダイスを用いてねじ切り加工を行う。　(A-1)

5.縦・横フライス盤を用いて平面削り加工を行う。　(A-1)

6.平面研削盤を用いて平面削り加工を行う。　(A-1)

7.NC工作機械（マシニングセンタ）を用いた加工のためのプログラミング、紙
テープへのパンチングおよびNC工作機械による切削加工を行う。　(B-1)

8.射出成形、放電加工、材料の性質などについて理解する。　(B-2)

9.各工作実習課題についてレポートにまとめる。　(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。



2019-7010000214-01機械材料学

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

遠藤　正浩

◎－－－　概要　－－－◎

　機械装置や構造物を設計する際、エンジニアは、設計基準に最
適な材料を選択する方法を知っていなければならない。すなわ
ち、個々の材料の各種性質と限界を理解した上で設計応力を設定
して、各部の寸法と形状を決定できなくてはならない。本講は材
料を一つひとつ取り上げその特性を解説するものではない。将
来、材料を選択あるいは新材料を開発する際に必要となる基本的
知識について講義する。対象とする材料は主に金属であり、強度
特性を中心にその性質と特徴および強度設計法について解説す
る。最後に新材料についての話題も取り上げる。
　この講義は、同期に開講している「材料試験」と対比させなが
ら話が進められ、知識と体験が一体化するよう工夫されている。
したがって、「材料試験」を受講していれば本講も興味をもって
受講できるであろう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ものづくりに不可欠な，単軸荷重下の応力－ひずみ関係、材料の
機械的性質の表示法、弾性と塑性の一般的性質、衝撃強度と硬さ
およびそれらと機械的性質の関係、低温・中温・高温、腐食環境
における材料の強度と応答を理解し，機械設計に活用する応用力
を培う。
(知識・理解)

ものづくりで重要な強度設計において，材料の各種破壊の特徴お
よび設計上の判断基準を理解して正しく使えるようになる。
(知識・理解)

「工業力学」，「材料力学」，「材料試験」と有機的に知識を連
携させて考える力を養う．(技能)

き裂をもつ材料の強度を扱う学問体系を破壊力学といい、き裂先
端の応力場の強さは応力拡大係数と呼ばれる単一のパラメーター
を用いて表すことができる。講義の中では、設計の例題を示して
計算演習を行い、それによって、これらの知識を使える道具とす
る。(技能)

機械や構造物の部材の孔、段、キーみぞ、ねじなどのように形状
が変化する部分では、一般に、局部的に応力が高くなる。この現
象を応力集中といい、その場所は機械や構造物の破壊の開始点に
なりやすい。この応力集中の取り扱いを理解する(技能)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　講義中の演習や宿題の成績（約20％）と定期試験の成績（約
80％）で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考書　－－－◎

テキスト:
「機械材料学」第２版　平川賢爾ほか共著　朝倉書店　3500円
（+税）　ISBN978-4-254-23146-5（金属材料学のテキストと同
じ）
参考書:「材料試験方法」　中川　元ほか共著　養賢堂
　

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　教科書の問題は自力で全部解いてみること．疑問があればその
都度質問する．日頃から材料の使われ方について関心を持つ．
「材料試験」でこの科目で得た知識を生かす．

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　金属の男性と塑性
２　引張試験
３　真応力と真ひずみ、加工硬化
４　硬さ試験
５　延性破壊
６　ぜい性破壊
７　衝撃強度（延性・脆性遷移温度）
８　環境の影響、クリープ破壊
９　疲労現象と破壊
10　金属の破壊の対策と強度設計
11　応力集中
12　破壊力学，応力拡大係数
13　セラミック材料の構造
14　セラミック材料の強度特性
15　話題の新材料



2019-7010000214-01機械材料学

遠藤　正浩

◎機械:A-1,B-1,B-2

1.ものづくりに不可欠な，単軸荷重下の応力－ひずみ関係、材料の機械的性質
の表示法、弾性と塑性の一般的性質、衝撃強度と硬さおよびそれらと機械的性
質の関係、低温・中温・高温、腐食環境における材料の強度と応答を理解し，
機械設計に活用する応用力を培う。
　(A-1)

2.ものづくりで重要な強度設計において，材料の各種破壊の特徴および設計上
の判断基準を理解して正しく使えるようになる。
　(A-1)

3.「工業力学」，「材料力学」，「材料試験」と有機的に知識を連携させて考
える力を養う．　(B-1)

4.き裂をもつ材料の強度を扱う学問体系を破壊力学といい、き裂先端の応力場
の強さは応力拡大係数と呼ばれる単一のパラメーターを用いて表すことができ
る。講義の中では、設計の例題を示して計算演習を行い、それによって、これ
らの知識を使える道具とする。　(B-2)

5.機械や構造物の部材の孔、段、キーみぞ、ねじなどのように形状が変化する
部分では、一般に、局部的に応力が高くなる。この現象を応力集中といい、そ
の場所は機械や構造物の破壊の開始点になりやすい。この応力集中の取り扱い
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。



2019-7010000354-01機械情報処理

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

岩村　誠人

◎－－－　概要　－－－◎

　機械工学を学ぶものにとって、プログラミングを含むコン
ピュータの利用技術を修得しておくことは必要不可欠である。
本科目では、コンピュータについての基礎知識とプログラミン
グ言語Cを用いたコンピュータのプログラミング手法とを学
ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

コンピュータの基礎知識…コンピュータの基本的な構造や動作
原理について理解する。 (知識・理解)

変数の型…基本データ型を理解し、それらを使い分けられるよ
うになる。 (知識・理解)

条件分岐…if文、switch文を用いて条件分岐処理が行えるように
なる。 (技能)

繰り返し…for文、while文を用いて繰り返し処理が行えるよう
になる。 (技能)

関数…ユーザ関数を作成できるようになる。 (技能)

配列…１次元配列、２次元配列を使用できるようになる。 (技
能)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　毎回授業の最後に課題を出題するので指定した期日までに提
出すること。また、次回の授業範囲を予習しておくこと。(60
分)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　定期試験70%、中間試験15%、毎回出題する課題15%を目安
として総合的に評価する。Ｃ言語の基本的な文法を修得できて
いるか、またそれらを組み合わせて簡単なプログラムを作成す
ることができるかという点を評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　「新版C言語プログラミングレッスン入門編」結城浩著（ソ
フトバンククリエイティブ）（2006年）（2,100円）
（ISBN:4-7973-3678-1）

◎－－－　参考書　－－－◎

　「C入門」浦昭二・原田賢一著（培風館）、「プログラミン
グ言語Ｃ（第２版）」B.W. Kernighan, D.M. Ritchie著・石田晴
久訳（共立出版株式会社）、「Visual C++ プログラミングブッ
ク」河西朝雄著（技術評論社）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本科目は、選択科目である。履修の条件はないが、情報処理
入門を履修していることが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　機械工学とコンピュータとのかかわり、
　　コンピュータの基礎知識、
　　プログラミングの基礎、
　　C言語の概要
２　変数の型
３　条件分岐（if文）
４　条件分岐（switch文）
５　繰り返し（for文）
６　繰り返し（while文）
７　中間試験
８　関数
９　配列
10　構造体
11　ポインタ
12　ファイル処理
13　簡単な数値計算1
14　簡単な数値計算2
15　Visual C++プログラミング体験



2019-7010000354-01機械情報処理

岩村　誠人

◎機械:A-1,B-1,B-2

1.コンピュータの基礎知識…コンピュータの基本的な構造や動作原理について
理解する。 　(A-1)

2.変数の型…基本データ型を理解し、それらを使い分けられるようになる。 　
(A-1)

3.条件分岐…if文、switch文を用いて条件分岐処理が行えるようになる。 　
(B-1)

4.繰り返し…for文、while文を用いて繰り返し処理が行えるようになる。 　
(B-1)

5.関数…ユーザ関数を作成できるようになる。 　(B-2)

6.配列…１次元配列、２次元配列を使用できるようになる。 　(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。



2019-7010000163-01機械制御工学Ⅰ

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

岩村　誠人

◎－－－　概要　－－－◎

　機械を制御する技術は、自動車のエンジンの制御やアクティブサ
スペンション、ハードディスク・DVDの制御、鉄道車両・船舶・航
空機の制御等々あらゆる機械を安全で迅速かつ正確に動かすための
基盤技術として用いられている。しかし、それらの理論・技術が
ハードウェアやコンピュータプログラムの中に組み込まれて実体が
見えないため、その有用性は認識されにくい。本講義は、この技術
の基礎理論を理解するための導入的な役割をもつ。
　授業では最初の70分程度で説明を行い、最後の20分は理解を確認
するための小テストを行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

フィードバック制御系の構成を知ること。 (知識・理解)

静的システムと動的システムの違いを理解できること。 (知識・理解)

ラプラス変換を用いて簡単な線形微分方程式が解けること。 (技能)

動特性を伝達関数で表現できること。 (技能)

制御系をブロック線図を用いて表現できること。これを等価変換に
よって整理できること。 (技能)

伝達関数で表された系の時間応答を求められること。(技能)

制御系の安定性の意味を理解し、安定判別ができること。 (技能)

ＰＩＤ制御の基本特性を理解すること。 (技能)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　小テストの解説は次回授業の最初に行うので、問題が解けなかっ
た場合はそれまでによく復習をしておくこと。また、次回の授業範
囲を予習し、専門用語の意味等を理解しておくこと。(60分)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　定期試験70％、中間試験15%、毎回行う小テスト15%を目安として
総合的に評価する。授業で取り上げた機械制御工学の基本的な用語
や考え方を理解できているか、またそれらを基本的な問題に応用す
ることができるかという点を評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

佐藤和也・平元和彦・平田研二　著、はじめての制御工学（講談
社）、2010年発行、価格2600円＋税、ISBN978-4-06-155791-8

◎－－－　参考書　－－－◎

　制御工学とはどのようなものか、また、その歴史を知るには、
●大須賀公一・足立修一 著、システム制御へのアプローチ（コロナ
社）
　機械制御工学がどのように実機械システムで利用されているかの
実際を知るには、
●木村英紀　著、制御工学の考え方（講談社BLUE BACKS）
●日本機械学会誌 連載講座、機械制御実践講座、日本機械学会誌
Vol.103 No.974－Vol.104 No.995

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本科目は、必修科目である。履修の条件はないが、「微分積分
Ⅰ・Ⅱ」、「力学A・B」および「物理学A」を履修していることが
望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　制御の歴史、制御とは
２　システムと数学モデル
３　ラプラス変換の基礎
４　ラプラス変換の応用
５　伝達関数の役割
６　動的システムの応答
７　システムの応答特性
８　中間試験
９　２次遅れ系の応答
10　システムの極
11　極と安定性
12　制御系の構成
13　制御系の安定性
14　ＰＩＤ制御
15　フィードバック制御系の定常特性



2019-7010000163-01機械制御工学Ⅰ

岩村　誠人

◎機械:A-1,B-1,B-2

1.フィードバック制御系の構成を知ること。 　(A-1)

2.静的システムと動的システムの違いを理解できること。 　(A-1)

3.ラプラス変換を用いて簡単な線形微分方程式が解けること。 　(B-1)

4.動特性を伝達関数で表現できること。 　(B-1)

5.制御系をブロック線図を用いて表現できること。これを等価変換によって整
理できること。 　(B-1)

6.伝達関数で表された系の時間応答を求められること。　(B-2)

7.制御系の安定性の意味を理解し、安定判別ができること。 　(B-2)

8.ＰＩＤ制御の基本特性を理解すること。 　(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。



2019-7010000164-01機械制御工学Ⅱ

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

岩村　誠人、林　長軍

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義の前半では、「機械制御工学Ⅰ」の内容を基礎として、さ
らに周波数領域における特性解析、安定判別、制御系設計について
学ぶ。また、本講義の後半では、多入力多出力の制御対象を、安全
で迅速かつ正確に制御することができる制御系設計法の基礎理論―
現代制御理論について、その基礎的な部分を学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

周波数応答の意味を理解できること。 (知識・理解)

ボード線図の特性を理解すること。 (知識・理解)

ベクトル軌跡の特性を理解すること。 (知識・理解)

ナイキストの安定条件とボード線図上の安定条件との関係を理解で
きること。 (技能)

１入出力制御系と多入力系の違いを知ること。 (知識・理解)

制御対象の動特性を微分方程式で表せること。 (技能)

動特性の記述（状態方程式）表現ができること。 (技能)

状態方程式と伝達関数の関係を理解すること。 (技能)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　授業は授業計画にしたがって進めるので、次回の授業範囲を予習
し、疑問点を整理して受講すること。(60分)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　定期試験（70％）と演習・中間試験および出席状況（30％）を総
合評価する。授業で取り上げた機械制御工学の基本的な用語や考え
方を理解できているか、またそれらを基本的な問題に応用すること
ができるかという点を評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　前半は機械制御工学Ⅰと同じ
●佐藤和也・平元和彦・平田研二　著、はじめての制御工学（講談
社）、2010年発行、価格2600円＋税、ISBN978-4-06-155791-8
を用いる。
　後半は
●佐藤和也・下本陽一・熊澤典良　著、はじめての現代制御理論
（講談社）、2014年発行、価格2600円＋税、ISBN978-4-06-156508-1
を使用する（同テキストは機械制御工学Ⅲでも用いる）。

◎－－－　参考書　－－－◎

　前半（古典制御理論）に関しては
●杉江俊治・藤田政之 著、フィードバック制御入門（コロナ社）
●尾崎弘明 著、制御工学の基礎（共立出版）
　後半（現代制御理論）に関しては、
●白石昌武　著、入門現代制御理論（日刊工業新聞社）
●吉川恒夫・井村順一　著、現代制御論（昭晃堂）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本科目は、選択科目である。履修の条件はないが、「機械制御工
学Ｉ」を履修していることが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　本講義の概要（岩村）
２　周波数特性の解析（岩村）
３　ボード線図の特性（岩村）
４　周波数伝達関数（岩村）
５　ナイキストの安定判別法（岩村）
６　ゲイン余裕と位相余裕（岩村）
７　ループ整形法によるフィードバック制御系の設計（岩
村）
８　演習・中間試験１回目（岩村）
９　古典制御理論のまとめ（岩村）
10　現代制御理論とは、古典制御理論との相違（林）
11　動特性をもつ制御対象の微分方程式（林）
12　状態方程式による制御対象の記述（林）
13　行列・ベクトルの基本（林）
14　伝達関数行列（林）
15　演習・中間試験２回目（林）

 



2019-7010000164-01機械制御工学Ⅱ

岩村　誠人、林　長軍

◎機械:A-1,B-1,B-2

1.周波数応答の意味を理解できること。 　(A-1)

2.ボード線図の特性を理解すること。 　(A-1)

3.ベクトル軌跡の特性を理解すること。 　(A-1)

4.ナイキストの安定条件とボード線図上の安定条件との関係を理解できるこ
と。 　(B-1)

5.１入出力制御系と多入力系の違いを知ること。 　(A-1)

6.制御対象の動特性を微分方程式で表せること。 　(B-1)

7.動特性の記述（状態方程式）表現ができること。 　(B-2)

8.状態方程式と伝達関数の関係を理解すること。 　(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。



2019-7010000165-01機械制御工学Ⅲ

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

林　長軍

◎－－－　 概　　要 　－－－◎

機械制御工学は制御対象（制御しようとする機械）をどのよう
にうまく制御できるかについての学問である。本講義では、多
入力多出力の制御対象を、安全で迅速かつ正確に制御すること
ができる制御系設計法の基礎理論 ―― 現代制御理論について
学ぶ（「機械制御工学Ⅰ、Ⅱ」のシラバスも参照のこと）。
　また、担当者は自動車製造会社での勤務経験があるため、知
識の理解をわかりやすくするために実務経験上の例題を取り入
れる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) １入出力制御系と多入力制御系の違いを知ること。
(2) 制御対象の動特性を微分方程式で表し、内部挙動に立ち
入った動特性の記述（状態方程式）表現ができること。
(3) 状態方程式の解の求め方を知ること。
(4) 多入出力系の安定解析法を知ること。
(知識・理解)

(5) 制御対象の可制御性（制御可能な特性をもつか否か）およ
び可観測性（入出力から内部挙動を把握できる特性をもつか否
か）について理解できること。
(技能)

(6) 状態フィードバックおよび最適レギュレータによる制御系
設計法を理解できること。
(7) 入出力から内部挙動を推定する状態観測器の構成法を理解
できること。
(技能)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

定期試験（70％）と演習・中間試験および出席状況（30％）を
総合評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

佐藤和也など 著、初めての現代制御理論（講談社）、2014年発
行、価格2600円＋税、ISMN978-4-06-156508-1

◎－－－　 参考書 　－－－◎

●白石昌武 著、入門現代制御理論（日刊工業新聞社）
●吉川恒夫・井村順一、現代制御論（昭晃堂）
●JSMEテキストシリーズ、制御工学（日本機械学会）

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

機械制御工学は専門用語，定義および定理が多いため，事前に
予習する必要がある．また，授業の内容を完全に理解するよう
に復習しておくこと．

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　本講義の概要・現代制御理論の概説
２　状態空間表現
３　非線形システムの線形化
４　伝達関数と伝達関数行列
５　状態変数線図と状態変数変換
６　状態方程式の自由応答
７　状態方程式の解と遷移行列
８　安定性の理論
９　演習・中間試験１回目
10　状態フィードバックの概念と極配置
11　可制御性と可観測性
12　状態観測器
13　最適制御
14　演習・中間試験２回目
15　まとめ



2019-7010000165-01機械制御工学Ⅲ

林　長軍

◎機械:A-1,B-1,B-2

1.(1) １入出力制御系と多入力制御系の違いを知ること。
(2) 制御対象の動特性を微分方程式で表し、内部挙動に立ち入った動特性の記
述（状態方程式）表現ができること。
(3) 状態方程式の解の求め方を知ること。
(4) 多入出力系の安定解析法を知ること。
　(A-1)

2.(5) 制御対象の可制御性（制御可能な特性をもつか否か）および可観測性（入
出力から内部挙動を把握できる特性をもつか否か）について理解できること。
　(B-1)

3.(6) 状態フィードバックおよび最適レギュレータによる制御系設計法を理解で
きること。
(7) 入出力から内部挙動を推定する状態観測器の構成法を理解できること。
　(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。



2019-7010000202-01機械製図法

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

森山　茂章、熊丸　憲男、森　秀幸

◎－－－　概要　－－－◎

機械やその部品の構造を説明したり、製作するためには、図面
が必要である。図面は、機械技術者の共通の言語で、決まりに
従わなければならない。そこで、日本工業規格に基づいた図面
を描けるようになることを目標に、機械製図の決まりを学び、
実際に図面を描く練習を行う。授業時間の前半は講義を行い、
後半は製図室で課題の製図および検図を行う。課題は、合格す
るまで修正しなければならない。

◎－－－　到達目標　－－－◎

機械製図に用いられる文字と線の意味を知り、実際に描ける。
(知識・理解)

第三角法を理解し、物体を第三角法で表現できる。(知識・理
解)

図形の配置や表し方、省略法を理解する。 (知識・理解)

断面図を描くことが可能である。(知識・理解)

寸法記入の決まりを知り、実際の機械部品に寸法を記入でき
る。 (知識・理解)

寸法の許容限界を知り、はめあいを表現、判断できる。(技能)

表面粗さの意味を知る。(技能)

幾何公差の意味を理解し、実際の機械部品に応用できる。(技
能)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

第三角法の投影を理解している前提で授業を行うため，事前に
教科書前半の図学の部分を読み、図学を復習しておくこと。
（60分）
事後には授業の内容を教科書などで再確認するとともに、課題
の準備をしておくこと。（60分）

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

全ての課題を期限までに合格することおよび２回の中間試験で
60点以上であることが、単位取得の必要条件である。点数は、
試験の結果約4割、課題の評価約6割とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

松井悟・竹之内和樹・藤智亮・森山茂章「初めて学ぶ図学と製
図」朝倉書店（3,300円＋税、ISBN978-4-254-23132-8 C3053）

◎－－－　履修上・受講上の留意点　－－－◎

製図用具（0.3mmと0.7mmのシャープペンシル、コンパス、テ
ンプレートなど）を準備すること。これらは、第一売店で購入
可能である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　文字　　　　　課題：文字の練習
２　線　　　　　　課題：線の練習(1)
３　投影法　　　　課題：線の練習(1)
４　尺度　　　　　課題：線の練習(2)
５　図形の表し方　課題：線の練習(2)
６　断面図　　　　課題：Ｖブロックと軸継手
７　寸法記入法１　課題：Ｖブロックと軸継手
８　寸法記入法２　課題：Ｖブロックと軸継手
９　中間試験１　　課題：Ｖブロックと軸継手
10　表面粗さ　　　課題：Ｖブロックと軸継手　　　
11　寸法公差　　　課題：機械要素
12　はめあい　　　課題：機械要素
13　幾何公差　　　課題：機械要素
14　機械要素　　　課題：機械要素
15　中間試験２



2019-7010000202-01機械製図法

森山　茂章、熊丸　憲男、森　秀幸

◎機械:A-1,B-1,B-2

1.機械製図に用いられる文字と線の意味を知り、実際に描ける。　(A-1)

2.第三角法を理解し、物体を第三角法で表現できる。　(A-1)

3.図形の配置や表し方、省略法を理解する。 　(A-1)

4.断面図を描くことが可能である。　(A-1)

5.寸法記入の決まりを知り、実際の機械部品に寸法を記入できる。 　(A-1)

6.寸法の許容限界を知り、はめあいを表現、判断できる。　(B-1)

7.表面粗さの意味を知る。　(B-1)

8.幾何公差の意味を理解し、実際の機械部品に応用できる。　(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。



2019-7010000121-01機械要素設計Ⅰ

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

森山　茂章

◎－－－　概要　－－－◎

機械は、要求される機能を満たし、その機能が要求される期間
持続しなければならない。十分に機能を発揮し、壊れない機械
を設計するために、機械の強度設計の基本的な考え方と、実際
問題への応用を学ぶ。また、機械設計においては、多くの機械
で共通に使用される機械要素の知識が必要である。そこで、機
械要素の原理と強度設計の手法を理解する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

機械の破損の形態を知る。(知識・理解)

強度計算の基準である許容応力と安全率を理解する。(知識・
理解)

静的荷重を受ける部材の強度計算を理解する。(知識・理解)

組合せ応力下の降伏条件を理解し、実際の問題に適用できる。
(知識・理解)

応力集中を理解し、応力集中を避ける方法を知る。(知識・理
解)

軸の太さを求めることができる。(知識・理解)

動力の伝達方法を知り、ベルトや歯車の基本設計ができる。
(技能)

転がり軸受を選択できる。(技能)

滑り軸受であるスラスト軸受とジャーナル軸受の原理を理解
し、基本設計ができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

材料力学で学んだ内容を基礎とするため、事前に教科書を読み
材料力学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　－－－◎

静荷重を受ける部材の強度計算を理解するとともに，軸、ベル
ト、歯車、転がり軸受、滑り軸受などの動力伝達に必要な機械
要素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　－－－◎

兼田楨宏・山本雄二著「基礎機械設計工学」オーム社（2,900円
＋税、ISBN978-4-274-06953-6）

◎－－－　履修上・受講上の留意点　－－－◎

関数電卓および材料力学の教科書を用意しておくこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　機械設計と機械要素
２　破損の形態
３　許容応力と安全率
４　静的荷重の強度計算１
５　静的荷重の強度計算２
６　組合わせ応力
７　応力集中、座屈
８　軸の強度設計
９　軸の剛性、キー、軸継手
10　ベルト伝動
11　歯車の機構
12　歯車の強度設計
13　転がり軸受
14　滑り軸受
15　密封装置、潤滑法



2019-7010000121-01機械要素設計Ⅰ

森山　茂章

◎機械:A-1,B-1,B-2

1.機械の破損の形態を知る。　(A-1)

2.強度計算の基準である許容応力と安全率を理解する。　(A-1)

3.静的荷重を受ける部材の強度計算を理解する。　(A-1)

4.組合せ応力下の降伏条件を理解し、実際の問題に適用できる。　(A-1)

5.応力集中を理解し、応力集中を避ける方法を知る。　(A-1)

6.軸の太さを求めることができる。　(A-1)

7.動力の伝達方法を知り、ベルトや歯車の基本設計ができる。　(B-1)

8.転がり軸受を選択できる。　(B-1)

9.滑り軸受であるスラスト軸受とジャーナル軸受の原理を理解し、基本設計が
できる。　(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。



