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航空操縦学専攻 

 



教科番号 7306 授業科目: 航空交通Ⅱ（ ATC procedure・AIM ） 

開講時期 後期 航空操縦学専攻  3 年 2単位 担当者 : 森 智 徳 

【授業の到達目標】 
計器課程で困らないよう IFR について理解を深める。 
航空交通管制の分類・分担とそれぞれの役割を理解する。特有な航空交通管制の用語（フレゾロ
ジー）の理解・パイロットの対応を身につける。 

 
【授業の概要】  
IFR の構成を出発から到着までの各フェーズに沿って理解していく。 
航空交通管制各セクションの役割について学び、航空交通管制の用語それに対するパイロットの
対応とパイロットのインテンションの出し方等を学習する。個人毎に口述試験対策を実施する。 

 

【授業の要旨】  

回数 題目 授業内容 課題学習(予習・復習) 時間(分) 

1 

AIM 
3章 

・飛行前の準備 

・飛行場管制方式一般 

・タクシー及び出発 

（上記関連事項） 

 

予習で３章を読む／解らない
ところを授業で質問する／フ
レゾロジィーを練習する（航
空法・計器飛行・管制方式基
準の関連個所を読み整理して
おく） 

 

240 

2 

AIM 
3章 

・離着陸機の間隔 

・到着機 

・可視信号 

（上記関連事項） 

 

予習で３章を読む／解らない
ところを授業で質問する／フ
レゾロジィーを練習する（航
空法・計器飛行・管制方式基
準の関連個所を読み整理して
おく） 

 

240 

3 

AIM 
3章 

・提供される情報 

・飛行場灯火の運用 

・VFR 機に対するレーダーサービス 

（上記関連事項） 

 

予習で３章を読む／解らない
ところを授業で質問する／フ
レゾロジィーを練習する（航
空法・計器飛行・管制方式基
準の関連個所を読み整理して
おく） 

 

240 

4 

AIM 
4章 

・計器飛行方式 

・管制承認等 

・ATCクリアランス 

（上記関連事項） 

 

予習で3章を読む／解らない
ところを授業で質問する／フ
レゾロジィーを練習する（航
空法・計器飛行・管制方式基
準の関連個所を読み整理して
おく） 

 

240 

5 

AIM 
4章 

・クリアランスへの対応 

・出発時の ATC プロシジャー 

・レーダー誘導による上昇 

（上記関連事項） 

予習で4章を読む／解らない
ところを授業で質問する／フ
レゾロジィーを練習する（航
空法・計器飛行・管制方式基
準の関連個所を読み整理して
おく） 

 

240 

6 

AIM 
3・4
章 

AIM3・4 章のレビュー（アイテム

300～457） 

全般を通しての質疑・応答 

 

    

予習で 3・4 章の解らないと
ころを授業で質問する／フレ
ゾロジィーを練習する（航空
法・計器飛行・管制方式基準
の関連個所を読み整理してお
く） 
 

 

240 

7 

AIM 
5章 

・一般 

・セパレーション（IFR） 

・アルティメタセッティング 

（上記関連事項） 

 

予習で5章を読む／解らない
ところを授業で質問する／フ
レゾロジィーを練習する（航
空法・計器飛行・管制方式基
準の関連個所を読み整理して
おく） 

 

240 



8 

AIM 
5章 

・エンルートでの通信要領 

・IFR による航空路等の飛行方法 

・位置通報等 

（上記関連事項） 

 

予習で5章を読む／解らない
ところを授業で質問する／フ
レゾロジィーを練習する（航
空法・計器飛行・管制方式基
準の関連個所を読み整理して
おく） 

 

240 

9 

AIM 
5章 

・降下方式（IFR） 

・ホールディング 

・交信不能時の対応 

・洋上における管制方式 

（上記関連事項） 

 

予習で5章を読む／解らない
ところを授業で質問する／フ
レゾロジィーを練習する（航
空法・計器飛行・管制方式基
準の関連個所を読み整理して
おく） 

 

240 

10 

AIM 
6章 

・一般 

・進入フィックスへの飛行 

・レーダー誘導 

（上記関連事項） 

予習で6章を読む／解らない
ところを授業で質問する／フ
レゾロジィーを練習する（航
空法・計器飛行・管制方式基
準の関連個所を読み整理して
おく） 

 

240 

11 

AIM 
6章 

・計器進入 

・進入のための運航限界と気象情報 

・アプローチクリアランス 

（上記関連事項） 

予習で6章を読む／解らない
ところを授業で質問する／フ
レゾロジィーを練習する（航
空法・計器飛行・管制方式基
準の関連個所を読み整理して
おく） 

 

240 

12 

AIM 
6章 

・IFR での目視による進入 

・目視進入と視認進入 

・最終進入 

・ゴーアラウンドとミストアプロー

チ 

（上記関連事項） 

予習で6章を読む／解らない
ところを授業で質問する／フ
レゾロジィーを練習する（航
空法・計器飛行・管制方式基
準の関連個所を読み整理して
おく） 

 

240 

13 

AIM 
5・6
章 
 

AIM5・6 章のレビュー（アイテム

500～694） 

全般を通しての質疑・応答 

 

    

復習で 5・6 章の解らないと
ころを授業で質問する／フレ
ゾロジィーを練習する（航空
法・計器飛行・管制方式基準
の関連個所を読み整理してお
く） 

 

240 

14 

CHAR
T 
関連 

SID/TRNS/STAR/APCH や

ENRC の 

CHART類を理解する 

 

    

IFR に 欠 か せ な い 各 種
CHARTを事前に記号・略語
を調べる 
飛行方法をイメージできるよ
うにしておく 

 

240 

15 
AIM  
6章 

・確認テスト 
・解説 

これまでの学習事項を復習し
ておく 

 

240 

【テキスト】   AIM  

【参考書・参考資料等】AIP 航空法・管制方式基準・設定基準・計器飛行（教本） オリジナル

プリント 

【成績評価基準・方法】 筆記試験 80点 口述試験 20点 

【実務経験内容】エアライン（機長） 

 

 

 



教科番号 7311 授業科目: T類の知識 ( SYS概要・性能 ) 

開講時期 後期 航空操縦学専攻  4 年   2 単位    担当者 :森 智徳 

【授業の到達目標】 
旅客機の運用の基礎となる耐空対別 T類の知識を身につける。 
N 類（小型飛行機）と T 類（旅客機）のシステム・装備等の違いを知り、T 類の飛行機の概略をつか
む。T類に求められる性能等の概要も知る。 

【授業の概要】  
T類のシステム・装備品の概略、Ｔ類の航空機に求められる性能について学び、これまで経験してきた
N 類の航空機と T 類の航空機の違いを理解し、エアラインでの限定変更訓練等で役立つ知識を身につ
ける。 

【授業の要旨】  

回数 題目 授業内容 課題学習(予習・復習) 時間(分) 

1 
航空機 
SYS 

・航空機の世代について 
・油圧系統の概要 
・Q&A 

事前配布資料と 
システムに関する参考書を
読む 

240 

2 
航空機 
SYS 

・操縦装置系統の概要 
・着陸装置系統の概要 
・Q&A 

事前配布資料と 
システムに関する参考書を
読む 

240 

3 
航空機 
SYS 

・燃料系統の概要 
・動力装置／補助動力装置系統の概
要 
・Q&A 

事前配布資料と 
システムに関する参考書を
読む 

240 

4 
航空機 
SYS 

・空気圧系統の概要 
・空調／与圧系統の概要 
・Q&A 

事前配布資料と 
システムに関する参考書を
読む 

240 

5 
航空機 
SYS 

・電気系統の概要 
・防除氷系統の概要 
・Q&A 

事前配布資料と 
システムに関する参考書を
読む 

240 

6 
航空機 
SYS 

・防火系統の概要 
・酸素系統の概要 
・Q&A 

事前配布資料と 
システムに関する参考書を
読む 

240 

7 
航空機 
SYS 

・旅客機のシステム概略図を作成 
・SB／AD／TCD等について 
 

事前配布資料と 
システムに関する参考書を
基に航空機の図に書き込む 

240 

8 
航空機 
SYS 

・確認テスト 
これまでの学習事項を復習
しておく 

240 

9 
T類 
性能 

・離陸重量/着陸重量/重心位置/重量
分布 
・重心位置と操縦特性 
・Q&A 

事前配布資料を読む 
 
 

240 

10 
T類 
性能 

・離陸に関する性能について 
（速度・距離・セグメント） 
・Q&A 

事前配布資料を読む 
 
 

240 

11 
T類 
性能 

・ネットシーリングとドリフトダウ
ン方式 
・Q&A 

事前配布資料を読む 
 

240 



12 
T類 
性能 

・進入・着陸に関する性能について 
（速度・距離・セグメント） 
・Q&A 

事前配布資料を読む 
 
 

240 

13 
航空機 
SYS 
運用 

・FMSの概要について 
・Q&A 

事前配布資料を読む 
 

240 

14 
航空機 
SYS 
運用 

・EFISにおける FMAの変化 
 （コールアウトの要領） 
・Q&A 

事前配布資料を読む 
 
 

240 

15 
航空機 
SYS 
運用 

・MCC における AREA マネージメ
ントの概念 
・スタンダードコール/ルーティーン
コール/SRTO 
・Q&A 

事前配布資料を読む 
 
 

240 

【テキスト】 オリジナルプリント 

【参考書・参考資料等】 航空機システム 他 性能と運用について記載されている本 

【成績評価基準・方法】 確認テスト 70点 口述 20点 課題 10点 合計 100点 

【実務経験内容】エアライン（機長） 

 



 

 

 

 

 

教科番号 7305 授業科目： 航空交通 Ⅰ 

実施期間 後期 航空操縦学専攻（２）年（２）単位 担当者：  島藤 力 

【授業の到達目標】 航空機の安全運行に欠かせない航空交通管制一般の理解 

【授業の概要】 航空機の安全運航のためには、航空交通管制の理解が必要であり、その航空交通管制一般の知識として航空

交通業務の目的と種類、各種空域と管制業務の目的と種類、各種管制機関の内容、飛行援助機関と管制方式通則、また航空機

に提供される情報やパイロットと管制官の責任分担等について学ぶ。 

【授業要旨】 

回数 題 目 授 業 内 容 学習課題（予習・復習） 時間(分) 

1 航空交通業務 
航空交通業務と日本の管轄空域、航空交通業務の
目的と種類。 

テキストを読む 

授業内容を復習、疑問点の確認 
240 

2 空域 
飛行情報区、管制空域、航空交通管制区及び進入
管制区 

テキストを読む 

授業内容を復習、疑問点の確認 
240 

3 空域 

航空交通管制圏、航空交通情報圏、特別管制空域
と特別管制区、洋上管制区、飛行規制空域、防空
識別圏 

テキストを読む 

授業内容を復習、疑問点の確認 

240 

4 管制業務の種類 
航空路管制業務、飛行場管制業務、進入管制業務 

ターミナルレーダー管制業務、着陸誘導管制業務 

テキストを読む 

授業内容を復習、疑問点の確認 
240 

5 管制機関 
航空交通管理センター、管制区管制所、ターミナ
ル管制所、飛行場管制所、着陸誘導管制所 

テキストを読む 

授業内容を復習、疑問点の確認 
240 

6 飛行援助機関 
飛行場対空援助局、飛行援助センター、ATIS局 

国際対空通信局、飛行援助用航空局 

テキストを読む 

授業内容を復習、疑問点の確認 
240 

7 管制方式通則 
情報の提供、迅速な行動が要求される場合の用
語、許可または不許可に係る用語 

テキストを読む 

授業内容を復習、疑問点の確認 
240 

8 気象情報 

航空機に提供される気象情報、気象状況の通報、
気象情報の要求、風向・風速の通報、RVR値の通
報、悪天候回避のためのクリアランス、LOW 
LEVEL WIND SHEARの情報提供 

テキストを読む 

授業内容を復習、疑問点の確認 

240 

9 通信要領 
通信の種類と優先順位、聴取の義務と中断、コー
ルサイン、試験通信、通信の設定と送信要領 

テキストを読む 

授業内容を復習、疑問点の確認 
240 

10 通信要領 
受信証と応答／リードバック、パイロットの通報
事項、通信の移管と通信の中継 

テキストを読む 

授業内容を復習、疑問点の確認 
240 

11 飛行方式 
有視界飛行方式、計器飛行方式、特別有視界飛行
方式 

テキストを読む 

授業内容を復習、疑問点の確認 
240 

12 
パイロットと管
制官の責任分担 

一般、管制指示または管制承認からの逸脱、
ATIS、地上滑走、高度制限、レーダー誘導、高度
計規正 

テキストを読む 

授業内容を復習、疑問点の確認 

240 

13 
パイロットと管
制官の責任分担 

交通情報、PIREP、悪天候の回避、速度調整、降
下クリアランス、TCA アドバイザリー、目視間
隔、復行、滑走路の有効利用、ATCコミュニケー
ションループ 

テキストを読む 

授業内容を復習、疑問点の確認 

240 

14 管制方式基準 管制方式基準一般 
テキストを読む 

授業内容を復習、疑問点の確認 

240 

15 まとめ これまでの授業のまとめと復讐 
テキストを読む 

授業内容を復習、疑問点の確認 
240 

【テキスト】AIM－japan 

【参考書・参考資料等】 管制方式基準 

【成績評価基準・方法】  授業態度、及び学科試験またはレポートにより総合的な評価を行う。 

【実務経験内容】  エアライン JAL運航乗務員 



 

 

 

 

 

教科番号 7309 授業科目： 操縦法 Ⅲ 

実施期間  後期 航空操縦学専攻（３）年（２）単位 担当者：  島藤 力 

【授業の到達目標】 計器飛行証明取得に向け、G58の一般知識を初め、飛行性能やLIMITATION、その他各PROCEDURE

を理解する。 

【授業の概要】 単発機と双発機の違いを含め、G58マニュアルを参考にその飛行特性、LIMITATION、チェックリスト、

フライトの流れに沿ったNORMAL及びABNORMAL PROCEDURE、パフォーマンス等、実際のオペレーションに繋が

る知識を学ぶ。 

【授業要旨】 

回

数 
題 目 授 業 内 容 学習課題（予習・復習） 

時間

(分) 

1 GENERAL 
AIRCRAFT‐GENERAL、記号、略語及
び用語、エンジンデータ 

テキストを読む 

授業内容を復習、疑問点の確認 
240 

2 LIMITATION 
スピード、エンジン、燃料、その他運用限
界 

テキストを読む 

授業内容を復習、疑問点の確認 
240 

3 
NORMALPROCEDURE と
CHECK LIST 

PREFLIGHT、COCKPIT‐SETUP、
ENG START、AFT‐START 

テキストを読む 

授業内容を復習、疑問点の確認 
240 

4 NORMALPROCEDURE 
TAXI 、 BEFOR ‐ TAKEOFF 、
TAKEOFF、CLIMB、CRUISE 

テキストを読む 

授業内容を復習、疑問点の確認 
240 

5 NORMALPROCEDURE 

DESCENT、APPROACH、LANDING、
GO‐AROUND、AFTER-LANDING、
PARKING 

テキストを読む 

授業内容を復習、疑問点の確認 

240 

6 
ANOTHER-

NORMALPROSEDURE 

外部電源による発動機の始動、オートパイ
ロ ッ ト 関 連 、 COLD-WEATHER-

OPERATION 

テキストを読む 

授業内容を復習、疑問点の確認 

240 

7 

EMERGENCY/ABNORMAL 

CHECK-LIST 
PROCEDURE 

ENGINE-FAILURE  FIRE 、 GEAR-

UPLANDING、ELEC-SMOKE-FIRE、
EMERGENCY-DESCENT 、 AIR-

START、LANDING-GEAR-MAN-EXT、
その他 

テキストを読む 

授業内容を復習、疑問点の確認 

240 

8 
ANOTER-

EMERGENCYPROCEDURE 

アビオニクス、オイル、システム、オート
パイロット、その他 

テキストを読む 

授業内容を復習、疑問点の確認 
240 

9 トレーニング スタンダード T/O、L/D関連（DSTP参照） 
テキストを読む 

授業内容を復習、疑問点の確認 
240 

10 トレーニング スタンダード AIR-WORK関連（DSTP参照） 
テキストを読む 

授業内容を復習、疑問点の確認 
240 

11 トレーニング スタンダード BASIC-INST-FLIGHT（DSTP参照） 
テキストを読む 

授業内容を復習、疑問点の確認 
240 

12 トレーニング スタンダード INSTRUMENT-FLIGHT（DSTP参照） 
テキストを読む 

授業内容を復習、疑問点の確認 
240 

13 トレーニング スタンダード 
IFR-CROSSCOUNTRY ‐ FLIGHT

（DSTP参照） 

テキストを読む 

授業内容を復習、疑問点の確認 
240 

14  REVIEW 
これまでの授業の復習、FTD を使用した
総合練習 

テキストを読む 

授業内容を復習、疑問点の確認 

240 

15  REVIEW 
これまでの授業の復習、FTD を使用した
総合練習 

テキストを読む 

授業内容を復習、疑問点の確認 
240 

【テキスト】 DSTP 

【参考書・参考資料等】 飛行機操縦教本 Pilot’s Guidance  

【成績評価基準・方法】  授業態度、及び学科試験またはレポートにより総合的な判断を行う。 

【実務経験内容】エアライン JAL運航乗務員 



 

 

 

 

 

教科番号 3279 授業科目： 航空英語 Ⅱ 

実施期間 後期 航空工学科（３）年（２）単位       担当者 ： 島藤 力 

【授業の到達目標 】 日本におけるＡＴＣプロシージュアと必要な管制用語の習得 

【授業の概要】 航空機の安全運航には、正確な用語を用いた管制官との意思疎通が欠かせないものである。交信に使用される言葉

は日本語または英語とされており、一般に管制用語を中心とした英語が広く用いられている。そのために、フライトの各段階で使用

される一般的な用語と通信要領の解説を行う。 

【授業要旨】 

回数 題 目 授 業 内 容 学習課題（予習・復習） 時間(分) 

1 総則 
通信要領、通信の種類と優先順位、聴取の義務と

聴取の中断、文字と数字の言い表し方 

テキストを読む 

授業内容の復習、疑問点の確認 

240 

2 無線呼出し符号 
管制機関、航空機、呼出し符号の簡略化、類似コ

ールサイン、運用方法、試験通信 

テキストを読む 

授業内容の復習、疑問点の確認 

240 

3 標準用語 通信の設定と送信要領、通信の一般用語 
テキストを読む 

授業内容の復習、疑問点の確認 

240 

4 通信の設定 
呼出しと応答、受信証とリードバック、パイロッ

トの通報事項、通信の移管と中継 

テキストを読む 

授業内容の復習、疑問点の確認 

240 

5 地上走行 

地上走行、滑走路上における待機、迅速な地上走

行、離陸準備完了、離陸許可、インターセクショ

ンディパーチャー 

テキストを読む 

授業内容の復習、疑問点の確認 

240 

6 離陸 上昇 
離陸許可、迅速な離陸 離陸許可の取り消し、離

陸時刻の通報 

テキストを読む 

授業内容の復習、疑問点の確認 

240 

7 巡航 エンルートでの通信要領、高度の確認、位置通報 
テキストを読む 

授業内容の復習、疑問点の確認 

240 

8 進入 
到着機に対する情報と指示、場周経路、空中待機 

位置通報 

テキストを読む 

授業内容の復習、疑問点の確認 

240 

9 着陸 
場周経路、間隔の設定、着陸許可、着陸復行、360

度直上進入、脚の点検、後方乱気流 

テキストを読む 

授業内容の復習、疑問点の確認 

240 

10 
管制圏 特別管制

区 
管制圏の通過、特管区におけるＶＦＲ飛行 

テキストを読む 

授業内容の復習、疑問点の確認 

240 

11 特別有視界飛行 

特別有視界飛行の許可、管制圏又は情報圏への出

入り、ＶＭＣへの上昇、ローカル飛行、管制圏の

通過、許可の遅延 

テキストを読む 

授業内容の復習、疑問点の確認 

240 

12 その他 

交通情報、飛行場状態に関する情報、航空機から

の応答、タワーの可視信号、飛行場が計器気象状

態の場合、航空機の異常状態に関する情報 

テキストを読む 

授業内容の復習、疑問点の確認 

240 

13 
出発ロールプレイ

ング 

地上走行から離陸、上昇までの用語とポイントの

復習 

テキストを読む 

授業内容の復習、疑問点の確認 

240 

14 
到着ロールプレイ

ング 

進入から着陸、地上走行までの用語とポイントの

復習 

テキストを読む 

授業内容の復習、疑問点の確認 

240 

15 まとめ これまでの授業のまとめと復習 

テキストを読む 

授業内容の復習、疑問点の確認 

 

240 

【テキスト】 AIM-japan 

【参考書・参考資料等】 管制方式基準 

【成績評価基準・方法】  授業態度、及び学科試験またはレポートにより総合的な評価を行う。 

 実務経験 エアライン JAL運航乗務員 



 

航空工学部 航空工学科 

航空整備工学専攻 

 



 

教科番号 3454 授業科目：ジェット・エンジン 

開講時期 後期 航空工学科 航空整備工学専攻（３）年（２）単位  担当者：齋藤 敦 

【授業の到達目標】 

・旅客機に装着されたジェット・エンジンの基本的な知識を確実に理解し、幅広い素養を修得する。 

①タービン・エンジンの種類と特徴について説明ができる。 

②エンジン各部の材料について説明ができる。 

 ③タービン・エンジンの運用上の注意点を説明できる。 

【授業の概要】 

 タービン・エンジン（特にターボ・プロップ・エンジン）の構造と特徴について、ピストン・ 

 エンジンと比較・対比しながら理解させる。 

【授業要旨】  

回数 題  目   授 業 内 容 学習課題（予習・復習） 時間(分) 