2019-7010000121-02機械要素設計Ⅰ「（再）」

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

森山　茂章

◎－－－　概要　－－－◎

機械は、要求される機能を満たし、その機能が要求される期間
持続しなければならない。十分に機能を発揮し、壊れない機械
を設計するために、機械の強度設計の基本的な考え方と、実際
問題への応用を学ぶ。また、機械設計においては、多くの機械
で共通に使用される機械要素の知識が必要である。そこで、機
械要素の原理と強度設計の手法を理解する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

機械の破損の形態を知る。(知識・理解)

強度計算の基準である許容応力と安全率を理解する。(知識・
理解)

静的荷重を受ける部材の強度計算を理解する。(知識・理解)

組合せ応力下の降伏条件を理解し、実際の問題に適用できる。
(知識・理解)

応力集中を理解し、応力集中を避ける方法を知る。(知識・理
解)

軸の太さを求めることができる。(知識・理解)

動力の伝達方法を知り、ベルトや歯車の基本設計ができる。
(技能)

転がり軸受を選択できる。(技能)

滑り軸受であるスラスト軸受とジャーナル軸受の原理を理解
し、基本設計ができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

材料力学で学んだ内容を基礎とするため、事前に教科書を読み
材料力学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　－－－◎

静荷重を受ける部材の強度計算を理解するとともに，軸、ベル
ト、歯車、転がり軸受、滑り軸受などの動力伝達に必要な機械
要素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　－－－◎

兼田楨宏・山本雄二著「基礎機械設計工学」オーム社（2,900円
＋税、ISBN978-4-274-06953-6）

◎－－－　履修上・受講上の留意点　－－－◎

関数電卓および材料力学の教科書を用意しておくこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　機械設計と機械要素
２　破損の形態
３　許容応力と安全率
４　静的荷重の強度計算１
５　静的荷重の強度計算２
６　組合わせ応力
７　応力集中、座屈
８　軸の強度設計
９　軸の剛性、キー、軸継手
10　ベルト伝動
11　歯車の機構
12　歯車の強度設計
13　転がり軸受
14　滑り軸受
15　密封装置、潤滑法



2019-7010000122-01機械要素設計Ⅱ

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

森山　茂章

◎－－－　概要　－－－◎

機械は、要求される機能を満たし、その機能が要求される期間
持続しなければならない。十分に機能を発揮し、壊れない機械
を設計するために、機械要素設計Ⅱでは、機械要素設計Ⅰの静
的荷重の強度設計を基礎として疲労を考慮に入れた動的荷重の
強度設計を学ぶとともに、損傷許容設計について知る。機械要
素設計Ⅰに引き続き、様々な機械要素の原理と強度設計の手法
を理解する。キャリア教育の一環として、就職に関する情報提
供を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ねじの力学を理解し、強度設計ができる。(知識・理解)

クラッチやブレーキの基本構造を理解する。(知識・理解)

コイルばねの強度設計を行える。(知識・理解)

様々な機械材料の特徴を理解し，材料を選定できる。(技能)

動的荷重を受ける部材に対して、疲労を基準にした強度設計が
できる。(技能)

安全寿命設計や損傷許容設計など様々な設計手法を知り、実際
の設計に応用できる。(技能)

実際の事故事例を知り、安全な設計に応用できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

材料力学および機械要素設計Ⅰで学んだ内容を基礎とするた
め、事前に教科書を読み復習しておくこと。（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　－－－◎

ねじ、クラッチ、ブレーキ、ばねなどの機械要素を理解すると
ともに、動荷重を受ける部材の強度計算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　－－－◎

兼田楨宏・山本雄二著「基礎機械設計工学」オーム社（2,900円
＋税、ISBN978-4-274-06953-6）

◎－－－　履修上・受講上の留意点　－－－◎

関数電卓および材料力学の教科書を用意しておくこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ねじ
２　溶接、接着
３　クラッチ
４　ブレーキ
５　ばね
６　防振ゴム
７　圧力容器
８　表面粗さ、寸法公差、はめあい
９　材料の選定
10　動的荷重の強度設計
11　損傷許容設計
12　設計の方法論
13　設計の手順
14　実際の設計
15　事故事例と安全な設計



2019-7010000122-01機械要素設計Ⅱ

森山　茂章

◎機械:A-1,B-1,B-2

1.ねじの力学を理解し、強度設計ができる。　(A-1)

2.クラッチやブレーキの基本構造を理解する。　(A-1)

3.コイルばねの強度設計を行える。　(A-1)

4.様々な機械材料の特徴を理解し，材料を選定できる。　(B-1)

5.動的荷重を受ける部材に対して、疲労を基準にした強度設計ができる。　
(B-2)

6.安全寿命設計や損傷許容設計など様々な設計手法を知り、実際の設計に応用
できる。　(B-2)

7.実際の事故事例を知り、安全な設計に応用できる。　(B-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。



2019-7010000192-01機械力学Ⅰ

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

岩村　誠人

◎－－－　概要　－－－◎

　機械力学は、機械の動きを支配する関係を数式的に記述し
（おもに微分方程式やベクトル表現などが用いられる）、その
挙動を予測・解明することを目的とする。作り上げられた数式
的な表現は、その力学的挙動を代表するモデルとなり、機械の
設計および制御工学による制御装置の設計によって機械の運動
性能を向上させることに用いられる。本科目では、機械力学の
基礎を学び、工業上の問題に応用できる能力を養うことを目的
とする。
　授業では毎回１つのテーマを取り上げ、最初の70分程度で説
明を行う。最後の20分は理解を確認するための小テストを行
う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

剛体の固定軸まわりの運動を解析できるようになる。 (知識・
理解)

慣性モーメントを計算できるようになる。 (技能)

剛体の平面運動を解析できるようになる。 (技能)

仕事とエネルギーの概念を理解し、問題に適用できるようにな
る。 (技能)

ラグランジュの方法によって運動方程式を導くことができるよ
うになる。 (技能)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　小テストの解説は次回授業の最初に行うので、問題が解けな
かった場合はそれまでによく復習をしておくこと。また、次回
の授業範囲を予習して、専門用語の意味等を理解しておくこ
と。(60分)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　定期試験70%、中間試験15%、毎回行う小テスト15%を目安
として総合的に評価する。授業で取り上げた機械力学の基本的
な用語や考え方を理解できているか、またそれらを基本的な問
題に応用することができるかという点を評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

末岡淳男・綾部 隆 著、機械力学（森北出版）、2005年発行、
価格2100円、ISBN978-4-627-60550-3

◎－－－　参考書　－－－◎

●J.L.Meriam＆L.G.Kraige 著、機械の力学（浅見敏彦 訳）（丸
善）
●F.P.Beer＆E.R.Johnston 著、工学のための力学

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　本講義の概要、質点系の力学の復習
２　剛体の力学（固定軸まわりの回転運動）
３　剛体の力学（慣性モーメント）
４　剛体の力学（平面運動）
５　剛体の力学（３次元空間運動）
６　剛体の力学（オイラーの運動方程式）
７　剛体の力学（運動量、角運動量）
８　中間試験
９　仕事とエネルギー（仕事）
10　仕事とエネルギー（運動エネルギー）
11　仕事とエネルギー（ポテンシャルエネルギー）
12　解析力学の基礎（仮想仕事の原理）
13　解析力学の基礎（一般化座標）
14　解析力学の基礎（ダランベールの原理）
15　解析力学の基礎（ラグランジュの運動方程式）



2019-7010000192-01機械力学Ⅰ

岩村　誠人

◎機械:A-1,B-1,B-2

1.剛体の固定軸まわりの運動を解析できるようになる。 　(A-1)

2.慣性モーメントを計算できるようになる。 　(B-1)

3.剛体の平面運動を解析できるようになる。 　(B-1)

4.仕事とエネルギーの概念を理解し、問題に適用できるようになる。 　(B-2)

5.ラグランジュの方法によって運動方程式を導くことができるようになる。 　
(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。



2019-7010000193-01機械力学Ⅱ

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

岩村　誠人

◎－－－　概要　－－－◎

　機械を作動させると必ず動力学的問題、とりわけ振動学的な問
題が発生する。機械に振動が発生すると一般に性能は悪化し、最
悪疲労などにより破壊にいたる場合もある。したがって、安全か
つ高性能な機械を開発・設計するためには振動に関する知識が必
要不可欠になる。本科目では、機械（構造物）の振動の解析法お
よび振動の防止・低減法について学ぶ。
　授業では毎回１つのテーマを取り上げ、最初の70分程度で説明
を行う。最後の20分は理解を確認するための小テストを行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１自由度系の振動…簡単な系の固有振動数が求められるようにな
る。共振現象について理解する。 (知識・理解)

回転機械の力学…剛性ロータのつり合わせの基礎を理解する。弾
性ロータの危険速度が求められるようになる。 (技能)

多自由度系の振動…モード解析の基本的な考え方を理解する。振
動数方程式から固有振動数と固有モードを求め、多自由度系の自
由振動解と強制振動解が求められるようになる。 (技能)

振動制御…振動を防止・低減するための基本的な方法について理
解する。（防振基礎、動吸振器、アクティブ振動制御など） (技
能)

連続体の振動…基本的な形状の連続体に対して、その波動と振動
の基礎を理解する。 (技能)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　小テストの解説は次回授業の最初に行うので、問題が解けな
かった場合はそれまでによく復習をしておくこと。また、次回の
授業範囲を予習して、専門用語の意味等を理解しておくこと。(60
分)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　定期試験70%、中間試験15%、毎回行う小テスト15%を目安と
して総合的に評価する。授業で取り上げた機械力学の基本的な用
語や考え方を理解できているか、またそれらを基本的な問題に応
用することができるかという点を評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　前半（回転機械の力学まで）は機械力学Ｉと同じ「機械力学」
末岡淳男・綾部隆著（森北出版）（2005年）（2,100円）
（ISBN:978-4-627-60550-3）を用いる。
　後半（多自由度系の振動以降）は「機械振動学」末岡淳男・金
光陽一・近藤孝広著（朝倉書店）（2000年）（3,780円）
（ISBN4-254-23706-5）を使用する。

◎－－－　参考書　－－－◎

　「機械力学」太田博・加藤正義著（共立出版株式会社）、「演
習機械振動学」佐藤秀紀・岡部佐規一・岩田佳雄著（サイエンス
社）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本科目は、選択科目である。履修の条件はないが、力学A、B、
工業力学Ⅰ、機械力学Ⅰを履修していることが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　機械振動学の目的と課題、振動の基礎
２　１自由度系の自由振動（固有振動数）
３　１自由度系の自由振動（減衰振動）
４　１自由度系の強制振動（共振現象）
５　１自由度系の強制振動（力・変位伝達率）
６　回転機械の力学（剛性ロータのつり合わせ）
７　回転機械の力学（弾性ロータの危険速度）
８　中間試験
９　多自由度系の自由振動（モード解析）
10　多自由度系の強制振動（モード解析）
11　多自由度系の振動（２自由度系の解析例）
12　振動制御（受動振動制御）
13　振動制御（能動振動制御）
14　連続体の振動（波動方程式）
15　連続体の振動（定常自由振動解）



2019-7010000193-01機械力学Ⅱ

岩村　誠人

◎機械:A-1,B-1,B-2

1.１自由度系の振動…簡単な系の固有振動数が求められるようになる。共振現
象について理解する。 　(A-1)

2.回転機械の力学…剛性ロータのつり合わせの基礎を理解する。弾性ロータの
危険速度が求められるようになる。 　(B-1)

3.多自由度系の振動…モード解析の基本的な考え方を理解する。振動数方程式
から固有振動数と固有モードを求め、多自由度系の自由振動解と強制振動解が
求められるようになる。 　(B-1)

4.振動制御…振動を防止・低減するための基本的な方法について理解する。
（防振基礎、動吸振器、アクティブ振動制御など） 　(B-2)

5.連続体の振動…基本的な形状の連続体に対して、その波動と振動の基礎を理
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。



2019-7010000206-01機械力学・制御実験「TM-a」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：実験　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・３時限～４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

岩村　誠人、林　長軍、古賀　智久、下川　哲司

◎－－－　概要　－－－◎

　機械の動力学解析と制御の手法をコンピュータによるシミュレー
ションと実験を通じて体得することを目的とする。本実験では、そ
のために必要となるコンピュータの利用法、数値解析のためのプロ
グラミング、簡単な機構のコンピュータ制御、および振動の解析な
どの実験・実習を行う。
　授業中に課題を与えるので、学習内容をよく理解・整理して、レ
ポートとしてまとめる能力を身につけること。
　　

◎－－－　到達目標　－－－◎

Visual Basicはどのようなプログラム言語であるかを知ること。 (知
識・理解)

例題で扱うような簡単なプログラムを作成できること。(技能)

連立一次方程式、非線形方程式、補間、数値積分、微分方程式など
を数値的に解く（数値解析という）方法について知り（計算理論に
ついては、「数値解析」の講義で学ぶ）、工学的な諸問題の解析に
役立つことを知ること。 (技能)

コンピュータグラフィクスについて基本的な手法を知り、シミュ
レーションに使ってみること。 (技能)

コンピュータを用いて機械を動かすために必要となるA/D・D/A変
換器、カウンタおよび演算増幅器などの機能やそれらの使い方を知
ること。 (知識・理解)

サーボモータを用いた制御を通じて、機械制御工学で学んだ周波数
応答や制御器の役割について理解できること。 (技能)

機械構造物の振動解析の基礎を理解し、理論モード解析と実験モー
ド解析の概要を知ること。 (技能)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　授業は授業計画にしたがって進めるので、配布プリントで次回の
演習範囲を予習し、疑問点を整理して受講すること。(60分)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　各週の演習で出題する課題のレポートと全授業終了後に提出する
課題のレポートにより評価する。到達目標に掲げている各事項を理
解・修得できているかという点を評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

機械力学・制御実験のプリントテキストを授業開始時に配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

　機械システムの動力学解析・振動解析・制御系設計に関しては
「機械力学Ⅰ・Ⅱ」および「機械制御工学Ⅰ・Ⅱ」のテキスト

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　PC教室でのプログラミングと機械力学制御実験室での実験・実
習とに分けて授業を進める。各自が所属するグループ分けは授業開
始までに掲示し知らせる。授業への出席とレポート提出が不可欠で
ある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　Visual Basicの概要
２　簡単なプログラム作成（読み込み、保存、印刷など）
３　連立一次方程式解法のプログラミングと応用
４　数値積分法のプログラミングと応用
５　常微分方程式解法のプログラミングと応用
６　グラフィクスの基本
７　機械システムの解析・制御系設計（アルゴリズムとプ
ログラム例）
８　機械システムの解析・制御系設計(1)（解析・制御の数
値シミュレーション）
９　機械システムの解析・制御系設計(2)（解析・制御の数
値シミュレーション）
10　シーケンス制御
11　A/D・D/A変換器・カウンタの使い方、演算増幅器の
使い方
12　サーボモータ系の周波数応答、位置制御
13　回転機械のつり合わせ
14　振動解析（有限要素法による理論モード解析）
15　振動解析（ハンマリングによる実験モード解析）



2019-7010000206-01機械力学・制御実験「TM-a」

岩村　誠人、林　長軍、古賀　智久、下川　哲司

◎機械:A-1,B-1,B-2,B-3

1.Visual Basicはどのようなプログラム言語であるかを知ること。 　(A-1)

2.例題で扱うような簡単なプログラムを作成できること。　(B-3)

3.連立一次方程式、非線形方程式、補間、数値積分、微分方程式などを数値的
に解く（数値解析という）方法について知り（計算理論については、「数値解
析」の講義で学ぶ）、工学的な諸問題の解析に役立つことを知ること。 　
(B-1)

4.コンピュータグラフィクスについて基本的な手法を知り、シミュレーション
に使ってみること。 　(B-1)

5.コンピュータを用いて機械を動かすために必要となるA/D・D/A変換器、カウ
ンタおよび演算増幅器などの機能やそれらの使い方を知ること。 　(A-1)

6.サーボモータを用いた制御を通じて、機械制御工学で学んだ周波数応答や制
御器の役割について理解できること。 　(B-2)

7.機械構造物の振動解析の基礎を理解し、理論モード解析と実験モード解析の
概要を知ること。 　(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。



2019-7010000206-02機械力学・制御実験「TM-b」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：実験　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・３時限～４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

岩村　誠人、林　長軍、古賀　智久、下川　哲司

◎－－－　概要　－－－◎

　機械の動力学解析と制御の手法をコンピュータによるシミュレー
ションと実験を通じて体得することを目的とする。本実験では、そ
のために必要となるコンピュータの利用法、数値解析のためのプロ
グラミング、簡単な機構のコンピュータ制御、および振動の解析な
どの実験・実習を行う。
　授業中に課題を与えるので、学習内容をよく理解・整理して、レ
ポートとしてまとめる能力を身につけること。
　　

◎－－－　到達目標　－－－◎

Visual Basicはどのようなプログラム言語であるかを知ること。 (知
識・理解)

例題で扱うような簡単なプログラムを作成できること。(技能)

連立一次方程式、非線形方程式、補間、数値積分、微分方程式など
を数値的に解く（数値解析という）方法について知り（計算理論に
ついては、「数値解析」の講義で学ぶ）、工学的な諸問題の解析に
役立つことを知ること。 (技能)

コンピュータグラフィクスについて基本的な手法を知り、シミュ
レーションに使ってみること。 (技能)

コンピュータを用いて機械を動かすために必要となるA/D・D/A変
換器、カウンタおよび演算増幅器などの機能やそれらの使い方を知
ること。 (知識・理解)

サーボモータを用いた制御を通じて、機械制御工学で学んだ周波数
応答や制御器の役割について理解できること。 (技能)

機械構造物の振動解析の基礎を理解し、理論モード解析と実験モー
ド解析の概要を知ること。 (技能)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　授業は授業計画にしたがって進めるので、配布プリントで次回の
演習範囲を予習し、疑問点を整理して受講すること。(60分)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　各週の演習で出題する課題のレポートと全授業終了後に提出する
課題のレポートにより評価する。到達目標に掲げている各事項を理
解・修得できているかという点を評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

機械力学・制御実験のプリントテキストを授業開始時に配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

　機械システムの動力学解析・振動解析・制御系設計に関しては
「機械力学Ⅰ・Ⅱ」および「機械制御工学Ⅰ・Ⅱ」のテキスト

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　PC教室でのプログラミングと機械力学制御実験室での実験・実
習とに分けて授業を進める。各自が所属するグループ分けは授業開
始までに掲示し知らせる。授業への出席とレポート提出が不可欠で
ある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　Visual Basicの概要
２　簡単なプログラム作成（読み込み、保存、印刷など）
３　連立一次方程式解法のプログラミングと応用
４　数値積分法のプログラミングと応用
５　常微分方程式解法のプログラミングと応用
６　グラフィクスの基本
７　機械システムの解析・制御系設計（アルゴリズムとプ
ログラム例）
８　機械システムの解析・制御系設計(1)（解析・制御の数
値シミュレーション）
９　機械システムの解析・制御系設計(2)（解析・制御の数
値シミュレーション）
10　シーケンス制御
11　A/D・D/A変換器・カウンタの使い方、演算増幅器の
使い方
12　サーボモータ系の周波数応答、位置制御
13　回転機械のつり合わせ
14　振動解析（有限要素法による理論モード解析）
15　振動解析（ハンマリングによる実験モード解析）



2019-7010000206-02機械力学・制御実験「TM-b」

岩村　誠人、林　長軍、古賀　智久、下川　哲司

◎機械:A-1,B-1,B-2,B-3

1.Visual Basicはどのようなプログラム言語であるかを知ること。 　(A-1)

2.例題で扱うような簡単なプログラムを作成できること。　(B-3)

3.連立一次方程式、非線形方程式、補間、数値積分、微分方程式などを数値的
に解く（数値解析という）方法について知り（計算理論については、「数値解
析」の講義で学ぶ）、工学的な諸問題の解析に役立つことを知ること。 　
(B-1)

4.コンピュータグラフィクスについて基本的な手法を知り、シミュレーション
に使ってみること。 　(B-1)

5.コンピュータを用いて機械を動かすために必要となるA/D・D/A変換器、カウ
ンタおよび演算増幅器などの機能やそれらの使い方を知ること。 　(A-1)

6.サーボモータを用いた制御を通じて、機械制御工学で学んだ周波数応答や制
御器の役割について理解できること。 　(B-2)

7.機械構造物の振動解析の基礎を理解し、理論モード解析と実験モード解析の
概要を知ること。 　(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。



2019-701000T301-01基礎防災学

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

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

◎－－－　授業の概要　－－－◎

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

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

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

◎－－－　到達目標　－－－◎

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

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

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

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

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

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

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

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

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

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

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

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

◎－－－　テキスト　－－－◎

　授業中に講義資料を配布するのでテキストを購入する必要はない。

◎－－－　履修上の留意点 　－－－◎

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

◎－－－　授業計画　－－－◎

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

［さまざまな防災技術］
7. 都市における防災計画（柴田）

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

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

◎－－－　URL　－－－◎

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



2019-701000T301-01基礎防災学

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

◎機械:A-1,A-3,C-1

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

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

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

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

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

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

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

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

◎電気:A-1,A-4

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

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

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

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

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

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

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

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



2019-701000T301-01基礎防災学

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

◎電情:A-1,C-2

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

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

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

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

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

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

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

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

◎化シ:A-3,B-3,C-1,C-2,C-3

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

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

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

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

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

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

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

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



2019-701000T301-01基礎防災学

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

◎社デ:A-2,B-1

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

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

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

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

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

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

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

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

◎スポ:A-4

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

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

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

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

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

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

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

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



2019-701000T301-01基礎防災学

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

◎健康:A-4

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

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

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

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

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

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

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

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



2019-7010000212-01金属材料学

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

山辺　純一郎

◎－－－　概要　－－－◎

金属材料は機械構造物から電子機器にいたる多くの分野で使用され
ており、その特性や用途を理解しておくことは重要である。本講義
では、まず金属材料を含む機械材料が自動車、航空機、鉄道車両な
どにおいてどのように使用されているかを学ぶ。続いて、金属材料
の結晶構造および結晶欠陥について学習するとともに、状態図や強
化法について学ぶ。後半では、金属材料の熱処理法やミクロ組織、
さらには金属材料の特性と用途について鉄鋼材料を中心に講義す
る。講義では、金属材料学の理解を深めるため、企業における金属
材料の研究開発の実務経験を活かし、実際に携わった事例等を積極
的に紹介する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

材料の原子構造や結合状態を理解する。(知識・理解)

金属材料の基本的な結晶構造を理解する。(知識・理解)

結晶欠陥について理解する。(知識・理解)

拡散現象について理解する。(知識・理解)

金属材料の凝固反応や偏析について理解する。(知識・理解)

状態図や金属材料の強化法について理解する(知識・理解)

鉄鋼材料の徐冷組織や急冷組織を理解する。(知識・理解)

金属材料の熱処理法を理解する。(知識・理解)

金属材料の特性と用途を理解する。(技能)

機械材料の適用例を理解し、適切な材料選択ができる能力を身につ
ける。(技能)

◎－－－　履修の条件　－－－◎

履修の条件はないが、高校で履修した数学、物理、科学の知識を有
していることが望ましい。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

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　－－－◎

平川賢爾、遠藤正浩、駒崎慎一、松永久生、山辺純一郎著、「機械
材料学（第2版）」、朝倉書店、2018年初版、（3,500円+税）、
ISBN978-4-254-23146-5
その他、必要に応じて資料を配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

１）W.D.キャリスター著、入戸野修監訳、「材料の科学と工学＜１
＞材料の微視構造」、培風館、2002年、（2,500円+税）、
ISBN4-563-06712-1
２）加藤雅治著、「入門 転位論」、新教科書シリーズ、裳華房、
1999年、（2,800円+税）、ISBN978-4-7853-6106-8
３）星出敏彦著、「基礎強度学：破壊力学と信頼性解析への入
門」、内田老鶴圃、1998年、（3,300円+税）、ISBN978-4-7536-5131-3
４）矢島悦次郎、市川理衛、古沢浩一、宮崎亨、小坂井孝生、西野
洋一著、「若い技術者のための機械・金属材料」、丸善出版、2017
年第3版、（2,900円＋税）、ISBN978-4-621-30124-1

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　機械材料の特性や用途
２　　原子構造と原子間の結合力
３　　結晶構造、結晶方向・結晶面の表示方法
４　　原子半径、格子定数、結晶構造の測定法
５　　理想強度、結晶欠陥（転位など）
６　　拡散現象
７　　金属の凝固、偏析
８　　状態図
９　　相の化学組成と量の計算
１０　金属材料の強化法
１１　回復と再結晶
１２　鉄鋼材料の状態図
１３　鉄鋼材料の徐冷組織
１４　鉄鋼材料の急冷組織、熱処理法
１５　構造用材料の特性と用途

◎－－－　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。



2019-7010000212-01金属材料学

山辺　純一郎

◎機械:A-1,B-1,B-2

1.材料の原子構造や結合状態を理解する。　(A-1)

2.金属材料の基本的な結晶構造を理解する。　(A-1)

3.結晶欠陥について理解する。　(A-1)

4.拡散現象について理解する。　(A-1)

5.金属材料の凝固反応や偏析について理解する。　(A-1)

6.状態図や金属材料の強化法について理解する　(A-1)

7.鉄鋼材料の徐冷組織や急冷組織を理解する。　(A-1)

8.金属材料の熱処理法を理解する。　(A-1)

9.金属材料の特性と用途を理解する。　(B-1)

10.機械材料の適用例を理解し、適切な材料選択ができる能力を身につける。　
(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。



2019-7010002100-01計測工学

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

山辺　純一郎

◎－－－　概要　－－－◎

工業製品を作る場合、機械部品の寸法、粗さ、形状等の機械工作に関
連した測定（一般には精密測定という）が行われる。本講義では、工
業界での計測において、機械技術者として必要とされる基礎的事項に
ついて学習する。最初に、測定における誤差の種類や原因、並びに誤
差への対応方法について学ぶ。続いて、長さの測定を中心に、各種測
定方法やその測定原理ついて学習する。さらに、機械力学、流体工
学、熱工学など分野では、高精度の計測も必要となるため、これらの
分野に対応する計測の基礎および各種センサの原理・特徴も学ぶ。講
義では、計測工学の理解を深めるため、企業で実務経験した実部品の
力や温度などの測定例も紹介する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

計測の意味、単位、次元などの計測の基礎事項を理解する。(知識・
理解)

標準とトレーサビリティについて理解する。(知識・理解)

計測工学でよく用いられる計測用語を理解する。(知識・理解)

代表的な確率密度関数と近似式について理解する。(知識・理解)

長さ、角度、形状の測定原理と測定方法について理解する。(技能)

ひずみ測定法などの力や動力の測定原理および測定方法を理解する。
(技能)

圧力や密度の測定原理と測定方法を理解する。(技能)

物体の温度、並びに流体の流量・流速の測定原理と測定方法を理解す
る。(技能)

電気計測の基礎事項を理解する。(技能)

電流、電圧、抵抗などの測定原理や測定方法を理解する。(技能)

◎－－－　履修の条件　－－－◎

履修の条件はないが、これまでに履修した科目（機械工作実習、機械
加工法、工業力学、材料力学、流体工学、工業熱力学、機械制御工学
など）の知識を有していることが望ましい。

◎－－－　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　－－－◎

中村邦雄　編著、「計測工学入門　第3版」、森北出版、2015年（第3
版第1刷）、（2600円+税）、ISBN978-4-627-66293-3
その他、必要に応じて資料を配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

１）谷口修、堀込泰雄共著、「計測工学　第2版（最新機械工学シ
リーズ16巻）」、森北出版
２）日本工業規格、計測用語JISZ8103-2000
３）津村喜代治著、「基礎　精密測定」、共立出版
４）築添正著、「精密測定学」、養賢堂
５）中野幸久著、「精密測定技術」、日刊工業新聞社
６）谷口修著、「入門 工業計測」、実教出版
７）Holman, J. P., Experimental Methods for Engineers (McGraw-Hill)

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　計測の意味、単位、次元
２　　標準とトレーサビリティ、計測用語
３　　確率分布関数、有効数字、近似式
４　　長さの測定、各種ゲージ
５　　角度や形状の測定、表面粗さ
６　　質量、力の測定
７　　トルク、圧力および密度の測定
８　　温度の測定、温度計の分類
９　　熱量の測定、湿度や含水量
１０　真空度の測定
１１　時間、速度および回転数の測定
１２　流量や粘度の測定
１３　光と放射線の測定
１４　電気計測の基礎、計測機器
１５　電圧、電流、抵抗などの測定

◎－－－　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。



2019-7010002100-01計測工学

山辺　純一郎

◎機械:A-1,B-1,B-2

1.計測の意味、単位、次元などの計測の基礎事項を理解する。　(A-1)

2.標準とトレーサビリティについて理解する。　(A-1)

3.計測工学でよく用いられる計測用語を理解する。　(A-1)

4.代表的な確率密度関数と近似式について理解する。　(A-1)

5.長さ、角度、形状の測定原理と測定方法について理解する。　(B-1)

6.ひずみ測定法などの力や動力の測定原理および測定方法を理解する。　(B-1)

7.圧力や密度の測定原理と測定方法を理解する。　(B-1)

8.物体の温度、並びに流体の流量・流速の測定原理と測定方法を理解する。　
(B-1)

9.電気計測の基礎事項を理解する。　(B-2)

10.電流、電圧、抵抗などの測定原理や測定方法を理解する。　(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。



2019-701000T179-01工業経営

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

森　正紀

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義では、ホンダやパナソニックなどの製造業と呼ばれる会社
について、その経営管理の基礎知識を学びます。経営管理は社長さん
だけの仕事ではありません。全社員にとって必要な仕事です。どうし
たら社員それぞれがいい仕事ができるかをこの講義で勉強してもらい
ます。
　テキストの第１章では、そもそも経営学は何のため生成したのか、
会社経営のしくみはどうなっているのか、経営に欠かせないものは何
か、どうしたら失敗を避けることができるかなどについて学びます。
　第２章では、会社の業績を数字で捉える方法を学びます。いわば、
会社の成績表の見方を勉強するのです。会社の目的は利益であり、こ
れなくしては、会社は存続できません。利益獲得の目安となるのが、
生産性および経済性という指標です。これらの数値を高めることが大
切です。
　第３章では、製品の企画と開発の勉強をします。製品が売れないと
会社は倒れますので、良い企画と開発が存立の決め手になります。こ
れらの基礎知識をまず学び、アイデアの見つけ方、それを製品にする
方法、売れる魅力の付け方、そして、まちがいのない意思決定のため
の成功の秘訣などを、実際のヒット商品を事例にして学んでいきま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

健全な倫理観を元に技術開発に携わることができる。(知識・理解)

工学の知識の社会的意義を説明できる。(知識・理解)

生涯にわたって工学全般を学び続ける態度を有する

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

講義はテキストにしたがって進めていきます。あらかじめ、テキスト
を読んでおくことが必要です。一講義で２～３ページ進みますので、
最低１５分以上は予習が必要です。さらに、講義ではポイントを明確
に指摘しますので、そこを復習することで、理解が深まるはずです。
これにも最低１５分以上は必要でしょう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

経営の基礎知識として講義の随所で健全な企業目標論を学びます。ま
た、技術開発をいかにして社会的貢献に結び付けるかの製品開発論も
学びます。これらの習熟度に加えて、工業経営を学ぶ熱意ある態度も
重要です。習熟度はテストの点数で評価します。学習態度は毎回のレ
ポートや出席状況から平常点として評価します。テスト点数と平常点
の割合はおおよそ８０％対２０％ですが、具体的処理としては、100
点満点のテスト成績から、平常点をプラスマイナス20点加減します。
テストの問題は、テキストから出します。内容は、図示、語群選択、
箇条書きなどの客観テストであり、論述形式ではありません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

森　正紀　著「工業経営入門」中央経済社、初版1911年、価格１９０
０円+税
ISBN　978-4-502-68510-1

◎－－－　参考書　－－－◎

特に指定せず

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

テキストは講義ノートをまとめたものであり、忠実に進行させます
が、テキストに載っていない事例を講義で多く挙げていきますので、
きちんと出席して話を聞くことが大切です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　1.講義の目的、学ぶ理由
　2.第１章　経営学の成立
　3.企業経営のしくみ
　4.経営に必要なもの
　5.経営とは何をするのか
　6.第２章　合理性を求めて
　7.生産性について
　8.経済性について
　9.第３章　新製品の企画と開発
 10.製品の企画
 11.製品の開発
 12.アイデアの収集
 13.製品にしていく方法
 14.魅力をつけていく方法
 15.製造生産の意思決定
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森　正紀

◎機械:A-2,A-3

1.健全な倫理観を元に技術開発に携わることができる。　(A-2)

2.工学の知識の社会的意義を説明できる。　(A-3)

3.生涯にわたって工学全般を学び続ける態度を有する

◎　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。

◎電情電子通:C-3

1.健全な倫理観を元に技術開発に携わることができる。

2.工学の知識の社会的意義を説明できる。

3.生涯にわたって工学全般を学び続ける態度を有する　(C-3)

◎　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。
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森　正紀

◎電情情報ｺ:C-3

1.健全な倫理観を元に技術開発に携わることができる。

2.工学の知識の社会的意義を説明できる。

3.生涯にわたって工学全般を学び続ける態度を有する　(C-3)

◎　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。

◎電情ｼｽﾃ:C-3

1.健全な倫理観を元に技術開発に携わることができる。

2.工学の知識の社会的意義を説明できる。

3.生涯にわたって工学全般を学び続ける態度を有する　(C-3)

◎　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。



2019-7010000078-01工業熱力学Ⅰ

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

本田　知宏

◎－－－　概要　－－－◎

　物理学の一分野を構成する熱力学は、温度の変化が生ずる物理現
象を考察する自然科学である。その基本となるのが、エネルギーの
総和が保存されることを示す第一法則と、変化の方向を規定する第
二法則である。「工業熱力学Ⅰ」と「工業熱力学Ⅱ」では、物質の
状態変化と熱と仕事の関係、熱を仕事に変えるあるいは仕事によっ
て熱を輸送するというエネルギー変換の能力をいかに評価するかな
ど、を学習する。
　「工業熱力学Ⅰ」では、密度、圧力および温度の関係がボイル・
シャルルの法則で近似できる“理想気体”を定義し、主として19世
紀に確立された熱力学の基本的な原理とそれが機械工学の中でどう
応用されているかを解説する。
　教科書と板書を使った講義形式である。講義中に演習の時間を設
けることにしている。

◎－－－　到達目標　－－－◎

熱力学第１法則と熱力学第２法則の意味と意義が説明できる。(知
識・理解)

状態、状態変化の意味が理解できる。(技能)

状態変化とサイクルの違いがわかる。(技能)

理想気体の状態方程式を使いこなせる。(技能)

カルノーサイクル、エントロピーの定義、可逆過程およびカルノー
効率を説明できる。(技能)

理想気体の状態変化における内部エネルギーの変化、仕事、熱の出
入りの計算ができる。(技能)

理想気体の状態変化およびサイクルに対して、エントロピー変化お
よびカルノー効率の計算ができる。(技能)

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

定期試験(100点満点)では、理想気体の状態方程式と熱力学の第一法
則を用いて、状態変化における内部エネルギーの変化、仕事、熱の
出入り、エントロピー変化の計算ができるか、カルノーサイクルと
熱力学の第二法則の意味と意義を理解しているか、を問う内容とす
る。なお、理想気体の状態変化における熱と仕事についての理解を
問う中間試験の成績（20点満点）は、その得点を限度として定期試
験の得点に加算し、合計得点が60点以上を合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

日本機械学会編、JSMEテキストシリーズ「熱力学」（丸善）
ISBN978-4-88898-104-0, 価格2037円

◎－－－　参考書　－－－◎

(1)伊藤猛宏・山下宏幸、工業熱力学(1)（コロナ社）
(2)藤井哲、応用熱学（裳華房）
　その他、物理学の教科書にも、熱力学の基本的事項が説明してあ
る。また、エネルギーやエントロピー関連の一般教養書も積極的に
読んで、講義の理解を深めてほしい。

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　授業中に配布する資料（プリント）には、授業と教科書の内容を
理解するための必要事項や演習問題がまとめてある。講義終了後に
は、必ずこれらの資料を用いて内容を確認しておくこと。
　また、授業中に適宜実施する練習問題についても、完全に理解す
るように復習しておくこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

授業計画は以下の通り。
1.熱力学の意義と歴史
2.熱力学の基礎概念
3.熱力学第1法則の考え方
4.閉じた系における膨張仕事
5.理想気体の性質および状態方程式
6.状態変化の計算法
7.状態変化における熱と仕事
8.開いた系における熱力学第1法則
9.中間試験
10.効率の限界とカルノーサイクル
11.カルノーサイクルの意味
12.熱力学の第二法則
13.エントロピーの定義
14.等エントロピー変化と断熱変化の関係
15.振り返り，授業アンケート
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本田　知宏

◎機械:A-1,B-1,B-2

1.熱力学第１法則と熱力学第２法則の意味と意義が説明できる。　(A-1)

2.状態、状態変化の意味が理解できる。　(B-1)

3.状態変化とサイクルの違いがわかる。　(B-1)

4.理想気体の状態方程式を使いこなせる。　(B-1)

5.カルノーサイクル、エントロピーの定義、可逆過程およびカルノー効率を説
明できる。　(B-1)

6.理想気体の状態変化における内部エネルギーの変化、仕事、熱の出入りの計
算ができる。　(B-2)

7.理想気体の状態変化およびサイクルに対して、エントロピー変化およびカル
ノー効率の計算ができる。　(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。



2019-7010000079-01工業熱力学Ⅱ

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

本田　知宏

◎－－－　概要　－－－◎

「工業熱力学Ⅱ」は「工業熱力学Ⅰ」で学んだ熱力学の第一法則
と第二法則に基づいて、水蒸気を使用する汽力発電所の原理であ
る蒸気動力サイクル、冷暖房の原理である蒸気圧縮式冷凍サイク
ル(ヒートポンプサイクル)を学習する。
　物質は、その温度と圧力に応じて、固体、液体、気体の３つの
状態に変化（相変化）する。発電所で利用される水や、冷暖房に
利用される冷媒（フロンなど）の蒸気は、液体と気体との間で相
変化を行うため、密度と圧力および温度との関係は、理想気体の
場合のような簡単な式では表現できない。そこで、工業上は、実
験結果と理論解析を基にして作成された複雑な状態方程式から蒸
気表や蒸気線図を作成し、それらを必要に応じて利用する。本科
目ではそれらを利用して熱力学的性能を評価する方法も学習す
る。
　教科書と板書を使った講義形式である。講義中には演習の時間
を設けることにしている。教科書に掲載されている蒸気表と蒸気
線図を使いこなして、蒸気サイクルの理解に努めていただきた
い。

◎－－－　到達目標　－－－◎

熱力学の諸法則（第一法則、第二法則）を蒸気に対して適用でき
る。(知識・理解)

流体の相変化現象を説明できる。(技能)

蒸気表を使用して、水蒸気を用いた蒸気動力サイクルの熱効率を
計算できる。(技能)

空調装置（エアコン）や冷蔵庫などの基本原理である冷凍サイク
ルの特性を評価できる。(技能)

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

　中間試験(20点満点）では、蒸気の熱的物性値の計算と蒸気の
状態変化に対する熱と仕事の計算が、蒸気表を用いて計算できる
かを評価する。定期試験（100点満点）では、中間試験の範囲に
加えて、蒸気動力サイクルと冷凍サイクルの性能計算ができるか
どうかを、評価する。成績の評価に関しては、中間試験と定期試
験の評点を加算し、その合計が60点以上を合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

(1)日本機械学会編、JSMEテキストシリーズ「熱力学」（丸善）
ISBN978-4-88898-104-0, 価格2037円

◎－－－　参考書　－－－◎

(1)伊藤猛宏・山下宏幸、工業熱力学(1)(コロナ社)
(2)谷下一松、工業熱力学　基礎編(裳華房)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　本科目の受講前に、工業熱力学Ⅰで説明した熱力学の第１法則
と第２法則について復習しておくこと。
　工業熱力学Ⅰで配布した資料（プリント）と授業中に必要に応
じて配布するプリントには、授業と教科書の内容を理解するため
に必要な事項がまとめてある。講義終了後には、必ずこれらの資
料を用いて内容を確認しておくこと。
　また、授業中に適宜実施する練習問題についても、完全に理解
するように復習しておくこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

授業計画は以下の通り。
1.動力サイクルの熱効率
2.蒸気の基本的性質と用語
3.蒸気表による熱的物性値の決定
4.閉じた系における熱と仕事の関係(1)
5.閉じた系における熱と仕事の関係(2)
6.開いた系における熱と仕事の関係(1)
7.開いた系における熱と仕事の関係(2)
8.蒸気動力サイクル(1)
9.蒸気動力サイクル(2)
10.中間試験
11.冷凍機とヒートポンプ(構成要素とサイクル)
12.冷媒の熱的物性値の検索法と算出法
13.蒸気圧縮式冷凍サイクル
14.冷凍サイクルの性能解析および例題解説
15.振り返り，アンケート



2019-7010000079-01工業熱力学Ⅱ

本田　知宏

◎機械:A-1,B-1,B-2

1.熱力学の諸法則（第一法則、第二法則）を蒸気に対して適用できる。　(A-1)

2.流体の相変化現象を説明できる。　(B-1)

3.蒸気表を使用して、水蒸気を用いた蒸気動力サイクルの熱効率を計算でき
る。　(B-2)

4.空調装置（エアコン）や冷蔵庫などの基本原理である冷凍サイクルの特性を
評価できる。　(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。



2019-7010000174-01工業力学Ⅱ

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

岩村　誠人

◎－－－　概要　－－－◎

　物体に作用する力とその結果生じる運動を解析する能力は機械
の開発・設計に必要不可欠である。したがって、機械技術者は力
学の基礎知識とその応用能力を身につけておかなければならな
い。本科目では、一般力学で学んだ力学の基礎知識をより確実な
ものとし、実際に工業上の問題に応用できる能力を養うことを目
的とする。工業力学Ⅰでは主に「静力学」を取り上げているが、
工業力学Ⅱでは「動力学」について学ぶ。
　授業では毎回１つのテーマを取り上げ、最初の70分程度で説明
を行う。最後の20分は理解を確認するための小テストを行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

力および力のモーメント…力および力のモーメントの概念を理解
し、それらの合成、分解、成分表示、等価変換等が行えるように
なる。 (知識・理解)

運動学…変位、速度、加速度の関係を理解する。直交座標系、極
座標系、移動座標系等の特徴を知り、問題に応じて適切に使い分
けられるようになる。 (技能)

質点の動力学…ニュートンの運動の三法則を理解し、実際的な問
題に適用できるようになる。(技能)

運動量と力積…運動量保存則を理解し、実際的な問題に適用でき
るようになる。 (技能)

質点系の動力学…１質点の運動に対する理論を多質点の一般的な
系に拡張する方法を理解する。 (技能)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　小テストの解説は次回授業の最初に行うので、問題が解けな
かった場合はそれまでによく復習をしておくこと。また、次回の
授業範囲を予習して、専門用語の意味等を理解しておくこと。
(60分)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　定期試験70%、中間試験15%、毎回行う小テスト15%を目安と
して総合的に評価する。授業で取り上げた工業力学の基本的な用
語や考え方を理解できているか、またそれらを基本的な問題に応
用することができるかという点を評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　「機械力学」末岡淳男・綾部隆著（森北出版）（2005年）
（2,100円）（ISBN:978-4-627-60550-3）

◎－－－　参考書　－－－◎

　「工業力学」入江敏博・山田元著（理工学社）、「工業力学/
動力学編Ⅰ、Ⅱ」J.L.メリアム著・岡村秀勇訳（サイエンス
社）、「工学のための力学(下)」ベアー・ジョンストン著（ブレ
イン図書出版株式会社）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本科目は、必修科目である。履修の条件はないが、力学Ａ、
Ｂ、工業力学Ⅰを履修していることが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ベクトルの内積、外積、微分の復習
２　力および力のモーメント
３　運動学（速度および加速度）
４　運動学（点の直線運動）
５　運動学（点の平面運動）
６　運動学（並進移動座標系）
７　運動学（回転移動座標系）
８　中間試験
９　質点の力学（ニュートンの運動の法則）
10　質点の力学（拘束力および摩擦）
11　質点の力学（並進移動座標系）
12　質点の力学（回転移動座標系）
13　運動量と力積および角運動量
14　質点系の力学（運動方程式、運動量）
15　質点系の力学（角運動量、衝突）



2019-7010000174-01工業力学Ⅱ

岩村　誠人

◎機械:A-1,B-1,B-2

1.力および力のモーメント…力および力のモーメントの概念を理解し、それら
の合成、分解、成分表示、等価変換等が行えるようになる。 　(A-1)

2.運動学…変位、速度、加速度の関係を理解する。直交座標系、極座標系、移
動座標系等の特徴を知り、問題に応じて適切に使い分けられるようになる。 　
(B-1)

3.質点の動力学…ニュートンの運動の三法則を理解し、実際的な問題に適用で
きるようになる。　(B-1)

4.運動量と力積…運動量保存則を理解し、実際的な問題に適用できるようにな
る。 　(B-2)

5.質点系の動力学…１質点の運動に対する理論を多質点の一般的な系に拡張す
る方法を理解する。 　(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。



2019-7010000204-01材料試験「TM-a」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：実験　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・３時限～４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

遠藤　正浩、松尾 尚，薦田 亮介

◎－－－　概要　－－－◎

　機械装置や構造物を設計する際、エンジニアは機械部品や構
造物部材の各部に生じる力学的負担の大きさおよび材料の性質
と強度限界を考慮して、各部材の寸法と使用する材料を適切に
決定しなければならない。材料に作用する応力などの大きさは
材料力学を用いて予測する。一方、材料の性質と強度限界は、
個々の材料について実際に試験（材料試験）を行い調べること
になる。本講では、金属材料について引張試験、硬さ試験、衝
撃試験、曲げ試験を行い、体験を通じてその理論や手法につい
て学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

代表的な材料試験とその方法に関する知識を身につける。(知
識・理解)

ものづくりの基本である強度設計において，これまで学んだあ
るいはこれから学ぶ機械工学を活きた知識として有機的に活用
できるように，体験と情報収集にもとづき新しい事実を発見す
るセンスを身につける。(技能)

「工業力学」，「材料力学」，「金属材料学」，「機械材料
学」と連携させて考える技能を身につけるため，材料の強度と
変形を体験する．(技能)

グループワークやレポート作成を通じて、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身につける。(技能)

◎－－－　評価の基準および方法　－－－◎

　実験中の態度、提出されたレポートおよびディスカッション
における試問の結果に基づいて評価を行う。したがって、実験
とディスカッションへの完全参加および全レポートの提出が合
格の最低条件である。

◎－－－　テキストと参考書　－－－◎

テキストは各講義毎に講義資料を配布する。

参考書
● 機械工学教科書シリーズ『機械材料学』　平川賢爾ほか共著
　朝倉書店　3996円　ISBN4-254-23702-2
● 『基礎から学ぶ金属材料』　小原嗣朗著　朝倉書店　4104円
　ISBN978-4-254-24019-1

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

● 実験とレポート作成を交互に行う。また、観察した事実から
真実を導き出す発想法についてディスカッションを通じて学
ぶ。積極的、能動的な参加が重要となる。

● 同期に開講されている「機械材料学」では、材料の性質につ
いて理論的側面から講義がなされる。両方を受講すれば体験に
基づく知識を習得できるよう工夫して講義が計画されている。

● この科目には試験がない。そこで、実験への完全参加と全レ
ポートの提出が合格の最低条件であることに注意すべきであ
る。提出されたレポートの出来次第では、レポートの内容につ
いて後日口頭試問が行われるので、レポートは責任を持って作
成されるべきである。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.　材料試験の説明，講義，班分け　（全員）
2.　延性材料の引張試験　材料:S35C　データの整理　
（全員）
3.　ディスカッション　（遠藤）
4.　レポートの仕上げと提出①　（松尾、薦田）
5.　弾性係数Eの測定　材料:S35C　データの整理　（全
員）
6.　レポートの仕上げと提出②　（松尾、薦田）
7.　硬さ試験　材料：S35C & FC200　データの整理　（全
員）
8.　レポートの仕上げと提出③　（松尾、薦田）
9.　脆性材料の引張試験と衝撃試験　データの整理　（全
員）
10.　レポートの仕上げと提出④　（松尾、薦田）
11.　はりの曲げ試験　（全員）
12.　はりの曲げのFEM解析　（全員）
13.　レポートの仕上げと提出⑤　（松尾、薦田）
14.　ディスカッション　（全員）
15.　ディスカッション　（全員）

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　各レポート作成にあたり、他の受講生との討論や図書館
等で資料を調べるなどして質の高いレポートを完成させる
こと。