１ 航空エンジンの 

分類と特徴 

動力として具備すべき 

要件 

テキストを読みまとめる。 

演習問題で復習する。 

３０ 

６０ 

２ ﾀｰﾋﾞﾝ･ｴﾝｼﾞﾝ 

の概容 

タービン・エンジンの種類 

それぞれの特徴、用途 

テキストを読みまとめる。 

演習問題で復習をする。 

３０ 

６０ 

３ ﾀｰﾋﾞﾝ･ｴﾝｼﾞﾝ 

の基本構造 

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ､ﾃﾞﾌｭｰｻﾞｰ･ｹｰｽ 

燃焼室､ﾀｰﾋﾞﾝ、排気ﾀﾞｸﾄ 

テキストを読みまとめる。 

演習問題で復習する。 

３０ 

６０ 

４ 出力軸の減速 

減速装置 

遊星歯車の原理 テキストを読みまとめる。 

演習問題で復習する。 

３０ 

６０ 

５ コンプレッサー 

 

構成、静翼・動翼の機能 

ストール対策 

テキストを読みまとめる。 

演習問題で復習する。 

３０ 

６０ 

６ 燃焼室 

 

種類、概容、長所・短所 テキストを読みまとめる。 

演習問題で復習する。 

３０ 

６０ 

７ タービン ﾉｽﾞﾙ･ｶﾞｲﾄﾞ･ﾍﾞｰﾝ､ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 

作動、効率 

テキストを読みまとめる。 

演習問題で復習する。 

３０ 

６０ 

８ 排気ダクト 構成、目的、機能、材質 テキストを読みまとめる。 

演習問題で復習する。 

３０ 

６０ 

９ １回～８回 

まとめ 

 

航空従事者過去問への解答

解答の妥当性についてグル

ープ対抗で討論させる。 

航空従事者過去問題に解答する。 

正解の WHY について調べる。 

６０ 

６０ 

10 始動系統 構成部品、各部品の機能 

系統の作動 

テキストを読みまとめる。 

演習問題で復習する。 

３０ 

６０ 

11 点火系統 構成部品、各部品の機能 

系統の作動 

テキストを読みまとめる。 

演習問題で復習をする。 

３０ 

６０ 

12 潤滑系統 構成部品、各部品の機能 

系統の作動 

テキストを読みまとめる。 

演習問題で復習をする。 

３０ 

６０ 

13 燃料系統 構成部品、各部品の機能 

系統の作動 

テキストを読みまとめる。 

演習問題で復習する。                    

３０ 

６０ 

14 エンジンの運用 エンジンの始動、パワーの 

調整、運用上の注意事項 

テキストを読みまとめる。 

演習問題で復習する。 

３０ 

６０ 

15 まとめ 航空従事者過去問への解答 

解答の妥当性についてグル

ープ対抗の討論させる。 

航空従事者過去問題に解答する。 

正解の WHY について調べる。 

６０ 

６０ 

【テキスト】「タービン・エンジン」、「ピストン・エンジン」（日本航空技術協会 編） 

【参考書・参考資料等】 航空従事者学科試験問題、その他、授業中に適宜配布する。 

【成績評価基準・方法】 ノート取得状況＆レポート（30%）、小テスト（10%）、試験（60%）で総

合的な評価を行う。 

【実務経験内容】エアライン（航空整備業務） 

 



教科番号 7163 授業科目：航空機基本技術工学（実技）１／２

開講時期 前・後期 航空工学科 航空整備工学専攻（２）年（８）単位 

担当者：原山、酒井、濱田

【授業の到達目標】

①航空機の整備に必要な基本技術を理解し、作業手順と作業スキルを確実に身につける。

②基本技術で使用される工具・計測器・器材の名称、取扱い上の注意を厳守できる。

③作業の目的、作業の基準について確実に理解し、説明ができること。

【授業の概要】

航空機の特性・性能を十分理解した上での基本技術を習得させる。

【授業要旨】

回数 題  目   授 業 内 容 学習課題（予習・復習） 時間(分) 
１ 板金作業

その１

リベットの種類

ブラインド・リベット

テキストを読みまとめる。

実地試験要領で復習する。

３０

３０

２ 板金作業

その２

リベッティング、穴開け

皿取り、ディンプリング

テキストを読みまとめる。

実地試験要領で復習する。

３０

３０

３ 板金作業

その３

リベッティング、手打ち

ニューマチック・ハンマ

テキストを読みまとめる。

実地試験要領で復習する。

３０

３０

４ 板金作業

その４

成形法、曲げに関する用語

最少曲げ半径、背返り高さ

テキストを読みまとめる。

実地試験要領で復習する。

３０

３０

５ 板金作業

その５

成形法

曲げ作業時の注意事項

テキストを読みまとめる。

実地試験要領で復習する。

３０

３０

６ 板金作業

その６

構造修理、リベットの選定

パッチ材の長さ

テキストを読みまとめる。

実地試験要領で復習する。

３０

３０

７ 板金作業

その７

構造修理、オーバー・

フラッシュ・パッチ

テキストを読みまとめる。

実地試験要領で復習する。

３０

３０

８ １回～７回

まとめ

作業のデモをさせ、作業品

質につき討論させる。

実地試験要領に解答する。

正しい作業について調べる。

６０

６０

９ 作図 作図知識基礎

作図要領、留意事項

テキストを読みまとめる。

実地試験要領で復習する。

３０

３０

10 ベンチ作業

その１

ドリル全般、切削油

切削速度と送り量

テキストを読みまとめる。

実地試験要領で復習する。

３０

３０

11 ベンチ作業

その２

弓鋸、ヤスリ、グラインダ

リーマ、タップ、ダイス

テキストを読みまとめる。

実地試験要領で復習する。

３０

３０

12 ベンチ作業

その３

スタッド、ヘリコイル テキストを読みまとめる。

実地試験要領で復習する。

３０

３０

13 機械計測

その１

計測用語の説明

取扱い上の注意事項

テキストを読みまとめる。

実地試験要領で復習する。

３０

３０

14 機械計測

その２

計測器の原理、読み方

使用前・後点検

テキストを読みまとめる。

実地試験要領で復習する。

３０

３０

15 まとめ 作業のデモを行わせ、作業

品質につき討論させる。

実地試験要領に解答する。

正しい作業について調べる。

６０

６０

【テキスト】「航空機の基本技術」（日本航空技術協会 編）

【参考書・参考資料等】 「航空整備士実地試験要領」 その他、授業中に適宜配布する。

【成績評価基準・方法】 ノート取得状況＆レポート（30%）、小テスト（10%）、試験（60%）で総
合的な評価を行う。

【実務経験内容】エアライン（航空整備士）



 
教科番号 7163 授業科目：航空機基本技術工学（実技）２／２ 
開講時期 前・後期 （ 航空 ）工学科（２）年（８）単位  担当者：原山、酒井、他 
【授業の到達目標】 
①航空機の整備に必要な基本技術を理解し、作業手順と作業スキルを確実に身につける。 
②基本技術で使用される工具・計測器・器材の名称、取扱い上の注意を厳守できる。 
③作業の目的、作業の基準について確実に理解し、説明ができること。 

【授業の概要】 
 航空機の特性・性能を十分理解した上での基本技術を習得させる。 

【授業要旨】  
回数 題  目   授 業 内 容 学習課題（予習・復習） 時間(分) 
１ 電気計測 

その１ 
許容値 
有効測定範囲、動作原理 

テキストを読みまとめる。 
実地試験要領で復習する。 

３０ 
３０ 

２ 電気計測 
その２ 

各測定器の使用上の注意 
測定方法 

テキストを読みまとめる。 
実地試験要領で復習する。 

３０ 
３０ 

３ 電気計測 
その３ 

測定実作業 テキストを読みまとめる。 
実地試験要領で復習する。 

３０ 
３０ 

４ ケーブル 
その１ 

ケーブルの種類、等級 
材料、構成 

テキストを読みまとめる。 
実地試験要領で復習する。 

３０ 
３０ 

５ ケーブル 
その２ 

ケーブル・アセンブリの 
製作 

テキストを読みまとめる。 
実地試験要領で復習する。 

３０ 
３０ 

６ ケーブル 
その３ 

スエージ後の検査 テキストを読みまとめる。 
実地試験要領で復習する。 

３０ 
３０ 

７ ケーブル 
その４ 

ケーブル・リギング手順 
セーフティ・ロック 

テキストを読みまとめる。 
実地試験要領で復習する。 

３０ 
３０ 

８ １回～７回 
まとめ 

作業のデモを行わせ、作業

品質につき議論させる。 
実地試験要領に解答する。 
正しい作業について調べる。 

６０ 
６０ 

９ 表面処理 表面処理全般 テキストを読みまとめる。 
実地試験要領で復習する。 

３０ 
３０ 

10 締結 
その１ 

航空機部品の規格 テキストを読みまとめる。 
実地試験要領で復習する。 

３０ 
３０ 

11 締結 
その２ 

ボルト・ナット・スクリュ 
ワッシャの種類、取扱い 

テキストを読みまとめる。 
実地試験要領で復習する。 

３０ 
３０ 

12 締結 
その３ 

ボルト・ナットの締付け 
作業 

テキストを読みまとめる。 
実地試験要領で復習する。 

３０ 
３０ 

13 締結 
その４ 

ボルト・ナットのトルク テキストを読みまとめる。 
実地試験要領で復習する。 

３０ 
３０ 

14 ホース 
チューブ 

ホースの組立・試験 
チューブの組立・試験 

テキストを読みまとめる。 
実地試験要領で復習する。 

３０ 
３０ 

15  作業のデモを行わせ、作業

品質につき討論させる。 
実地試験要領に解答する。 
正しい作業について調べる。 

６０ 
６０ 

【テキスト】「航空機の基本技術」（日本航空技術協会 編） 

【参考書・参考資料等】 「航空整備士実地試験要領」 その他、授業中に適宜配布する。 

【成績評価基準・方法】 ノート取得状況＆レポート（30%）、小テスト（10%）、試験（60%）で総
合的な評価を行う。 

【実務経験内容】エアライン（航空整備士） 

 



 

航空工学部 航空工学科 

航空工学科専攻 

 



教科番号 3551 授業科目：宇宙科学概論（Introduction to Space Science） 

開講時期 後期  航空工学科（１）年（２）単位  担当者：徳永 正勝 
【授業の到達目標】 

 宇宙全体の概略構造における地球および太陽系の位置づけが説明できる。また、地球から見た星の相対位置と銀河系座標にお

ける位置との関係が理解でき、説明できる。宇宙物理学に関し、天体の表面温度および天体までの距離の計算が説明できる。加え

て、地球の動きにより地球上で観察できる現象（四季の移り変わり、月の満ち欠け等）が説明できる。 

【授業の概要】 

 銀河系島宇宙において、地球が属している太陽系の位置づけを理解させたうえで、全宇宙の概略構造を教え、その中で太陽系

が属している銀河系島宇宙の位置づけを教授する。 

天体までの距離の計算、地球上で観察できる現象等については、図・表・教育器材（地球儀等）の極力視覚に訴える教材を使用す

る。 

【授業要旨】  

回数 題  目   授 業 内 容 学習課題（予習・復習） 時間(分) 

1 

宇宙科学概論ｲﾝﾄ

ﾛﾀﾞｸｼｮﾝおよび宇

宙の構造 

天文学における基礎用語及びそ

の定義、 宇宙の概略構造及び銀

河系宇宙における太陽系 

予：テキストを読み、不明点を書き

出す。復：不明点の解決を整理する。 

６０ 

１８０ 

2 恒星・太陽系 (1) 
太陽系の構成、星（恒星、惑星）

の見え方、 

予：テキストを読み、不明点を書き

出す。復：不明点の解決を整理する。 

６０ 

１８０ 

3 恒星・太陽系 (2) 
HR 図、赤色巨星、白色矮星、 

星の一生 

予：テキストを読み、不明点を書き

出す。復：不明点の解決を整理する。 

６０ 

１８０ 

4 宇宙の誕生 

天体物理学的観測により明らか

にされつつある宇宙誕生の謎を

さぐる 

予：テキストを読み、不明点を書き

出す。復：不明点の解決を整理する。 

６０ 

１８０ 

5 地球の誕生 
星間ｶﾞｽより生まれた我々の太陽

系の誕生および地球の形成 

予：テキストを読み、不明点を書き

出す。復：不明点の解決を整理する。 

６０ 

１８０ 

6 天文学の進歩 

人類学問の生誕のきっかけとな

った天文学の進歩から、ニュート

ンまで 

予：テキストを読み、不明点を書き

出す。復：不明点の解決を整理する。 

６０ 

１８０ 

7 火星 

我々の隣の惑星であり、人類移住

の可能性がある火星について学

ぶ 

予：テキストを読み、不明点を書き

出す。復：不明点の解決を整理する。 

６０ 

１８０ 

8 
1～7 回までのま

とめ 

宇宙全体の理解から、太陽系の位

置づけを理解する。 

課題を元にしたディスカッション

により、理解を深める。 

６０ 

１８０ 

9 宇宙物理学 (1) 星までの距離の測り方 
予：テキストを読み、不明点を書き

出す。復：不明点の解決を整理する。 

６０ 

１８０ 

10 宇宙物理学 (2) 星からの放射と熱平衡 
予：テキストを読み、不明点を書き

出す。復：不明点の解決を整理する。 

６０ 

１８０ 

11 宇宙物理学 (3) 主系列星としての太陽 
予：テキストを読み、不明点を書き

出す。復：不明点の解決を整理する。 

６０ 

１８０ 

12 宇宙物理学 (4) 
脈動する星、星間ガスと磁場,超新

星、ﾌﾞﾗｯｸﾎｰﾙ 

予：テキストを読み、不明点を書き

出す。復：不明点の解決を整理する。 

６０ 

１８０ 

13 宇宙物理学 (5) 相対論的天体物理学 
予：テキストを読み、不明点を書き

出す。復：不明点の解決を整理する。 

６０ 

１８０ 

14 知的生命の探査 
知的生命探査計画、ドレイクの

式、宇宙人へのﾒｯｾｰｼﾞ 

予：テキストを読み、不明点を書き

出す。復：不明点の解決を整理する。 

６０ 

１８０ 

15 まとめ 

今後の宇宙開発（主に深宇宙に関

する）の動向および宇宙開発と人

類のかかわりについてまとめる。 

予：テキストを読み、不明点を書き

出す。復：不明点の解決を整理する。 

６０ 

１８０ 

【テキスト】宇宙科学概論 鈴木弘一著 ブックス大和 

【参考書・参考資料等】天体物理学の基礎 桜井邦明 地人書館 、宇宙人はいるだろうか？ 水谷仁 岩波
書店 

【成績評価基準・方法】試験(80％)と授業態度(20％)により総合的に評価する。 

【実務経験内容】防衛省（宇宙航空事業関連の開発、設計、品質保証） 

 



教科番号 3552 授業科目：宇宙工学概論（Introduction to Space Engineering） 

開講時期 前期 航空工学科（２）年（２）単位  担当者：徳永 正勝 

【授業の到達目標】 

 宇宙工学が直面する宇宙環境について学び、地球上の日常の環境との差異を説明できる。広範囲な宇宙工学の領

域のうちのライフサポートシステム、宇宙往還機、ロケット、人工衛星、宇宙ステーションの概要が説明できるとと

もに、ロケット飛翔の基礎式（ツオルコフスキーの式）が誘導でき、人工衛星の軌道計算（軌道設計）ができる。 

【授業の概要】 

 宇宙環境での状態量（圧力、温度 等）を定量的に学び、宇宙環境において人類が生命維持できるための方法・手

段を教授する。宇宙に進出するために不可欠なロケット技術についての概要を講義し、理解度を深めるための演習

を行い、次年度に予定している「ロケットエンジン」などの専門科目に繋げていく。また、人工衛星の軌道計算（軌

道設計）についても講義を行う。 

【授業要旨】  

回数 題  目   授 業 内 容 学習課題 (予習・復習) 時間(分) 

１ 
宇 宙 開 発 の

歴史 

有人宇宙開発の歴史、惑星探査、宇

宙開発の意義 

予：テキストを読み、不明点を書き出す。

復：不明点の解決を整理する。 

６０ 

１８０ 

２ 宇宙空間 
大気、放射線、微小重力、微小天体

および人工破砕物（デブリ） 

予：テキストを読み、不明点を書き出す。

復：不明点の解決を整理する。 

６０ 

１８０ 

3 
宇 宙 往 還 機 

(1) 

有翼型宇宙往還機、ロケット型宇宙

往還機、輻射平衡温度 

予：テキストを読み、不明点を書き出す。

復：不明点の解決を整理する。 

６０ 

１８０ 

4 
宇 宙 往 還 機 

(2) 

熱防御システム、再突入軌道、 

推進システム 

予：テキストを読み、不明点を書き出す。

復：不明点の解決を整理する。 

６０ 

１８０ 

5 ロケット(1) 
ロケットの基礎式（ツオルコフスキ

ーの式）、ロケットの性能 

予：テキストを読み、不明点を書き出す。

復：不明点の解決を整理する。 

６０ 

１８０ 

6 ロケット(2) 
多段ロケット、ロケットの構造、推

進システム 

予：テキストを読み、不明点を書き出す。

復：不明点の解決を整理する。 

６０ 

１８０ 

7 ロケット(3) 
ロケットの誘導・制御、Ｈ－Ⅱロケ

ット、ロケットの打上げ 

予：テキストを読み、不明点を書き出す。

復：不明点の解決を整理する。 

６０ 

１８０ 

8 
1 回～7 回の

まとめ 

要の技術一つであるロケットにつ

いてまとめる 

課題に基づきディスカッションを通して

まとめる。 

６０ 

１８０ 

9 
人 工 衛 星 

(1) 

人工衛星システムの構成、熱制御、

姿勢安定・制御 

予：テキストを読み、不明点を書き出す。

復：不明点の解決を整理する。 

６０ 

１８０ 

10 
人 工 衛 星 

(2) 
気象観測衛星、地球観測衛星 

予：テキストを読み、不明点を書き出す。

復：不明点の解決を整理する。 

６０ 

１８０ 

11 
人 工 衛 星 の

軌道 (1) 

軌道の基礎、人工衛星の打上げおよ

び軌道 

予：テキストを読み、不明点を書き出す。

復：不明点の解決を整理する。 

６０ 

１８０ 

12 
人 工 衛 星 の

軌道 (2) 
種々の軌道、軌道の転移 

予：テキストを読み、不明点を書き出す。

復：不明点の解決を整理する。 

６０ 

１８０ 

13 科学衛星 
Ｘ線天文学の誕生、Ｘ線観測機器、

Ｘ線観測衛星 

予：テキストを読み、不明点を書き出す。

復：不明点の解決を整理する。 

６０ 

１８０ 

14 

国際宇宙ｽﾃｰ

ｼｮﾝ 

宇 宙 環 境 利

用 

国際宇宙ステーション（ISS）の現

状、日本の実験棟 JEM、宇宙材料実

験、ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 

予：テキストを読み、不明点を書き出す。

復：不明点の解決を整理する。 

６０ 

１８０ 

15 まとめ・評価 学習のまとめと総括 
予：テキストを読み、不明点を書き出す。

復：不明点の解決を整理する。 

６０ 

１８０ 

【テキスト】はじめての宇宙工学 鈴木弘一著 森北出版 

【参考書・参考資料等】なし 

【成績評価基準・方法】試験(80％)と授業態度(20％)により総合的に評価する。  

【実務経験内容】防衛省（宇宙航空事業関連の開発、設計、品質保証） 

 



教科番号 3557 授業科目：ロケットエンジン（Rocket Engine） 

開講時期 前期 航空工学科（３）年（２）単位  担当者：徳永 正勝 
【授業の到達目標】 
 ロケットエンジンの大まかな分類、歴史の概要およびロケットの推進原理をもとに、運動量保存則により、
推力の式を導出でき、ノズル理論よりノズル内を流動する燃焼学の様々な状態量を計算することができる。液
体ロケットエンジンについて、液体推進薬（燃料と酸化剤）の組合せ、エンジンサイクルによる性能の違いを
説明できる。また、液体ロケットエンジンの主要構成である推力室、ターボポンプのシステム設計検討ができ
る。 
【授業の概要】 

 ロケットエンジンの分類、概略の歴史を教授する。ロケット推進原理とともにロケット特有の性能パラメ
ータの定義と意味を解説する。運動量理論より推力を求める式を導出できることを示し、ノズル理論ととも
に、理解を深めるために充分な演習を行う。上記の基礎を元に、液体ロケットエンジンについてのシステム
設計の概略手順について説明し、演習を行うことによって理解を深める。 

【授業要旨】  

回数 題  目 授 業 内 容 学習課題 (予習・復習) 時間(分) 

1 
ロ ケ ッ ト エン ジ
ン イ ン ト ロダ ク
ション 

ロケットの歴史、ロケット
の分類、日本のロケット 
等 

予：テキストを読み、不明点を書き出す。
復：不明点の解決を整理する。 

６０ 
１８０ 

2 
ロ ケ ッ ト 推進 の
原理 (1) 

ロケットの推力、比推力 
予：テキストを読み、不明点を書き出す。
復：不明点の解決を整理する。 

６０ 
１８０ 

3 
ロ ケ ッ ト 推進 の
原理 (2) 

特性排気速度、質量比 
予：テキストを読み、不明点を書き出す。
復：不明点の解決を整理する。 

６０ 
１８０ 

4 ノズル理論 (1) 
圧縮性流体力学、全熱ｴﾈﾙ
ｷﾞｰ(ｴﾝﾀﾙﾋﾟｰ)、断熱変化、
ｴﾈﾙｷﾞｰ方程式 

予：テキストを読み、不明点を書き出す。
復：不明点の解決を整理する。 

６０ 
１８０ 

5 ノズル理論 (2) 
音速、非粘性ガスの管内流
れ、ファノ方程式、ラバー
ルノズル 

予：テキストを読み、不明点を書き出す。
復：不明点の解決を整理する。 

６０ 
１８０ 

6 ノズル理論 (3) 
ノズルを通る流れ、高度補
償型ノズル 

予：テキストを読み、不明点を書き出す。
復：不明点の解決を整理する。 

６０ 
１８０ 

7 
1 回～6 回のまと
め 

ロケットの基礎技術であ
るノズル理論理解の定着 

予：テキストを読み、不明点を書き出す。
復：不明点の解決を整理する。 

６０ 
１８０ 

8 
液体ロケット 
システム(1) 