2019-7010000204-01材料試験「TM-a」

遠藤　正浩、松尾 尚，薦田 亮介

◎機械:A-1,B-1,B-2,B-3

1.代表的な材料試験とその方法に関する知識を身につける。　(A-1)

2.ものづくりの基本である強度設計において，これまで学んだあるいはこれか
ら学ぶ機械工学を活きた知識として有機的に活用できるように，体験と情報収
集にもとづき新しい事実を発見するセンスを身につける。　(B-1)

3.「工業力学」，「材料力学」，「金属材料学」，「機械材料学」と連携させ
て考える技能を身につけるため，材料の強度と変形を体験する．　(B-2)

4.グループワークやレポート作成を通じて、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身につける。　(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。



2019-7010000204-02材料試験「TM-b」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：実験　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・３時限～４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

遠藤　正浩、松尾 尚，薦田 亮介

◎－－－　概要　－－－◎

　機械装置や構造物を設計する際、エンジニアは機械部品や構
造物部材の各部に生じる力学的負担の大きさおよび材料の性質
と強度限界を考慮して、各部材の寸法と使用する材料を適切に
決定しなければならない。材料に作用する応力などの大きさは
材料力学を用いて予測する。一方、材料の性質と強度限界は、
個々の材料について実際に試験（材料試験）を行い調べること
になる。本講では、金属材料について引張試験、硬さ試験、衝
撃試験、曲げ試験を行い、体験を通じてその理論や手法につい
て学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

代表的な材料試験とその方法に関する知識を身につける。(知
識・理解)

ものづくりの基本である強度設計において，これまで学んだあ
るいはこれから学ぶ機械工学を活きた知識として有機的に活用
できるように，体験と情報収集にもとづき新しい事実を発見す
るセンスを身につける。(技能)

「工業力学」，「材料力学」，「金属材料学」，「機械材料
学」と連携させて考える技能を身につけるため，材料の強度と
変形を体験する．(技能)

グループワークやレポート作成を通じて、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身につける。(技能)

◎－－－　評価の基準および方法　－－－◎

　実験中の態度、提出されたレポートおよびディスカッション
における試問の結果に基づいて評価を行う。したがって、実験
とディスカッションへの完全参加および全レポートの提出が合
格の最低条件である。

◎－－－　テキストと参考書　－－－◎

テキストは各講義毎に講義資料を配布する。

参考書
● 機械工学教科書シリーズ『機械材料学』　平川賢爾ほか共著
　朝倉書店　3996円　ISBN4-254-23702-2
● 『基礎から学ぶ金属材料』　小原嗣朗著　朝倉書店　4104円
　ISBN978-4-254-24019-1

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

● 実験とレポート作成を交互に行う。また、観察した事実から
真実を導き出す発想法についてディスカッションを通じて学
ぶ。積極的、能動的な参加が重要となる。

● 同期に開講されている「機械材料学」では、材料の性質につ
いて理論的側面から講義がなされる。両方を受講すれば体験に
基づく知識を習得できるよう工夫して講義が計画されている。

● この科目には試験がない。そこで、実験への完全参加と全レ
ポートの提出が合格の最低条件であることに注意すべきであ
る。提出されたレポートの出来次第では、レポートの内容につ
いて後日口頭試問が行われるので、レポートは責任を持って作
成されるべきである。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.　材料試験の説明，講義，班分け　（全員）
2.　延性材料の引張試験　材料:S35C　データの整理　
（全員）
3.　ディスカッション　（遠藤）
4.　レポートの仕上げと提出①　（松尾、薦田）
5.　弾性係数Eの測定　材料:S35C　データの整理　（全
員）
6.　レポートの仕上げと提出②　（松尾、薦田）
7.　硬さ試験　材料：S35C & FC200　データの整理　（全
員）
8.　レポートの仕上げと提出③　（松尾、薦田）
9.　脆性材料の引張試験と衝撃試験　データの整理　（全
員）
10.　レポートの仕上げと提出④　（松尾、薦田）
11.　はりの曲げ試験　（全員）
12.　はりの曲げのFEM解析　（全員）
13.　レポートの仕上げと提出⑤　（松尾、薦田）
14.　ディスカッション　（全員）
15.　ディスカッション　（全員）

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　各レポート作成にあたり、他の受講生との討論や図書館
等で資料を調べるなどして質の高いレポートを完成させる
こと。



2019-7010000204-02材料試験「TM-b」

遠藤　正浩、松尾 尚，薦田 亮介

◎機械:A-1,B-1,B-2,B-3

1.代表的な材料試験とその方法に関する知識を身につける。　(A-1)

2.ものづくりの基本である強度設計において，これまで学んだあるいはこれか
ら学ぶ機械工学を活きた知識として有機的に活用できるように，体験と情報収
集にもとづき新しい事実を発見するセンスを身につける。　(B-1)

3.「工業力学」，「材料力学」，「金属材料学」，「機械材料学」と連携させ
て考える技能を身につけるため，材料の強度と変形を体験する．　(B-2)

4.グループワークやレポート作成を通じて、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身につける。　(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。



2019-7010000048-01材料力学Ⅰ「週2回開講」

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

遠藤　正浩、松尾 尚

◎－－－　概要　－－－◎

　ものに作用する力による変形や破壊に対する強さをあつかう学問を「材料力
学」という。材料力学はものづくりに欠かせない機械要素や構造物部材の設計の
柱となる学問である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

応力とひずみ……材料力学のもっとも基本となる力学量として最初に棒の引張り
と圧縮における垂直応力と垂直ひずみについて理解する。(知識・理解)

平衡条件と内力……静力学と材料力学のつながりを理解する。(知識・理解)

サンブナンの原理……材料力学における等価な力系の考え方とその適用範囲およ
び応用について学ぶ。
(知識・理解)

不静定問題……変形の条件を使った問題の解き方を学ぶ。(知識・理解)

エネルギー法……外力の仕事と材料内に蓄えられる弾性エネルギーの関係を使っ
た問題の解き方を学ぶ。(知識・理解)

フックの法則……材料が弾性変形する範囲における応力とひずみの関係である
フックの法則とその使い方を学ぶ。(知識・理解)

ポアソン効果……引張りまたは圧縮方向と直角方向に生じるひずみの性質につい
て学ぶ。
(知識・理解)

二軸の応力……直角二方向から同時に作用する応力の効果について理解する。
(知識・理解)

せん断応力とせん断ひずみ……面にそった方向にはたらく力によって定義される
せん断応力と、せん断変形量を扱うせん断ひずみについて学ぶ。(知識・理解)

応力変換……ひとつの直交座標系において表現される応力から回転した別の直交
座標系の応力の値を計算する方法について学ぶ。(知識・理解)

ひずみ変換……ひとつの直交座標系において表現されるひずみから回転した別の
直交座標系のひずみの値を計算する方法について学ぶ。
(知識・理解)

主応力と最大せん断応力……最も大きな応力とその作用面を予測する方法を学
ぶ。
(知識・理解)

丸棒のねじり……丸棒にねじりモーメントを作用させてねじる場合の変形の様子
と応力とひずみの予測方法を学ぶ。(知識・理解)

コイルばね……コイルばねの変形を丸棒のねじり変形の知識から理解する。
(知識・理解)

薄肉管のねじり……肉厚の小さなパイプのねじり変形と応力について学ぶ。(知
識・理解)

「工業力学」と有機的に連携させて材料力学を活用する能力を養う．(技能)

多くの演習問題に接することにより，ものづくりにおいて上記の内容を使って問
題解決ができる能力を養う。(技能)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　講義中の演習(40%)と定期試験の結果(60%)にもとづき評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

村上敬宜　著「材料力学（新装版）」森北出版　2160円（税込）　
ISBN978-4-627-60512-1

◎－－－　参考書　－－－◎

村上敬宜、森　和也　共著「材料力学演習」森北出版　2700円（税込）　
ISBN978-4-627-60710-1

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義の中で演習を行うので関数電卓を持参すること。
教科書の問題は自力で全部解いてみること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

全回　担当：遠藤
１、4、８、14、15回　担当：松尾

１　材料力学の目的と役割
２　静力学の復習
３　棒の引張りにおける垂直応力と垂直ひずみ
４　引張りと圧縮の平衡条件と内力
５　サンブナンの原理
６　不静定問題の考え方
７　エネルギー法
８　二軸応力と垂直ひずみ
９　フックの法則
10　薄肉円筒と薄肉球殻の問題
11　応力変換とひずみ変換
12　応力場の性質
13　せん断をうける機械要素の問題
14　丸棒のねじりの問題
15　コイルばねと薄肉管の問題

上記は一週間（２コマ）当りの計画である。

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　演習に備えて予習をしっかりする。テキストの問題を自
力で解答する．疑問があればすぐに質問する。



2019-7010000048-01材料力学Ⅰ「週2回開講」

遠藤　正浩、松尾 尚

◎機械:A-1,B-1,B-2

1.応力とひずみ……材料力学のもっとも基本となる力学量として最初に棒の引
張りと圧縮における垂直応力と垂直ひずみについて理解する。　(A-1)

2.平衡条件と内力……静力学と材料力学のつながりを理解する。　(A-1)

3.サンブナンの原理……材料力学における等価な力系の考え方とその適用範囲
および応用について学ぶ。
　(A-1)

4.不静定問題……変形の条件を使った問題の解き方を学ぶ。　(A-1)

5.エネルギー法……外力の仕事と材料内に蓄えられる弾性エネルギーの関係を
使った問題の解き方を学ぶ。　(A-1)

6.フックの法則……材料が弾性変形する範囲における応力とひずみの関係であ
るフックの法則とその使い方を学ぶ。　(A-1)

7.ポアソン効果……引張りまたは圧縮方向と直角方向に生じるひずみの性質に
ついて学ぶ。
　(A-1)

8.二軸の応力……直角二方向から同時に作用する応力の効果について理解す
る。　(A-1)

9.せん断応力とせん断ひずみ……面にそった方向にはたらく力によって定義さ
れるせん断応力と、せん断変形量を扱うせん断ひずみについて学ぶ。　(A-1)

10.応力変換……ひとつの直交座標系において表現される応力から回転した別の
直交座標系の応力の値を計算する方法について学ぶ。　(A-1)

11.ひずみ変換……ひとつの直交座標系において表現されるひずみから回転した
別の直交座標系のひずみの値を計算する方法について学ぶ。
　(A-1)

12.主応力と最大せん断応力……最も大きな応力とその作用面を予測する方法を
学ぶ。
　(A-1)

13.丸棒のねじり……丸棒にねじりモーメントを作用させてねじる場合の変形の
様子と応力とひずみの予測方法を学ぶ。　(A-1)

14.コイルばね……コイルばねの変形を丸棒のねじり変形の知識から理解する。
　(A-1)

15.薄肉管のねじり……肉厚の小さなパイプのねじり変形と応力について学ぶ。
　(A-1)

16.「工業力学」と有機的に連携させて材料力学を活用する能力を養う．　
(B-1)

17.多くの演習問題に接することにより，ものづくりにおいて上記の内容を使っ
て問題解決ができる能力を養う。　(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。



2019-7010000116-01材料力学Ⅱ「週2回開講」

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

遠藤　正浩、松尾 尚

◎－－－　概要　－－－◎

　ものに作用する力による変形や破壊に対する強さをあつかう
学問を「材料力学」という。材料力学は機械要素や構造物部材
の設計の柱となる学問である。材料力学Ⅰの続きを学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

はりの曲げ……細長い棒（はり）の曲げ変形の様子と応力やひ
ずみの予測の仕方を学ぶ。
(知識・理解)

せん断力線図と曲げモーメント線図……はりに分布するせん断
力と曲げモーメントの求め方を学ぶ。
(知識・理解)

はりのたわみ……横荷重や曲げモーメントを受けるはりのたわ
みを計算する方法について学ぶ。
(知識・理解)

カスティリアーノの原理……エネルギー法によるはりの問題の
一般的解法について学ぶ。(知識・理解)

組み合せ応力……引張り・圧縮、ねじり、曲げが同時に作用す
る問題の解き方を学ぶ。
(知識・理解)

柱の座屈……オイラーの座屈荷重について学ぶ。(知識・理解)

「工業力学」と有機的に連携させて材料力学を活用する能力を
養う．(技能)

多くの演習問題に接することにより，ものづくりにおいて上記
の内容を使って問題解決ができる能力を養う。(技能)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　講義中の演習(40%)と定期試験の結果(60%)にもとづき評価す
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

村上敬宜　著「材料力学（新装版）」森北出版　2160円（税
込）　ISBN978-4-627-60512-1

◎－－－　参考書　－－－◎

村上敬宜、森　和也　共著「材料力学演習」森北出版　2700円
（税込）　ISBN978-4-627-60710-1

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義の中で演習を行うので関数電卓を持参すること。
教科書の問題は自力で全部解いてみること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

全回　担当：遠藤
1，4，8，14，15回　担当：松尾
１　はりの支持方法
２　せん断力線図と曲げモーメント線図
３　曲げモーメントをうけるはりの応力と変形
４　断面二次モーメント
５　はりのたわみ（はりの曲げの微分方程式）
６　はりのたわみ（重ね合わせ法）
７　はりの曲げのさらに高度な問題
８　曲げ、ねじり、引張り・圧縮の組み合せによるはりの
たわみ
９　はりの曲げにおけるひずみエネルギー
10　カスティリアーノの定理
11　組み合せ応力
12　柱の座屈: 座屈現象とは何か
13　弾性長柱の圧縮による座屈
14　偏心荷重をうける柱の座屈
15　断面二次モーメントと座屈荷重の関係

上記は一週間（２コマ）当りの計画である。

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　演習に備えて予習をしっかりする。テキストの問題を自
力で解答する．疑問があればすぐに質問する。



2019-7010000116-01材料力学Ⅱ「週2回開講」

遠藤　正浩、松尾 尚

◎機械:A-1,B-1,B-2

1.はりの曲げ……細長い棒（はり）の曲げ変形の様子と応力やひずみの予測の
仕方を学ぶ。
　(A-1)

2.せん断力線図と曲げモーメント線図……はりに分布するせん断力と曲げモー
メントの求め方を学ぶ。
　(A-1)

3.はりのたわみ……横荷重や曲げモーメントを受けるはりのたわみを計算する
方法について学ぶ。
　(A-1)

4.カスティリアーノの原理……エネルギー法によるはりの問題の一般的解法に
ついて学ぶ。　(A-1)

5.組み合せ応力……引張り・圧縮、ねじり、曲げが同時に作用する問題の解き
方を学ぶ。
　(A-1)

6.柱の座屈……オイラーの座屈荷重について学ぶ。　(A-1)

7.「工業力学」と有機的に連携させて材料力学を活用する能力を養う．　(B-1)

8.多くの演習問題に接することにより，ものづくりにおいて上記の内容を使っ
て問題解決ができる能力を養う。　(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。



2019-7010000186-01蒸気工学

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

本田　知宏

◎－－－　概要　－－－◎

　「蒸気工学」は、工業熱力学、流体工学、伝熱工学で学んだ知識が、機
械・装置の設計および運転にどのように活かされているかを学ぶハードウ
エアに関する科目である。基礎的となるのは水蒸気を作動流体とする蒸気
動力サイクルの理論であり、対象とするのは汽力発電所（火力および原子
力発電所）およびそれらを構成する蒸気タービン、復水器、ボイラであ
る。
　本科目では、構成機器の構造と「工業熱力学Ⅱ」で学んだ開いた系（流
動過程）に対する熱力学の法則を対比させながら、蒸気動力システムの総
合的な性能（効率、環境対策）におよぼす各構成機器の影響について述べ
る。特に、蒸気ボイラ、蒸気タービンおよび復水器の計画、設計、製造、
建設および運転に際して必要となる基本原理、構造および性能評価を詳し
く解説する。なお、本科目で修得した内容はボイラ技士の資格試験を受験
する際の基礎知識となる。
　授業は、教科書、板書、プロジェクタを使った講義形式である｡講義中
には演習の時間を設けることにしている。

◎－－－　到達目標　－－－◎

蒸気動力システム(蒸気原動所）の計画、設計、製造、建設および運転の
ために必要な知識がどのようなものかを知っている。(知識・理解)

蒸気動力プラントのモデル化と性能評価の方法が説明できる。(知識・理
解)

ボイラの基本原理と性能評価の方法を説明できる。(技能)

ボイラの歴史、形式、構造が説明できる。(技能)

蒸気タービンの作動原理と性能評価の方法が説明できる。(技能)

蒸気タービンの構成要素と構造を説明できる。(技能)

復水器の役割、動作原理、設計概略の説明ができる。(技能)

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

　定期試験(100点満点)では、蒸気動力サイクルを構成する機器の性能の計
算ができるがどうか、蒸気原動所の性能の評価指数がどのように定義され
ているか、ボイラおよびタービンの形式と構造を理解しているか、を評価
する。また、中間試験は蒸気動力サイクルの性能計算に必要な知識を確認
する内容で、その成績(20点満点)の得点を限度として定期試験の成績に加
算する。なお、合否の判定については、合計で60点以上を合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

一色尚也・北山直方、新蒸気動力工学SI版(森北出版)
ISBN4-627-60021-6,価格3240円
その他、下記参考書(1)日本機械学会編の熱力学（「工業熱力学Ⅰ・Ⅱ」で
使用した教科書)および「工業熱力学Ⅰ」で配布した“熱工学サブテキス
ト”も使用する。

◎－－－　参考書　－－－◎

(1)日本機械学会編、熱力学（丸善）
(2)伊藤猛宏・山下宏幸、工業熱力学(1)（コロナ社）
(3)田川龍文･川口巌、わかる蒸気工学（日新出版）

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　本科目の受講前に、工業熱力学Ⅱで説明した熱力学の第１法則と第２法
則、および蒸気の性質について復習しておくこと。
　本科目では、教科書の内容を中心に説明する。授業終了後には、必ず、
教科書の該当箇所を熟読しておくこと。また、工業熱力学Ⅰで配布した資
料「熱工学サブテキスト」と授業中に必要に応じて配布したプリントに
は、授業の内容を理解するために必要な事項がまとめてある。講義終了後
には、必ずこれらの資料を用いて内容を確認しておくこと。
　さらに、授業中に適宜実施する練習問題についても、完全に理解するよ
うに復習しておくこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

授業計画は以下の通り｡
1.蒸気工学の歴史
2.蒸気サイクルの構成要素
3.蒸気動力サイクルの熱効率（飽和、再熱）
4.蒸気動力サイクルの熱効率(再生、超臨界圧)
5.蒸気原動所の環境対策技術
6.ボイラの形式と構造
7.ボイラの性能、熱効率に及ぼす因子
8.中間試験
9.蒸気タービンの作動原理（衝動、反動）
10.蒸気タービンの形式と構造（ノズル、動翼、車室）
11.蒸気タービンの性能（動翼におけるエネルギー変換）
12.蒸気タービンの性能（速度三角形、各種エネルギー損
失）
13.復水器の役割と構造、蒸気動力プラントの効率
14.原子力発電プラントの基礎
15.再生可能エネルギーの利用について



2019-7010000186-01蒸気工学

本田　知宏

◎機械:A-1,B-1,B-2

1.蒸気動力システム(蒸気原動所）の計画、設計、製造、建設および運転のため
に必要な知識がどのようなものかを知っている。　(A-1)

2.蒸気動力プラントのモデル化と性能評価の方法が説明できる。　(A-1)

3.ボイラの基本原理と性能評価の方法を説明できる。　(B-1)

4.ボイラの歴史、形式、構造が説明できる。　(B-2)

5.蒸気タービンの作動原理と性能評価の方法が説明できる。　(B-1)

6.蒸気タービンの構成要素と構造を説明できる。　(B-2)

7.復水器の役割、動作原理、設計概略の説明ができる。　(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。



2019-7010000160-01数値解析

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

林　長軍

◎－－－　概要　－－－◎

工学問題を純粋に数式的に取り扱うことができるのは低自由度
の線形系の場合に限られ、それ以外の多くの場合は何らかの数
値解法に頼らざるを得ない。本科目では、実際の工学問題の解
析においてよく用いられる代表的な数値計算法について学ぶ。
また、担当者は自動車製造会社での勤務経験があるため、実務
経験上の数値解析の問題を取り入れる。
　授業では毎回１つか２つの計算法を取り上げ、最初の70分程
度で説明を行う。最後の20分は理解を確認するための小テスト
や演習などを行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) 非線形方程式の解法
(2) 連立１次方程式の解法
(3) 関数補間と近似式の求め方
(知識・理解)

(4) 数値積分の求め方
(5) 常微分方程式の解法
(技能)

(6) 偏微分方程式の解法
(7) 逆行列と固有値、固有ベクトルの求め方
(技能)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

定期試験70%、中間試験・毎回行う小テスト(宿題)および出席
状況30％を目安として総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考書　－－－◎

テキスト:
　「数値計算法　第２版」三井田惇郎・須田宇宙著（森北出
版）（2014年）（2,000円＋税）（ISBN:978-4-627-80153-0）
参考書:
　「入門数値計算法」星守・小野令美・吉田利信著（オーム
社）、「機械計算法」高田勝著（養賢堂）、「C言語による数
値計算のレシピ」W.H. Pressら著・丹慶勝市ら訳（技術評論
社）

◎－－－　  履修上の留意点　－－－◎

本科目は、選択科目であるため、履修の条件はないが、ただ、
数値の計算が多いため、関数電卓を用意してください。

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

小テストの解説は次回授業の最初に行うので、問題が解けな
かった場合はそれまでによく復習をしておくこと。また、次回
の授業範囲を予習して、専門用語の意味等を理解しておくこと

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　工学問題の解析と数値計算、数値計算に際しての注意
点
２　非線形方程式（二分法、ニュートン法）
３　非線形方程式（ベアストウ法、デュラン・カーナー
法）
４　連立１次方程式（ガウス・ジョルダン法、ガウス・ザ
イデル法）
５　関数補間と近似式（ラグランジュの補間法、最小２乗
法）
６　数値積分（台形公式、シンプソンの公式）
７　 常微分方程式（オイラーの公式、ルンゲ・クッタの
公式）
８　演習・中間試験１回目９　常微分方程式（高階常微分
方程式、連立常微分方程式）
10　偏微分方程式
11　逆行列
12　固有値、固有ベクトル
13　応用問題への適用
14　中間試験２回目　
15　まとめ・数値解析の実際（市販されているソフトの紹
介など）



2019-7010000160-01数値解析

林　長軍

◎機械:A-1,B-1,B-2

1.(1) 非線形方程式の解法
(2) 連立１次方程式の解法
(3) 関数補間と近似式の求め方
　(A-1)

2.(4) 数値積分の求め方
(5) 常微分方程式の解法
　(B-1)

3.(6) 偏微分方程式の解法
(7) 逆行列と固有値、固有ベクトルの求め方
　(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。



2019-701000T137-02数理統計Ⅱ「TM」

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

桑江　一洋

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では前期で学んだ数理統計Ⅰの続きである。数理統計Ⅱでは推測
統計学における推定論、検定論を統計的決定問題として定式化し、その基
本概念を学ぶ。
　統計的手法を利用出来る様になることは重要である。一方、統計的手法
を用いて１つの結果を得た時、それが最良かどうかをどの様にして判定す
るかということも又重要である。例えば、我々はデータの平均値を未知な
値の推定値として良く用いる。この時、平均値が推定値として最良のもの
かは簡単に説明出来ないであろう。推測統計学においては、データを確率
変数と考え、さらに、推定の良さの規準を与える事により、適当な条件の
下では平均値は推定値として最良のものである事を示すことが出来る。こ
の授業ではこの様な統計的手法の理論的意味付を与える事に重点をおく。
前期で学んだ数理統計Ⅰの議論をもとにして統計的推測問題（パラメト
リックの場合）を統計的決定問題として定式化し、種々の最適性の規準を
定義することにより、推定及び検定の最適性について学ぶ。これらの議論
は２年又は３年で学んだ統計学をさらに一般化したものといえる。尚、数
理統計Ⅰ、Ⅱは独立して聴講出来る様にする。但し、Ⅱは確率論の知識を
必要とするので、その点を考えて受講してほしい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

確率論の基礎概念について公理的に説明ができる。(知識・理解)

ラプラス流の確率の定義の欠点のついて説明ができる。(知識・理解)

部分集合代数の概念を説明することができる。(知識・理解)

ベイズの公式による統計的推論とその問題点について説明できる。(知
識・理解)

フィッシャーの仮説検定について説明ができる。(知識・理解)

ネイマンピアソンの２仮説検定について説明ができる。(知識・理解)

ワルドの統計的決定理論の概要について説明できる。(知識・理解)

期待効用と判断確率について説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回、授業内容の簡単な課題を含めた確認テストを行い、残りの問題に関
して次回までに復習をかねて解いておくこと。又、復習は講義時間外に１
時間半かけてノートを整理して、分からない部分、不明のところをチェッ
クし、質問すること。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

定期試験(100%)のみで成績を評価する。各回の確認テストの問題の解答は
達成度と出席の目安とする。設定された問題にたいして適切、正確な解答
を与えることが出来ること。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは絶版なのでそれをプリントして配布し講義する。
確率・統計　楠岡成雄　著　森北出版　税抜 1512円 発行 1995年 ISBN
4-627-03570-5

◎－－－　参考書　－－－◎

ベイズ統計学概説　松原望　著　培風館　ISBN 978-3-563-01006-5
意思決定の基礎　松原望　著　朝倉書店　ISBN 978-4-254-29511-5
入門ベイズ統計　松原望　著　東京図書　ISBN 978-4-489-02036-0
教養課程で学ぶ統計学の本に比べこの授業で学ぶ内容が書かれている本は
かなり少ない。専門的に書かれた推測統計学の本を参考にすると良い。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

確率論の基礎知識が必要となるので、数理統計Ⅰを履修しておくことが望
ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　確率・統計をめぐって
２　確率論の基礎概念
３　確率モデルと公理主義
４　確率変数・確率分布・期待値・分散
５　情報・部分集合代数・独立性・共分散・相関係数・条
件付き期待値
６　大数の法則
７　中心極限定理
８　ベイズの公式と統計的推論
９　ベイズの統計的推論の問題点
10　フィッシャーの仮説検定
11　ネイマンピアソンの２仮説検定
12　ワルドの統計的決定理論(i)
13　ワルドの統計的決定理論(ii)
14　期待効用と判断確率(i)　
15　期待効用と判断確率(ii)　 



2019-701000T137-02数理統計Ⅱ「TM」

桑江　一洋

◎機械:A-1,A-3

1.確率論の基礎概念について公理的に説明ができる。　(A-3)

2.ラプラス流の確率の定義の欠点のついて説明ができる。　(A-3)

3.部分集合代数の概念を説明することができる。　(A-1)

4.ベイズの公式による統計的推論とその問題点について説明できる。　(A-1)

5.フィッシャーの仮説検定について説明ができる。　(A-1)

6.ネイマンピアソンの２仮説検定について説明ができる。　(A-1)

7.ワルドの統計的決定理論の概要について説明できる。　(A-3)

8.期待効用と判断確率について説明できる。　(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。



2019-7010000179-01卒業論文

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

岩村　誠人、本田　知宏、遠藤　正浩、高尾　幸来、稲毛　真一、森山　茂章、山辺　純一郎、安東　洋一、林　長軍、赤木　富士雄、麻生　裕之、松尾　尚、西山　貴史、薦田　亮介

◎－－－　概要　－－－◎

　現実的な問題を設定して、４年間で学修した知識を結集して
解決する総合的な応用研究です。卒業論文を行うことにより初
めて、学んだことの意味を知り、学修した知識が生きたものと
なって、考えることの喜びを知り、おそらくこれまでの３年間
の勉強を超える充実した時間を過ごすことができるでしょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ものづくりに関する基礎学力の理解を深め、応用するプロセス
を体験することができる。(知識・理解)

問題に関連する資料を調査し、整理・分析することができる。
(技能)

問題を解決する方法と手段を考え、計画・実践することができ
る。(技能)

結果を分析し、推論することができる。(技能)

以上のすべてをまとめ、論文を作成することができる。(技能)

これらの過程において、コミュニケーション力、プレゼンテー
ション能力を養う。(技能)

生涯にわたって工学全般を学び続ける態度を養う。(態度・志
向性)

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

　期限までに提出した卒業論文と、それまでの研究態度につい
て総合的に評価します。未提出は無条件に不合格となります。

◎－－－　テキスト・参考書　－－－◎

　指導の先生の指示に従ってください。また自ら参考となる資
料を積極的に探してください。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　指導の先生に従ってください。時間割表に拘わらず、授業以
外の時間は卒業論文の研究を行う時間と考え、積極的かつ自主
的に進めることが必要です。
　卒論を履修したい者は、3月下旬のWEB履修登録において
『卒業論文』を履修登録し、更に3月中旬までに公開する「卒
業研究配属希望調査アンケート」を回答する必要があります。
アンケートを基に配属先の調整・決定を行い、結果を学科掲示
板（11号館１階）に掲示します。４月中旬以降に研究室ごとの
活動を開始しますので、学科掲示板などの呼出通知に注意して
おいて下さい。

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

各テーマの指導教員の指示に従ってください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

● 材料力学（教授　遠藤正浩、助教　松尾尚、助教　薦田
亮介）
　水素エネルギーと風力発電機器の強度設計に関する研究、
摩擦・磨耗のナノ世界、ステンレス鋼の切欠き効果、CGア
ニメによる教育ソフトの開発、材料強度に関する現象の証拠
写真コレクション、うどん発祥地博多に800年前に伝来した
水磨様（水車）の復元（CGアニメと模型製作）、多孔質金
属の水素吸蔵能力、各種実験装置のCAD設計・製作などを
予定している。

● 流体工学（教授、稲毛真一、准教授　安東洋一、助教　
赤木富士雄）
　自己発熱ポンプの開発、革新的な噴流ノズルの開発、ツイ
ンローター・クロスフロー風車の開発、超高速ビデオを用い
た流体の挙動の撮影、シミュレーションによる流れの可視化
などのテーマの他、学生の希望によりテーマを開設すること
も可能です。どのテーマも、学生の発案を尊重していますの
で自主的な行動を期待します。

● 熱工学（教授　本田知宏、教授　高尾幸来、助教　西山
貴史、助教　麻生裕之）
　エネルギー・環境・熱力学をキーワードとして熱エネル
ギーを取り扱う機械や装置の開発・設計の基礎となる実験的
研究を行う。対象はディーゼル機関（噴霧燃焼）、ヒートポ
ンプ（伝熱流動）、マイクロガスタービンと吸収式冷凍機の
コージェネレーション（システム解析）などである。

● 機械設計・工作（教授　森山茂章、教授　山辺純一郎）
医学領域と水素エネルギー領域の問題を実験と解析を融合さ
せた工学的手法により解決することを目指す。具体的なテー
マとして、マクロへテロ構造を有する人工関節の開発、長寿
命人工関節用ポリエチレンの開発、人工股関節の摩耗解析、
寛骨臼回転骨切り術における術後評価、骨補填材料の強度評
価、口腔外科手術における術前計画と力学評価、切削抵抗の
基本メカニズムと水素の影響解明、水素脆化と水素侵入の基
本メカニズムの解明、耐水素脆化特性に優れた革新的な構造
材料や表面皮膜の開発などを予定している。また、機械関連
のテーマとして歯車装置などの3次元CADによる設計および
試作などを行う。

●機械力学・制御（教授　岩村誠人、准教授　林長軍）
　ロボティクス・メカトロニクス系の設計・製作・制御に関
するテーマとしては、車輪型自律移動ロボットの制御、マス
タとスレーブアームを用いたロボットの遠隔操作、多軸駆動
装置を用いたドライビングシミュレータ、マルチボディダイ
ナミクスに関するテーマとしては、高速順動力学計算法の開
発とそのヒューマノイドロボットへの応用、マルチボディダ
イナミクス手法による柔軟マニピュレータの運動と振動の制
御、マルチボディ車両モデルとモーションシミュレータを用
いた自動車乗り心地評価システムの開発、などを予定してい
る。

なお、詳細な内容については、下記学科ホームページの「研
究室紹介」にアクセスするか、11号館3階廊下に掲示してい
るポスターを参照する、もしくは直接研究室を訪ねて聞いて
ください。

◎－－－　URL　－－－◎

機械工学科ホームページ
(http://www.tm.fukuoka-u.ac.jp)



2019-7010000179-01卒業論文

岩村　誠人、本田　知宏、遠藤　正浩、高尾　幸来、稲毛　真一、森山　茂章、山辺　純一郎、安東　洋一、林　長軍、赤木　富士雄、麻生　裕之、松尾　尚、西山　貴史、薦田　亮介

◎機械:A-1,B-1,B-2,B-3,C-3

1.ものづくりに関する基礎学力の理解を深め、応用するプロセスを体験するこ
とができる。　(A-1)

2.問題に関連する資料を調査し、整理・分析することができる。 　(B-1)

3.問題を解決する方法と手段を考え、計画・実践することができる。　(B-2)

4.結果を分析し、推論することができる。　(B-1)

5.以上のすべてをまとめ、論文を作成することができる。　(B-3)

6.これらの過程において、コミュニケーション力、プレゼンテーション能力を
養う。　(B-3)

7.生涯にわたって工学全般を学び続ける態度を養う。　(C-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。



2019-7010000157-01ターボ機械

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

稲毛　真一

◎－－－　概要　－－－◎

流体機械の続編の位置付けとなります。ターボ機械は圧縮機や
ジェットエンジン、また多くのエネルギー変換機器(特に発電)
の根幹をなすものです。特に喫緊の地球温暖化対策において
は、これらの機械・システムの高効率化が重要な技術的課題に
なっています。本授業では、ターボ機械の中から、まず遠心
型、軸流型のシステムを題材に取り上げ、その基本構造、作動
原理、構造、運用の基礎を理解します。その上で、圧縮機、ガ
スタービンなどの具体的な製品の最先端を学んでいきます。ま
た、その設計理論に基づき、設計の基礎を身に着けます。講師
がメーカー出身であることから、ターボ機械を素材に、「もの
作り」に拘り、現場での実際の設計手法に関しても、併せて学
習します。授業は単なる一方向の講義でなく、双方向での議論
の機会を多くし、ターボ機械の理解を促進します。毎回、グ
ループワークで演習、レポートを作成しますので、各自PCを持
参ください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

授業で取り上げたターボ機械の基本構造、作動原理、構造、運
用の基礎を理解する事。(知識・理解)

学習した設計理論に従い、簡易な設計ができるようになる事。
(技能)

授業全体を通じて、「もの作り」の基本を習得することも目標
とします。(技能)

更に、演習・レポートを通じて、将来のエンジニアリングの職
場で通用する成果物のまとめ方についても習得していきます。
(技能)

◎－－－　授業時間外の学習　－－－◎

基本的には授業時間外の学習は想定していませんが、本講義で
は、後述の通り、授業時間内でのレポート作成を基に成績評価
を行います。授業中にまとまらない場合には、適宜時間外で対
応ください。

◎－－－　成績評価基準及び方法　－－－◎

試験とレポートにより評価します。レポートは、グループワー
ク(5人程度/チームを構成)で、各回で学んだ内容をベースに演
習問題を課し、授業時間内で毎回、書式を指定した簡易なレ
ポートをまとめてもらいます。毎回レポートの平均点と、試験
の点数の平均により最終的な成績評価を行います。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しません。適宜資料を配布します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション

2. 翼理論‐その１

3. 翼理論‐その２

4. 速度三角形

5. ターボ機械の構成要素‐その１
6. ターボ機械の構成酵素‐その２
7. 流体機械におけるレイノルズ数とマッハ数の影響

8. 遠心ターボ機械の理論

9. 軸流ターボ機械の理論

10. 流体機械の騒音

11. 性能曲線と非定常現象

12. 圧縮機、送風機およびタービンの構造

13. ガスタービン‐その１

14. ガスタービン‐その2

15. ターボ形流体伝動装置



2019-7010000157-01ターボ機械

稲毛　真一

◎機械:A-1,B-1,B-2,B-3

1.授業で取り上げたターボ機械の基本構造、作動原理、構造、運用の基礎を理
解する事。　(A-1)

2.学習した設計理論に従い、簡易な設計ができるようになる事。　(B-1)

3.授業全体を通じて、「もの作り」の基本を習得することも目標とします。　
(B-2)

4.更に、演習・レポートを通じて、将来のエンジニアリングの職場で通用する
成果物のまとめ方についても習得していきます。　(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。



2019-7010002188-01電気工学通論

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

盧　存偉

◎－－－　概要　－－－◎

ロボットや自動車を初め、現代の機械システムには、スイッチ
やセンサーなどの電気・電子装置が欠かせない。
本講義では、これらの電気・電子装置の基本原理、回路構成、
実用システムについて学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

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。(知識・理解)

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。
(技能)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

次回の授業内容を指示通りに予習すること。
授業内容を十分復習した上、演習問題を完成すること。

◎－－－　評価基準及び方法　－－－◎

①評価基準
電気・電子装置の基本原理を理解し、回路や実用システムの解
を求められることを評価の基準とする。

②評価方法
学習態度、演習や小テストの成績などの平常点と定期試験の成
績に基づいて、総合的に評価する。

③割合
平常点30%、定期試験70%

◎－－－　テキスト　－－－◎

堀桂太郎監修、飯高成男著、電気・電子の基礎マスター
電気書院、2010年発行
ISBN978-4-485-61004-6　C3354
定価＝本体2,400円＋税

◎－－－　参考書　－－－◎

兵庫明他、電気・電子工学　電磁気学から電子回路まで
丸善出版、平成30年発行
ISBN978-4-621-30299-6　C3054
定価＝本体2,800円＋税

◎－－－　履修上・受講上の注意点　－－－◎

アクティブランニング教育法を導入する授業で、講義中に積極
的な発言が求められる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．授業の内容、進め方、成績評価方法などのガイダン
ス。電気工学の概要。
２．直流回路その一：オウムの法則、直列接続と並列接続
３．直流回路その二：キルヒホッフの法則、電池とその接
続
４．直流回路その三：ジュールの法則、電力の計算、抵抗
の性質
５．直流回路の総合復習
６．磁気と静電気その一：電磁力とモータ
７．磁気と静電気その二：電磁誘導、インダクタンス
８．磁気と静電気その三：静電気の性質とコンデンサ
９．磁気と静電気の総合復習
１０．交流回路その一：交流回路の基礎、R・L・C交流回
路
１１．交流回路その二：R・L・C直列回路と並列回路
１２．交流回路その三：交流電力、三相交流回路と三相交
流電力
１３．交流回路の総合復習
１４．ロボットと電気電子工学
１５．本授業のまとめ、理解度テスト



2019-7010002188-01電気工学通論

盧　存偉

◎機械:A-1,B-1

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-1)

2.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-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。



2019-7010000149-01電子工学通論

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・５時限　　試験時間割：後日発表　　

盧　存偉

◎－－－　概要　－－－◎

ロボットや自動車を初め、現代の機械システムには、スイッチ
やセンサーなどの電気・電子装置が欠かせない。
本講義では、これらの電気・電子装置の基本原理、回路構成、
実用システムについて学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

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。(知識・理解)

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。
(技能)

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。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

次回の授業内容を指示通りに予習すること。
授業内容を十分復習した上、演習問題を完成すること。

◎－－－　評価基準及び方法　－－－◎

①評価基準
電気・電子装置の基本原理を理解し、回路や実用システムの解
を求められることを評価の基準とする。

②評価方法
学習態度、演習や小テストの成績などの平常点と定期試験の成
績に基づいて、総合的に評価する。

③割合
平常点30%、定期試験70%

◎－－－　テキスト　－－－◎

堀桂太郎監修、飯高成男著、電気・電子の基礎マスター
電気書院、2010年発行
ISBN978-4-485-61004-6　C3354
定価＝本体2,400円＋税

◎－－－　参考書　－－－◎

兵庫明他、電気・電子工学　電磁気学から電子回路まで
丸善出版、平成30年発行
ISBN978-4-621-30299-6　C3054
定価＝本体2,800円＋税

◎－－－　履修上・受講上の注意点　－－－◎

アクティブランニング教育法を導入する授業で、講義中に積極
的な発言が求められる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．授業の内容、進め方、成績評価方法などのガイダン
ス。電子工学の概要。
２．半導体素子その一：電子と正孔、ｎ型とｐ型半導体
３．半導体素子その二：ダイオードとトランジスタ
４．半導体素子その三：FETとIC
５．半導体素子の総合復習
６．トランジスタとIC増幅回路その一：トランジスタ増幅
回路
７．トランジスタとIC増幅回路その二：オペアンプ
８．トランジスタとIC増幅回路の総合復習
９．電源回路その一：変圧と整流回路
１０．電源回路その二：平滑回路
１１．電源回路その三：安定化回路
１２．電源回路の総合復習
１３．デジタルカメラと電気電子工学
１４．現代の自動車と電気電子工学
１５．本授業のまとめ、理解度テスト



2019-7010000149-01電子工学通論

盧　存偉

◎機械:A-1,B-1,B-2

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-1)

2.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-1)

3.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-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。



2019-7010000196-01伝熱工学Ⅰ

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

高尾　幸来

◎－－－　概要　－－－◎

　温度差が存在する物質内部あるいは温度の異なる物体間にお
いては、必ず熱の移動が生ずる。このような現象を伝熱（heat
transfer）といい、その本質の解明と熱移動速度の決定を目指す
学問を伝熱学という。したがって、機械工学が対象とする火力
および原子力発電プラント、エアコン、コンピュータおよびエ
ンジンなど熱や温度差が発生する機器の設計においては、必ず
伝熱学の知識を必要とする。「伝熱工学Ⅰ」では、工学的な観
点から伝熱学の基礎を解説する。
　授業は教科書、プロジェクターおよび板書を併用する講義形
式である。授業中には演習を行うこともあるから、電卓を持参
すること。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) 熱移動の三基本形態を説明できる(知識・理解)

(2) 熱伝導の基礎概念を理解し，基本法則を説明できる(知識・
理解)

(3) 熱伝導および熱通過の基礎を理解し，基本的な問題を解く
ことができる(技能)

(4) フィンに関する基本的な計算ができる(技能)

(5) 対数平均温度差を用いて熱交換器の設計計算ができる(技能)

(6) 熱交換器の性能評価ができる(技能)

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

期末試験を７割、中間試験・演習、出席状況及び授業ノートを
３割で総合評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

小山　敏行、例題で学ぶ伝熱工学、ISBN978-4-627-67421-9
C3053、定価（本体2600+税）
その他、必要に応じて資料を配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

(1)吉田　駿、伝熱学の基礎（理工学社）
(2)Holman, J. P., Heat Transfer (McGraw‐Hill)
(3)相原利雄、伝熱工学（裳華房）
(4)西川兼康・藤田恭伸、伝熱学（理工学社）
(5)日本機械学会編、伝熱工学資料（改訂第４版）
(6)本田知宏、熱工学サブテキスト
(7)日本機械学会編、JSMEテキストシリーズ　熱力学（丸善）
(8)日本機械学会編、JSMEテキストシリーズ　伝熱工学（丸
善）

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

授業の前に、授業範囲を予習し、専門用語の意味などを理解し
ておくこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.伝熱工学とは
2.伝熱の基本形態と基礎用語
3.熱伝導の基礎理論（Fourierの法則と熱伝導率）
4.平板の一次元定常熱伝導
5.円管の一次元定常熱伝導
6.熱通過における伝熱
7.発熱体およびフィンの伝熱
8.一次元非定常熱伝導と二次元定常熱伝導
9.中間試験
10.対流熱伝達および沸騰・凝縮の基礎
11.熱交換器序論および熱交換器の形式
12.熱交換器における温度変化
13.対数平均温度差による設計法（並流および向流式熱交
換器）
14.対数平均温度差による設計法（多重平行流および直向
流式熱交換器）
15.熱交換器の性能評価・総復習



2019-7010000196-01伝熱工学Ⅰ

高尾　幸来

◎機械:A-1,B-1,B-2

1.(1) 熱移動の三基本形態を説明できる　(A-1)

2.(2) 熱伝導の基礎概念を理解し，基本法則を説明できる　(A-1)

3.(3) 熱伝導および熱通過の基礎を理解し，基本的な問題を解くことができる　
(B-1)

4.(4) フィンに関する基本的な計算ができる　(B-1)

5.(5) 対数平均温度差を用いて熱交換器の設計計算ができる　(B-2)

6.(6) 熱交換器の性能評価ができる　(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。



2019-7010000197-01伝熱工学Ⅱ

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

高尾　幸来

◎－－－　概要　－－－◎

　「伝熱工学I」の履修者を対象として、放射伝熱、対流伝熱
および相変化を伴う伝熱について、その現象の物理的意味と、
理論的な解析方法および伝熱計算法について解説する。
　授業は教科書、プロジェクターおよび板書を併用する講義形
式である。授業中には演習を行うこともあるから、電卓を持参
すること。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) 熱放射の現象を理解し，基本法則を説明できる(知識・理解)

(2) 黒体・灰色面間の放射伝熱の計算ができる(技能)

(3) 対流伝熱の現象を理解し，基礎的取り扱いができる(技能)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

期末試験を７割、中間試験・演習、出席状況及び授業ノートを
３割で総合評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

小山　敏行、例題で学ぶ伝熱工学、ISBN978-4-627-67421-9
C3053、定価（本体2600+税）
その他、必要に応じて資料を配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

(1)吉田　駿、伝熱学の基礎（理工学社）
(2)Holman, J. P., Heat Transfer (McGraw‐Hill)
(3)相原　利雄、伝熱工学（裳華房）
(4)西川　兼康・藤田　恭伸、伝熱学（理工学社）
(5)Incropera. F. P. and DeWitt, D. P., Fundamentals of Heat and Mass
Transfer (Wiley)
(6)日本機械学会編、伝熱工学資料（改訂第４版）
(7)本田　知宏、熱工学サブテキスト
(8)日本機械学会編、JSMEテキストシリーズ　熱力学（丸善）
(9)日本機械学会編、JSMEテキストシリーズ　伝熱工学（丸
善）

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

授業の前に、授業範囲を予習し、専門用語の意味などを理解し
ておくこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.熱放射の基礎
2.熱放射の基本法則（黒体、ステファン・ボルツマンおよ
びキルヒホッフの法則）
3.熱放射の基本法則（灰色体、放射強度）
4.黒体面間の放射伝熱（形態係数）
5.黒体面間の放射伝熱の計算
6.灰色面間の放射伝熱の計算（二つの面からなる系）
7.灰色面間の放射伝熱の計算（三つ以上の面からなる系）
8.中間試験
9.対流熱伝達の基礎
10.対流伝熱の基礎方程式
11.対流伝熱の相似則
12.強制対流熱伝達（平板表面、円管周り、管内流）
13.自由対流熱伝達
14.沸騰伝熱（沸騰特性曲線）・演習
15.凝縮伝熱（ヌセルトの水膜理論）・総復習



2019-7010000197-01伝熱工学Ⅱ

高尾　幸来

◎機械:A-1,B-1,B-2

1.(1) 熱放射の現象を理解し，基本法則を説明できる　(A-1)

2.(2) 黒体・灰色面間の放射伝熱の計算ができる　(B-1)

3.(3) 対流伝熱の現象を理解し，基礎的取り扱いができる　(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。



2019-7010002166-01トライボロジー

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

森山　茂章

◎－－－　概要　－－－◎

トライボロジーとは、摩擦、摩耗、潤滑など、表面に関する現
象を取り扱う学問である。機械には相対運動部が存在し、その
部分で摩擦や摩耗が発生することにより機械の機能が低下する
場合がある。そこで、本科目では、摩擦や摩耗の機構を理解す
るとともに、流体潤滑や境界潤滑などの潤滑法について学ぶ。
実際の潤滑剤や摩擦面材料、機械設計への応用についても知
る。また、生体の潤滑機構や人工関節の設計などバイオトライ
ボロジーについて学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

固体表面の粗さの表し方や、性質を理解する。(知識・理解)

乾燥摩擦の理論であるAmontons-Coulombの法則をBowden-
Taborの凝着理論から説明できる。(知識・理解)

流体潤滑の基礎方程式であるレイノルズ方程式を導き、それを
スラスト軸受、ジャーナル軸受に応用できる。(技能)

転がり軸受や歯車などの潤滑状態である弾性流体潤滑を理解す
る。(技能)

単分子または数分子で潤滑される境界潤滑における摩擦面を理
解する。(技能)

実際の機械に用いられる潤滑剤や摩擦面材料を知り、設計時に
選択できるようになる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

材料力学や流体力学、化学などを基礎とした科目であり、これ
らの科目を復習するとともに事前に教科書を読んでおくこと。
（90分）
事後には授業内容を整理し、授業で触れていない教科書の内容
についても学習すること。（60分）

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

乾燥摩擦を凝着理論で説明するとともに、流体潤滑および弾性
流体潤滑の実際的な問題を解くことができるかで評価する。ま
た、境界潤滑や固体潤滑の機構を説明することができ、実際の
機械に用いられる潤滑剤や摩擦面材料について具体的に説明す
ることができるかで評価する。
定期試験により評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