ｶﾞｽ加圧供給ｻｲｸﾙ、ﾀｰﾎﾞﾎﾟ
ﾝﾌﾟ供給ｻｲｸﾙ 

予：テキストを読み、不明点を書き出す。
復：不明点の解決を整理する。 

６０ 
１８０ 

9 
液体ロケット 
システム(2) 

ｶﾞｽ発生器ｻｲｸﾙ、ｸｰﾗﾝﾄ・ﾌﾞ
ﾘｰﾄﾞ・ｻｲｸﾙ、ｴｷｽﾊﾟﾝﾀﾞｰ・ｻ
ｲｸﾙ、二段燃焼ｻｲｸﾙ 

予：テキストを読み、不明点を書き出す。
復：不明点の解決を整理する。 

６０ 
１８０ 

10 
液 体 ロ ケ ット 推
進薬(1) 

経済性、性能、爆発、自然
発火、比重、蒸気圧 

予：テキストを読み、不明点を書き出す。
復：不明点の解決を整理する。 

６０ 
１８０ 

11 
液 体 ロ ケ ット 推
進薬(2) 

液体酸素、硝酸、液体水素、
炭化水素、ﾋﾄﾞﾗｼﾞﾝ、推進
薬性能 

予：テキストを読み、不明点を書き出す。 
復：不明点の解決を整理する。 

６０ 
１８０ 

12 
液体ロケットエン
ジン設計（１） 

全体ｼｽﾃﾑ、ｴﾝｼﾞﾝ流量、圧
力のﾊﾞﾗﾝｽ、動力のﾊﾞﾗﾝｽ、
推力室の設計 

予：テキストを読み、不明点を書き出す。
復：不明点の解決を整理する。 

６０ 
１８０ 

13 
液体ロケットエン
ジン設計（２） 

ノズルの設計、冷却、再生
冷却、ﾌｨﾙﾑ冷却、ｱﾌﾞﾚｰｼｮﾝ
冷却、放射冷却 

予：テキストを読み、不明点を書き出す。
復：不明点の解決を整理する。 

６０ 
１８０ 

14 
液体ロケットエン
ジン設計（３） 

噴射器の設計、ﾀｰﾎﾞﾎﾟﾝﾌﾟ
の設計 

予：テキストを読み、不明点を書き出す。
復：不明点の解決を整理する。 

６０ 
１８０ 

15 まとめ・評価 学習のまとめと総括 
予：テキストを読み、不明点を書き出す。
復：不明点の解決を整理する。 

６０ 
１８０ 

【テキスト】   ロケットエンジン 鈴木弘一著 森北出版 

【参考書・参考資料等】 Rocket Propulsion Elements, G.P.Sutton, John Wiley & Sons 

【成績評価基準・方法】試験(80％)と授業態度(20％)により総合的に評価する。 

【実務経験内容】防衛省（宇宙航空事業関連の開発、設計、品質保証） 

 



教科番号 3381 授業科目：航空力学基礎（ Fundamental Aircraft Dynamics） 

開講時期 前期 航空工学科 航空工学専攻  ２）年（２）単位    担当者：野田 晋二 

【授業の達成目標】 
航空機における流体力学や空気力学の基礎的な知識を吸収すると共に、流体力学や空気力学が航空機へどのよ

うに適用されるかの基礎部分を理解する。 

【授業の概要】 
航空機にはどのような種類があるかを紹介し、航空機の部位の名称など専門用語を使う部分について基礎部分

か ら学習する。また、航空力学の根本をなしている流体力学や空気力学の基礎的な知識を身に付け、流体力学や
空気力学がどのように航空機の力学や設計に応用されているかを、航空機の模型や映像（動画）を用いて具体的な
イメージを持ちながら、図や数式等を用いて理解する。 

【授業要旨】  

回数 題 目 授 業 内 容 
学 習 課 題     

(予習・復習等) 
時間(分) 

１ 
学習 
ガイダンス 

本講義の目的、シラバス説明、講義の進め
方 
全講義を通じての問題を提示 

本講義の流れの理解 
講義の見通し検討 

６０ 
１８０ 

２ 
気球 
飛行機 

アルキメデス原理、飛行機の定義、 
ベルヌーイの定理、推進装置、小試験 

テキストの該当部分を読
む 
授業の内容を復習する 

１２０ 
１２０ 

３ 空気力学の基礎(1) 
流体力学、空気力学、圧縮性と音速、 
粘性と境界層、小試験解説、小試験 

テキストの該当部分を読
む 
授業の内容を復習する 

１２０ 
１２０ 

４ 空気力学の基礎(2) 
粘性と摩擦応力、摩擦法則、連続の式、ベ
ルヌーイの定理の証明、小試験解説、小試
験 

テキストの該当部分を読
む 
授業の内容を復習する 

１２０ 
１２０ 

５ 空気力学の基礎(3) 
気流速度の測定、速度計の原理、種々の速
度、 
小試験解説、小試験 

テキストの該当部分を読
む 
授業の内容を復習する 

１２０ 
１２０ 

６ 空気力学の基礎(4) 
渦と循環、渦糸の誘導速度、小試験解説、
小試験 

テキストの該当部分を読
む 
授業の内容を復習する 

１２０ 
１２０ 

７ 空気力学の基礎(5) 
圧力分布、ダランベールの背理、クッタ･ジ
ューコフスキーの定理、小試験解説、小試
験 

テキストの該当部分を読
む 
授業の内容を復習する 

１２０ 
１２０ 

８ 風洞 
種々の風洞と天秤、小試験解説、小試験、 
風洞見学 

テキストの該当部分を読
む 
授業の内容を復習する 

１２０ 
１２０ 

９ 
相似と 
標準大気 

相似則、レイノルズ数、無次元化、国際標
準大気、 
小試験解説、小試験 

テキストの該当部分を読
む 
授業の内容を復習する 

１２０ 
１２０ 

１０ 翼 
風圧中心、空力中心、二次元翼理論、三次
元翼理論、翼型の表わし方、小試験解説、
小試験 

テキストの該当部分を読
む 
授業の内容を復習する 

１２０ 
１２０ 

１１ 抵抗と失速 
抵抗の種類、失速のメカニズムと類別、低
抵抗翼型、 
小試験解説、小試験 

テキストの該当部分を読
む 
授業の内容を復習する 

１２０ 
１２０ 

１２ 圧縮性 
圧縮性、衝撃失速、音の壁、小試験解説、
小試験 

テキストの該当部分を読
む 
授業の内容を復習する 

１２０ 
１２０ 

１３ 高速翼型 
遷音速翼型、超音速翼型、小試験解説、小
試験 

テキストの該当部分を読
む 
授業の内容を復習する 

１２０ 
１２０ 

１４ 最近のトピックス 
最近の話題を今までの学習と関連付けて
考える、 
小試験解説 

最新話題の調査や学習 
授業の内容を復習する 

１２０ 
１２０ 

１５ まとめ 
学習のまとめと総括、最近のＴＯＰＩＣＳ 
試験に関する注意事項、質疑応答 

これまでの全体復習 
試験に向けた準備 

１８０ 
６０ 

【テキスト】航空力学の基礎  牧野光男著   産業図書（株） 

【参考書・参考資料等】適宜プリントを配布する 

【成績評価基準・方法】試験(90%)、出席状況･授業態度等(10%)を総合的に評価する。総合得点が 60点以上を合格
とする。 

【実務経験内容】 重工業メーカー（航空機の開発、設計、業務管理） 
 



教科番号 3380 授業科目：航空機構造（Fundamental Structure of Aircraft） 

開講時期 前期 航空工学科  (１)年  (２)単位     担当者：野田 晋二 

【授業の達成目標】 
・飛行機各部の名称および基本的機能を理解する。  
・飛行の原理の概略、飛行機の構造および推進装置の概略が分かる。 
・種々の航空機(気球･飛行機･ヘリコプタ)を知り、航空機に興味を抱く。 

【授業の概要】 
・航空工学の専門科目を学ぶ準備として、航空機に関する全般的な基礎知識を習得させる。 ・飛行機やヘリコプ
タの模型を用いて、具体的なイメージを抱かせる。 ・航空機に関する最新の話題を盛り込み、興味を喚起する。 

【授業要旨】  

回数 題 目 授 業 内 容 学 習 課 題(予習・復習等) 時間(分) 

１ 
学習 
ガイダンス 

本講義の目的、シラバス説明、講義の進め方 
全講義を通じての問題を提示 

本講義の流れの理解 
講義の見通し検討 

６０ 

１８０ 

２ 
航空機の 
概要 

①航空機の分類②各部の名称③航空機の翼 
授業内容について質疑応答する 

テキストの該当部分を読む 
授業の内容を復習する 

１２０ 

１２０ 

３ 
構造基礎と歴史 ①航空機の歴史的発展②構造の基礎 

授業内容について質疑応答する 
テキストの該当部分を読む 
授業の内容を復習する 

１２０ 

１２０ 

４ 
構造基礎と 
材料 

①航空機適用の構造材料②フェールセーフ
構造 
授業内容について質疑応答する 

テキストの該当部分を読む 
授業の内容を復習する 

１２０ 

１２０ 

５ 
構造基礎と 
荷重 

①主翼の構造②航空機の荷重③制限荷重倍
数 
授業内容について質疑応答する 

テキストの該当部分を読む 
授業の内容を復習する 

１２０ 

１２０ 

６ 
構造基礎と 
荷重 

①航空機の静荷重試験②航空機の疲労荷重
試験 
授業内容について質疑応答する 

テキストの該当部分を読む 
授業の内容を復習する 

１２０ 

１２０ 

７ 
航空事故と 
翼平面形 

①航空機事故の概要②翼平面形とその特性 
授業内容について質疑応答する 

テキストの該当部分を読む 
授業の内容を復習する 

１２０ 

１２０ 

８ 
航空機の運動と
安定性 

①航空機運動の基礎②静安定性と動安定性
など 
授業内容について質疑応答する 

これまでの復習 
討議内容のまとめ 

１２０ 

１２０ 

９ 
翼及び胴体形状
の意味 

①後退角や上半角②面積法則やウィングレ
ッド 
授業内容について質疑応答する 

テキストの該当部分を読む 
授業の内容を復習する 

１２０ 

１２０ 

１０ 
翼及び胴体形状
の意味 

①高翼機と下半角②ウィングレットの空力
的解釈 
授業内容について質疑応答する 

テキストの該当部分を読む 
授業の内容を復習する 

１２０ 

１２０ 

１１ 
空力性能や飛行
性能 

①航空機の抵抗②上昇降下・離陸着陸③空港 
授業内容について質疑応答する 

テキストの該当部分を読む 
授業の内容を復習する 

１２０ 

１２０ 

１２ 
空力特性と流体
力学 

①揚力の発生②衝撃波③マッハ数④レイノ
ルズ数 
授業内容について質疑応答する 

テキストの該当部分を読む 
授業の内容を復習する 

１２０ 

１２０ 

１３ 
航空機の 
装備系統 

①油圧・空気圧系統②電気系統③操縦系統な
ど 
授業内容について質疑応答する 

テキストの該当部分を読む 
授業の内容を復習する 

１２０ 

１２０ 

１４ 
操縦性と 
重心位置 

①操縦性と舵面②重心位置③ＥＴＯＰＳな
ど 
授業内容について質疑応答する 

テキストの該当部分を読む 
授業の内容を復習する 

１２０ 

１２０ 

１５ 
まとめ 学習のまとめと総括、最近のＴＯＰＩＣＳ 

試験に関する注意事項、授業を通しての質疑
応答 

これまでの全体復習 
試験に向けた準備 

１８０ 

６０ 

【テキスト】飛行機構造 藤原洋 著  社団法人日本航空技術協会航空工学入門 日本航空技術協会編  日本航空技術協会 

【参考書・参考資料等】プリントを適宜配布する 

【成績評価基準・方法】試験(90%)、出席状況･授業態度等(10%)を総合的に評価する。総合得点が 60 点以上を合格

とする。 

【実務経験内容】 重工業メーカー（航空機の開発、設計、業務管理） 
 



教科番号 3451 授業科目：熱力学基礎（Basic Thermodynamics） 

開講時期 前期 （航空）工学科（２）年（２）単位  担当者：山本 淳二 

【授業の到達目標】 

・熱力学の第０から第１法則を説明できる。 

・内部エネルギーおよびエンタルピーの概念を説明できる。 

【授業の概要】 

 本講義では、熱力学を理解する上での必要な基礎知識を固めた上で、いわゆるエネルギー保存則である熱力学

第一法則を適宜演習を実施しながら理解する。 

【授業要旨】  

回数 題  目   授 業 内 容 学習課題（予習・復習） 時間(分) 

１ 熱力学に必要な

基礎知識（１） 

系、密度、質量、重量 テキストを事前に読み予習する。 

授業の内容を復習する。 

１２０ 

１２０ 

２ 熱力学に必要な

基礎知識（２） 

熱と温度、熱容量、比熱 テキストを事前に読み予習する。 

授業の内容を復習する。 

１２０ 

１２０ 

３ 熱力学に必要な

基礎知識（３） 

力学第 0法則、圧力 テキストを事前に読み予習する。 

授業の内容を復習する。 

１２０ 

１２０ 

４ 熱力学に必要な

基礎知識（４） 

仕事、動力 テキストを事前に読み予習する。 

授業の内容を復習する。 

１２０ 

１２０ 

５ 熱力学に必要な

基礎知識（５） 

熱量と仕事の符号、SI.単位 テキストを事前に読み予習する。 

授業の内容を復習する。 

１２０ 

１２０ 

６ 1 回から５回まで

のまとめ 

演習問題の解答・解説と質疑応

答により理解を深める。 

演習問題を解き理解を深める。 

解法のポイントをまとめる。 

１２０ 

１２０ 

７ 熱力学第１法則

（１） 

エネルギーの形態、仕事 テキストを事前に読み予習する。 

授業の内容を復習する。 

１２０ 

１２０ 

８ 熱力学第１法則

（２） 

熱と仕事の等価性、エネルギ

ーの保存則 

テキストを事前に読み予習する。 

授業の内容を復習する。 

１２０ 

１２０ 

９ 熱力学第１法則

（３） 

閉じた系の熱力学第 1法則 テキストを事前に読み予習する。 

授業の内容を復習する。 

１２０ 

１２０ 

10 熱力学第１法則

（４） 

エンタルピー テキストを事前に読み予習する。 

授業の内容を復習する。 

１２０ 

１２０ 

11 熱力学第１法則

（５） 

開いた系の熱力学第 1法則 テキストを事前に読み予習する。 

授業の内容を復習する。 

１２０ 

１２０ 

12 熱力学第１法則

（６） 

定常流動系の各種機械・機器 テキストを事前に読み予習する。 

授業の内容を復習する。 

１２０ 

１２０ 

13 熱力学第１法則

（７） 

閉じた系と開いた系の仕事 テキストを事前に読み予習する。 

授業の内容を復習する。 

１２０ 

１２０ 

14 ７回から１３回まで

のまとめ 

演習問題の解答・解説と質疑応

答により理解を深める。 

演習問題を解き理解を深める。 

解法のポイントをまとめる。 

１２０ 

１２０ 

15 まとめ 学修のまとめ 授業全体の復習をする。 

ノートを整理し、まとめる。 

１２０ 

１２０ 

【テキスト】 熱力学きほんの「き」 小山敏行著 森北出版 

【参考書・参考資料等】 授業中に適宜配布 

【成績評価基準・方法】 試験（60%）、演習（30%）、授業姿勢（10%）で総合的な評価を行う。 

【実務経験内容】 重工業メーカー（回転翼機の開発、設計） 

 



教科番号 3455 授業科目：推進工学（Propulsion Engineering） 

開講時期 前期 （航空）工学科（３）年（２）単位  担当者：山本 淳二 

【授業の到達目標】 

・ジェットエンジンの熱力学的基礎であるガスサイクル、特にブレイトンサイクルについて説明できる。 

・ジェットエンジン要素（圧縮機、燃焼器、タービン）の性能と効率を説明できる。 

【授業の概要】 

 まず、ジェットエンジンの歴史的背景等を振り返ったのち、熱力学的基礎であるガスサイクル全般について理解する。そ

の後テキストに沿って、ジェットエンジンの熱力学、空気力学的基礎知識について復習も含め一通り学び、ジェッ

トエンジンの個々の要素の性能について理解する。また適宜演習を実施しながら理解を深める。 

【授業要旨】  

回数 題  目   授 業 内 容 学習課題（予習・復習） 時間(分) 

１ ジェットエンジ

ンの誕生 

歴史的考察、ジェットエンジン

の作動原理、分類 

テキストを事前に読み予習する。 

授業の内容を復習する。 

１２０ 

１２０ 

２ ガ ス サ イ ク ル

（１） 

熱機関の種類、ガスサイクルの

検討の前提条件 

テキストを事前に読み予習する。 

授業の内容を復習する。 

１２０ 

１２０ 

３ ガ ス サ イ ク ル

（２） 

オットーサイクル、ディーゼル

サイクル 

テキストを事前に読み予習する。 

授業の内容を復習する。 

１２０ 

１２０ 

４ ガ ス サ イ ク ル

（３） 

サバテサイクル、スターリング

サイクル 

テキストを事前に読み予習する。 

授業の内容を復習する。 

１２０ 

１２０ 

５ ガ ス サ イ ク ル

（４） 

ブレイトンサイクル、エリクソ

ンサイクル 

テキストを事前に読み予習する。 

授業の内容を復習する。 

１２０ 

１２０ 

６ 1回から５回までの

まとめ 

演習問題の解答・解説と質疑応

答により理解を深める 

演習問題を解き理解を深める。 

解法のポイントをまとめる。 

１２０ 

１２０ 

７ 空気力学（１） ガスの性質、圧縮性流体力学

（１） 

テキストを事前に読み予習する。 

授業の内容を復習する。 

１２０ 

１２０ 

８ 空気力学（２） 圧縮性流体力学（２） テキストを事前に読み予習する。 

授業の内容を復習する。 

１２０ 

１２０ 

９ 空気力学（３） 等エントロピー変化（１） テキストを事前に読み予習する。 

授業の内容を復習する。 

１２０ 

１２０ 

10 空気力学（４） 等エントロピー変化（２） テキストを事前に読み予習する。 

授業の内容を復習する。 

１２０ 

１２０ 

11 エンジン要素の

性能（１） 

圧縮機の仕事と効率 テキストを事前に読み予習する。 

授業の内容を復習する。 

１２０ 

１２０ 

12 エンジン要素の

性能（２） 

タービンの仕事と効率 テキストを事前に読み予習する。 

授業の内容を復習する。 

１２０ 

１２０ 

13 エンジン要素の

性能（３） 

燃焼器における温度上昇と効

率、ノズルと速度係数 

テキストを事前に読み予習する。 

授業の内容を復習する。 

１２０ 

１２０ 

14 ７回から 10 回ま

でのまとめ 

演習問題の解答・解説と質疑応

答により理解を深める 

演習問題を解き理解を深める。 

解法のポイントをまとめる。 

１２０ 

１２０ 

15 まとめ 学修のまとめ 授業全体の復習をする。 

ノートを整理し、まとめる。 

１８０ 

６０ 

【テキスト】 熱力学きほんの「き」 小山敏行著 森北出版 

ジェットエンジン 鈴木弘一著 森北出版 

【参考書・参考資料等】 授業中に適宜配布 

【成績評価基準・方法】 試験（60%）、演習（30%）、授業姿勢（10%）で総合的な評価を行う。 

【実務経験内容】 重工業メーカー（回転翼機の開発、設計） 
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教科番号 1671 授業科目：Web アプリケーション（Web ﾃﾞｻﾞｲﾝ概論） （Web Application） 

開講時期 後期 （情報電子ｼｽﾃﾑ工）学科（３）年（２）単位  担当者：當金 一郎 

【授業の到達目標】 
・ホームページ制作をプロとして、クライアントから請け負って行う際に必要なプロセスを理解する。 
・サイトを訪れるユーザのユーザビリティを意識した画面構成、画面フローの作り方を身につける。 
・具体的なホームページを制作する際に必要とされる HTML、CSS、JAVASCRIPT 等の言語の文法とその使 
 い方、更にその組み合わせ方について熟知する。 
【授業の概要】 
まずホームページ制作をプロとして行う際の全体的な流れについて概説を行う。続いてホームページをサイトとして
の扱う為の画面構成、画面フローの作り方を解説する。その後 HTML、CSS、更に JAVASCRIPT、アニメーションＧ
ＩＦ等を用いた実際のホームページ作成を行って、実践的な能力を身につけさせる。 