山本雄二・兼田楨宏著「トライボロジー」オーム社（3,300円＋
税、ISBN978-4-274-06954-3）

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　トライボロジーの歴史
２　固体の表面
３　乾燥摩擦１（摩擦の凝着説）
４　乾燥摩擦２（凝着部の成長と表面膜）
５　流体潤滑１（ナビエ‒ストークス方程式）
６　流体潤滑２（レイノルズ方程式）
７　流体潤滑３（スラスト軸受）
８　流体潤滑４（ジャーナル軸受）
９　弾性流体潤滑
10　流体潤滑の限界と境界潤滑
11　混合潤滑、固体潤滑
12　摩耗
13　転がり疲れ、焼付き
14　潤滑剤、摩擦面材料
15　バイオトライボロジー



2019-7010002166-01トライボロジー

森山　茂章

◎機械:A-1,B-1,B-2

1.固体表面の粗さの表し方や、性質を理解する。　(A-1)

2.乾燥摩擦の理論であるAmontons-Coulombの法則をBowden-Taborの凝着理論か
ら説明できる。　(A-1)

3.流体潤滑の基礎方程式であるレイノルズ方程式を導き、それをスラスト軸
受、ジャーナル軸受に応用できる。　(B-2)

4.転がり軸受や歯車などの潤滑状態である弾性流体潤滑を理解する。　(B-2)

5.単分子または数分子で潤滑される境界潤滑における摩擦面を理解する。　
(B-1)

6.実際の機械に用いられる潤滑剤や摩擦面材料を知り、設計時に選択できるよ
うになる。　(B-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。



2019-7010000187-01内燃工学

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

本田　知宏

◎－－－　概要　－－－◎

　内燃機関は今世紀の工業化社会を支えてきた重要な機械であり、現代社会に
おいて人の移動と物資の輸送を担う自動車・航空機・船舶の主要な原動機であ
る。一方、内燃機関は化石燃料の燃焼によって動力を発生する燃焼機関である
ために、地球温暖化に最も大きな影響を与える二酸化炭素の排出源でもある。
　したがって、自動車産業など原動機を必要とする産業分野では、二酸化炭素
の排出を減らすために、エネルギー利用効率のより高いエンジンの開発を目指
している。本講では、このような内燃機関の構造と作動原理について機械技術
者として知っておくべき必要最小限の事項を解説する。
　授業は、教科書、板書、プロジェクタを使った講義形式である｡

◎－－－　到達目標　－－－◎

基礎科学である熱力学と流体力学が、内燃機関を設計・生産するためにどのよ
うに応用されているかを理解する。(知識・理解)

化石燃料をエネルギー源とする内燃機関の動力発生の原理および仕組みについ
て説明できる。(知識・理解)

内燃機関の動力発生プロセスをガス動力サイクルとしてモデル化し、その熱効
率を空気標準サイクルとして評価する手法が説明できる。(知識・理解)

内燃機関の作動原理と構造による分類が説明できる。(技能)

内燃機関の性能表示と測定法を説明できる。(技能)

往復動式内燃機関の性能計算ができる。(技能)

物理的・物理化学的な観点から見た内燃機関の給排気と燃焼および環境対策を
説明できる。(技能)

速度型内燃機関であるガスタービンの熱力学的基礎とシステムの構成が説明で
きる。(技能)

ガスタービンサイクルの出力と熱効率が計算できる。(技能)

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

　定期試験(100点満点)は、エンジンの性能計算ができるがどうか(60％)、空気
標準サイクル、燃焼過程、内燃機関の環境対策、ガスタービンの特徴などにつ
いて説明できるかどうか（40％）、を問う問題とする。また、エンジンの性能
計算ができるかどうかを問う中間試験の成績（20点満点）は、その得点を限度
として定期試験の成績に加算する。合否の判定に関しては、合計で60点以上を
合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

・廣安博之、わかる内燃機関(4訂版)（日新出版）
ISBN4-8173-0076-0,価格3132円
その他、「工業熱力学Ⅰ」で配布した“熱工学サブテキスト”も使用する。

◎－－－　参考書　－－－◎

【内燃工学の基礎となる熱力学の教科書】
(1)日本機械学会編、熱力学（丸善）
【本格的な参考書】
(2)長尾不二夫、第3次改著内燃機関講義 上巻（養賢堂）
【本講義と同程度あるいはやや高度な教科書】
(3)木村逸郎・酒井忠美、大学講義 内燃機関（丸善）
(4)河野通方・角田敏一・藤本元・氏家康成、最新内燃機関（朝倉書店）
【副読本】
(5)熊谷清一郎、エンジンの話、岩波新書（黄版）156（岩波書店）
(6)檜垣和夫、エンジンのＡＢＣ、ブルーバックス B1129（講談社）

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　本科目の受講前に、工業熱力学Ⅰで説明した熱力学の第１法則と第２法則、
および理想気体の性質について復習しておくこと。
　本科目では、教科書の内容を中心に説明する。授業終了後には、必ず、教科
書の該当箇所を熟読しておくこと。また、工業熱力学Ⅰで配布した資料「熱工
学サブテキスト」と授業中に必要に応じて配布するプリントには、授業の内容
を理解するために必要な事項がまとめてある。講義終了後には、必ずこれらの
資料を用いて内容を確認しておくこと。
　さらに、授業中に適宜実施する練習問題についても、完全に理解するように
復習しておくこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

授業計画は以下の通り｡
1.内燃機関の定義と分類
2.内燃機関の歴史と現状
3.空気標準サイクル
4.燃料空気サイクル
5.内燃機関の性能表示
6.燃焼の基礎
7.中間試験
8.給排気（ガス交換過程）
9.圧縮点火機関（燃料噴射と燃焼過程）
10.新しい動力源(燃料電池の考え方)
11.燃焼および給排気に関する演習
12.内燃機関の計測および環境対策
13.ガスタービンの原理と構造
14.ガスタービンの熱力学
15.ガスタービンによる省エネルギーシステム



2019-7010000187-01内燃工学

本田　知宏

◎機械:A-1,B-1,B-2

1.基礎科学である熱力学と流体力学が、内燃機関を設計・生産するためにどの
ように応用されているかを理解する。　(A-1)

2.化石燃料をエネルギー源とする内燃機関の動力発生の原理および仕組みにつ
いて説明できる。　(A-1)

3.内燃機関の動力発生プロセスをガス動力サイクルとしてモデル化し、その熱
効率を空気標準サイクルとして評価する手法が説明できる。　(A-1)

4.内燃機関の作動原理と構造による分類が説明できる。　(B-1)

5.内燃機関の性能表示と測定法を説明できる。　(B-1)

6.往復動式内燃機関の性能計算ができる。　(B-2)

7.物理的・物理化学的な観点から見た内燃機関の給排気と燃焼および環境対策
を説明できる。　(B-1)

8.速度型内燃機関であるガスタービンの熱力学的基礎とシステムの構成が説明
できる。　(B-1)

9.ガスタービンサイクルの出力と熱効率が計算できる。　(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。



2019-7010000210-01熱工学実験「TM-a」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 4 　　授業形態：実験　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・３時限～４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

高尾　幸来、本田知宏、麻生裕之、西山貴史

◎－－－　概要　－－－◎

  以下に示す２つの実験を通して、3年生までの熱工学関係の講義
（工業熱力学、伝熱工学、蒸気工学、内燃工学）で修得した知識を
確認し、その理解を深めることを目的としている。
　ディーゼル機関の性能試験では、動力の測定を行うとともに、エ
ンジンとして必要な出力特性について考察を行う。
　空気調和装置の性能試験では、乾燥空気と水分の混合気体として
の湿り空気の性質を理解するとともに、冷凍機や熱交換器の性能評
価について考察する。実験およびデータ整理において電卓を持参す
ること。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)各種機器の使用方法、温度・圧力・回転数・動力などの各種測定
方法、測定値の整理方法およびレポートの書き方などを学ぶ(知
識・理解)

(2)内燃機関の運転方法、試験方法を学ぶとともに、エンジンの性能
に及ぼす各種パラメータの影響を知る(技能)

(3)空調の実験を通して、湿り空気の性質、冷凍サイクル、冷媒の状
態変化を知る(技能)

(4)グループワークを通して、レポートをまとめ、その結果を論理的
に記述などをしてコミュニケーション能力を身に付ける(技能)

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

授業計画に示した実験および演習に参加し、実験報告書を期限まで
に提出するとともに、最終試験に合格することが単位修得の最低条
件である。さらに、以下の３つの項目について総合的に評価し、60
点以上を合格とする。
・実　験：予習して実験に臨んでいるか、積極的に実験に参加して
いるか、等の実験中の態度を評価の対象とする。　（配点20点）
・実験報告書：指定された様式（Ａ４レポート用紙およびグラフ用
紙）を守っているか、実験および考察のプロセスが十分理解できる
ような内容になっているか、自分の意見と、他人の意見が明確に区
別出来るような書き方がなされているか、等を評価の対象とする。
　　　（配点40点）
・最終試験：実験の内容およびデータ整理の方法について理解して
いるかどうかを確認するための筆記試験である。　(配点40点)

◎－－－　テキスト　－－－◎

・履修方法の説明時に、実験のテキスト（プリント）を配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

(1)日本機械学会編、熱力学（丸善）
(2)本田知宏、熱工学サブテキスト
(3)日本機械学会編、伝熱工学（丸善）
(4)吉田　駿、伝熱学の基礎（理工学社）
(5)小山　敏行、例題で学ぶ伝熱工学
(6)日本機械学会編、伝熱工学資料（改訂第４版）
・報告書の書き方について新たに勉強する場合には、木下是雄著
「レポートの組み立て方」ちくま学芸文庫（筑摩書房）、あるいは
木下是雄著「理科系の作文技術」中公新書（中央公論新社）の購入
を推奨する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

実験では、高速回転のエンジンや消費電力の大きい冷凍機などを使
用する。実験中は、危険を事前に察知するために担当者の指示に耳
を傾け、けがのないように注意すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.履修方法の説明（全員）
2.講義（内燃機関概論）および演習（全員）
3.講義（空気調和工学概論）および演習（全員）
4.実験Ⅰ:ディーゼル機関の性能試験（全員）
5.実験Ⅰのデータ整理（全員）
6.実験Ⅰの実験報告書の作成指導（全員）
7.実験Ⅰの実験報告書の作成指導および評価（全員）
8.実験Ⅱ:空気調和試験装置の性能試験（全員）
9.実験Ⅱのデータ整理（全員）
10.実験Ⅱの実験報告書の作成指導（全員）
11.実験Ⅱの実験報告書の作成指導および評価（全員）
12.実験報告書の返却および説明（全員）
13.最終試験（Ⅰ）（全員）
14.最終試験（Ⅱ）（全員）
15.実験報告書の再提出及び再評価（全員）

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

実験の前に配布された資料を予め熟読しておくこと。



2019-7010000210-01熱工学実験「TM-a」

高尾　幸来、本田知宏、麻生裕之、西山貴史

◎機械:A-1,B-1,B-2,B-3

1.(1)各種機器の使用方法、温度・圧力・回転数・動力などの各種測定方法、測
定値の整理方法およびレポートの書き方などを学ぶ　(A-1)

2.(2)内燃機関の運転方法、試験方法を学ぶとともに、エンジンの性能に及ぼす
各種パラメータの影響を知る　(B-1)

3.(3)空調の実験を通して、湿り空気の性質、冷凍サイクル、冷媒の状態変化を
知る　(B-2)

4.(4)グループワークを通して、レポートをまとめ、その結果を論理的に記述な
どをしてコミュニケーション能力を身に付ける　(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。



2019-7010000210-02熱工学実験「TM-b」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 4 　　授業形態：実験　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・３時限～４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

高尾　幸来、本田知宏、麻生裕之、西山貴史

◎－－－　概要　－－－◎

  以下に示す２つの実験を通して、3年生までの熱工学関係の講義
（工業熱力学、伝熱工学、蒸気工学、内燃工学）で修得した知識を
確認し、その理解を深めることを目的としている。
　ディーゼル機関の性能試験では、動力の測定を行うとともに、エ
ンジンとして必要な出力特性について考察を行う。
　空気調和装置の性能試験では、乾燥空気と水分の混合気体として
の湿り空気の性質を理解するとともに、冷凍機や熱交換器の性能評
価について考察する。実験およびデータ整理において電卓を持参す
ること。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)各種機器の使用方法、温度・圧力・回転数・動力などの各種測定
方法、測定値の整理方法、およびレポートの書き方などを学ぶ(知
識・理解)

(2)内燃機関の運転方法、試験方法を学ぶとともに、エンジンの性能
に及ぼす各種パラメータの影響を知る(技能)

(3)空調の実験を通して、湿り空気の性質、冷凍サイクル、冷媒の状
態変化を知る(技能)

(4)グループワークを通して、レポートをまとめ、その結果を論理的
に記述などをしてコミュニケーション能力を身に付ける(技能)

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

授業計画に示した実験および演習に参加し、実験報告書を期限まで
に提出するとともに、最終試験に合格することが単位修得の最低条
件である。さらに、以下の３つの項目について総合的に評価し、60
点以上を合格とする。
・実　験：予習して実験に臨んでいるか、積極的に実験に参加して
いるか、等の実験中の態度を評価の対象とする。　（配点20点）
・実験報告書：指定された様式（Ａ４レポート用紙およびグラフ用
紙）を守っているか、実験および考察のプロセスが十分理解できる
ような内容になっているか、自分の意見と、他人の意見が明確に区
別出来るような書き方がなされているか、等を評価の対象とする。
　　　（配点40点）
・最終試験：実験の内容およびデータ整理の方法について理解して
いるかどうかを確認するための筆記試験である。　(配点40点)

◎－－－　テキスト　－－－◎

・履修方法の説明時に、実験のテキスト（プリント）を配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

(1)日本機械学会編、熱力学（丸善）
(2)本田知宏、熱工学サブテキスト
(3)日本機械学会編、伝熱工学（丸善）
(4)吉田　駿、伝熱学の基礎（理工学社）
(5)小山　敏行、例題で学ぶ伝熱工学
(6)日本機械学会編、伝熱工学資料（改訂第４版）
・報告書の書き方について新たに勉強する場合には、木下是雄著
「レポートの組み立て方」ちくま学芸文庫（筑摩書房）、あるいは
木下是雄著「理科系の作文技術」中公新書（中央公論新社）の購入
を推奨する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

実験では、高速回転のエンジンや消費電力の大きい冷凍機などを使
用する。実験中は、危険を事前に察知するために担当者の指示に耳
を傾け、けがのないように注意すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.履修方法の説明（全員）
2.講義（内燃機関概論）および演習（全員）
3.講義（空気調和工学概論）および演習（全員）
4.実験Ⅰ:ディーゼル機関の性能試験（全員）
5.実験Ⅰのデータ整理（全員）
6.実験Ⅰの実験報告書の作成指導（全員）
7.実験Ⅰの実験報告書の作成指導および評価（全員）
8.実験Ⅱ:空気調和試験装置の性能試験（全員）
9.実験Ⅱのデータ整理（全員）
10.実験Ⅱの実験報告書の作成指導（全員）
11.実験Ⅱの実験報告書の作成指導および評価（全員）
12.実験報告書の返却および説明（全員）
13.最終試験（Ⅰ）（全員）
14.最終試験（Ⅱ）（全員）
15.実験報告書の再提出及び再評価（全員）

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

実験の前に配布された資料を予め熟読しておくこと。



2019-7010000210-02熱工学実験「TM-b」

高尾　幸来、本田知宏、麻生裕之、西山貴史

◎機械:A-1,B-1,B-2,B-3

1.(1)各種機器の使用方法、温度・圧力・回転数・動力などの各種測定方法、測
定値の整理方法、およびレポートの書き方などを学ぶ　(A-1)

2.(2)内燃機関の運転方法、試験方法を学ぶとともに、エンジンの性能に及ぼす
各種パラメータの影響を知る　(B-1)

3.(3)空調の実験を通して、湿り空気の性質、冷凍サイクル、冷媒の状態変化を
知る　(B-2)

4.(4)グループワークを通して、レポートをまとめ、その結果を論理的に記述な
どをしてコミュニケーション能力を身に付ける　(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。



2019-7010000216-01非金属材料学

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

八尾　滋

◎－－－　概要　－－－◎

製造過程の省エネルギー化や構造材料そのものの軽量化などを目指し、従来金
属あるいは無機材料のみで構成されてきた製品・素材に有機材料・プラスチッ
クが積極的に適用され始めています。またプラスチック製品の加工には種々の
精密機械が関わっています。
本講義では日頃有機材料に接する機会が余りないと考えられる機械工学科の学
生を対象に、高分子・プラスチックの基本的な特性と適用分野、成形加工に用
いられる機械など、一般的な知識について学習します。さらに今後より展開が
進むであろうと思われる高機能・高性能材料についても講義します。また学習
内容の理解を深める目的で、レポートを課します。
その他にも、担当教員が企業において研究開発や技術調査業務に従事してきた
実務経験を活かし、実際に携わった事例などを参考に、社会人として必要な心
構えなどについても講義します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

現在種々の製品で用いられている有機材料、特に高分子・プラスチック材料に
はどのようなものがあり、今後どのような展開が考えられているかについての
理解を深めることができます。(知識・理解)

高分子・プラスチック材料の製品開発に使われている精密機械などに関する一
般的な知識を習得ができます。(技能)

従来の金属・非金属という枠組みに捉われず、各種材料の長所・短所を良く認
識し、最適な材料を選択するという発想が需要であることを学ぶことができま
す。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

シラバスに記載した順番で授業を行うので、教科書の該当する箇所をあらかじ
め予習しておくことが望ましい。また自分の周りにどのようなプラスチック材
料があるか、どのように加工されているかなどに興味持って注意しておくと、
講義内容の理解に役立ちます。
　講義で出てきた専門用語については、講義の後に教科書に目を通して復習
し、内容を理解することが重要です。これらを合わせて90分の学習を粉うこと
が大切です。レポートあるいは講義中に課する小テストを利用して、積極的に
質問を行うことも重要です。また小テストはよく復習しておくことが非常に大
切です。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

①評価方法：定期試験、レポート、平常点（小テストを含む）により評価しま
す。
②割合：定期試験40％、レポートおよび小テストを含む平常点60％を目安とし
て総合的に評価を行います。なお、平常点には広義の学習に対する態度も考慮
します。
③評価基準：レポートや記述問題に関しては、問題の背景をよく捉え、自分な
りの考察が加えられているか、また自分の言葉で書いているかを評価の基準と
します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

プラスチック材料を用いる時に、基本的な常識として知っておくことが大切な
項目を中心に講義します。特に教科書に記載されている重要な項目はピック
アップして講義します。慣れない専門用語や広範囲に渡る内容を学習するため
に、復習を欠かさないことが非常に重要です。またわからないことがあれば、
レポートや小テストなども有効に利用して積極的に質問することを歓迎しま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

井上和人、清水秀信、岡部勝「基礎からわかる高分子材料」、森北出版、
ISBN 978-4-627-24581-5、2,600円（税抜）

◎－－－　参考書　－－－◎

１）William D.,Jr. Callister 著, 入戸野 修訳「材料の科学と工学〈4〉材料の構
造・製法・設計」、培風館、ISBN　4-563-06715-6
注）複合材料に関して良著であり、購入を勧めます。
２）L.E.Nielsen著、小野木重治訳「高分子と複合材料の力学的性質」、化学同
人、ISBN 4-7598-0055-7
３）尾崎邦弘監修、松浦一雄編著、「高分子材料最前線」、工業調査会、
ISBN 978-4-7693-4161-1、2,940円（税込）
全て絶版である可能性が高いため、見かけたらすぐに購入することを薦めま
す。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション
　高分子材料がどのような場面で利用されているかなどの
紹介を含め、本講義の目的などのイントロダクションを行
ないます。
２．プラスチックの加工方法
３．主要高分子の基礎物性と製品Ⅰ
　　汎用高分子材料①
４．主要高分子の基礎物性と製品Ⅰ
　　汎用高分子材料②
５．主要高分子の基礎物性と製品Ⅱ
　　エンジニアリングプラスチック①
６．主要高分子の基礎物性と製品Ⅱ
　　エンジニアリングプラスチック②
７．主要高分子の基礎物性と製品Ⅲ
　　スーパーエンジニアリングプラスチック
８．主要高分子の基礎物性と製品Ⅳ
　　ゴム・エラストマー、硬化性樹脂①
９．主要高分子の基礎物性と製品Ⅳ
　　ゴム・エラストマー、硬化性樹脂②
１０．複合材料①
１１．複合材料②
１２．相互作用
１３．高分子の基礎物性①
　　高分子構造・力学的特性
１４．高分子の基礎物性②
　　高分子重合・リサイクル
１５．全体のまとめ
　
なお上記は目安で、講義内容により変更することもありま
す。



2019-7010000216-01非金属材料学

八尾　滋

◎機械:A-1,B-1,B-2

1.現在種々の製品で用いられている有機材料、特に高分子・プラスチック材料
にはどのようなものがあり、今後どのような展開が考えられているかについて
の理解を深めることができます。　(A-1)

2.高分子・プラスチック材料の製品開発に使われている精密機械などに関する
一般的な知識を習得ができます。　(B-1)

3.従来の金属・非金属という枠組みに捉われず、各種材料の長所・短所を良く
認識し、最適な材料を選択するという発想が需要であることを学ぶことができ
ます。　(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。



2019-701000T131-01微分積分Ⅲ「TM」

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

西原　賢

◎－－－　概要　－－－◎

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

◎－－－　到達目標　－－－◎

重積分の計算が出来るようになる。(知識・理解)

重積分の変数変換、特に極座標変換が使えるようになる。(知
識・理解)

ガンマ関数、ベータ関数について理解し、使えるようになる。
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

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

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

定期試験 (100%) により評価する。

◎－－－　教科書　－－－◎

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

◎－－－　参考書　－－－◎

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

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　パラメータを含む関数の積分と微分(1)

２　パラメータを含む関数の積分と微分(2)

３　区間上の重積分と繰り返し積分

４　重積分と繰り返し積分の順序交換(1)

５　重積分と繰り返し積分の順序交換(2)

６　無限領域での重積分

７　極座標への変換

８　前半の演習

９　一般の変数変換(1)

10　一般の変数変換(2)

11　３重積分(1)

12　３重積分(2)

13　ガンマ関数、ベータ関数(1)

14　ガンマ関数、ベータ関数(2)

15　後半の演習



2019-701000T131-01微分積分Ⅲ「TM」

西原　賢

◎機械:A-1,A-3

1.重積分の計算が出来るようになる。　(A-1)

2.重積分の変数変換、特に極座標変換が使えるようになる。　(A-1)

3.ガンマ関数、ベータ関数について理解し、使えるようになる。　(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。



2019-701000T133-01微分積分Ⅳ「TM」

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

田中　勝

◎－－－　概要　－－－◎

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

◎－－－　到達目標　－－－◎

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

応用上よく現れる、典型的な微分方程式が解けるようになる。(知
識・理解)

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

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

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

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

定期試験 (100%) により評価する。

◎－－－　教科書 　－－－◎

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

◎－－－　参考書 　－－－◎

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

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　微分方程式を実感する

２　現象を微分方程式で表現する

３　問題演習

４　１階線形微分方程式

５　定数係数２階線形微分方程式

６　線形微分方程式の解の構造

７　非斉次方程式の解法

８　問題演習または中間試験

９　連立微分方程式の解法

10　相平面

11　問題演習

12　変数分離形微分方程式

13　積分曲線

14　折れ線近似と数値解法

15　まとめの演習



2019-701000T133-01微分積分Ⅳ「TM」

田中　勝

◎機械:A-1,A-3

1.様々な現象をモデル化したものが、微分方程式で記述されることを理解す
る。　(A-3)

2.応用上よく現れる、典型的な微分方程式が解けるようになる。　(A-1)

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



2019-701000T143-01物理学Ｃ「TM-a」

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

平松　信康

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、最初に、現代社会になくてはならない携帯電話等の応
用分野が花開くのに重要の役目を果たした電磁気学の歴史について学
ぶことにする。背景を知った後に、古典物理学の主要な分野とされる
電磁気学の基本的なことがらを学ぶ。電磁気学は、数学的取り扱いが
多く、内容が多岐にわたるので、ここでは取り扱う項目を限定し、出
来るだけ分かりやすく解説するので、学生諸君は理解の努力をしてほ
しい。
　まず、静電気とそれがつくる電場およびそのポテンシャル（電位、
電圧）を理解する。物理学で最も基本的な「場」の概念の理解にチャ
レンジする。続いて静電気学の基本法則であるガウスの法則を導出す
る。導体と誘電体の電気的性質から導体の静電容量、誘電体の電気分
極などの重要な概念を導き出し、また電場の持つエネルギーについて
考える。
　最後に、オームの法則、定常電流とジュール熱についても理解でき
るよう学ぶ。講義時間の最後の部分でできるだけ演習問題を解き、理
解度を増すように工夫したい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

電荷の基本的概念を理解している(知識・理解)

クーロンの法則を理解している(知識・理解)

クーロンの法則を使って、問題が解ける(知識・理解)

電場の概念を理解している(知識・理解)

ガウスの法則を理解している(知識・理解)

ガウスの法則を使って、問題が解ける(知識・理解)

電位の概念を理解している(知識・理解)

電場から電位の計算ができる(知識・理解)

電荷が移動する場合の電流の概念を理解している(知識・理解)

オームの法則を理解し、問題が解ける(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

「授業計画」にもとづき、教科書の該当箇所を良く読んで予習（90
分）し、講義の後には教科書とノートを見直して復習（90分）してお
く事。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　原則として期末テストで評価を行う。クーロンの法則を理解し計算
ができることを評価の基準とする。ガウスの法則を理解し計算ができ
ることを評価の基準とする。電場および電位の概念を理解しているこ
とを評価の基準とする。オームの法則を理解していることを評価の基
準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　小出昭一郎著「物理学」裳華房1997年　ISBN978-4-7853-2074-4
2200円＋税

◎－－－　履修の注意点　－－－◎

　物理学は、公式を覚えることが学習の第１目標ではない。どのよう
に現象を把握し考えるか、数学的に取り扱うかを、見抜く力を養うこ
とこそが大事な目標の一つである。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　現代社会の卑近な例を引きながら、電磁気と社会の関
わりを理解する
２　電荷と電荷量について、定義、量子化、保存について
理解する
３　電荷間に働く力に関するクーロンの法則について理解
する
４　クーロンの法則を、点電荷、線電荷、面電荷の場合に
ついて適用し、静電気力を計算できるようになる
５　ガウス閉曲面と面積ベクトルについて、定義を理解す
る
６　フラックス（電場束）について、定義を理解し、フ
ラックスの出入りを見積もることができる
７ガウス閉曲面、面積ベクトル、フラックスを適切に使っ
て、ガウスの法則を理解する
８　ガウスの法則を対称性が良い場面に適用できて、電場
を計算することができる
９　ポテンシャルと保存力の一般的な関係について理解す
る
１０電位と電圧の関係について理解し、計算ができるよう
になる
１１コンデンサーの静電容量について理解し計算ができる
ようになる
１２誘電体と静電エネルギーについて、理解し計算できる
ようになる
１３電流と電圧、抵抗について理解し、オームの法則の計
算ができるようになる
１４比抵抗、電気伝導率などの概念を理解する。
１５ まとめ
 



2019-701000T143-01物理学Ｃ「TM-a」

平松　信康

◎機械:A-1,A-3

1.電荷の基本的概念を理解している　(A-3)

2.クーロンの法則を理解している　(A-3)

3.クーロンの法則を使って、問題が解ける　(A-1)

4.電場の概念を理解している　(A-3)

5.ガウスの法則を理解している　(A-3)

6.ガウスの法則を使って、問題が解ける　(A-1)

7.電位の概念を理解している　(A-3)

8.電場から電位の計算ができる　(A-1)

9.電荷が移動する場合の電流の概念を理解している　(A-3)

10.オームの法則を理解し、問題が解ける　(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。



2019-701000T143-02物理学Ｃ「TM-b」

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

本庄　春雄

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、最初に、現代社会になくてはならない携帯電話等の応
用分野が花開くのに重要の役目を果たした電磁気学の歴史について学
ぶことにする。背景を知った後に、古典物理学の主要な分野とされる
電磁気学の基本的なことがらを学ぶ。電磁気学は、数学的取り扱いが
多く、内容が多岐にわたるので、ここでは取り扱う項目を限定し、出
来るだけ分かりやすく解説するので、学生諸君は理解の努力をしてほ
しい。
　まず、静電気とそれがつくる電場およびそのポテンシャル（電位、
電圧）を理解する。物理学で最も基本的な「場」の概念の理解にチャ
レンジする。続いて静電気学の基本法則であるガウスの法則を導出す
る。導体と誘電体の電気的性質から導体の静電容量、誘電体の電気分
極などの重要な概念を導き出し、また電場の持つエネルギーについて
考える。
　最後に、オームの法則、定常電流とジュール熱についても理解でき
るよう学ぶ。講義時間の最後の部分でできるだけ演習問題を解き、理
解度を増すように工夫したい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

電荷の基本的概念を理解している(知識・理解)

クーロンの法則を理解している(知識・理解)

クーロンの法則を使って、問題が解ける(知識・理解)

電場の概念を理解している(知識・理解)

ガウスの法則を理解している(知識・理解)

ガウスの法則を使って、問題が解ける(知識・理解)

電位の概念を理解している(知識・理解)

電場から電位の計算ができる(知識・理解)

電荷が移動する場合の電流の概念を理解している(知識・理解)

オームの法則を理解し、問題が解ける(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

「授業計画」にもとづき、教科書の該当箇所を良く読んで予習（90
分）し、講義の後には教科書とノートを見直して復習（90分）してお
く事。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　原則として期末テストで評価を行う。クーロンの法則を理解し計算
ができることを評価の基準とする。ガウスの法則を理解し計算ができ
ることを評価の基準とする。電場および電位の概念を理解しているこ
とを評価の基準とする。オームの法則を理解していることを評価の基
準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

小出昭一郎著「物理学」裳華房1997年　ISBN978-4-7853-2074-4
2200円＋税

◎－－－　履修の注意点　－－－◎

　物理学は、公式を覚えることが学習の第１目標ではない。どのよう
に現象を把握し考えるか、数学的に取り扱うかを、見抜く力を養うこ
とこそが大事な目標の一つである。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　現代社会の卑近な例を引きながら、電磁気と社会の関
わりを理解する
２　電荷と電荷量について、定義、量子化、保存について
理解する
３　電荷間に働く力に関するクーロンの法則について理解
する
４　クーロンの法則を、点電荷、線電荷、面電荷の場合に
ついて適用し、静電気力を計算できるようになる
５　ガウス閉曲面と面積ベクトルについて、定義を理解す
る
６　フラックス（電場束）について、定義を理解し、フ
ラックスの出入りを見積もることができる
７ガウス閉曲面、面積ベクトル、フラックスを適切に使っ
て、ガウスの法則を理解する
８　ガウスの法則を対称性が良い場面に適用できて、電場
を計算することができる
９　ポテンシャルと保存力の一般的な関係について理解す
る
１０電位と電圧の関係について理解し、計算ができるよう
になる
１１コンデンサーの静電容量について理解し計算ができる
ようになる
１２誘電体と静電エネルギーについて、理解し計算できる
ようになる
１３電流と電圧、抵抗について理解し、オームの法則の計
算ができるようになる
１４比抵抗、電気伝導率などの概念を理解する。
１５ まとめ
 



2019-701000T143-02物理学Ｃ「TM-b」

本庄　春雄

◎機械:A-1,A-3

1.電荷の基本的概念を理解している　(A-3)

2.クーロンの法則を理解している　(A-3)

3.クーロンの法則を使って、問題が解ける　(A-1)

4.電場の概念を理解している　(A-3)

5.ガウスの法則を理解している　(A-3)

6.ガウスの法則を使って、問題が解ける　(A-1)

7.電位の概念を理解している　(A-3)

8.電場から電位の計算ができる　(A-1)

9.電荷が移動する場合の電流の概念を理解している　(A-3)

10.オームの法則を理解し、問題が解ける　(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。



2019-701000T145-01物理学Ｄ「TM」

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

山本　大輔

◎－－－　概要　－－－◎

17世紀末から19世紀にかけて体系化された、力学・電磁気学・熱
力学を中心とする学問体系を古典物理学と総称する。古典物理学
は、目に見える巨視的な物体の運動や、我々が直接に感じとるこ
とのできる電磁気や熱現象を扱う科学であり、これまでに皆さん
が慣れ親しんできた学問でもある。18－19世紀における産業革命
への物理学の大きな関わりもあって、自然界の現象は当時の物理
学ですべて理解できるとすら考えられた。しかし一点の曇もない
ように見えたこの体系にもやがて僅かな陰りが生じ、20世紀には
いると全く予想もされなかったような大嵐を迎えることになる。
この嵐はそれまでの日常的な感覚とは相入れない奇妙な原子の世
界を暴き出した。即ち、これまで波として扱われてきた光が粒子
の性質を示し、反対に粒子として扱われてきた電子が波の性質を
併わせ持つことが明らかとなってきたのである。その後様々な実
験事実に基づいて、こうした微視的な世界の現象を扱う学問であ
る量子力学が体系化されていくことになるが、量子力学はその物
理的・数学的な概念が古典物理学的思考とはかなり異なっている
ので段階をおった学習が必要である。本講義では、はじめに原子
や電子をはじめとする物質粒子と光や波との一般的な関連性を広
く概観し、つぎに古典物理学が適用できない様々な現象や実験を
取り上げながら、物質粒子と光が織りなす微視的な世界を覗き見
ていくことにする。このことを通じて諸君の自然界を見る目が一
段と発展したレベルに到達し、現代物理学への入門となれば幸い
である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

原子や分子のミクロな運動と温度や比熱などマクロな物理量との
関連を説明できる。(知識・理解)

光の粒子性、物質の波動性や原子の構造とそれらに関連する物理
現象について理解している。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　授業計画を参考に、プリントの該当箇所を事前に読んでおくこ
と(90分)。講義後にはノートに記録した内容を見直して、講義の
内容を十分に理解すること(90分)。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

定期試験により評価する。定期試験では、微視的な世界の物理学
に関する問題について、学説に基づき正しく説明することができ
るか、正しく問題を解くことができるかを評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

阿部龍蔵著:「現代物理入門」(サイエンス社)　ISBN
978-4-7819-1093-2
朝永振一郎著:「量子力学(1)」 (みすず書房)　ISBN
978-4622025511
江沢洋著:「現代物理学」 (朝倉書店)　ISBN 978-4254130683

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

物理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 物質：原子の大きさとアボガドロ数
２ 気体分子運動論:気体の圧力・温度と分子運動、エネル
ギー等分配則
３ 気体・固体の比熱と分子運動:内部エネルギーと比熱、
固体の熱振動、デュロン・プティの法則
４ 気体分子の速度分布:ボルツマン因子、運動エネル
ギー、マクスウェルの速度分布則
５ 熱放射:黒体、熱と電磁波、エネルギー等分配、レイ
リージーンズの古典論、紫外破局
６ 量子論の誕生:プランクの量子仮説、プランクの公式、
プランク定数、エネルギー量子
７ 輻射公式の性質と意味:プランクの公式とレイリージー
ンズの公式、連続性と離散性
８ 光の粒子性:光子、光電効果、コンプトン散乱
９ 電子の発見:陰極線とトムソンの実験、比電荷、ミリカ
ンの実験、電気素量
10 原子の構造：ラザフォードの散乱実験、原子核
11 ボーアの量子論:原子の構造と古典論、原子と光、軌道
の量子化、線スペクトル
12 物質波:ド・ブロイ波、ダビソン・ジャーマーの実験、
電子波、電子線の干渉
13 波動と粒子の２重性:波動関数と存在確率、井戸型ポテ
ンシャル、トンネル効果
14 不確定性原理:位置と運動量
15 振動子の量子状態：零点エネルギー



2019-701000T145-01物理学Ｄ「TM」

山本　大輔

◎機械:A-1,A-3

1.原子や分子のミクロな運動と温度や比熱などマクロな物理量との関連を説明
できる。　(A-1)

2.光の粒子性、物質の波動性や原子の構造とそれらに関連する物理現象につい
て理解している。　(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。



2019-7010000135-01流体機械

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

稲毛　真一

◎－－－　概要　－－－◎

流体機械は、我々の周囲に存在する機械の中で、最も接する機
会の多い製品群の一つです。本授業では、流体機械の中から、
特にポンプ、水車及び風力発電を対象として、その基本構造、
作動原理、構造、運用の基礎を理解します。また、その設計理
論に基づき、設計の基礎を身に着けます。講師がメーカー出身
であることから、流体機械を素材に、「もの作り」に拘り、現
場での実際の設計手法に関しても、併せて学習します。更に、
基礎的な内容のみならず、技術の最前線に関しても紹介しま
す。授業は単なる一方向の講義でなく、双方向での議論の機会
を多くし、流体機械の理解を促進します。毎回、グループワー
クで演習、レポートを作成しますので、各自PCを持参くださ
い。

◎－－－　到達目標　－－－◎

授業で取り上げた流体機械の基本構造、作動原理、構造、運用
の基礎を理解する事。(知識・理解)

学習した設計理論に従い、簡易な設計ができるようになる事。
(技能)

授業全体を通じて、「もの作り」の基本を習得することも目標
とします。更に、演習・レポートを通じて、将来のエンジニア
リングの職場で通用する成果物のまとめ方についても習得して
いきます。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習　－－－◎

基本的には授業時間外の学習は想定していませんが、本講義で
は、後述の通り、授業時間内でのレポート作成を基に成績評価
を行います。授業中にまとまらない場合には、適宜時間外で対
応ください。

◎－－－　成績評価基準及び方法　－－－◎

試験とレポートにより評価します。レポートは、グループワー
ク(5人程度/チームを構成)で、各回で学んだ内容をベースに演
習問題を課し、授業時間内で毎回、書式を指定した簡易なレ
ポートをまとめてもらいます。毎回レポートの平均点と、試験
の点数の平均により最終的な成績評価を行います。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しません。適宜資料を配布します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション

2. 流体機械設計のための質量保存則、運動量保存則の
復習

3. 流体機械設計のためのベルヌーイ式の復習

4. 流体機械の相似則

5. ベーンポンプを素材にした機械の最適設計手法の取
得‐その１

6. ベーンポンプを素材にした機械の最適設計手法の取
得‐その２

7. 流体機械設計手法演習
8. ポンプ及び水車‐その１

9. ポンプ及び水車‐その２

10. キャビテーション及び水撃作用

11. サージング

12. 管路網の設計手法‐その１

13. 管路網の設計手法‐その２

14. 風力発電‐その１

15. 風力発電‐その２



2019-7010000135-01流体機械

稲毛　真一

◎機械:A-1,B-1,B-2

1.授業で取り上げた流体機械の基本構造、作動原理、構造、運用の基礎を理解
する事。　(A-1)

2.学習した設計理論に従い、簡易な設計ができるようになる事。　(B-1)

3.授業全体を通じて、「もの作り」の基本を習得することも目標とします。更
に、演習・レポートを通じて、将来のエンジニアリングの職場で通用する成果
物のまとめ方についても習得していきます。　(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。



2019-7010000208-01流体工学実験「TM-a」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 4 　　授業形態：実験　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・３時限～４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

安東　洋一、稲毛　真一、赤木　富士雄、佐々木　一人

◎－－－　概要　－－－◎

　工学に限らず、自然科学はすべて、何かの“現象”から出発します．そ
れらの現象の共通点を探しだしてグループ分けし、そこに共通する理論を
見いだすのが“科学的方法”です．したがって理論を身についた知識とす
るためには、いろいろな理論が複合して生じている実際の現象を数多く経
験し熟知して、その理論が個々の現象の中に如何に展開されているかを見
極める洞察力を養うことが必要となります．本科目の実験を通し、いろい
ろな流体力学の“理論”の関与の仕方を考えてみましょう．
　実験は5回の講義から構成され，各グループのメンバーは協力して各日程
の課題を行ないます．

ポンプの特性試験
　圧力、流量等の基本的量の測定法とそのデータ処理を体験し、流体機械
における流れや損失発生のメカニズム、エネルギーの変換効率等について
考えます．　

発表と討論　
　発表と討論は二つのグループが交互に行います．実験で得られた結果が
説得力を持ち信頼されるためには、結果の細部にまでなぜそうなるのかと
いう理由を考察し説明しなければなりません．そのために，発表日までの
二回の講義において，自分たちの行った実験の内容や結果が他のグループ
に理解できるような発表の工夫や結果の考察をグループのメンバーが協力
して行います．
　討論は全員で結果に対する考察を深めるので、たとえ間違った推論でも
何かのヒントになるので遠慮なく発言し議論を楽しんでください．

報告書作成指導
　実務経験を活かして実際に携わった事例を参考に、報告書作成に必要な
項目、内容について学びます。

　それぞれの実験の終了後，決められた期日までに報告書を提出するこ
と．

◎－－－　到達目標　－－－◎

各種機器の使用方法、温度・圧力・回転数・動力などの各種測定方法、測
定値の整理方法、およびレポートの書き方などを学ぶ。(知識・理解)

流体機械の相似則を理解し，管路系におけるポンプの流量制御法などのポ
ンプの運転について理解する。(技能)

実験データの整理、発表準備をグループで協力して行うことができる。(技
能)

実験結果の発表の場において、正確に自分の意見を述べる。(技能)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

・発表と討論
　(ⅰ)　報告資料の準備や報告の方法
　(ⅱ)　実験結果に対する討論の場における発言回数
・報告書
　(ⅰ)　報告書の読みやすさ
　(ⅱ)　実験結果のグラフへのまとめ方やそれに対する考察の深さ
　成績は「報告書」を６割，残り４割を「発表と討論」で評価する．
　定期試験は行わない．

◎－－－　テキストおよび参考書　－－－◎

テキスト:最初の講義に配布する。
参 考 書:
「機械系大学講義シリーズ　流体機械の基礎」:井上雅弘、鎌田好久著(コ
ロナ社)
「ターボ送風磯と圧縮機」:生井武文、井上雅弘著(コロナ社)
　その他に流体力学、流体機械、機械設計、電気工学関係の本およびJIS、
機械要素規格集、機械工学便覧などが必要です。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

プレゼンテーションとディスカッションの内容を参考にして、報告書の考
察をより良いものにしください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

説明 (全員 3回)
1　実験方法とデータ整理の解説
2　実験A　ポンプの理論
3　実験B　数値シミュレーションの理論

ポンプの特性試験 (全員 5回)
4　ポンプの特性試験　
5　実験データ整理
6　発表の準備
7　発表と討論
8　演習

報告書作成指導（全員 5回）
9 - 13　報告書作成

演習 (全員 2回)
14　総合演習
15　総合演習

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テキストと配布資料を読んでおくこと．
講義毎に出す課題を行うこと．



2019-7010000208-01流体工学実験「TM-a」

安東　洋一、稲毛　真一、赤木　富士雄、佐々木　一人

◎機械:A-1,B-1,B-2,B-3

1.各種機器の使用方法、温度・圧力・回転数・動力などの各種測定方法、測定
値の整理方法、およびレポートの書き方などを学ぶ。　(A-1)

2.流体機械の相似則を理解し，管路系におけるポンプの流量制御法などのポン
プの運転について理解する。　(B-1)

3.実験データの整理、発表準備をグループで協力して行うことができる。　
(B-2)

4.実験結果の発表の場において、正確に自分の意見を述べる。　(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。



2019-7010000208-02流体工学実験「TM-b」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 4 　　授業形態：実験　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・３時限～４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

安東　洋一、稲毛　真一、赤木　富士雄、佐々木　一人

◎－－－　概要　－－－◎

　工学に限らず、自然科学はすべて、何かの“現象”から出発します．そ
れらの現象の共通点を探しだしてグループ分けし、そこに共通する理論を
見いだすのが“科学的方法”です．したがって理論を身についた知識とす
るためには、いろいろな理論が複合して生じている実際の現象を数多く経
験し熟知して、その理論が個々の現象の中に如何に展開されているかを見
極める洞察力を養うことが必要となります．本科目の実験を通し、いろい
ろな流体力学の“理論”の関与の仕方を考えてみましょう．
　実験は5回の講義から構成され，各グループのメンバーは協力して各日程
の課題を行ないます．

ポンプの特性試験
　圧力、流量等の基本的量の測定法とそのデータ処理を体験し、流体機械
における流れや損失発生のメカニズム、エネルギーの変換効率等について
考えます．　

発表と討論　
　発表と討論は二つのグループが交互に行います．実験で得られた結果が
説得力を持ち信頼されるためには、結果の細部にまでなぜそうなるのかと
いう理由を考察し説明しなければなりません．そのために，発表日までの
二回の講義において，自分たちの行った実験の内容や結果が他のグループ
に理解できるような発表の工夫や結果の考察をグループのメンバーが協力
して行います．
　討論は全員で結果に対する考察を深めるので、たとえ間違った推論でも
何かのヒントになるので遠慮なく発言し議論を楽しんでください．

報告書作成指導
　実務経験を活かして実際に携わった事例を参考に、報告書作成に必要な
項目、内容について学びます。

　それぞれの実験の終了後，決められた期日までに報告書を提出するこ
と．

◎－－－　到達目標　－－－◎

各種機器の使用方法、温度・圧力・回転数・動力などの各種測定方法、測
定値の整理方法、およびレポートの書き方などを学ぶ。(知識・理解)

流体機械の相似則を理解し，管路系におけるポンプの流量制御法などのポ
ンプの運転について理解する。(技能)

実験データの整理、発表準備をグループで協力して行うことができる。(技
能)

実験結果の発表の場において、正確に自分の意見を述べる。(技能)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

・発表と討論
　(ⅰ)　報告資料の準備や報告の方法
　(ⅱ)　実験結果に対する討論の場における発言回数
・報告書
　(ⅰ)　報告書の読みやすさ
　(ⅱ)　実験結果のグラフへのまとめ方やそれに対する考察の深さ
　成績は「報告書」を６割，残り４割を「発表と討論」で評価する．
　定期試験は行わない．

◎－－－　テキストおよび参考書　－－－◎

テキスト:最初の講義に配布する。
参 考 書:
「機械系大学講義シリーズ　流体機械の基礎」:井上雅弘、鎌田好久著(コ
ロナ社)
「ターボ送風磯と圧縮機」:生井武文、井上雅弘著(コロナ社)
　その他に流体力学、流体機械、機械設計、電気工学関係の本およびJIS、
機械要素規格集、機械工学便覧などが必要です。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

プレゼンテーションとディスカッションの内容を参考にして、報告書の考
察をより良いものにしください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

説明 (全員 3回)
1　実験方法とデータ整理の解説
2　実験A　ポンプの理論
3　実験B　数値シミュレーションの理論

ポンプの特性試験 (全員 5回)
4　ポンプの特性試験　
5　実験データ整理
6　発表の準備
7　発表と討論
8　演習

報告書作成指導（全員 5回）
9 - 13　報告書作成

演習 (全員 2回)
14　総合演習
15　総合演習

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テキストと配布資料を読んでおくこと．
講義毎に出す課題を行うこと．



2019-7010000208-02流体工学実験「TM-b」

安東　洋一、稲毛　真一、赤木　富士雄、佐々木　一人

◎機械:A-1,B-1,B-2,B-3

1.各種機器の使用方法、温度・圧力・回転数・動力などの各種測定方法、測定
値の整理方法、およびレポートの書き方などを学ぶ。　(A-1)

2.流体機械の相似則を理解し，管路系におけるポンプの流量制御法などのポン
プの運転について理解する。　(B-1)

3.実験データの整理、発表準備をグループで協力して行うことができる。　
(B-2)

4.実験結果の発表の場において、正確に自分の意見を述べる。　(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。



2019-7010000057-01流体工学Ⅰ

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

安東　洋一

◎－－－　概要　－－－◎

　人体の中に肺や血管があるように、機械の中にも水や空気、
油、ガスなどの流体が流れています。風車はもちろん、発電所の
中のタービンは蒸気の流れからエネルギーを取り出しており、溶
鉱炉に高温の空気を送り込む圧縮機、化学プラントでは液体やガ
スなどの流体が原材料あるいは製品として、それらを輸送し、あ
るいは圧力を変化させるための機械がたくさん使われています。
自動車の自動変速機に使われるトルクコンバータのように液体を
利用して動力の伝達を行い、力学的仕事とエネルギーの変換を
行っている機械もあります。この科目では、このような流体の流
れ方や、流れにより働く力、およびエネルギーの授受等に関係す
る力学法則について学びます。流れに関する理論は、このほか航
空機や船の運動、あるいは機械の中の潤滑に応用され、熱やエネ
ルギーの変換に関する機械の作動原理にもなっています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

流線、圧力、連続の式、ベルヌイの式、運動量の法則、角運動量
の法則、自由渦、循環などの「流れ」に関する概念を説明でき
る。(知識・理解)