【授業要旨】 

回数 題  目   授 業 内 容 学習課題（予習・復習） 時間(分) 
１ Web ｻｲﾄの構造

の概略説明 
Web ｻｲﾄの構造概説 
ｱﾆﾒｰｼｮﾝ GIF の作成解説 

ﾃｷｽﾄ pp.8－13 を事前に読んでくる。 
ｱﾆﾒｰｼｮﾝ GIF を具体的に制作する。 

６０ 
１２０ 

２ Web ｻｲﾄの種類 Web ｻｲﾄの種類の解説 
Web ｻｲﾄの目的の解説 

ﾃｷｽﾄ pp.14－17 を事前に読んでくる。 
示された種類の Web ｻｲﾄの構造を調べる 

６０ 
１２０ 

３ Web ｻｲﾄの制作
フロー 

Web ｻｲﾄ制作ﾌﾛｰ及び各作業
内容の概説、 

ﾃｷｽﾄ pp.18－21 を事前に読み登場する用
語の意味を事前に調べておく。 

１２０ 

４ Web ｻｲﾄの仕組 Web ｻｲﾄの仕組みの解説。 
 

Web ｻｲﾄの仕組みについて調べる。 
小テストの準備。 

１２０ 
１２０ 

５ 小テスト 
ｺﾝｾﾌﾟﾄﾒｲｷﾝｸﾞ 

Web ｻｲﾄのｺﾝｾﾌﾟﾄとは、ﾋｱﾘ
ﾝｸﾞ手法、分析手法 

小テストの準備。 
ﾋｱﾘﾝｸﾞ手法、分析手法の復習 

１２０ 
９０ 

６ 情報の収集・ 
分類・組織化 

ｸﾗｲｱﾝﾄの情報の収集と整
理・分類の解説 

各自で指定された複数の Web ｻｲﾄに入っ
ている情報を纏め、画面構成を調べる。 

１２０ 

７ １～６の内容に
ついての議論 

知らべたﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞについて
ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝを行う。 

ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝの内容を纏め moodle へｱｯﾌﾟ ２４０ 

８ 情報の構造化と
アクセスルート 

Web ｻｲﾄの構造、ユーザ導線
の概念と導線計画設計技法 

指定された Web ｻｲﾄにおけるﾕｰｻﾞ導線の
考え方を纏める。 

１２０ 

９ Web ﾍﾟｰｼﾞの画
面構成 

Web ﾍﾟｰｼﾞの画面構成とﾅﾋﾞ
ｹﾞｰｼｮﾝ手法解説 

ﾃｷｽﾄ pp.36－39 を読み、纏める。 １２０ 
 

１０ 素材の制作 ﾌｫﾝﾄ、写真、図、音楽、動
画の作成と修正の解説 

ﾃｷｽﾄ pp.40－55 を読み、纏める。 
ﾌｫﾝﾄや写真、図等の素材の作成、修正 

１２０ 
２４０ 

１１ テストと修正 
及び評価手法 

テスト技法、ﾛｰｶﾙｻｲﾄとﾘﾓｰﾄ
ｻｲﾄ、SEO と評価技法 

ﾃｷｽﾄ pp.56－60 を読み、纏める。 
FTP、SEO 等についての調査 

９０ 
１２０ 

１２ HTML と CSS 
(1) 

HTML 及び CSS について
の概説を行う 

ﾃｷｽﾄ pp.68－84 を読み、纏める。 
指示された HTML と CSS の作成 

１２０ 
２４０ 

１３ HTML と CSS 
(2） 

画像の貼り付け、表組み、
ﾘｽﾄ、ﾌｫﾝﾄｽﾀｲﾙの解説 

ﾃｷｽﾄ pp.85－100 を読み、纏める。 
指示されたﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの作成 

１２０ 
２４０ 

１４ フォームと 
Javascriptt 

ﾌｫｰﾑと Javascript について
例を示しながら解説する 

ﾃｷｽﾄ pp.101－124 を読み、纏める。 
指示されたﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの作成。 

１２０ 
２４０ 

１５ 小テスト 小テスト。 学習した内容
によるﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 

小テストの準備。 
ﾃﾞｽｶｯｼｮﾝした内容を纏め moodle へｱｯﾌﾟ 

１８０ 
２４０ 

【テキスト】 
入門 Web ﾃﾞｻﾞｲﾝ、CG-ARTS 協会編著 

【分かりやすい授業を進めるためのポイント】 
(1)毎回スライドを作成し、それを Moodle に pdf 化してあげることで予習復習がやりやすい環境を整える。 
(2)課題を毎回出すことで、授業でやった内容の理解を確実にする。 
【学生に対する評価の方法】 
予習復習状況＆受講態度＆moodle への課題提出(30%)、小テスト(30%)、期末試験(40%)で 
総合的な評価を行う。 
【実務経験内容】 
 ｿﾌﾄｳｪｱ研究開発、制御ｼｽﾃﾑ研究開発、人工知能ｼｽﾃﾑ研究開発（電力企業で 7 年間の実務経験） 

 
 



 

教科番号 1453 授業科目：制御工学（Control Engineering） 

開講時期 後期 （情報電子システム工）学科（３）年（２）単位  担当者：當金 一郎 

【授業の到達目標】 

１．フィードバック制御系の構成と働きを理解する。 

２．ラプラス変換による制御系の解析法を理解する。 

３．制御系の周波数領域での解析法を理解する。 

４．制御系の安定判別法を理解する。 

【授業の概要】 

制御工学は理工学系科目の中で重要な科目であって、フィードバック制御、フィードフォワード制御といった古典的・

理論的な制御の他、実際の現場でよく用いられる PID 制御、DP やカルマンフィルターを用いる現代制御と広範な内

容が含まれる。本講義では、制御の本質を理解するために主としてフィードバック制御について解説するが、適宜 PID

制御、予測制御といった現実に用いられている制御の方式についても話をする。 頻繁に自宅学習用の課題を出すこ

とで、実践的な能力を身につけさせることを目指す。 

 

【授業要旨】 

回数 題  目   授 業 内 容 学習課題（予習・復習） 時間(分) 

１ 制御システム

の基礎知識 

制御とは、制御系と被制御系、制御系

の分類、自然現象と微積分 

Moodleにある資料で事前に学習する。 

微積分に関する練習課題をやってくる。 

６０ 

１２０ 

２ 微分方程式 微分方程式とは、微分方程式の解、 

変数分離形の解法、ｼｽﾃﾑとﾓﾃﾞﾙ 

ﾃｷｽﾄ pp.1－14を事前に読んでくる。 

章末の演習問題を解いてくる。 

６０ 

１２０ 

３ 制御システム

の具体例(1) 

操作量をいれた温度制御ﾓﾃﾞﾙ＆貯水ﾀﾝ

ｸの水位制御ﾓﾃﾞﾙの詳細解説 

Moodleにある資料で事前に学習する。 

学習した制御ﾓﾃﾞﾙについて復習する。 

１２０ 

９０ 

４ 制御システム

の具体例(2) 

動的ｼｽﾃﾑとして機械系ﾓﾃﾞﾙと電気系ﾓｾ

ﾙの微分方程式を導出する 

ﾃｷｽﾄ pp.15－25を事前に読んでくる。 

章末の演習問題を解いてくる。 

９０ 

１５０ 

５ ラプラス変換

と伝達関数 

ラプラス変換の定義、ラプラス変換の

性質、伝達関数とブロック線図 

ﾃｷｽﾄ pp.26－45を事前に読んでくる。 

章末の演習問題を解いてくる。 

９０ 

１５０ 

６ 動的ｼｽﾃﾑの応

答特性 

動的ｼｽﾃﾑの応答の意味、ｲﾝﾊﾟﾙｽ応答、

ｽﾃｯﾌﾟ応答、ﾗﾝﾌﾟ応答 

ﾃｷｽﾄ pp.46－55を事前に読んでくる。 

章末の演習問題を解いてくる。 

９０ 

１５０ 

７ 1次遅れ系のｼｽ

ﾃﾑ 

定常特性と過渡特性、1 次遅れ系の伝

達関数、時定数、ｼｽﾃﾑの極 

ﾃｷｽﾄ pp.56－66を事前に読んでくる。 

章末の演習問題を解いてくる。 

９０ 

１５０ 

８ １～７のまと

め 

小テスト①、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄで制御系について

調べた内容を基にﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝを行う 

小テストの準備 

ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝの内容を纏めMoodleへｱｯﾌﾟ 

１５０ 

１８０ 

９ 2次遅れ系のｼｽ

ﾃﾑ 

2 次遅れ系の極による場合分け、ｲﾝﾊﾟ

ﾙｽ応答、ｽﾃｯﾌﾟ応答、応答と極の関係 

ﾃｷｽﾄ pp. 67－81を事前に読んでくる。 

章末の演習問題を解いてくる。 

９０ 

１５０ 

10 ｼｽﾃﾑの安定性

と極 

定常安定、過渡特性と安定性、安定性

の判別、ラウスの安定判別法 

ﾃｷｽﾄ pp.82－94を事前に読んでくる。 

章末の演習問題を解いてくる。 

９０ 

１５０ 

11 制御系の構成

と安定性 

ﾌｨｰﾄﾞﾌｫﾜｰﾄﾞ制御系、ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ制御系

の伝達関数と安定性の関係 

ﾃｷｽﾄ pp.95－112を事前に読んでくる。 

章末の演習問題を解いてくる。 

９０ 

１５０ 

12 PID制御 基本形 P 制御、過去の偏差の利用 PI

制御、未来の偏差の利用 PID制御 

ﾃｷｽﾄ pp.113－128を事前に読んでくる。 

章末の演習問題を解いてくる。 

９０ 

１５０ 

13 周波数特性解

析とﾎﾞｰﾄﾞ線図 

周波数応答、ﾎﾞｰﾄﾞ線図、1次遅れ系と

2次遅れ系の周波数特性、ﾍﾞｸﾄﾙ軌跡 

ﾃｷｽﾄ pp.140－174を事前に読んでくる。 

章末の演習問題を解いてくる。 

９０ 

１５０ 

14 ﾅｲｷｽﾄの安定判

別法 

安定余裕とは、特性多項式、ﾅｲｷｽﾄの安

定判別法、位相余裕とゲイン余裕 

ﾃｷｽﾄ pp.175－193を事前に読んでくる。 

章末の演習問題を解いてくる。 

９０ 

１５０ 

15 総まとめ 小テスト②、制御の安定性について調

べた内容を基にﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝを行う。 

小テストの準備 

ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝの内容を纏めmoodleへｱｯﾌﾟ 

１５０ 

１８０ 

【テキスト】 

はじめての制御工学、佐藤和也、平元和彦、平田研二 著、講談社、2012年 6月 10日 ¥2,600  

【分かりやすい授業を進めるためのポイント】 

(1)理解度を上げるために演習を多く取り入れる (2)小テスト実施で理解度を把握しながら授業を進める 

【学生に対する評価の方法】 

予習復習状況＆受講態度＆課題提出状況（30%）、小テスト（30%）、期末試験（40%）で総合的な評価を行う。 

【実務経験内容】 

 ｿﾌﾄｳｪｱ研究開発、制御ｼｽﾃﾑ研究開発、人工知能ｼｽﾃﾑ研究開発（電力企業で 7年間の実務経験） 

 

 



教科番号 1157 授業科目：情報・電子基礎数理Ⅰ（Basic Mathematics for ElectronicsⅠ）  

開講時期 前期 （ 情報電子システム ）学科（１）年（２）単位   担当者： 當金 一郎 
【授業の到達目標】 
高校までで学んだ数学を基にして、大学で学ぶ情報工学、電子工学、電気工学を理解、応用する為に必要と

される数学の基礎的能力を身につける。頻繁に自宅学習用の課題を出し、また授業中に演習の解説を行うこと
で、実践的な能力を身につけさせることを目指す。 Ⅰでは以下の範囲を行う。 
１． 式の計算と数の種類 ２．複素数の定義と計算 ３．関数と方程式の意味 ４．行列と行列式の計算方

法 ５．三角関数 
【授業の概要】 
 講義と演習によって精選した化学の基本概念を理解させ，専門科目の材料学を履修するための基礎を修得さ
せる。さらに、小テストやディスカッションも取り入れて理解を深めさせる。また、アクティブ・ラーニングにつ
いても実施していく。 
【授業要旨】  

回数 題  目 授 業 内 容 学習課題（予習・演習・復習） 時間(分) 

１ 式の計算と数
の種類 

文字式の意味、式の展開と因数分解、整式
の除法、分数式の計算と変形、演習問題。 

予習結果を確認。 
10 分間 1，2 問の演習を実施。 
宿題を出し、復習効果を果たす。 

３０ 
６０ 

２ 
コンピュータ
で用いる数と
論理演算 

コンピュータ情報処理で使われる 16 進、8
進、2 進数の理解と相互変換計算方法、演習
問題。 

予習結果を確認。 
10 分間 1，2 問の演習を実施。 
宿題を出し、復習効果を果たす。 

６０ 
６０ 

３ 複素数 数の種類、複素数の定義と計算、xn=αの
複素平面上の解、演習問題。 

予習結果を確認。 
10 分間 1，2 問の演習を実施。 
宿題を出し、復習効果を果たす。 

３０ 
６０ 

４ 関数と方程式 
関数の種類、定義域と値域、陰関数表示と
ﾊﾟﾗﾒｰﾀ表示、逆関数、2 次方程式、分数方
程式、演習問題。 

予習結果を確認。 
10 分間 1，2 問の演習を実施。 
宿題を出し、復習効果を果たす。 

３０ 
６０ 

５ 行列 行列及び逆行列の計算。そして、情報電子科
学での応用。演習問題。 

予習結果を確認。 
10 分間 1，2 問の演習を実施。 
宿題を出し、復習効果を果たす。 

３０ 
６０ 

６ 行列式 行列式及び逆行列式の性質、展開、そして、
情報電子科学での応用。演習問題。 

予習結果を確認。 
10 分間 1，2 問の演習を実施。 
宿題を出し、復習効果を果たす。 

３０ 
６０ 

７ １回～６回ま
でのまとめ 

演習問題の解答・解説とまとめについてディ
スカッションを行い、理解を深める。 

演習問題を解き理解を深める。 
グループに分けで、ディスカッ
ションの内容をまとめる。 

１２０ 
６０ 

８ 連立方程式 連列方程式の計算方法。演習問題。 
予習結果を確認。 
10 分間 1，2 問の演習を実施。 
宿題を出し、復習効果を果たす。 

３０ 
６０ 

９ 三角関数（その
１） 

三角関数の定義、三角関数の基本公式、三
角関数の性質、主な三角関数値、演習問題。 

予習結果を確認。 
10 分間 1，2 問の演習を実施。 
宿題を出し、復習効果を果たす。 

３０ 
６０ 

10 三角関数（その
２） 

三角関数の性質、三角関数の波形と周期性、
逆三角関数、正弦波予言波関数の情報電子電
機分野応用。演習問題。 

予習結果を確認。 
10 分間 1，2 問の演習を実施。 
宿題を出し、復習効果を果たす。 

３０ 
６０ 

11 指数関数 指数法則、指数関数の定義とグラフ、演習
問題。 

予習結果を確認。 
10 分間 1，2 問の演習を実施。 
宿題を出し、復習効果を果たす。 

３０ 
６０ 

12 対数関数 

対数関数の定義とグラフ、自然対数と常用
対数、デシベルの意味、増幅器の縦続接続
など情報電子科学分野での応用。演習問
題。 

予習結果を確認。 
10 分間 1，2 問の演習を実施。 
宿題を出し、復習効果を果たす。 

３０ 
６０ 

13 双曲線関数 双曲線関数の定義とグラフ、基本公式①② 予習結果を確認。 ３０ 



と三角関数との相似性、複素双曲線関数の
定義と複素三角関数との関係、演習問題。 

10 分間 1，2 問の演習を実施。 
宿題を出し、復習効果を果たす。 

６０ 

14 ８回～１３回
までのまとめ 

演習問題の解答・解説とまとめについてディ
スカッションを行い、理解を深める。 

演習問題を解き理解を深める。 
グループに分けで、ディスカッ
ションの内容をまとめる。 

１２０ 
 

６０ 

15 まとめ まとめと総括。小テストの実施 期末テストの準備。 
ノートの整理とまとめ。 

６０ 
１２０ 

【テキスト】  
電気電子工学のための基礎数学 森武昭、大矢征 著 森北出版株式会社  \ 2,100  1996 年３月 
【参考書・参考資料等】 電気・電子の基礎数学 堀桂太郎、佐村敏治、椿本博久 著 東京電機大学出版局 
2005 年 9 月 ￥2,600。 
【成績評価基準・方法】  
出席率＋宿題レポート提出状況（50%）、小テスト（30%）、試験（20%）で総合的な評価を行う。 
【実務経験内容】ｿﾌﾄｳｪｱ研究開発、制御ｼｽﾃﾑ研究開発、人工知能ｼｽﾃﾑ研究開発（電力企業で 7 年間の実務経験） 

 



教科番号 1158 授業科目：情報・電子基礎数理 II（Basic Mathematics for ElectronicsII）  

開講時期 後期 （ 情報電子システム工 ）学科（１）年（２）単位   担当者： 當金 一郎 
【授業の到達目標】 
前期のⅠに続いて、高校までで学んだ数学を基にして、大学で学ぶ情報工学、電子工学、電気工学を理解、応
用する為に必要とされる数学の基礎的能力を身につける。頻繁に自宅学習用の課題を出し、また授業中に演習の
解説を行うことで、実践的な能力を身につけさせることを目指す。 Ⅱでは以下の範囲を行う。 
１． 章平面図形と式、ベクトル算法  ２．数列と数列の極限、関数の極限  ３．微分計算法とその応用  
４．積分計算法とその応用 ５．微分方程式と情報電子回路のエネルギー過度現象 
【授業の概要】 
 講義と演習によって精選した化学の基本概念を理解させ，専門科目の材料学を履修するための基礎を修得させ
る。さらに、小テストやディスカッションも取り入れて理解を深めさせる。また、アクティブ・ラーニングについて
も実施していく。 
【授業要旨】  
回数 題  目 授 業 内 容 学習課題（予習・演習・復習） 時間(分) 

１ イントロダクシ
ョン 数学は美しいです。数学は工具です。 予習結果を確認。 

宿題を出し、復習効果を果たす。 
３０ 
６０ 

２ 三角関数（前期
復習） 前期三角関数の復習。演習問題。 

予習結果を確認。 
10分間 1，2問の演習を実施。 
宿題を出し、復習効果を果たす。 

６０ 
６０ 

３ 平面図形と式 点、距離の二次元座標表示法、関数と方
程式の関係、演習問題。 

予習結果を確認。 
10分間 1，2問の演習を実施。 
宿題を出し、復習効果を果たす。 

３０ 
６０ 

４ ベクトル算法 
ベクトルとスカラー、ベクトルの表示、
ベクトルの和と差、演習問題、スカラー
積、ベクトル積、演習問題。 

予習結果を確認。 
10分間 1，2問の演習を実施。 
宿題を出し、復習効果を果たす。 

３０ 
６０ 

５ 数列 

等差数列の計算法とその証明、等比数列の
計算法とその証明、記号∑（シグマ）とそ
の性質 
。演習問題。 

予習結果を確認。 
10分間 1，2問の演習を実施。 
宿題を出し、復習効果を果たす。 

３０ 
６０ 

６ 数列の極限 数列の極限、最大値、最小値、極値の計算。
無限級数の収束、発散、振動。演習問題。 

予習結果を確認。 
10分間 1，2問の演習を実施。 
宿題を出し、復習効果を果たす。 

３０ 
６０ 

７ １回～６回まで
のまとめ 

演習問題の解答・解説とまとめについてデ
ィスカッションを行い、理解を深める。 

演習問題を解き理解を深める。 
グループに分けで、ディスカッショ
ンの内容をまとめる。 

１２０ 
６０ 

８ 関数の極限 連続関数の極限値計算法及び応用。演習問
題。 

予習結果を確認。 
10分間 1，2問の演習を実施。 
宿題を出し、復習効果を果たす。 

３０ 
６０ 

９ 微分計算法 微分の定義、意味、計算法、演習問題。 
予習結果を確認。 
10分間 1，2問の演習を実施。 
宿題を出し、復習効果を果たす。 

３０ 
６０ 

10 微分応用 微分の応用。演習問題。 
予習結果を確認。 
10分間 1，2問の演習を実施。 
宿題を出し、復習効果を果たす。 

３０ 
６０ 

11 積分計算法 積分微分の定義、意味、計算法、演習問題。 
予習結果を確認。 
10分間 1，2問の演習を実施。 
宿題を出し、復習効果を果たす。 

３０ 
６０ 

12 積分の応用 微分の応用。演習問題。 
予習結果を確認。 
10分間 1，2問の演習を実施。 
宿題を出し、復習効果を果たす。 

３０ 
６０ 

13 微分方程式 微分方程式とエネルギー回路の過度現
象、演習問題。 

予習結果を確認。 
10分間 1，2問の演習を実施。 
宿題を出し、復習効果を果たす。 

３０ 
６０ 



14 ８回～１３回ま
でのまとめ 

演習問題の解答・解説とまとめについてデ
ィスカッションを行い、理解を深める。 

演習問題を解き理解を深める。 
グループに分けで、ディスカッショ
ンの内容をまとめる。 

１２０ 
 

６０ 

15 まとめ まとめと総括。小テストの実施 期末テストの準備。 
ノートの整理とまとめ。 

６０ 
１２０ 

【テキスト】  
電気電子工学のための基礎数学 森武昭、大矢征 著 森北出版株式会社  \ 2,100  1996年３月 
【参考書・参考資料等】  
電気・電子の基礎数学 堀桂太郎、佐村敏治、椿本博久 著 東京電機大学出版局 2005年 9月 ￥2,600。 
【成績評価基準・方法】  
出席率＋宿題レポート提出状況（50%）、小テスト（30%）、試験（20%）で総合的な評価を行う。 

【実務経験内容】ｿﾌﾄｳｪｱ研究開発、制御ｼｽﾃﾑ研究開発、人工知能ｼｽﾃﾑ研究開発（電力企業で 7年間の実務経験） 

 
 



教科番号 1259 授業科目：デジタル回路Ⅰ （英名：Digital CircuitⅠ） 
開講時期  前期 （情報電子ｼｽﾃﾑ）工学科（３）年（２）単位  担当者：岡村 雅一 