流れに関する基礎問題について理論の応用と計算ができる。 (技
能)

流体に関する機器の設計計算を行うための基礎を理解する。(技
能)

基礎的な問題について解答を論理的に記述する。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　毎回課題レポートを課します。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

成績評価　＝　{(定期試験50%)+(課題レポート20%)+(演習30%）}
ただし、定期試験で60%以上正解していること、また出席は必須
条件です。

◎－－－　テキスト・参考書　－－－◎

「水力学 流れ現象の基礎と構造」富田幸雄 著　実教出版
　ISBN978-4-407-02223-0
・講義項目ごとに資料を配布し、問題集を配布します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・力学の３法則および基礎的な微分積分の内容を理解している事
を前提として講義します。
・講義では、教科書とは異なる順番に解説をします。教科書は必
ず持参し、予習復習は教科書を熟読してください。
・毎回の講義終わりに演習を行い、その時間の講義の内容を理解
し易いように努めるので、必ず自力で解いてください。また疑問
点は必ず質問するか、あるいは演習用紙に記入すれば回答して返
却します。

◎－－－　授業方法および計画　－－－◎

　 毎回以下の手順で行います。
・毎回、資料を配布し、これに沿って講義します。
・講義の終了前に演習をします。
・演習提出により出席を確認します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　機械の中の流れの事例の紹介、単位系
２　連続の式と流速、流量
３　ベルヌイの式（流れのエネルギー保存則）
４　ベルヌイの式の応用（オリフィスからの流出）
５　流量測定法（絞り流量計、堰流量計）
６　流速測定法（ピトー管）
７　圧力の性質と応用、Ｕ字管マノメータ
８　水中の面に作用する力、浮力
９　加速度と相対的静止
10　運動量の法則と応用（板に当たる噴流）
11　ジェット、ロケット推進
12　角運動量の法則
13　角運動量の法則の応用（ポンプの羽根車）
14　渦運動と循環の概念、翼の原理
15　渦の干渉と誘起速度



2019-7010000057-01流体工学Ⅰ

安東　洋一

◎機械:A-1,B-1,B-2,B-3

1.流線、圧力、連続の式、ベルヌイの式、運動量の法則、角運動量の法則、自
由渦、循環などの「流れ」に関する概念を説明できる。　(A-1)

2.流れに関する基礎問題について理論の応用と計算ができる。 　(B-1)

3.流体に関する機器の設計計算を行うための基礎を理解する。　(B-2)

4.基礎的な問題について解答を論理的に記述する。　(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。



2019-7010000129-01流体力学Ⅰ

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

安東　洋一

◎－－－　概要　－－－◎

　流体力学Ⅰでは、非圧縮性流体が静止または運動状態にある
とき、流体が物体に及ぼす力を求める方法と圧縮性流体の流れ
について学びます。流れを支配している物理法則は質量・運動
量・エネルギー保存則です。これらの保存則を三次元で取り扱
い、流れを大局的に捉える基礎式を導きます。この基礎式は物
体周りの流れの複雑な変化を詳細に取り扱う必要がないので、
計算を簡単に行うことができます。したがって、流体が物体に
及ぼす力や流体の持つエネルギーの変化を容易に見積もること
ができます．

◎－－－　到達目標　－－－◎

流体工学における物理量をSI単位と工学単位で表すことができ
る。 (知識・理解)

静止流体の力の釣合を表す基礎式を理解し応用できる。(技能)

物理現象に関与する物理量から物理法則を表す式を推定するこ
とができる。(技能)

流体の運動を支配する力の種類を理解し、模型と実物との間
で、流れが力学的に相似となる条件を求めることができる。
(技能)

質量、運動量とエネルギー保存則の理論を理解し応用できる。
(技能)

マッハ数による流れの分類と流れの特徴を理解する。(知識・
理解)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　講義中に行う演習は３割，２回のまとめの試験および定期試
験を７割で評価する．なお，出席は必須です。

◎－－－　テキストおよび参考書　－－－◎

テキスト:最初の授業日に配布する．
参 考 書:
「わかりたい人の流体工学Ⅰ」:深野徹著(裳華房)
「新版　流体力学」:中山泰喜著(講談社)
「機械工学演習シリーズ１　演習　水力学」:国清、ほか２名
共著(森北出版)
「マグロウヒル大学演習　ベクトル解析」:スピーゲル著(マグ
ロウヒル　ブック)
「JSMEテキストシリーズ　流体力学」:日本機械学会(丸善)

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　一章，二章のまとめの試験および三章のまとめの試験はそれ
ぞれ６回目と１１回目の講義に行います．

◎－－－　授業計画　－－－◎

   一章　単位
1　SI単位と工学単位

   二章　次元解析と相似則
2　バッキンガムのπ定理
3　無次元数と相似則
4　相似則の応用

   三章　静止流体の力学
5　静止流体力学の基礎式　直交座標系
6 (一章および二章まとめの試験)
7　静止流体力学の基礎式　円柱座標系
8　等圧面と壁面にかかる力

   四章　流体運動の基礎式
9　 質量保存則
10 運動量保存則
11 (三章まとめの試験)
12　角運動量保存則
13　エネルギー保存則

    五章　圧縮性流体の流れ
14　流れの分類
15　圧縮性流れの基礎式

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回，事前配布した問題から１問程度出題する演習を実
施します．講義の終わりに問題の解説付き解答と次回実施
する演習問題を配布します．演習問題は時間内に解答でき
るように自宅で解いておくこと．



2019-7010000129-01流体力学Ⅰ

安東　洋一

◎機械:A-1,B-1,B-2

1.流体工学における物理量をSI単位と工学単位で表すことができる。 　(A-1)

2.静止流体の力の釣合を表す基礎式を理解し応用できる。　(B-2)

3.物理現象に関与する物理量から物理法則を表す式を推定することができる。
　(B-1)

4.流体の運動を支配する力の種類を理解し、模型と実物との間で、流れが力学
的に相似となる条件を求めることができる。　(B-2)

5.質量、運動量とエネルギー保存則の理論を理解し応用できる。　(B-2)

6.マッハ数による流れの分類と流れの特徴を理解する。　(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。



2019-7010000058-01流体工学Ⅱ

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

安東　洋一

◎－－－　概要　－－－◎

　流体工学Ⅰでは理想流体の仮定の下に基本的な流れ現象を学
んだので、本科目では粘性のある実在流体の流れについて説明
します。これにより管路を流れる際の抵抗やエネルギー損失、
流すために必要なエネルギー（圧力）の計算法を学びます。ま
た流れの中にある物体に働く力に関する理論や、粘性が強く作
用する流れの解析法について学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

粘性と粘性係数、動粘性係数と流体力の関係、レイノルズ数と
層流・乱流、管路抵抗と圧力損失、抗力と揚力、流れの構造な
どの『流れ』の概念を理解し、理論の応用ができる。(知識・
理解)

流体に関する基礎問題について理論の応用と計算ができる。
(技能)

流体に関する機器の設計計算を行うための基礎を身につける。
(技能)

基礎的な問題について論理的に解答を導く。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

復習として、毎回の講義に配布する問題を解いてください。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

成績評価　＝　{(定期試験50%)+(課題レポート20%)+(演習
30%）}
ただし、定期試験で60%以上正解していること、また出席は必
須条件です。

◎－－－　テキスト・参考書　－－－◎

「水力学 流れ現象の基礎と構造」富田幸雄 著　実教出版
　　ISBN978-4-407-02223-0
・講義項目ごとに書き込み式プリントを配布し、また、資料
集、問題集も配布します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・力学の３法則および基礎的な微分積分の内容を理解している
事を前提として講義します。
・講義では、教科書とは異なる順番に解説をします。教科書は
必ず持参し、予習復習は教科書を熟読してください。
・毎回の講義の終わりに演習を行い、その時間の講義の内容を
理解し易いように努めるので、必ず自力で解いてください。ま
た疑問点は必ず質問するか、あるいは演習用紙に記入すれば回
答して返却します。

◎－－－　授業方法および計画　－－－◎

　 毎回以下の手順で行います。
・毎回、資料を配布し、これに沿って講義します。
・講義の終了前に演習をします。
・演習提出により出席を確認します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　粘性のある流れの概要、流れと損失
２　損失のある流れのベルヌイの式、損失係数
３　エネルギー勾配線、水力勾配線
４　管路の圧力損失、エネルギー損失
５　管路網の考え方
６　抗力と揚力
７　物体形状と抗力係数
８　揚力発生のメカニズムおよび循環の概念
９　平行平板間の粘性流れの解析
10　円管内の粘性流れの解析
11　境界層の概念
12　境界層排除厚さと運動量厚さ
13　層流境界層の理論解析
14　境界層の遷移
15　乱流境界層の構造と摩擦係数



2019-7010000058-01流体工学Ⅱ

安東　洋一

◎機械:A-1,B-1,B-2,B-3

1.粘性と粘性係数、動粘性係数と流体力の関係、レイノルズ数と層流・乱流、
管路抵抗と圧力損失、抗力と揚力、流れの構造などの『流れ』の概念を理解
し、理論の応用ができる。　(A-1)

2.流体に関する基礎問題について理論の応用と計算ができる。　(B-1)

3.流体に関する機器の設計計算を行うための基礎を身につける。  　(B-2)

4.基礎的な問題について論理的に解答を導く。　(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。



2019-7010000130-01流体力学Ⅱ

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

安東　洋一

◎－－－　概要　－－－◎

　流体力学IIでは、流体の流れ、特に二次元流れを正確に予測
する方法について学習します。流体は粘性を持ちますが、工学
上問題となる流れは粘性の影響を無視できる場合とできない場
合に分けることができます。非粘性流体の流れのうち、特にポ
テンシャル流れでは複素関数論に基づいた解析を行い、物体周
りの流れと揚力との関係を導きます。粘性流体の流れでは流れ
を支配する運動方程式を質量・運動量保存則から導き、単純な
流れ場の解析を行います。数値解析では流れのシミュレーショ
ンの基礎を学びます．

◎－－－　到達目標　－－－◎

流体要素の運動と変形を理解し、流れ関数と速度ポテンシャル
の関数が定義される流れ場の物理的意味を理解する．(知識・
理解)

基本的な流れ場や単純な物体周り、平板、円弧翼とジューコフ
スキー翼の周囲の流れ場を複素ポテンシャルで表すことがで
き、流線や物体に働く力を求めることができる． (技能)

ナビエストークス方程式の物理的意味を理解し、単純な流れを
解くことができる． (技能)

ナビエストークス方程式の数値解法の基礎について理解する．
(技能)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　講義中に行う演習は３割，一回のまとめの試験および定期試
験を７割で評価する．なお，出席は必須です。

◎－－－　テキストおよび参考書　－－－◎

テキスト:最初の授業日に配布する．
参 考 書:
「わかりたい人の流体工学Ⅰ 」、「わかりたい人の流体工学
Ⅱ」:深野徹著(裳華房)
「新版　流体力学」:中山泰喜著(講談社)
「機械工学演習シリーズ１　演習　水力学」:国清、ほか２名
共著(森北出版)
「基礎と演習　流体力学」:岩本順二郎著(東京電機大学出版局)
「マグロウヒル大学演習　ベクトル解析」:スピーゲル著 (マグ
ロウヒル　ブック)
「JSMEテキストシリーズ　流体力学」:日本機械学会(丸善)

◎－－－　履修場の留意点　－－－◎

　10回目の講義に一章，二章のまとめの試験を行います．

◎－－－　授業計画　－－－◎

一章　流体運動の表し方
1　流体の微視的運動と変形速度
2　流れ関数と速度ポテンシャル,
　 渦度と循環
3　ランキン渦

二章　ポテンシャル流れの解析
4　複素関数概論
5　複素ポテンシャルの定義,
　 基本的な流れ場
6　重ね合わせと鏡像　
7　物体に働く力(抗力と揚力)
8　ポテンシャル流れの翼理論

一章，二章のまとめの試験
9　実施日は講義内で公表する。

三章　粘性流体の流れ解析
10　流体の加速度
11　ナビエストークス方程式と
　　 オイラーの運動方程式
12  十分発達した流れ

四章　数値解析(数値シミュレーション)
13 ナビエストークス方程式の離散化
　　(a)定常流れの離散化
14 (b)非定常流れの離散化
15　乱流モデル

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回，事前配布した問題から１問程度出題する演習を実
施します．講義の終わりに問題の解説付き解答と次回実施
する演習問題を配布します．演習問題は時間内に解答でき
るように自宅で解いておくこと．



2019-7010000130-01流体力学Ⅱ

安東　洋一

◎機械:A-1,B-1,B-2

1.流体要素の運動と変形を理解し、流れ関数と速度ポテンシャルの関数が定義
される流れ場の物理的意味を理解する．　(A-1)

2.基本的な流れ場や単純な物体周り、平板、円弧翼とジューコフスキー翼の周
囲の流れ場を複素ポテンシャルで表すことができ、流線や物体に働く力を求め
ることができる． 　(B-1)

3.ナビエストークス方程式の物理的意味を理解し、単純な流れを解くことがで
きる． 　(B-2)

4.ナビエストークス方程式の数値解法の基礎について理解する． 　(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。



2019-7010000167-01ロボット工学

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

岩村　誠人

◎－－－　概要　－－－◎

　ロボットシステムは、一般に動作部、センサ部、認識部および制御部
によって構成されるため、ロボット工学は非常に広範囲の技術分野にわ
たる。本講義では、ロボットをリンク間の接合部（関節）にモータなど
の駆動部をもつ多リンクの機械とみなし、主としてその運動学、動力学
の解析と制御法について学ぶ。また、その制御に必要となる各種センサ
およびアクチュエータと、その利用法についても解説する。
　授業では毎回１つのテーマを取り上げ、最初の70分程度で説明を行
う。最後の20分は理解を確認するための小テストを行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ロボットの基本構成を知る。 (知識・理解)

同次変換行列の表現とリンクパラメータを用いたリンク座標系間の変換
を理解し使用できるようになる。 (技能)

手先位置姿勢を関節変数によって記述できるようになる。 (技能)

順運動学と逆運動学について理解する。 (知識・理解)

静力学とヤコビ行列の関係を理解し、その関係を利用できるようにな
る。 (技能)

順動力学と逆動力学について理解する。 (知識・理解)

ロボットを構成する剛体系の動力学がラグランジュ法によって得られる
ことを理解する。 (技能)

関節角センサ、触覚センサ、視覚センサなどの機能を知る。 (知識・理
解)

アクチュエータ（モータなど）の動作原理とその制御法を理解する。
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　小テストの解説は次回授業の最初に行うので、問題が解けなかった場
合はそれまでによく復習をしておくこと。また、次回の授業範囲を予習
して、専門用語の意味等を理解しておくこと。(60分)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　定期試験（70％）と演習・中間試験および出席状況（30％）を総合評
価する。授業で取り上げたロボット工学の基本的な用語や考え方を理解
できているか、またそれらを基本的な問題に応用することができるかと
いう点を評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

川崎晴久 著、ロボット工学の基礎(第2版)(森北出版)、2012年発行、価格
2500円、ISBN978-4-627-91382-0

◎－－－　参考書　－－－◎

　ロボットの運動学、動力学および制御にわたってわかりやすく解説し
た入門書としては、
●松日楽信人ほか 著、ロボットシステム入門（オーム社）
●川村貞夫 著、ロボット制御入門（オーム社）
　より詳しい解説書としては
●吉川恒夫 著、ロボット制御基礎論（コロナ社）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本科目は、選択科目である。履修の条件はないが、行列と行列式Ⅰ・
Ⅱ、工業力学Ⅱ、機械力学Ｉおよび機械制御工学Ⅰを履修していること
が望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ロボットの歴史と基本概念
２　ロボットの運動学（機構、座標変換）
３　ロボットの運動学（同次変換、姿勢表現）
４　ロボットの運動学（座標系とリンクパラメータ）
５　ロボットの運動学（関節変数と手先位置姿勢）
６　ロボットの運動学（順運動学と逆運動学）
７　ロボットの運動学（速度・加速度の関係）
８　中間試験
９　ロボットの静力学
10　ロボットの動力学（順動力学と逆動力学）
11　ロボットの動力学（ラグランジュ法）
12　ロボットのセンサ
13　ロボットのアクチュエータ（作動原理）
14　ロボットのアクチュエータ（位置制御）
15　まとめと今後の展望



2019-7010000167-01ロボット工学

岩村　誠人

◎機械:A-1,B-1,B-2

1.ロボットの基本構成を知る。 　(A-1)

2.同次変換行列の表現とリンクパラメータを用いたリンク座標系間の変換を理
解し使用できるようになる。 　(B-1)

3.手先位置姿勢を関節変数によって記述できるようになる。 　(B-1)

4.順運動学と逆運動学について理解する。 　(A-1)

5.静力学とヤコビ行列の関係を理解し、その関係を利用できるようになる。 　
(B-2)

6.順動力学と逆動力学について理解する。 　(A-1)

7.ロボットを構成する剛体系の動力学がラグランジュ法によって得られること
を理解する。 　(B-2)

8.関節角センサ、触覚センサ、視覚センサなどの機能を知る。 　(A-1)

9.アクチュエータ（モータなど）の動作原理とその制御法を理解する。 　(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。



2019-701000T126-01物理学実験「TM」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：実験　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
香野　淳、林　政彦、田尻　恭之、伊佐　士郎、眞田　瑞穂

◎－－－　概要　－－－◎

　実験は物理学における最も重要な研究方法であるが、読書や聴講だけではその実
際をなかなか把握できない。百聞は一「験」に如かず。本科目では物理学実験を体
験する。
　物理学的事実は実験的に得られた物理量の値、すなわち実験値に基づいて把握さ
れるものであるから、正確で精密な実験値を求めて実験技術は発達してきた。本科
目で使う道具や数値処理法なども先人の努力の賜物であり、本科目の目的のひとつ
はそのような実験技術の習得である。
　もうひとつの目的は実験報告書の書き方の習得である。学問的な研究であれ製品
開発のための研究であれ、社会的な活動としての実験はその成果が他の人に伝わっ
てこそ価値がある。従って、実験報告書が必要になる。実験において最も重要なこ
とは「事実」をつかむことだから、実験で得られた値が本当に注目した物理量の値
かどうかという結果の事実性と、それを読者に納得させる論理性が要求される。明
快な報告書をいかに書くか、これも本科目の重要課題である。
　授業には講義２回が含まれる（第１回目の「物理学実験の概要と測定の基本事
項」と学期の中程の回に行われる「誤差計算」）。他の回は１回に１テーマの実験
で授業計画に記載されているA～Dの４群それぞれから数テーマずつが各人に割り
当てられる。これらのテーマは、高校や大学初年度で習う「力学」、「熱」、「電
磁気学」、「振動・波動」、「原子」の分野の基本的物理量の計測や実験から構成
されている。実験をスムーズに行うためには事前にテキストをよく読んで測定原理
や段取りを理解しておくこと。毎回、実験が一通り終ったら、指導教員に実験ノー
トを見せて報告書が書ける段階になっているかどうかのチェックを受ける。報告書
は次の回の実験が始まる前に提出しなければならない。

◎－－－　到達目標　－－－◎

テキストの各テーマの「目的」、「理論」、「実験方法」を正しく理解して実験が
できる。(知識・理解)

ノギスや電流計などの基本的な道具や機器を正しく使用できる。(知識・理解)

測定値から測定量の最確値やその誤差（不確かさ）を算出できる。(知識・理解)

一定の要件を満たす報告書を期限内に仕上げて提出できる。(知識・理解)

◎－－－　テキスト　－－－◎

福岡大学理学部物理科学教室編「2019年度版 物理学実験」1000円
テキストの販売については、初回の１週間以上前に掲示される。

◎－－－　参考書　－－－◎

　物理学関係の科目で使われている教科書

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　実験科目であるため遅刻せずに出席することが成績評価の前提である。
　講義後の宿題 (一部Moodle を利用した小テスト) に対する答案と、毎回の実験終
了時のノート検査(口頭試問を含む)、および各実験の報告書で評価される。
　宿題とノート検査については合否判定のみで、否の場合は合格になるまで再提出
が要求される。ノート検査では、口頭試問により「目的」「理論」「実験方法」を
正しく理解して実験できているかどうかを評価するとともに、道具や機器を正しく
使用できているか、測定量の最確値を正しく算出できているかなどを、各値の妥当
性やその精度なども基準として評価される。
　実験報告書については一定の様式で書かれているかどうか、必要なデータがそ
ろっているかどうか、測定値の処理が適切であるかどうか、結論や考察がきちんと
書かれているかどうか、などを基準として評価される。

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　事前にテキストをよく読んで目的や測定原理、段取りを理解しておく必要がある
（60分）。実験装置などは現物を見なければ分からないこともあるが、テキストの
記載内容や物理の教科書を参考に、事前に把握できることについては十分勉強して
実験ノートに記録しておけば、実験もスムーズに運べるし報告書を書く際にも役に
立つ。
　報告書は次の回の実験が始まる前に提出しなければならない。実験後は速やかに
報告書の作成に取り掛かる（120分）。報告書の作成は実験室を離れた後に行なう
ことになるから、実験中に気付いたことなどを実験ノートに書き残しておけば、実
験データの処理や結果についての考察の際の参考になる。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　ノートは、初回に配布する専用の実験ノートを必ず使用すること。また、測定値
の計算に関数電卓が必要なため、各自使いやすい関数電卓を予め購入して、配布さ
れた実験ノート及び別途購入したテキストと共に毎回持参する必要がある 。ス
マートフォンやタブレットPCの使用は認めない。
　実験室に近い9号館1階の西側と中程の廊下 (9103A室前と 9109 室前) 2 箇所に、
物理学実験専用の掲示板が設置されている。履修に関する重要な情報(実験割当表
など)が掲示されるので、毎週の実験時に必ず確認すること。
　定期試験を実施しないため、再試験を受験することはできない 。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　第１回目に「物理学実験の概要と測定の基本事項」につ
いての講義及び諸注意、学期の中程の回に「誤差計算」に
ついての講義が行われる。講義日程や講義室は事前に掲示
される。他の１３回は１回に１テーマの実験で下記Ａ～Ｄ
の４群それぞれから数テーマずつが割り当てられる。実験
割当表は物理学実験専用の掲示板2箇所にそれぞれ掲示さ
れる。

実験テーマ
A群（1～5）
1 　ばね振り子
　　ばね定数を静的および動的方法で求める
2 　ヤング率（サールの装置）
　　針金の伸びから金属のヤング率を求める
3 　球面計（１人テーマ）
　　球面計を用いて球面の曲率半径を求める
4 　ボルダの振り子
　　振り子を用いて重力加速度を求める
5 　面積計（１人テーマ）
　　面積計で地図上の島の面積を求める
B群（6～10）
6 　熱の仕事当量
　　水熱量計を用いて熱の仕事当量を求める
7 　簡単なモーター（１人テーマ）
　　１巻モーターを作ってその特性を調べる
8 　液体の比熱　
　　冷却法でグリセリンの比熱を求める
9 　液体の粘性率
　　毛細管の流水量から水の粘性率を求める
10　ヤング率（ユーイングの装置）
　　板のたわみから金属のヤング率を求める
C群（11～15）
11　オシロスコープ
　　交流電圧計の周波数特性などを求める
12　インピーダンス
　　コイルのインダクタンスとコンデンサの
　　電気容量を求める
13　ダイオード
　　ダイオードの電流電圧特性を求め、
　　整流・平滑回路の働きを調べる
14　トランジスタ
　　トランジスタの静特性曲線を求め、
　　電流増幅率などを求める
15　ホイートストンブリッジ
　　ニクロム線の電気抵抗を求める
D群（16～20）
16　分光計
　　プリズムガラスの屈折率を求める
17　交流の周波数
　　共鳴弦の長さから交流の周波数を求める
18　屈折率（読取顕微鏡）
　　水とガラスの屈折率を求める
19　気柱の共鳴
　　共鳴気柱長から音叉の振動数を求める
20　原子スペクトル
　　水素の発光スペクトルから、
　　リュードベリ定数を求める



2019-701000T126-01物理学実験「TM」

香野　淳、林　政彦、田尻　恭之、伊佐　士郎、眞田　瑞穂

◎機械:A-1,A-3

1.機械製作における加工法の種類を理解する。

2.金属の溶解と凝固について理解する。

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

4.塑性変形させた材料の組織や性質、冷間加工や熱間加工について理解する。

5.鋳型に溶融した金属を流し込み、製品を作る方法（鋳造）を理解する。

6.鋳鉄の種類と性質を理解する。

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

8.溶接の特質や溶接継手の基本形式を理解する。

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

◎　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。