【授業の到達目標】 
 コンピュータシステムで使用される、ディジタル回路の基礎を学ぶ。ディジタル電子回路、ブール代数、ディジ
タル IC の基礎を学び、組み合わせ論理を使用した回路について理解する事を到達目標とする。 
【授業の概要】 
アナログ信号とディジタル信号の違い、基数変換、２進数の計算。ブール代数の基本と標準展開、簡単化。 
ディジタル IC の種類と基本特性、組み合わせ回路を使用した複合論理ゲートを学ぶ。事前にコンピュータ工学の
基礎知識を復習しておく事が必要である。アクティブラーニングについても積極的に取り入れて実施していく。 
【授業要旨】 
回数 題  目   授 業 内 容 学習課題（予習・復習） 時間(分) 
１ ディジタル電子回路

の基礎 
アナログ信号、ディジタル信号 資料を読みまとめる。 

授業の復習。 
６０ 
３０ 

２ 数体系と符号化 2 進数と 10 進数、8 進数と 16 進数 資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

３  2 進数の四則演算、2 進数の負数表現 資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

４  2 進符号 資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

５  演習問題を解き、結果を発表する。 資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

６ 基本論理回路と論理
代数 

基本論理回路と論理記号、正論理と負論理 資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

７  論理代数、論理式の標準展開 資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

８  論理式の簡単化 資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

９  演習問題を解き、結果を発表する。 資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

10 ディジタル IC の種類
と動作特性 

ディジタル IC の種類、TTL IC、CMOS 資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

11  電気的特性 資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

12  TTL と CMOS の接続、特殊な入出力回路 資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

13 複合論理ゲート エンコーダ、デコーダ 資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

14  ７セグメントデコーダと表示回路、マルチプ
レクサ、デマルチプレクサ 

資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

15 まとめ 講義のまとめと総括 資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

【テキスト】 
「ディジタル電子回路」 大類重範 日本理工出版会 
【分かりやすい授業を進めるためのポイント】 
(1)授業の最後に纏めの小テストを実施 (2)教科書を分かりやすく纏めたノートの作成 
【成績評価基準・方法】 
 出席点 15 点、課題解答 45 点、期末試験 40 点により総合的な評価を行う。総合得点が 60 点以上を合格とする。 

【実務経験内容】 
半導体事業メーカー（マイコン設計、製品企画、ソリューション開発） 

 



教科番号 1260 授業科目：デジタル回路Ⅱ （英名：Digital CircuitⅡ） 
開講時期   後期 （情報電子ｼｽﾃﾑ）工学科（３）年（２）単位  担当者：岡村 雅一 
【授業の到達目標】 
 コンピュータシステムで使用される、ディジタル回路の基礎を学ぶ。演算回路、フリップフロップ、カウンタ、
シフトレジスタを学び、IC メモリ、D/A 変換器、A/D 変換器について理解する事を到達目標とする。 
【授業の概要】 
 四則演算回路、各種フリップフロップ、カウンタ、シフトレジスタの動作について学ぶ。コンピュータ内蔵回路
例として、IC メモリ、D/A 変換器、A/D 変換器の動作原理を理解する。事前にコンピュータ工学の基礎知識を復習
しておく事が必要である。アクティブラーニングについても積極的に取り入れて実施していく。 
【授業要旨】 
回数 題  目   授 業 内 容 学習課題（予習・復習） 時間(分) 
１ 演算回路 加算回路 資料を読みまとめる。 

授業の復習。 
６０ 
３０ 

２  減算回路、加減算回路 資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

３ フリップフロップ RS フリップフロップ 資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

４  D ラッチと D-FF 資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

５  JK-FF 資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

６ カウンタ 非同期式カウンタ 
 

資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

７  非同期式 N 進カウンタ 資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

８  同期式カウンタ 資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

９ シフトレジスタ シフトレジスタの基本回路、可逆
シフトレジスタ 

資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

10  シフトカウンタ 
 

資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

11 IC メモリ IC メ モ リ の 種 類 と 記 憶容 量 、
RAM、ROM 

資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

12 D/A 変換・A/D 変換回
路 

OP アンプの基本応用回路 資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

13  D/A 変換器 資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

14  A/D 変換器 
 

資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

15 まとめ 講義のまとめと総括 
 

資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

【テキスト】 
「ディジタル電子回路」 大類重範 日本理工出版会 
【分かりやすい授業を進めるためのポイント】 
(1)授業の最後に纏めの小テストを実施 (2)教科書を分かりやすく纏めたノートの作成 
【【成績評価基準・方法】 
 出席点 15 点、課題解答 45 点、期末試験 40 点により総合的な評価を行う。総合得点が 60 点以上を合格とする。 
【実務経験内容】 

半導体事業メーカー（マイコン設計、製品企画、ソリューション開発） 
 



教科番号 1664 
授業科目：コンピュータアーキテクチャⅠ 
                        （英名：Computer Architecture Ⅰ） 

開講時期 前期 （情報電子ｼｽﾃﾑ）工学科（２）年（２）単位  担当者：岡村 雅一 

【授業の到達目標】 
 数と文字の表現法並びに、集積回路、論理回路、論理演算回路、記憶素子、A-D・D-A 変換器等コンピュータを
構成する基本素子の動作原理、更にその応用部品である中央処理装置の、基本動作、実行の流れ、命令形式等を理
解することを到達目標とする。 

【授業の概要】 
 パソコンは身近な道具となり、一般にも普及しているが、より高度なパソコンの使用を考える技術者として、パ
ソコン等コンピュータの基礎的な概念や知識について知る必要がある。本講義ではハードウェアに主点を置き、コ
ンピュータの基礎である、数と文字の表現法、集積回路、論理回路、論理演算回路、記憶素子、A-D・D-A 変換器
につき、最新の技術を含め習得する。また、コンピュータを構成する中央処理装置の、基本動作、実行の流れ、命
令形式を学習する。コンピュータに関する総合的な技術であり、事前に十分な予習を行っておく事が必要である。 
アクティブラーニングについても積極的に取り入れて実施していく。（毎週、授業終了時に復習テスト） 

【授業要旨】 

回数 題  目   授 業 内 容 学習課題（予習・復習） 時間(分) 

１ 
コンピュータの
歴史と基盤技術 

コンピュータの歴史と基盤技術 
資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

２ 
数と文字の表現
法 

数と文字の表現法 
資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

３  少数の表現法 
資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

４ 論理回路 
プール代数、ド・モルガンの定理、論理式と真
理値表 

資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

５  組合せ論理回路の設計 
資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

６  順序回路、フリップフロップ 
資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

７ 
集積回路と論理
演算回路 

レジスタ、シフトレジスタ 
 

資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

８  カウンタ 
資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

９  
エンコーダ、デコーダ、マルチプレクサ、デマ
ルチプレクサ、比較器 

資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

10  加算回路 
資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

11 
A-D変換器とD-A

変換器 
A-D変換器と D-A変換器 

資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

12 
コンピュータの
基本構成と CPU 

CPUとバスライン、コンピュータの基本動作、
ＣＰＵの構成、コンピュータ内の信号流れ 

資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

13  命令形式 
資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

14  特殊データ転送、CPUの性能評価 
資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

15 まとめ 
講義のまとめと総括 
 

応用範囲調査。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

【テキスト】 
「コンピュータ概論」 黒川和夫・半谷精一郎・見山友裕・長谷部幹夫  コロナ社 
【分かりやすい授業を進めるためのポイント】 
(1)授業の最後に纏めの小テストを実施 (2)教科書を分かりやすく纏めたノートの作成 

【成績評価基準・方法】 
 出席点 15 点、小テスト 45 点、期末試験 40 点により総合的な評価を行う。総合得点が 60 点以上を合格とする。 

【実務経験内容】 半導体事業メーカー（マイコン設計、製品企画、ソリューション開発） 

 



 

工学部 

情報電子システム工学科 

情報工学ビジネス分野 

 



 

教科番号 1674 授業科目：情報理論（Information Theory） 

開講時期 前期 （情報電子システム）工学科（3）年（２）単位  担当者：當金 一郎 

【授業の到達目標】 

・デジタル通信系において、通信路に情報をのせるとは実際にはどのようなことを指すのか理解する。 

・情報圧縮のアルゴリズムを理解し、与えられた確率分布をもつ情報を圧縮する信号を作成できるようにする。 

・伝送エラーへの耐性を高める為に用いられる符号化アルゴリズムを理解し、更に実装回路を組めるようにする。 

【授業の概要】 

 情報を通信路にのせて送信側から受信側に伝送する場合、情報を加工して伝送効率を向上させたり、伝送エラーに

対する耐性を高めたりする必要がある。 本講義では最初に「伝送効率向上の為の符号化」である「情報源符号化」

を、続いて「伝送エラーに対する耐性を高める符号化法」である「通信路符号化」の解説を行う。数学的に高度な理

論はなるべく省略し、基礎的かつ実際的な内容を講義する。 

頻繁に自宅学習用の課題を出すことで、実践的な能力を身につけさせることを目指す。 

【授業要旨】 

回数 題  目   授 業 内 容 学習課題（予習・復習） 時間(分) 

１ 情報理論の

概略 

通信路のモデルと符号化の目的、

信号の種類、伝送方式の分類 

Moodleにある資料で事前に学習する。 

信号と伝送方式の具体例を調べる。 

６０ 

１２０ 

２ 通報と伝達

方式 

ｱﾅﾛｸﾞ情報、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ情報の意味とｱﾅ

ﾘｸﾞ伝送、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ伝送の意味 

Moodleにある資料で事前に学習する。 

ｱﾅﾛｸﾞ/ﾃﾞｼﾞﾀﾙ情報の具体例を調べる 

６０ 

１２０ 

３ 情報源の 

確率分布 

情報源の定義、情報の確率分布、

独立生起情報源とﾏﾙｺﾌ情報源 

Moodleにある資料で事前に学習する。 

小テストの準備。 

６０ 

１２０ 

４ 情報源の 

ｴﾝﾄﾛﾋﾟｰ 

独立生起情報源のｴﾝﾄﾛﾋﾟｰ、定常確

率とﾏﾙｺﾌ情報源のｴﾝﾄﾛﾋﾟｰ 

Moodleにある資料で事前に学習する。 

ｴﾝﾄﾛﾋﾟｰの計算の宿題を行う。 

６０ 

１２０ 

５ 情報源符号

化の定義 

一意復号可能な符号、瞬時復号可

能な符号、符号木と復号木 

Moodleにある資料で事前に学習する。 

符号木と復号木のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作成moodleへｱｯﾌﾟ 

６０ 

２４０ 

６ 情報源符号

化定理 

ｸﾗﾌﾄの不等式とﾏｸﾐﾗﾝの不等式、平

均符号長と情報源符号化定理 

Moodleにある資料で事前に学習する。 

平均符号長の計算の宿題を行う 

６０ 

６０ 

７ ﾊ ﾌ ﾏ ﾝの最短

符号化法 

２元のﾊﾌﾏﾝ符号の構成法とそのい

くつかの具体例 

Moodleにある資料で事前に学習する。 

小テストの準備。 

６０ 

１２０ 

８ 誤りの定義 数学的準備（行列、多項式の割算

と掛算）、誤りのある通信路のﾓﾃﾞﾙ 

Moodle にある資料で事前に学習し、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

で誤りのある通信路を調べてくる。 

１２０ 

９ 通信路誤り

の種類と例 

2 元対称通信路と 2 元対称消失通

信路、ﾗﾝﾀﾞﾑ誤りとﾊﾞｰｽﾄ誤り 

Moodle にある資料で事前に学習し、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

でﾗﾝﾀﾞﾑ誤り、ﾊﾞｰｽﾄ誤りを調べてくる 

１２０ 

10 各種の誤り

検出符号 

ﾊﾐﾝｸﾞ距離を用いた、実際に用いら

れている符号の解説 

Moodle にある資料で事前に学習し、実際のﾊ

ﾐﾝｸﾞ距離を用いた符号を調べてくる。 

１２０ 

11 ﾊﾐﾝｸﾞ符号 組織符号の定義と例、行列を用い

た表現、ﾊﾐﾝｸﾞ符号の定義と例 

Moodleにある資料で事前に学習する。 

小テストの準備。 

９０ 

１２０ 

12 多項式と誤

り訂正符号 

符号多項式の定義と例、巡回符号

と巡回組織符号の定義と例 

Moodleにある資料で事前に学習し、巡回符 １２０ 

   号、巡回組織符号を調べてくる  

13 巡回符号のｼ

ﾝﾄﾞﾛｰﾑ 

巡回符号のｼﾝﾄﾞﾛｰﾑの定義と例、ｼﾝ

ﾄﾞﾛｰﾑを用いた誤り訂正の具体例 

Moodle にある資料で事前に学習し、ｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ

についてｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等で調べてくる。 

１２０ 

14 実装回路 巡回ﾊﾐﾝｸﾞ組織符号の符号化回路

と復号化回路 

Moodleにある資料で事前に学習する。 

巡回ﾊﾐﾝｸﾞ組織符号化回路を設計する。 

１２０ 

２４０ 

15 総まとめ ここまで学習した内容についての

ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝを実施する。 

ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝの内容を纏めmoodleへｱｯﾌﾟ １２０ 

３００ 

【テキスト】 

情報・符号理論の基礎  汐埼 陽 著、国民科学社 

【分かりやすい授業を進めるためのポイント】 

(1)理解度を上げるために演習を多く取り入れる (2)小テスト実施で理解度を把握しながら授業を進める 

【学生に対する評価の方法】 

予習復習状況＆受講態度＆課題提出状況（30%）、小テスト（30%）、期末試験（40%）で総合的な評価を行う。 

【実務経験内容】 

 ｿﾌﾄｳｪｱ研究開発、制御ｼｽﾃﾑ研究開発、人工知能ｼｽﾃﾑ研究開発（電力企業で 7年間の実務経験）  



教科番号 6665 授業科目：応用解析学 （ Applied Analysis  ） 

開講時期 前期 （ 情報電子システム）工学科 （２）年 （２）単位  担当者： 當金 一郎 

【授業の到達目標及びテーマ】 
1 年の「情報・電子基礎数理Ⅰ＆Ⅱ」で学んだ内容をより確実にするとともに、大学で学ぶ情報工学、電

子工学、電気工学の内容を「数学を通じて」理解する能力を身につける。1 年で学んだ内容を十分に理解し
ていること前提であるが、適宜復習を入れながら、毎回演習課題を出して、より実践的な能力を身につけさ
せることを目指す。 
【授業の概要】 
「電気回路」「電子回路」「情報処理」の各分野に用いられる数学を、例を用いて、より実践的に学べるよ

うにする。 具体的な例を出すと共に、演習問題を多く出し、それを課題、更には小テストを通じて自らの
「問題を解く力」として身に着けさせるようにする。 

【授業要旨】  
回数 題  目   授 業 内 容 学習課題（予習・復習） 時間 
１ ｲﾝﾄﾛﾂﾞｸｼｮﾝ 「情報・電子基礎数理」の理解

度把握テスト、繁分数式、並列
回路の合成抵抗を求める演習 

「情報・電子基礎数理」の内容（予習）。 
繁分数式、並列回路の合成抵抗の計算（演習
課題） 

60 
30 

２ 複素数と交流
回路 

複素数の定義の計算、オイラーの
定理とド・モアブルの定理、交流
回路と複素数（複素電流） 

複素数の計算方法（予習） 
複素数の表示変換、交流回路の電流、電圧の
計算（演習課題） 

30 
60 

３ 関数と方程式 
 

関数とは、陽関数、陰関数、媒
介表示、逆関数、代数方程式、
分数方程式、無理方程式 

関数の定義（予習） 
分数方程式、無理方程式の解法（演習課題） 

30 
60 

４ 行列 行列の各種演算の定義と演習、特
殊行列の定義、逆行列の定義、2
端子対定数行列 

行列の各種演算（予習） 
2端子対定数行列（Ｆパラメータ～Ｙパラメ
ータ）の計算（演習課題） 

30 
60 

５ 行列式 ２×２、３×３の行列式の計算、
余因子を用いた４×４の行列式の
計算。逆行列と行列式 

行列式の計算（予習） 
余因子を用いた４×４、５×５の行列式の計
算、逆行列の計算（演習課題） 

30 
60 

６ 並列回路と連
立方程式 

並列回路に対する連立方程式の立
式、逆行列による解法、行列式に
よる解法 

連立方程式の解法（予習）、並列回路に対す
る連立方程式の立式と逆行列を用いた解答
（クラメルの公式）（演習課題） 

30 
60 

７ 交流回路と三
角関数 

交流回路の電圧、電流の三角関数
による表現、正弦波の合成と分解、
正弦波の和、フェーザ表示 

三角関数（予習）、正弦波の和及びフェーザ
表示（演習課題） 

30 
60 

 8 
 

指数関数と対
数関数 

小テスト①、指数法則と指数関数、
対数関数、デシベルの意味、増幅
器のカスケード接続 

ここまでの内容を復習。指数関数と対数関数
（予習）、増幅器のカスケード接続（演習課
題） 

30 
60 

 9 双曲線関数 双曲線関数の定義とグラフ、カテ
リナカーブ、複素双曲線関数、長
距離送電線の電圧と電流 

双曲線関数（予習）、複素双曲線関数の関係
式、長距離送電線の電流・電圧の計算（演習
課題） 

30 
60 

10 2 次曲線と条
件 付 き に 最
大・最小 

2 次曲線の意味と係数及び係数行
列式による分類、フェーザ軌跡、
条件付き最大・最小 

図形を表す方程式（代数幾何学）（予習）、フ
ェーザ軌跡、可変抵抗の入った回路における
最大・最小問題（演習課題） 

30 
60 

11 数列・級数と電
気・電子回路 

数列と級数の定義、極限、回路
への応用 

数列と級数（予習） 
数列と級数の極限、回路への応用（演習課題） 

30 
60 

12 関数の極限と
微分計算 

関数の連続性と極限、微分の定
義と微分可能性主な関数の微分 

関数の極限と微分（予習） 
各種の式の微分（演習課題） 

30 
60 

13 微分の応用 平均値の定理、ロルの定理、接
線・法線の方程式、関数の最大・
最小、回路への応用 

微分の応用(予習) 
関数の最大・最小の回路への応用（演習課題） 

60 
120 

14 積分の概念と
計算 

小テスト②、定積分と不定積分、
置換積分、部分積分、主な不定積
分の計算、正弦波の実効値 

主な不定積分（予習） 
積分計算（不定積分、定積分）、正弦波の実
効値（演習課題） 

30 
60 

15 微分方程式 微分方程式の意味、各種解法 微分方程式（予習） 
変数分離形、1階線形微分方程式、微分演算
子、単エネルギー回路の過渡現象（演習課題） 

60 
120 

【テキスト】 
電気電子工学のための基礎数学 森武昭、大矢征 著 森北出版株式会社  ¥ 2,100  1996年３月   
【分かりやすい授業を進めるためのポイント】 
(1)理解度を上げるために演習を多く取り入れる (2)小テスト実施で理解度を把握しながら授業を進める 

【学生に対する評価の方法】 
予習復習状況＆受講態度＆課題提出状況（30%）、小テスト（30%）、期末試験（40%）で総合的な評価を行
う。 
【実務経験内容】 
 ｿﾌﾄｳｪｱ研究開発、制御ｼｽﾃﾑ研究開発、人工知能ｼｽﾃﾑ研究開発（電力企業で7年間の実務経験） 
 



 

教科番号： 1577 授業科目：システム工学（情報システム工学）（Information System Engineering） 

開講時期 前期 （情報電子システム工・機械システム工）学科（４）年（２）単位  担当者：當金 一郎 

【授業の到達目標】 

１．システム工学の基本的な概念を理解する。 

２．情報システムの構成要素とその役割を理解する。 

３．現代の情報システムの具体的な事例とその位置づけを理解する。 

４．システムの信頼性の概念を理解する。 

【授業の概要】 

前半は 3 年次に行っているソフトウェア工学の内容を踏まえて、工程管理の手法について解説する。特に工程を見積も

り、更に管理を行いながらフレキシブルに状況に対応できる手法として PERTを学ぶ。更にシステム工学において重要

な手法である「数理計画法」を講義する。後半はまず、情報ｼｽﾃﾑの JOB管理において基本となる「待ち行列」の内容を

講義する。更に「信頼性」が求められる現代のシステムにおいて、具体的な対策がどのように実現されているかを講義

する。工学におけるシステムを考える際には、いかに設計するかということが重要であり、本講義においてもこの観点

から実践的な知識を伝えることを目指す。頻繁に自宅学習用の課題を出すことで、実践的な能力を身につけさせること

を目指す。 

【授業要旨】 

回数 題  目   授 業 内 容 学習課題（予習・復習） 時間(分) 

１ システムとは システムの定義、工学システムの条件、

システムの分類、システム工学の目的 
ﾃｷｽﾄ pp.1－26を事前に読んでくる。 
一般的なｼｽﾃﾑについて調べる。 

６０ 
９０ 

２ 情報システムの

定義 
情報システムの定義と特徴、情報システ

ムの具体例とその特徴 
Moodleにある資料で事前に学習する。 
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等で情報ｼｽﾃﾑについて調べる。 

６０ 
９０ 

３ 情報システム構

築の見積り手法 

情報システムの構築過程、計画とスケジ

ュール技法、設計技法 

Moodleにある資料で事前に学習する。 

ｽｹｼﾞｭｰﾙ管理手法について調べる。 

６０ 

９０ 

４ PERT手法(1) PERT手法について解説、更に具体的な

事例を解いてみせる。 
Moodleにある資料で事前に学習する。 
出された PERTの課題を解く。 

６０ 
９０ 

５ PERT手法(2) 前回に課題としてあったものの解答、更

に演習を行う。 
Moodleにある資料で事前に学習する。 
3点見積もりについて調べる 

６０ 
１２０ 

６ PERT手法(3) 3点見積もり手法とは、３点見積手法と

PERTの組み合わせ 

Moodleにある資料で事前に学習する。 

3点見積もりの具体的問題を解く。 

６０ 

１８０ 

７ 小テスト①、数理

計画法(1) 
小テスト①、数理計画法のうち基本的な

「線形計画法」の概要 
小テストの準備。ﾃｷｽﾄ pp.27－43を事前

に読んでくる。 
９０ 

１８０ 

８ 数理計画法(2) 線形計画法の具体的な事例の講義、演習 Moodleにある資料で事前に学習する。 
線形計画法の具体的事例を調べる。 

９０ 
１２０ 

９ 数理計画法(3) 動的計画法の具体的な事例講義、演習 ﾃｷｽﾄ pp.43－52を事前に読んでくる。 
動的計画法の具体的事例を調べる。 

１２０ 
１８０ 

10 待ち行列(1) 待ち行列の定義、具体的な待ち行列の事

例 
ﾃｷｽﾄ pp.70－87を事前に読んでくる。 
待ち行列の具体的事例を調べる。 

１２０ 
１８０ 

11 待ち行列(2) 待ち行列の計算演習、窓口が複数個の場

合の計算式 
Moodle にある資料で事前に学習する。

複数窓口の計算演習。 
１２０ 
２４０ 

12 信頼性工学(1) 信頼性の意味、故障率、バスタブ曲線、 
トランザクションの管理と整合性 

ﾃｷｽﾄ pp.96-116を事前に読んでくる。 
ｲﾝﾀ-ﾈｯﾄ等で信頼性について知らべる。 

６０ 
３００ 

13 信頼性工学(2) システムの保全性とは。予防保全。 

障害発生時のデータベース修復法 

Moodleにある資料で事前に学習する。 

ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ処理に関して調べる。 

６０ 

１２０ 

14 信頼性工学(3) システムの安全性の概念、フェイルセー

フ、ﾌｰﾙﾌﾟﾙｰﾌ 
Moodleにある資料で事前に学習する。 
分散ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽに関して調べる。 

６０ 
１２０ 

15 小テスト②、総ま

とめ 
小テスト②、これまで学修した内容につ

いての総まとめ＆ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 
小テストの準備、行ったﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝの内

容を纏めmoodleへｱｯﾌﾟ 
１２０ 
２４０ 

【テキスト】 

システム工学の講義と演習 添田喬、中溝高好 著 日新出版 2004年 4月 ￥2,205 

【分かりやすい授業を進めるためのポイント】 

(1)Moodleに授業で使用するスライドを事前にあげておく (2)小テスト実施で理解度を把握しながら授業を進める 

【学生に対する評価の方法】 

予習復習状況＆受講態度＆課題提出状況（30%）、小テスト（30%）、期末試験（40%）で総合的な評価を行う。 

【実務経験内容】 

 ｿﾌﾄｳｪｱ研究開発、制御ｼｽﾃﾑ研究開発、人工知能ｼｽﾃﾑ研究開発（電力企業で 7年間の実務経験）  



教科番号 1664 
授業科目：コンピュータアーキテクチャⅠ 
                        （英名：Computer Architecture Ⅰ） 

開講時期 前期 （情報電子ｼｽﾃﾑ）工学科（２）年（２）単位  担当者：岡村 雅一 

【授業の到達目標】 
 数と文字の表現法並びに、集積回路、論理回路、論理演算回路、記憶素子、A-D・D-A 変換器等コンピュータを
構成する基本素子の動作原理、更にその応用部品である中央処理装置の、基本動作、実行の流れ、命令形式等を理
解することを到達目標とする。 

【授業の概要】 
 パソコンは身近な道具となり、一般にも普及しているが、より高度なパソコンの使用を考える技術者として、パ
ソコン等コンピュータの基礎的な概念や知識について知る必要がある。本講義ではハードウェアに主点を置き、コ
ンピュータの基礎である、数と文字の表現法、集積回路、論理回路、論理演算回路、記憶素子、A-D・D-A 変換器
につき、最新の技術を含め習得する。また、コンピュータを構成する中央処理装置の、基本動作、実行の流れ、命
令形式を学習する。コンピュータに関する総合的な技術であり、事前に十分な予習を行っておく事が必要である。 
アクティブラーニングについても積極的に取り入れて実施していく。（毎週、授業終了時に復習テスト） 

【授業要旨】 

回数 題  目   授 業 内 容 学習課題（予習・復習） 時間(分) 

１ 
コンピュータの
歴史と基盤技術 

コンピュータの歴史と基盤技術 
資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

２ 
数と文字の表現
法 

数と文字の表現法 
資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

３  少数の表現法 
資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

４ 論理回路 
プール代数、ド・モルガンの定理、論理式と真
理値表 

資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

５  組合せ論理回路の設計 
資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

６  順序回路、フリップフロップ 
資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

７ 
集積回路と論理
演算回路 

レジスタ、シフトレジスタ 
 

資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

８  カウンタ 
資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

９  
エンコーダ、デコーダ、マルチプレクサ、デマ
ルチプレクサ、比較器 

資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

10  加算回路 
資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

11 
A-D変換器とD-A

変換器 
A-D変換器と D-A変換器 

資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

12 
コンピュータの
基本構成と CPU 

CPUとバスライン、コンピュータの基本動作、
ＣＰＵの構成、コンピュータ内の信号流れ 

資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

13  命令形式 
資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

14  特殊データ転送、CPUの性能評価 
資料を読みまとめる。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

15 まとめ 
講義のまとめと総括 
 

応用範囲調査。 
授業の復習。 

６０ 
３０ 

【テキスト】 
「コンピュータ概論」 黒川和夫・半谷精一郎・見山友裕・長谷部幹夫  コロナ社 
【分かりやすい授業を進めるためのポイント】 
(1)授業の最後に纏めの小テストを実施 (2)教科書を分かりやすく纏めたノートの作成 

【成績評価基準・方法】 
 出席点 15 点、小テスト 45 点、期末試験 40 点により総合的な評価を行う。総合得点が 60 点以上を合格とする。 

【実務経験内容】 半導体事業メーカー（マイコン設計、製品企画、ソリューション開発） 

 



 

 

 

教科番号 1353 授業科目：電子デバイス工学Ⅰ ( Electron Device Engineering I ） 

開講時期 前期 （情報電子システム）工学科（3）年（2）単位  担当者：永石 初弘 

【授業の到達目標】様々な電子機器は，その機能を支えている電子デバイスの性能や信頼性に負う所が大きい．

電子デバイスを構成する半導体の基本的な性質を学んだ上で，半導体を用いた機能素子であるダイオード，トラ

ンジスタ，集積回路等の電子デバイスについて理解することを目標とする． 

【授業の概要】先ず電子デバイスの構成要素である半導体の種類・結晶構造・電子の移動，及びPN接合における

電圧・電流特性を学ぶ．次に，半導体の特性を利用して製造される接合形トランジスタや電界効果形トランジス

タの構造と動作原理，夫々の素子の電圧・電流特性について学習する． 

これらを理解した上で，ダイオード・トランジスタ・抵抗・コンデンサ等の多くの回路素子を１つの基板上に組

み込んで集積したICやLSI技術も併せて学習する． 

【授業要旨】 

回数 題  目   授 業 内 容 学習課題（予習,復習） 時間(分) 

1 オリエンテーション 

半導体(1) 

オリエンテーション 

半導体とは．    課題演習 

－ 

授業内容の復習,レポート取組み 

－ 

60 

2 

 

半導体(2) 半導体のエネルギー帯と 

キャリア,電子の有効質量． 

課題演習 

テキスト（P4～P10）の予習 

授業内容の復習,レポート取組み 

60 

60 

3 

 

半導体(3) 半導体中の電子・正孔の存在 

分布(1)．     課題演習 

テキスト（P10～P13）の予習 

授業内容の復習,レポート取組み 

60 

60 

4 

 

半導体(4) 半導体中の電子・正孔の存在 

分布(2),電子・正孔密度の温度

特性．       課題演習 

テキスト（P13～P17）の予習 

授業内容の復習,レポート取組み 

60 

60 

5 

 

半導体(5) 半導体の電気伝導,キャリアの

拡散長,ホール効果．課題演習 

テキスト（P17～P23）の予習 

授業内容の復習,レポート取組み 

60 

60 

6 

 

PN接合(1) PN接合の構造． 

課題演習 

テキスト（P25～P27）の予習 

授業内容の復習,レポート取組み 

60 

60 

7 

 

PN接合(2) PN接合の電圧・電流特性． 

課題演習 

テキスト（P27～P30）の予習 

授業内容の復習,レポート取組み 

60 

60 

8 

 

PN接合(3) PN接合の静電容量． 

課題演習 

テキスト（P31～P36）の予習 

授業内容の復習,レポート取組み 

60 

60 

9 

 

接合形トランジスタ

(1) 

接合型トランジスタの構造, 

増幅原理．     課題演習 

テキスト（P53～P56）の予習 

授業内容の復習,レポート取組み 

60 

60 

10 

 

接合形トランジスタ

(2) 

電流増幅機構,静特性． 

課題演習 

テキスト（P57～P61）の予習 

授業内容の復習,レポート取組み 

60 

60 

11 

 

FET(1) MOS構造． 

課題演習 

テキスト（P63～P65）の予習 

授業内容の復習,レポート取組み 

60 

60 

12 

 

FET(2) MOSFETの構造と増幅作用． 

課題演習 

テキスト（P65～P67）の予習 

授業内容の復習,レポート取組み 

60 

60 

13 

 

FET(3) MOSFETの増幅特性,MOSFETの 

種類,接合型FET．  課題演習 

テキスト（P67～P71）の予習 

授業内容の復習,レポート取組み 

60 

60 

14 

 

集積回路   集積回路の分類,設計,製造 

工程 

事前配布資料の予習 

授業内容の復習,レポート取組み 

60 

60 

15 まとめ まとめと総括 

課題演習とﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 

課題演習・レポートの復習 

ノート整理とまとめ 

120 

120 

【テキスト】     やさしく楽しい 電子デバイス工学   宮尾亘 著        日本理工出版会 

 

【参考書・参考資料等】電子デバイス                     梅野正義 編著          オーム社 

【成績評価基準・方法】受講態度(15％),課題演習(15％),レポート(15％),定期試験(55%)で評価を行なう． 

【実務経験内容】  半導体事業メーカー（半導体設計、開発等 



 

 

教科番号 1584 授業科目：応用電気回路 ( Advanced Electrical Circuit ) 

開講時期 前期 (情報電子システム)工学科 (2)年(2)単位 担当者：永石 初弘 

【授業の到達目標】①２端子対回路のZ/Y/F/H行列による解析法，②ひずみ波交流のフーリエ級数による表現と

交流回路への適用方法，③微分方程式による回路の過渡現象の解析方法，④ラプラス変換の諸性質とラプラス変

換による過渡現象の解析方法，⑤分布定数回路上の電圧・電流の伝搬の解析方法，を理解する事を目標とする． 

【授業の概要】受講に際して，「電気回路Ⅰ・Ⅱ」が履修済である事を前提とする． 

電気電子工学や情報通信工学にとって，電気回路は電磁気学と並ぶ大切な基幹科目である．本講義は「電気回路

Ⅰ・Ⅱ」を基礎として，電気回路解析の体系的な考え方や，実用的な観点から重要な回路解析方法を学習する． 

【授業要旨】 

回数 題目 授業内容 学習課題(予習，復習) 時間(分) 

1 

 

オリエンテーション 

電気回路における 

双対性 

オリエンテーション 

双対性,相反定理,逆回路, 

定抵抗回路．    課題演習 

 

テキスト(P1～12)の予習 

授業内容の復習,レポート取組み 

 

60 

60 

2 

 

２端子対回路の行列 

表現 

２端子対回路,Z/Y/F/H行列． 

課題演習 

テキスト(P14～30)の予習 

授業内容の復習,レポート取組み 

60 

60 

3 

 

２端子対回路の行列 

変換 

相反性と対称性，緒行列の関係， 

対称格子型回路．  課題演習 

テキスト(P30～44) の予習 

授業内容の復習,レポート取組み 

60 

60 

4 

 

２端子対回路の 

接続 

直列・並列・従属接続, 

２等分定理     課題演習 

テキスト(P46～53) の予習 

授業内容の復習,レポート取組み 

60 

60 

5 

 

フーリエ級数 ひずみ波交流,級数展開法, 

直交性,係数決定．  課題演習 

テキスト(P55～68)の予習 

授業内容の復習,レポート取組み 

60 

60 

6 

 

ひずみ波交流の諸量 実効値,ひずみ波交流の電力・ 

回路解析．     課題演習 

テキスト(P70～78) の予習 

授業内容の復習,レポート取組み 

60 

60 

7 

 

基本回路の過渡現象 定数係数線形微分方程式とその 

解法,RL/RC直列回路の過渡 

現象．       課題演習 

テキスト(P80～98) の予習 

授業内容の復習,レポート取組み 

60 

60 

8 

 

複エネルギー回路の 

過渡現象 

２階定数係数線形微分方程式の 

解法,RLC直列回路の過渡現象． 

課題演習 

テキスト(P100～111) の予習 

授業内容の復習,レポート取組み 

60 

60 

9 

 

交流回路の過渡現象 RL/RC直列回路の過渡現象． 

課題演習 

テキスト(P114～123) の予習 

授業内容の復習,レポート取組み 

60 

60 

10 

 

ラプラス(L)変換 L変換の定義,初等関数のL 

変換と公式, L逆変換,矩形関数 

のL変換．     課題演習 

テキスト(P124～135) の予習 

授業内容の復習,レポート取組み 

60 

60 

11 

 

L変換による解析 RL/RC/RLC直列回路の過渡 

現象．       課題演習 

テキスト(P136～148)の予習 

授業内容の復習,レポート取組み 

60 

60 

12 

 

分布定数回路 基礎方程式とその複素数表示, 

一般解,特性Z,伝搬定数, 

無ひずみ条件．   課題演習 

テキスト(P149～163)の予習 

授業内容の復習,レポート取組み 

60 

60 

13 

 

いろいろな伝送線路 有限長線路の境界条件・F行列 

・ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ,半無限長線路, 

無損失線路．    課題演習 

テキスト(P165～175)の予習 

授業内容の復習,レポート取組み 

60 

60 

14 

 

伝送線路における 

反射 

反射係数,定在波,定在波比． 

課題演習 

テキスト(P177～184)の予習 

授業内容の復習,レポート取組み 

60 

60 

15 まとめ まとめと総括 

課題演習とﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 

課題演習・レポートの復習 

ノート整理とまとめ 

120 

120 

【テキスト】          例題と演習で学ぶ 続・電気回路(第２版) 服藤憲司 著         森北出版 

【参考書・参考資料等】電気回路論      平山博，大附辰夫 著              電気学会 

入門電気回路(基礎編) 家村道雄，原谷直実，中原正俊，松岡剛志 著   オーム社 

【成績評価基準・方法】受講態度(15％)，課題演習(15％)，レポート(15％)，定期試験(55%)で評価を行なう． 

【実務経験内容】  半導体事業メーカー（半導体設計、開発等 



 

 

 

 

教科番号 1256 授業科目：電子回路Ⅱ ( Electronic  circuit Ⅱ ) 

開講時期 前期 
(工学部・情報電子システム)工学科(2)年(2)単位     担当者：永石 初弘 

(航空工学部・航空    )工学科(2)年(2)単位 

【授業の到達目標】「電子回路Ⅰ」に引き続き，トランジスタ基本回路を発展させた各種回路の動作を理解する

ことを目標とする． 

 

【授業の概要】受講に際して，「電子回路Ⅰ」又は「電子回路基礎」のいずれかが履修済である事を前提とする． 

「電子回路Ⅰ」（又は「電子回路基礎」）を基礎にした増幅器のバイアス回路，各種の基本的な増幅方式を中心

に取り上げる．電子回路は奥が深いのでコツコツ努力して理解を深めてもらいたい． 

【授業要旨】 

回数 題目 授業内容 学習課題(予習,復習) 時間(分) 

1 オリエンテーション 

CR結合増幅回路(1) 

オリエンテーション 

CR結合増幅回路と,低周波域で 

の利得の低下原因．  課題演習 

 

テキスト(P 91～ 95)の予習 

授業内容の復習,レポート取組み 

 

60 

60 

2 CR結合増幅回路(2) 高周波域での利得の低下原因, 

2段CR結合増幅回路．課題演習 

テキスト(P95～ 98)の予習 

授業内容の復習,レポート取組み 

60 

60 

3 負帰還増幅回路(1) 負帰還増幅回路とその原理,負 

帰還回路の基本形と実用回路． 

        課題演習 

テキスト(P127～132)の予習 

授業内容の復習,レポート取組み 

60 

60 

4 負帰還増幅回路(2) 負帰還増幅回路の特徴． 

課題演習 

テキスト(P132～137)の予習 

授業内容の復習,レポート取組み 

60 

60 

5 負帰還増幅回路(3) 簡単な負帰還増幅回路と2段CR 

結合負帰還増幅回路の増幅度． 

        課題演習 

テキスト(P137～143)の予習 

授業内容の復習,レポート取組み 

60 

60 

6 直流増幅回路(1) 直接結合増幅回路，ｵﾌｾｯﾄ電圧, 

ﾄﾞﾘﾌﾄ．       課題演習 

テキスト(P181～183)の予習 

授業内容の復習,レポート取組み 

30 

60 

7 直流増幅回路(2) 差動増幅回路の動作原理,CMRR． 

課題演習 

テキスト(183～188)の予習 

授業内容の復習,レポート取組み 

60 

60 

8 直流増幅回路(3) 差動増幅回路とOPアンプﾟ． 

課題演習 

テキスト(P188～194)の予習 

授業内容の復習,レポート取組み 

60 

60 

9 増幅器設計 ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ結果との比較及び 

ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝにより理解を深める． 

設計と,そのまとめ 

ﾃﾞｲｽｶｯｼｮﾝ内容のまとめ 

120 

60 

10 電力増幅回路(1) 電力増幅回路のﾊﾞｲｱｽ条件,A級 

電力増幅回路．    課題演習 

テキスト(P145～154)の予習 

授業内容の復習,レポート取組み 

90 

60 

11 電力増幅回路(2) B級電力増幅回路． 

課題演習 

テキスト(P154～165)の予習 

授業内容の復習,レポート取組み 

90 

60 

12 発振回路(1) 発振とその原理,発振条件, 

発振回路の分類．    課題演習 

テキスト(P215～219)の予習 

授業内容の復習,レポート取組み 

60 

60 

13 発振回路(2) LC発振回路． 

課題演習 

テキスト(P219～225)の予習 

授業内容の復習,レポート取組み 

60 

60 

14 発振回路(3) CR発振回路,水晶発振回路． 

課題演習 

テキスト(P225～234)の予習 

授業内容の復習,レポート取組み 

90 

60 

15 まとめ まとめと総括 

課題演習とﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 

課題演習・レポートの復習 

ノート整理とまとめ 

120 

120 

【テキスト】     アナログ電子回路               大類重範 著   日本理工出版会 

【参考書・参考資料等】トランジスタの基礎               奥澤熙 著    誠文堂新光社 

電子回路の基礎                 秋富勝 著 東京電気大学出版局 

【成績評価基準・方法】受講態度(15％),課題演習(15％),レポート(15％),定期試験(55%)で評価を行なう． 

【実務経験内容】  半導体事業メーカー（半導体設計、開発等 
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215581 授業科目：

前期 担当者：

【授業の到達目標】

【授業の概要】

【授業要旨】

回数 授業内容 時間(分)

30

60

30

60

30

60

30

60

30

60

30

60

30

60

60

30

30

60

30

60

30

60

30

60

30

60

30

60

120

データ探査と計算量、まとめ
配列の操作（データ探査）と計算量を計算し、
データ量が増えた場合の計算量の違いを議
論する

テキスト（P34-44)を読みまとめる
授業内容を復習する。

スタック

構造体の配列 C言語の構造体の理解とデータ構造への利用
テキスト（P32-33)を読みまとめる
授業内容を復習する。

スタックの仕組みとその操作を理解し応用例
を紹介、演習課題をグループで取り組む

テキスト（P45-51)を読みまとめる
授業内容を復習する。

3

関数と配列操作
C言語の関数の理解と配列へのデータ挿入・
削除

テキスト（P34-35)を読みまとめる
授業内容を復習する。

コンピュータプログラム
プログラム実行の仕組み、C言語のデータ型、
制御フローとアルゴリズム

テキスト（P9-24)を読みまとめる
授業内容を復習する。

配列とその応用

1

配列の仕組みと構造、データの活用（合計・平
均）

テキスト（P25-31)を読みまとめる
授業内容を復習する。2

4

アルゴリズムⅠ（Algorithms 1）教科番号

開講時期

題目

木下　和歩情報電子システム工学科　　2年　　2単位

キュー
キューの仕組みとその操作を理解し応用例を
紹介、演習課題をグループで取り組む

テキスト（P52-57)を読みまとめる
授業内容を復習する。

1回から7回までのまとめ
演習問題に取り組み、ディスカッションを行い
理解を深める

テキスト（P9-57)の復習する。

連結リストとは
連結リストの仕組みと操作を理解しC言語で
の表現

テキスト（P58-66)を読みまとめる
授業内容を復習する。

連結リストの応用
環状リスト、双方向リストなどを紹介しスタック
へ応用する。演習課題をグループで取り組む

テキスト（P67-72)を読みまとめる
授業内容を復習する。

5

6

7

8

11

9

ツリーの基礎
ツリー構造とツリーの用語やバイナリツリーと
バイナリサーチツリーの特徴や性質の解説

テキスト（P73-85)を読みまとめる
授業内容を復習する。

12 バイナリーサーチツリー　その１
バイナリサーチツリーに対する基本的な操
作、探索、挿入、削除についての解説と演習

テキスト（P86-94)を読みまとめる
授業内容を復習する。

15 まとめ データ構造のまとめ
これまでの説明資料・演習課題を
復習する。

・データ構造（配列、連結リスト、スタック／キュー、ツリー）の考え方とその操作を理解する。
・C言語の配列・ポインタ・関数・構造体を理解し、その応用として各データ構造を記述し活用する。

実用的なプログラミングには用途に合った“データ構造”の選択が不可欠である。本講義では基本的なデータ構
造として、配列、スタック、キュー、連結リスト、ツリー、ハッシュテーブル、ヒープ、グラフ等を紹介する。これらの
データ構造を応用しデータの基礎的な操作（探索、挿入、削除、整列）等について演習する。また、各データ構造
の特性や計算量の関係も解説する。演習はC言語を用いて行うので、関数・ポインタ・構造体の利用方法につい
ても詳しく解説する。本講義では、C言語の基礎を理解していることが前提である。
（注） 毎回、講義で課題を出し課題が完了しているか個々にチェックします。

学習課題（予習・復習）

13 バイナリーサーチツリー　その２
バイナリサーチツリーの特徴、操作時の計算
量について解説と演習課題をグループで取り
組む

テキスト（P95-101)を読みまとめる
授業内容を復習する。

14 ツリーの応用
マルチウェイツリーの特徴・クアッドツリーやオ
クトツリー、平衡木の仕組みと性質の理解

テキスト（P102-115)を読みまとめる
授業内容を復習する。

10

【実務経験内容】 半導体メーカー（マイコン開発・設計、海外マーケティング・市場開拓等）

【テキスト】

【参考書・参考資料等】

【成績評価基準・方法】

データ構造とプログラミング（出版社：放送大学教育振興会、著者：鈴木一史）

ノート取得・授業参加状況(10%)、演習完了数（４0%）、試験（５0%）で総合的な評価を行う。



215661 授業科目：

前期 担当者：

【授業の到達目標】

【授業の概要】

【授業要旨】

回数 授業内容 時間(分)

60

30

60

30

0

90

60

30

30

60

30

60

30

60

30

60

120

60

60

30

30

60

30

60

30

60

30

60

120

90

HTMLの基本構造 ２
head・body要素の違いとその中に入る要
素

テキスト（P79-81)を読みまとめる。
授業内容を復習する。

HTMLの基本構造 ３

HTMLエディターの使い方
HTMLエディター（Brackets）の使い方、
ファイルシステム

予習なし
Bracketsの習熟

各要素の使い方（img, リスト、表）
テキスト（P82-91)を読みまとめる。
授業内容を復習する。

3

HTMLの基本構造 1
HTMLの役割、マークアップ、タグと属性、
基本構造

テキスト（P53-69)を読みまとめる。
授業内容を復習する。

授業概要・演習目標説明
Webデザインの世界

Webデザインの歴史、表示のしくみ, 目
的、構成、構造分析

テキスト（P9-28)を読みまとめる。
授業内容を復習する。

Webサイトの設計手法

1

モックアップ、CSS/JavaScriptの役割
テキスト（P29-52)を読みまとめる。
授業内容を復習する。

WEBデザイン概論（Introduction to WEB Design）教科番号

開講時期

題目

木下　和歩情報電子システム工学科　　１ 年　　2単位

2

HTMLの基本構造 ４ 各要素の使い方（div, フォーム）
テキスト（P92-103)を読みまとめる。
授業内容を復習する。

HTMLの基本構造 ５
HTMLの動向

サブページを作成、
HTML規格動向、HTML5紹介

テキスト（P104-112)を読みまとめる。
授業内容を復習する。

9 2回～８回までのまとめ
HTML基本構造を踏まえた演習課題を作
成し隣同士で完成度をチェックする。

演習課題をじぶんなりに加工してみる。

CSSの役割１
役割、記述場所、セレクタ、スタイル優先
順位

テキスト（P113-131)を読みまとめる。
授業内容を復習する。

4

5

6

7

8

11 CSSの役割２ 色、テキストスタイル、background
テキスト（P132-151)を読みまとめる。
授業内容を復習する。

12 CSSの役割３ boxモデル,padding, margin
テキスト（P152-167)を読みまとめる。
授業内容を復習する。

15 講義のまとめ
HTML/CSSを使った課題ページを作成
し、完成度・デザインを互いにチェック

HTML/CSS演習の復習
課題作品のブラシアップ

職業としてホームページ制作を行う人を想定して、クライアントの要望に応じたホームページの制作手順・留意点
を理解する。 演習を通じてHTMLとCSSの基礎構造・使用方法を理解し、閲覧者にやさしいWebサイト構築方法を
身に着ける。

インターネットの普及によりWeb上のドキュメントを目にする機会が増えた。この講義では、WWW基礎知識、ホーム
ページが閲覧できる仕組み、Web制作のワークフローを理解する。またHTML規格の歴史的経緯、HTML・CSS・
JavaScriptの役割分担を理解し、現代流のホームページ作成方法を習得する。
（注） 毎回、講義で課題を出し課題が完了しているか個々にチェックします。

学習課題（予習・復習）

13 CSSの役割４ display, overflow, position, clear
テキスト（P168-181)を読みまとめる。
授業内容を復習する。

14 CSSの役割５
list-style, z-index,  float, cursor, 疑似ク
ラス

テキスト（P182-190）を読みまとめる。
授業内容を復習する。

10

【実務経験内容】 　半導体メーカー（マイコン開発・設計、海外マーケティング・市場開拓等）

【テキスト】

【参考書・参考資料等】

【成績評価基準・方法】

Webデザインの新しい教科書（出版社：エムディエヌコーポレーション、著者：赤間公太郎・他）

授業中に適宜配布する

課題完了数（40％）、定期試験（４０％）、出席・視聴態度（２０％）
課題提出とは、講義中に課題を出し各受講者のPC上で達成状況を確認します。



211571 授業科目：

前期 担当者：

【授業の到達目標】

【授業の概要】

【授業要旨】

回数 授業内容 時間(分)

30

60

30

60

30

60

30

60

30

60

30

60

120

60

30

60

30

60

30

60

30

60

30

60

30

60

120

60

60

120

導関数の性質Ⅱ 積・商の微分
テキスト（pp.16-19）を読みまとめる。
授業内容を復習する。

導関数の性質Ⅲ

微分係数と導関数 平均変化率、微分係数
テキスト（pp.10-11）を読みまとめる。
授業内容を復習する。

三角関数の導関数
テキスト（pp.20-22）を読みまとめる。
授業内容を復習する。

3

導関数の性質Ⅰ 導関数の定理
テキスト（pp.12-15）を読みまとめる。
授業内容を復習する。

関数とその性質 高校まで学んだ関数のまとめ
シラバスの内容を確認する。
授業内容を復習する。

関数の極限

1

極限値や収束について
テキスト（pp.1-9）を読みまとめる。
授業内容を復習する。

2

4

情報・電子基礎数理Ⅰ（Basic Mathematics for Electronics 1）教科番号

開講時期

題目

上野　仁情報電子システム工学科　　1年　　2単位

導関数の性質Ⅳ 指数関数の導関数
テキスト（pp.22-25）を読みまとめる。
授業内容を復習する。

1回～７回までのまとめ
演習問題の解答・解説とまとめにつ
いてディスカッションを行い理解を深
める。

演習問題を解き理解を深める
ディスカッションの内容をまとめる。

いろいろな関数の導関数Ⅰ 合成関数の導関数
テキスト（pp.28-30）を読みまとめる。
授業内容を復習する。

いろいろな関数の導関数Ⅱ 対数関数の導関数
テキスト（pp.31-32）を読みまとめる。
授業内容を復習する。

5

6

7

8

11

9

関数の連続Ⅰ 右側・左側極限値
テキスト（pp.38-39）を読みまとめる。
授業内容を復習する。

12 関数の連続Ⅱ 中間値の定理
テキスト（pp.40-41）を読みまとめる。
授業内容を復習する。

15 まとめ 総括と期末テスト対策。
期末試験の準備
ノートの整理とまとめ

・工学部の学生の基礎知識として必須となる、微分について学習し、各種の関数について具体的に計算できる。

関数の極限、導関数の導入、合成関数の導関数、いろいろな関数（三角関数、逆三角関数、指数関数、対数関数）の
導関数、関数の増減と極値、等につき学習する。毎回の授業の冒頭あるいは授業中に指名した学生に檀上にて例題を
解かせる。

学習課題（予習・復習）

13 関数の連続Ⅲ 関数の連続のまとめ
テキスト（pp.38-41）を読みまとめる。
授業内容を復習する。

14 8回～12回までのまとめ
演習問題の解答・解説とまとめにつ
いてディスカッションを行い理解を深
める。

演習問題を解き理解を深める。
授業内容を復習する。

10

【実務経験内容】 総合電機メーカー（OS、ハードウェア、仮想計算機技術に関する研究・製品開発等）

【テキスト】

【参考書・参考資料等】

【成績評価基準・方法】

「新微分積分Ⅰ」高橋節夫ほか5名著　大日本図書

なし

評価期末試験80%,課題提出20%により総合的に評価を行う。



215551 授業科目：

前期 情報電子システム工学科　　3年　　2単位 担当者：

【授業の到達目標】

【授業の概要】

【授業要旨】

回数 授業内容 時間(分)

30

60

30

60

30

60

30

60

30

60

30

60

30

60

30

60

60

60

30

60

30

60

30

60

30

60

30

60

30

60

・教科書(p.54-59)を読む
・授業の内容を復習する．

【実務経験内容】 総合電機メーカー（OS、ハードウェア、仮想計算機技術に関する研究・製品開発等）

プロトコル（１）
コンピュータ間で通信するためにプロトコ
ルが必要となる理由を理解する

・教科書(p.50-53)を読む
・授業の内容を復習する．

プロトコル（２）

プロトコル（３） OSI参照モデルを理解する
・教科書(p.60-69)を読む
・授業の内容を復習する．

プロトコル（４）
インターネットプロトコルの概念を理解す
る

・教科書(p.70-76)を読む
・授業の内容を復習する．

前半まとめ
第１回～第８回授業をまとめ，演習を行う．演
習の問題と回答についてディスカッションをお
こなう

・前半授業のノートを確認する
・授業の内容を復習する．

3

ネットワークの基本（２）
インターネット接続に必要となるMACアド
レスについて理解する

・教科書(p.41-50)を読む
・授業の内容を復習する．

インターネットの成り立ち（１）
ガイダンス．インターネットの成り立ちを理
解するインターネットの有用ポイントと課
題について議論する．

・インターネットについて知って
いることを書き出す．
・授業の内容を復習する．

インターネットの成り立ち（２）

1

インターネットとPCのOS（Linux）との関連
を理解する.

・教科書(p.14-30)を読む
・授業の内容を復習する．

2

4

ネットワークの基本（１）
ネットワーク接続を可能にするためのコン
ピュータハードウェアを理解する

・教科書(p.31-40)を読む
・授業の内容を復習する．

ネットワーク工学（Information Networking）教科番号

開講時期

題目

上野　仁

・教科書(p.77-95)を読む
・授業の内容を復習する．

12
インターネットプロトコルとＩＰ
アドレス（１）

世界中のコンピュータと通信するための
ＩＰプロトコルの必要性を理解する

・教科書(p.115-132)を読む
・授業の内容を復習する．

10

11 LANの通信プロトコル
CSMA/CDを基本とし，Ethernetによる通
信方式を理解する

・教科書(p.96-114)を読む
・授業の内容を復習する．

LANのハードウェア

6

7

8

9

コンピュータをネットワークに接続する
ハードウェアについて理解する

プロトコルを規定するRFCについて理解
する

15 ＴＣＰプロトコル（２）
ＴＣＰプロトコルの詳細、ポート番号の概
念について理解する

・教科書(p.165-174)を読む
・授業の内容を復習する．

コンピュータが通信をおこなうために必要となるネットワークカード、ＬＡＮケーブル接続、スイッチ・ルーターなど、
ハードウェア機器の理解から始め、その上のＴＣＰ／ＩＰプロトコルの概要を理解する。
後期の関連科目を通じて，ＩＴパスポート試験や基本情報処理試験に出題されるＬＡＮやインターネット関連の問題
が解けるレベルの知識を身につける。またネットワークを活用する上で必要となるLinuxコマンドを理解する．

教科書に基づいて、ハードウェア機器、ＴＣＰ／ＩＰプロトコルやインターネットサービス関連プロトコルに関する学習
をする。
ＰＣを利用して実際のＬＡＮの動作を確認する。ＬＡＮ関係のＯＳ機能やパケットモニタソフトを利用して学習した内
容を実際に確認することにより、理解を深める。
これらの操作をするためにWindowsやＬｉｎｕｘのコマンド演習と簡単なプログラム演習も行う．

学習課題（予習・復習）

13
インターネットプロトコルとＩＰ
アドレス（２）

ＩＰアドレス（v4，v6）について理解する
・教科書(p.133-152)を読む
・授業の内容を復習する．

14 ＴＣＰプロトコル（１）
ＴＣＰとＵＤＰの使い分けの概念を理解す
る

・教科書(p.153-164)を読む
・授業の内容を復習する．

5

【テキスト】

【参考書・参考資料等】

【成績評価基準・方法】

TCP/IPネットワーク、ステップアップラーニング，三輪賢一著，技術評論社，978-4-7741-
5471-8

・教科書の記述内容を説明し、ＰＣを用いて具体例を確認する
・理解度を確認するため、随時小テストを授業中に実施する
・中間試験40％，期末試験40％，小テストや課題等20％で評価する



215691 授業科目：

前期 担当者：

【授業の到達目標】

【授業の概要】

【授業要旨】

回数 授業内容 時間(分)

60

30

60

30

60

30

60

30

60

30

60

30

60

30

60

30

60

30

60

30

60

30

60

30

60

30

60

30

60

論理演算子
テキストを読む
授業内容を復習する

【実務経験内容】 ソフトウェア企業（ITプロフェッショナル、ポータルサイトの構築等の開発）

演算子 計算演算子
テキストを読む
授業内容を復習する

演算子  

テキストを読む
授業内容を復習する

演算子 型の変換、演算子の優先度

授業内容を復習する１回～７回までのまとめ １回～７回までのまとめ

テキストを読む
授業内容を復習する

制御文

3

基本的なプログラム 文字型と文字列
テキストを読む
授業内容を復習する

ガイダンス 学習目的
情報工学系科目のC言語の位置づけ
プログラマ記述時の約束

PCを持っている学生は開発
環境をインストする

基本的なプログラム

1

 Ｃプログラムの作成　　文字列の表示
printf関数：書式化して表示を行う関数

テキストを読む
授業内容を復習する

2

基本的なプログラム 変数と宣言 代入 初期化
テキストを読む
授業内容を復習する

Ｃ言語プログラミングⅠ（C Programming Language 1）教科番号

開講時期

題目

陳　泓情報電子システム工学科　　1年　　2単位

テキストを読む
授業内容を復習する

制御文  switch文　　break 文

12 配列とポインタ 配列と多次元配列

テキストを読む
授業内容を復習する

9

10

11 制御文 while文　　for文とwhile文

　if ～else～if～ else～ 文
　if文の　ネスト　条件演算子

4

5

6

7

8

15 前期のまとめ まとめと総括。小テストの実施 授業内容を復習する

現在広く用いられているＣ言語について,Ｃ言語プログラミングI, II 合わせて
学習すれば５０ステップ程度のプログラムが理解でき，基本的な問題につい
て,プログラムを作成ができるレベルを目指す。Ｃ言語検定３級に挑戦可能な
レベルをめざす。

コンピュータプログラム開発言語の中で広く利用されているＣ言語をＣプログラミング開発環境ソフト：
一人一台のPCを使い実習により学びます．　毎回問題に取り組み理解を深めます。復習問題としてプログラミン
グ課題を出題する。

学習課題（予習・復習）

13 配列とポインタ ポインタ
テキストを読む
授業内容を復習する

14 配列とポインタ ポインタと配列
テキストを読む
授業内容を復習する

テキストを読む
授業内容を復習する

【テキスト】

【参考書・参考資料等】

【成績評価基準・方法】

【図書名】Cの絵本 ～C言語が好きになる9つの扉～【出版社】翔泳社【ISBN】9784798150383

【図書名】例題で学ぶはじめてのC言語【出版社】ムイスリ出版【ISBN】9784896412178

授業参加状況(10%)、演習課題完了数（20%）、試験（70%）
指定された教科書を必ず購入し、持ってくること（持ってこない場合欠席とする）



215761 授業科目：

前期 情報電子システム工学科　　3年　　1単位 担当者：

【授業の到達目標】

【授業の概要】

【授業要旨】

回数 授業内容 時間(分)

60

30

60

30

60

30

60

30

60

30

60

30

60

30

60

30

60

30

60

30

60

30

60

30

60

30

60

30

60

タイマーの利用 てんとう虫チェイスアプリの作成
配布教材を読む
授業内容を復習する

GPS位置情報の利用

アニメイシヨンとプロシージャ 動くモグラアプリの作成
配布教材を読む
授業内容を復習する

マップツアーアプリの作成
配布教材を読む
授業内容を復習する

3

キャンパスタッチイベント もぐらたたきの作成
配布教材を読む
授業内容を復習する

ガイダンス
学習目的,  開発環境,
Hello Purrの作成

授業内容を復習する

キャンパスコンポーネント

1

ペイントポットアプリの作成
配布教材を読む
授業内容を復習する

2

4

モバイルコンピューティング（Mobile Computing）教科番号

開講時期

題目

陳　泓

データベースの利用 私の車はどこですかアプリの作成
配布教材を読む
授業内容を復習する

リストデータの利用 クイズアプリの作成
配布教材を読む
授業内容を復習する

録音と再生 木琴アプリの作成
配布教材を読む
授業内容を復習する

WEBデータベースの利用 クイズアプリの作成
配布教材を読む
授業内容を復習する

5

6

7

8

11

9

ブルートゥース通信 ロボットリモート制御アプリの作成
配布教材を読む
授業内容を復習する

12 総合演習 Twitterデータを取りこむアプリ
配布教材を読む
授業内容を復習する

15 課題演習3 スマートホームアプリを書く
配布教材を読む
授業内容を復習する

ビジュアルプログラミングのツールを利用し、現在広く使用されるスマートフォンアプリ開発の基本を学ぶ。
授業の目標は、下記のようなインターネット対応アプリの制作、公開まで到達すること。
 - アプリのデザインとプログラムの基本
 - Twitterのデータを取りこむと発信のアプリを書く。
 - IoTとクラウドサービスを利用して、スマートホームアプリを書く。
 - アプリの公開

ビジュアルプログラミングのツールMIT App Inventorを利用して、スマートフォンアプリの制作、公開する方法を学
ぶ。
MIT App Inventorはビジュアル、ドラッグアンドドロップのプログラミングするツールの１つ、Androidプラットフォーム
ので上でモバイルアプリを制作するツールである。MIT App Inventorを使った一人一台のPCとスマートフォンを使
い実習により学びます．　毎回問題に取り組み理解を深めます。復習問題としてプログラミング課題を出題する。
難しいコマンドの文法を覚える必要がなく、論理性の問題を解決するに集中できる。

学習課題（予習・復習）

13 課題演習1 Twitter発信アプリの制作
配布教材を読む
授業内容を復習する

14 課題演習2  IoTとクラウドサービスを利用する
配布教材を読む
授業内容を復習する

10

【実務経験内容】 ソフトウェア企業（ITプロフェッショナル、ポータルサイトの構築等の開発）

【テキスト】

【参考書・参考資料等】

【成績評価基準・方法】

なし。講義中Google Classroomを利用してに学生に資料を配信又は印刷物を配布

https://chenlab.net/ 

授業参加状況(10%)、演習課題完了数（90%）



207191 授業科目：

前期 担当者：

【授業の到達目標】

【授業の概要】

【授業要旨】

回数 授業内容 時間(分)

30

60

30

60

30

60

30

60

30

60

30

60

120

60

30

60

30

60

30

60

30

60

30

60

30

60

120

60

60

120

演習問題を解き理解を深める
ディスカッションの内容をまとめる。

【実務経験内容】　 総合電機メーカー（研究所において企業向け情報システムの研究開発等）

2進数Ⅳ シフト演算と符号拡張
テキスト（pp.45-49）を読みまとめる。
授業内容を復習する。

1回～5回までのまとめ

論理演算Ⅰ 論理演算とベン図の関係
テキスト（pp.59-67）を読みまとめる。
授業内容を復習する。

論理演算Ⅱ 論理演算によるマスク
テキスト（pp.68-79）を読みまとめる。
授業内容を復習する。

論理演算Ⅲ 論理演算による加算
テキスト（pp.80-86）を読みまとめる。
授業内容を復習する。

3

2進数Ⅲ 補数表現と小数点形式
テキスト（pp.38-44）を読みまとめる。
授業内容を復習する。

イントロダクション 講義の概要
シラバスの内容を確認する。
授業内容を復習する。

2進数Ⅰ

1

10進数と2進数の変換
テキスト（pp.23-29）を読みまとめる。
授業内容を復習する。

2

4

2進数Ⅱ 2進数と16進数の変換
テキスト（pp.30-37）を読みまとめる。
授業内容を復習する。

コンピュータ工学Ⅰ（Computer Engineering 1）教科番号

開講時期

題目

谷口　洋司情報電子システム工学科　　2年　　2単位

テキスト（pp.99-108）を読みまとめる。
授業内容を復習する。

12 データベースⅢ トランザクション処理
テキスト（pp.119-141）を読みまとめる。
授業内容を復習する。

10

11 データベースⅡ 関係データベースとＳＱＬ
テキスト（pp.109-118）を読みまとめる。
授業内容を復習する。

データベースⅠ

6

7

8

9

データベースとＥ－Ｒ図

演習問題の解答・解説とまとめについて
ディスカッションを行い理解を深める。

15 まとめ 総括と期末テスト対策。
期末試験の準備
ノートの整理とまとめ

・コンピュータのハードウエアの構造・機能および中央処理装置の構造・機能、ソフトウエアの機能・働き、情報処理技術
の基礎と理論が理解できる。
・情報処理技術者試験の基本技術者の合格レベルを目指す。

パソコンを始めとして、コンピュータは身近な存在になり、生活においてなくてはならないものとなっている。本講義では、
コンピュータシステムについての基本事項から応用事項までを、体系的に修得させる。内容は、コンピュータシステムの
構成要素、アルゴリズム、ネットワーク、情報セキュリティ等だが、コンピュータ工学Ⅰでは、情報の基礎理論（2進数、論
理演算）、アルゴリズム、技術系計算につき修得させる。

学習課題（予習・復習）

13 7回～12回までのまとめ
演習問題の解答・解説とまとめについて
ディスカッションを行い理解を深める。

演習問題を解き理解を深める。
授業内容を復習する。

14 コンピュータ工学の課題
現在のコンピュータシステムの課題につい
てディスカッションにより理解を深める。

現代のコンピュータシステムの課題を調
べノートにまとめる。
ディスカッションの内容をまとめる。

5

【テキスト】

【参考書・参考資料等】

【成績評価基準・方法】

「情報処理教科書 出るとこだけ！基本情報技術者 2020年版」矢沢久雄 著　翔泳社

授業中に適宜紹介する。

評価期末試験80%,課題提出20%により総合的に評価を行う。



 

工学部 

機械システム工学科 

 



教科番号 2911 授業科目：自動車工学Ⅰ（Automobile Engineering Ⅰ） 

開講時期 通年 （機械システム）工学科（2）年（4）単位   担当者： 板倉 朗  

【授業の到達目標】 

・自動車用ガソリンエンジンの現在の社会における位置づけを理解する。 

・ガソリンエンジンの作動方式の特徴を理解する。 

・ガソリンエンジンの性能について理解する。 

・ガソリンエンジン本体の各構成装置の機能・構造について習得する。 

【授業の概要】 

 主として、自動車用ガソリンエンジンについて、力学、熱力学、燃料、材料、プール代数、電子、電気回路等の基礎

知識と関連させつつ、理論的に講義し、必要な基礎的事項を理解させる。この際、電子制御ガソリン噴射その他の電子

制御機構については重点的に講義する。更に、理解しやすいようにするため、従来使用されていた機構から現在の機構

までを比較、対照しながら、発達の過程を説明する。さらに、小テストやディスカッションも取り入れて理解を深
めさせる。また、アクティブ・ラーニングについても実施していく。 

【授業要旨】  

回数 題  目 授 業 内 容 学習課題（予習・復習） 時 間
(分) 

１ 総 論〔自動車構
造性能〕 

自動車の歴史、自動車産業の概
況 

テキスト(P7~8)を読みまとめる。 
授業の内容を復習する。 

３０ 
６０ 

２ 総 論〔自動車構
造性能〕(2) 

自動車の分類、熱機関及び内燃
機関の分類 

テキスト(P8~9)を読みまとめる。 
小テストの準備。授業の復習をす
る。 

６０ 
６０ 

３ ガソリン・エンジ
ン（レシプロ）の作
動原理［自動車構
造性能］ 

4 サイクルエンジンの作動原
理、PV 線図、バルブタイミン
グダイヤグラム、   2 サイ
クルエンジンの作動原理、PV
線図、バルブタイミングダイヤ
グラム 

テキスト(P10~12) を読みまとめ
る。 
授業の内容を復習する。 

３０ 
６０ 

４ ガソリン・エンジン（ロ
ータリ）の作動原理［自
動車構造性能］ 

ロータリ・エンジンの作動原理
及びポートタイミングダイヤ
グラム 

テキスト(P9~10) を読みまとめ
る。授業の内容を復習する。 

３０ 
６０ 

５ 熱力学〔自動車構
造性能〕（1） 

基礎的諸問題、熱力学の法則、
完全ガスの膨張、圧縮 

テキスト (P11~12)を読みまとめ
る。 
小テストの準備。授業の復習をす
る。 

６０ 
６０ 

６ 熱力学〔自動車構
造性能〕（2） 

内燃機関の理論サイクル（定容
サイクルのみ） 

テキスト(P12~13) を読みまとめ
る。授業の内容を復習する。 

３０ 
６０ 

７ ガソリン・エンジ
ンの性能〔自動車
構造性能〕 

理論、図示及び正味熱効率、理
論及び図示平均有効圧力、図示
及び正味出力、熱勘定、出力試
験 

テキスト(P14~15) を読みまとめ
る。授業の内容を復習する。 

３０ 
６０ 

８ ガソリン・エンジ
ンの燃料及び燃焼
［ 自動 車構造 性
能］ 

ガソリンの組成、性状、オクタ
ン価、理論空燃比、各運転状態
に於ける空燃比 

テキスト(P16~17) を読みまとめ
る。授業の内容を復習する。 

３０ 
６０ 

９ ガソリン・エンジ
ンの燃料［自動車
構造性能］ 

正常燃焼、異常燃焼 テキスト(P18~20) を読みまとめ
る。授業の内容を復習する。 

３０ 
６０ 

10 排気ガス〔自動車
構造性能〕 

発生過程、有害物質発生の相関
関係、排気ガスの性状、排気ガ
ス浄化の対応策 

テキスト(P21~25) を読みまとめ
る。授業の内容を復習する。 

３０ 
６０ 

11 エンジン本体〔自
動車構造性能〕 

ピストン・コンロッド及びクラ
ンクに働く力、バルブ開閉機
構、トーション・ダンパ、バラ

テキスト(P26~27)を読みまとめ
る。 
小テストの準備。授業の復習をす

６０ 
６０ 



ンス機構、可変バルブタイミン
グ機構 

る。 

12 潤滑油及び潤滑装
置〔自動車構造性
能〕 

エンジンオイルの粘度番号、
APIサービス分類、粘度指数、
潤滑作用、オイルの循環、潤滑
装置、油圧の制御、オイルの冷
却 

テキスト(P43~45) を読みまとめ
る。授業の内容を復習する。 

３０ 
６０ 

13 冷却装置〔自動車
構造性能〕 

ウオーターポンプ、ラジエー
タ、ファンクラッチ及び電動フ
ァンの構造、作用、不凍液の組
成及び性状 

テキスト(P47~50) を読みまとめ
る。授業の内容を復習する。 

３０ 
６０ 

14 燃料装置〔自動車
構造性能〕 

キャブレータの構造及び作用 テキスト(P51~55) を読みまとめ
る。授業の内容を復習する。 

３０ 
６０ 

15 １回～６回までの
まとめ 

演習問題の解答・解説とまとめ
についてディスカッションを
行い理解を深める。 

演習問題を解き理解を深める。 
ディスカッションの内容をまとめ
る 

１２０ 
６０ 

16 燃料装置［自動車
構造性能］ 

フューエルポンプ、フューエル
フィルタ及びフューエルタン
クの構造、LP ガスの性状及び
LPガス燃料装置の構造 

テキスト(P51~55) を読みまとめ
る。授業の内容を復習する。 

３０ 
６０ 

17 電子制御式燃料噴
射装置 ［自動車構
造性能］ 

ガソリン噴射の基本概念、空気
量の検出方式、燃料噴射圧力、
ガソリン噴射の特徴 

テキスト(P105~135) を読みまと
める。授業の内容を復習する。 

３０ 
６０ 

18 電子制御式燃料噴
射装置 ［自動車構
造性能］ 

吸気系統及び燃料系統の各部
品、回路の構造・作用 

テキスト(P105~135) を読みまと
める。授業の内容を復習する。 

３０ 
６０ 

19 電子制御式燃料噴
射装置 ［自動車構
造性能］ 

制御系統の各部品、回路の構
造・作用 

テキスト(P105~135) を読みまと
める。授業の内容を復習する。 

３０ 
６０ 

20 吸排気装置［自動
車構造性能］ 

エアクリーナ、インレット及び
エキゾーストマニホールド、マ
フラ、過給器、インタクーラ、
可変吸気装置、触媒コンバータ
の構造・作用 

テキスト(P57~64) を読みまとめ
る。授業の内容を復習する。 

３０ 
６０ 

21 電気装置［自動車
構造性能］ 

半導体、ダイオードトランジス
タ、整流回路、定電圧回路、ス
イッチング回路の原理、構造、
作用 

テキスト(P65~73) を読みまとめ
る。授業の内容を復習する。 

３０ 
６０ 

22 電気装置［自動車
構造性能］ 

発振回路の原理、プール代数の
基本性質 

テキスト(P65~73) を読みまとめ
る。授業の内容を復習する。 

３０ 
６０ 

23 電気装置［自動車
構造性能］ 

論理回路、バッテリの構造 テキスト(P74~78) を読みまとめ
る。授業の内容を復習する。 

３０ 
６０ 

24 電気装置［自動車
構造性能］ 

始動装置、充電装置の構造 テキスト(P79~97) を読みまとめ
る。授業の内容を復習する。 

３０ 
６０ 

25 点火装置［自動車
構造性能］ 

放電のメカニズム、イグニッシ
ョン・コイル、ディストリビュ
ーク、ハイテンションコ－ド及
びスパークプラグの構造・作用 

テキスト (P98~103) を読みまと
める。授業の内容を復習する。 

３０ 
６０ 

26 点火装置［自動車
構造性能］ 

トランジスタ式点火装置及び
マイクロコンピュータ式点火
装置 

テキスト (P98~103) を読みまと
める。授業の内容を復習する。 

３０ 
６０ 

27 自動車の燃料［燃
料・潤滑剤］ 

燃料の製法、取扱上の注意事項 テキスト(P137~139) を読みまと
める。授業の内容を復習する。 

３０ 
６０ 



28 自動車の燃料  ［燃
料・潤滑剤］ 

ガソリンの性状、種類 テキスト(P137~139) を読みまと
める。授業の内容を復習する。 

３０ 
６０ 

29 自動車の潤滑油［燃
料・潤滑剤］ 

潤滑の目的、潤滑剤の種類・分
類 

テキスト(P137~139) を読みまと
める。授業の内容を復習する。 

３０ 
６０ 

30 まとめ まとめと総括。小テストの実施 小テストの準備。 
ノートの整理とまとめ。 

６０ 
１２０ 

【テキスト】三級自動車ガソリン・エンジン：日本自動車整備振興会連合会 
二級ガソリン自動車・エンジン編：日本自動車整備振興会連合会  燃料・潤滑油：第一工業大学各種
資料 
【参考書・参考資料等】 ガソリン・エンジン構造： 全国自動車大学校・整備専門学校協会 
【成績評価基準・方法】  
ノート取得状況＆レポート（30%）、小テスト（10%）、試験（60%）で総合的な評価を行う。 

【実務経験内容】 輸送用機器メーカー（自動車車体・部品の設計・評価等） 

 



教科番号 2913 授業科目：自動車工学Ⅲ（Automobile Engineering Ⅲ） 

開講時期 通年 （機械システム）工学科（4）年（4）単位   担当者： 板倉 朗  

【授業の到達目標】 

・ジーゼルエンジンの作動方式の特徴を理解する。 

・ジーゼルエンジンの性能について理解する。 

・ジーゼルエンジン本体の各構成装置の機能・構造について理解する。 

・ジーゼルエンジンの構成部品について各々の整備を学科の面より理解する。 

・ジーゼルエンジンの故障現象及びその原因について理解する。 

【授業の概要】 

 自動車工学 I、自動車工学Ⅱは整備を別の科目として扱うが、自動車工学Ⅲは自動車用ジーゼルエンジンについて基礎

的な理論、構造、機能および整備について講義する。特に「直接噴射式、予熱焼室式および過流室式の燃焼室の構造」

と「列型および分配型噴射ポンプ、ガバナ」などのジーゼルエンジン特有の構造、機能については重点的に講義する。

更にガソリンエンジンと対比できる事項については対比しながら説明し、ジーゼル、ガソリンともに理解を深めるよう

にする。 

【授業要旨】  

回数 題  目 授 業 内 容 学習課題（予習・復習） 時間(分) 

１ 総 論 自動車用ジーゼル・エンジンの
歴史、ジーゼル・エンジンの作
動原理、制御その他についてガ
ソリン・エンジンとの比較 

テキスト(P7~8)を読みまとめる。 
授業の内容を復習する。 

３０ 

６０ 

２ ジーゼル・エン
ジンの種類 

4サイクルと 2サイクル、副室
式と直噴式の構造と作用 

テキスト(P8~9)を読みまとめる。 
小テストの準備。授業の復習をす

る。 

６０ 

６０ 

３ ジーゼル・エン
ジンの種類と構
造 

過給エンジンと無過給エンジ
ン、空冷エンジンと水冷エンジ
ン、エンジンの構造形式 

テキスト(P10~12) を読みまとめ

る。 
授業の内容を復習する。 

３０ 

６０ 

４ ジーゼル・エン
ジンの性能 

ロータリ・エンジンの作動原理
及びポートタイミングダイヤ
グラム 

テキスト (P9~10) を読みまとめ

る。授業の内容を復習する。 
３０ 

６０ 

５ ジーゼル・エン
ジンの性能 

性能関係の定義と主要計算式、
ジーゼル機関の基本サイクル
（定圧サイクル） 

テキスト (P11~12)を読みまとめ

る。 
小テストの準備。授業の復習をす

る。 

６０ 

６０ 

６ ジーゼル・エン
ジンの性能 

熱効率、平均有効圧力、図示出
力と正味出力、エンジンの諸損
失及び熱勘定 

テキスト (P12~13) を読みまとめ

る。授業の内容を復習する。 
３０ 

６０ 

７ ジーゼル・エン
ジンの性能 

容積効率と充てん効率、空気過
剰率、エンジンの出力試験、エ
ンジンの性能曲線 

テキスト (P14~15) を読みまとめ

る。授業の内容を復習する。 
３０ 

６０ 

８ ジーゼル・エン
ジンの性能と燃
焼 

軽油の性状、セタン価、ジーゼ
ル・エンジン燃焼の概要、燃焼
過程 

テキスト(P16~17) を読みまとめ

る。授業の内容を復習する。 
３０ 

６０ 

９ ジーゼル・エン
ジンの燃焼 

直接噴射式エンジンの燃焼 テキスト(P18~20) を読みまとめ

る。授業の内容を復習する。 
３０ 

６０ 

10 ジーゼル・エン
ジンの燃焼 

予燃焼室式エンジンの燃焼 テキスト(P21~25) を読みまとめ

る。授業の内容を復習する。 
３０ 

６０ 



11 ジーゼル・エン
ジンの燃焼 

渦流室式エンジンの燃焼 テキスト (P26~27)を読みまとめ

る。 
小テストの準備。授業の復習をす

る。 

６０ 

６０ 

12 ジーゼル・エン
ジンの燃焼 

ジーゼルノック、排出ガス関係
の構造、作用 

テキスト(P43~45) を読みまとめ

る。授業の内容を復習する。 
３０ 

６０ 

13 エンジン本体 シリンダ配置、直接噴射式、予
燃焼室式及び渦流室式燃焼の
構造 

テキスト(P47~50) を読みまとめ

る。授業の内容を復習する。 
３０ 

６０ 

14 エンジン本体 シリンダブロック、シリンダラ
イナ、ピストン、ピストンリン
グ、バルブ、開閉機構、シリン
ダヘッドの構造 

テキスト(P51~55) を読みまとめ

る。授業の内容を復習する。 
３０ 

６０ 

15 １回～６回まで

のまとめ 
演習問題の解答・解説とまとめに

ついてディスカッションを行い

理解を深める。 

演習問題を解き理解を深める。 
ディスカッションの内容をまとめ

る 

１２０ 

６０ 

16 潤滑及び冷却装
置 

潤滑システムの概況、構成要
素、遠心式フィルタ、オイルク
ーラ冷却システムの概要、冷却
系の構成と機能、空冷式の構造 

テキスト(P39~47) を読みまとめ

る。授業の内容を復習する。 
３０ 

６０ 

17 燃焼装置の列型
噴射ポンプ 

列型噴射ポンプの概要、構造機
能、ポンプ本体の構造 

テキスト(P49~50) を読みまとめ

る。授業の内容を復習する。 
３０ 

６０ 

18 列型噴射ポンプ RQ型ガバナの構造、作用 テキスト(P51~52) を読みまとめ

る。授業の内容を復習する。 
３０ 

６０ 

19 列型噴射ポンプ RFD型ガバナの構造、作用 テキスト(P53~58) を読みまとめ

る。授業の内容を復習する。 
３０ 

６０ 

20 列型噴射ポンプ
の整備 

ポンプハウジング、プランジ
ヤ、デリバリーバルブ、燃焼コ
ントロール機構、ブーストコン
ペンセータの構造・作用 

テキスト(P63~70) を読みまとめ

る。授業の内容を復習する。 
３０ 

６０ 

21 列型噴射ポンプ
の調整 

噴射時期、噴射量、コントロー
ルラックのゼロ位置、フライウ
ェイトのリフト、高速制御、低
速制御及びタイマの調整 

テキスト(P63~70) を読みまとめ

る。授業の内容を復習する。 
３０ 

６０ 

22 分配型噴射ポン
プ 

概要、ドライブ・シャフト、フ
ィードポンプ、オートマティッ
ク・タイマ及びディストビュー
タヘッドの構造 

テキスト(P58~62) を読みまとめ

る。授業の内容を復習する。 
３０ 

６０ 

23 電子制御式噴射
ポンプ 

プランジャの作動、オール・ス
ピード・ガバナ、ミニマム・マ
キシマム・スピードガバナの作
動、噴射時期の調整 

テキスト(P71~88) を読みまとめ

る。授業の内容を復習する。 
３０ 

６０ 

24 電子制御式噴射
ポンプ 

列型及び分配型噴射ポンプの
構造 

テキスト(P89~94) を読みまとめ

る。授業の内容を復習する。 
３０ 

６０ 

25 電気装置 ボルテージ・レギュレ一夕の構
造及び点検 

テキスト(P103~113) を読みまと

める。授業の内容を復習する。 
３０ 



６０ 

26 電気装置 予熱装置・スタータの構造、作
用 

テキスト(P115~122) を読みまと

める。授業の内容を復習する。 
３０ 

６０ 

27 電気装置 電装品の構造及び点検 テキスト(P123~141) を読みまと

める。授業の内容を復習する。 
３０ 

６０ 

28 故障探究 ガソリン共通の事例 テキスト(P155~156) を読みまと

める。授業の内容を復習する。 
３０ 

６０ 

29 故障探究 ジーゼル特有の事例 テキスト(P157~170) を読みまと

める。授業の内容を復習する。 
３０ 

６０ 

30 まとめ まとめと総括。演習問題の実施 演習問題の準備。 
ノートの整理とまとめ。 

６０ 

１２０ 

【テキスト】 

三級自動車ジーゼル・エンジン：日本自動車整備振興会連合会 

二級ジーゼル自動車・エンジン編：日本自動車整備振興会連合会  燃料・潤滑油：第一工業大学各種

資料 

【参考書・参考資料等】  

ジーゼル・エンジン構造： 全国自動車大学校・整備専門学校協会 

【成績評価基準・方法】  

ノート取得状況＆レポート（30%）、小テスト（10%）、試験（60%）で総合的な評価を行う。 

【実務経験内容】 

輸送用機器メーカー（自動車車体・部品の設計・評価等） 

 



 

 

 

教科番号 2452 授業科目：機械加工学（ Theory of Machine Work ） 

開講時期  後期 （ 機械システム ）工学科（１）年（２）単位 担当者：杉安 幸二 

【授業の到達目標】 

 除去加工の基本となる、切削加工、研削加工の基礎的知識を身につける。その後、特殊加工、生産現場を支える 

自動加工システム、精密測定法の基礎知識も習得する。 

【授業の概要】 

各部品の加工に当たっては、材料の性質を考慮して機能を満足する表面性状を得るための加工法、生産性・経済性を考えた加工機

械,工具の選定、加工条件の設定が必要になる。また、近年の生産現場に取り入れられている自動加工システムや精密測定の基礎知識

も必要とされる。本講義では、これらの諸技術を取得することを目指す。 

【授業要旨】 

回数 題  目 授 業 内 容 学習課題（予習・復習） 時間(分) 

1 切削加工の基礎Ⅰ 除去加工とは、機械加工の分類、材料の

変形と破壊 

テキスト（Ｐ1~7）を読みまとめる。 

授業の内容を復習する。 
３０ 

６０ 

2 切削加工の基礎Ⅱ 切削加工の種類、二次元切削、三次元切

削、工具形状 

テキスト（Ｐ8~12）を読みまとめる。 

授業の内容を復習する。 
３０ 

６０ 

3 切削機構Ⅰ 切りくず生成過程、切りくず形態と分

類、切削比とせん断角、構成刃先 

テキスト（Ｐ12~20）を読みまとめる。 

授業の内容を復習する。 
６０ 

６０ 

4 切削機構Ⅱ 理論粗さと仕上げ面粗さ、切削抵抗、切

削動力 

テキスト（Ｐ20~32）を読みまとめる。 

授業の内容を復習する 
６０ 

６０ 

5 切削工具 工具材料、工具寿命、切削油剤 テキスト（Ｐ32~50）を読みまとめる。 

授業の内容を復習する。 
６０ 

６０ 

6 切削加工の実際 切削工作機械の基礎、旋削、穴あけ、フ

ライス削り、平／形削り、ブローチ 

テキスト（Ｐ52~78）を読みまとめる。 

授業の内容を復習する。 
６０ 

６０ 

7 1回～6回まで 

まとめ 

小テストの解答・解説とまとめについて

のディスカッションを行い理解を深め

る。 

小テストを解き理解を深める。 

ディスカッションの内容をまとめる。 
１２０ 

６０ 

8 砥粒加工Ⅰ 固定砥粒と遊離砥粒、砥粒加工法の分

類、研削加工の特徴、研削加工の種類 

テキスト（Ｐ79~85）を読みまとめる。 

授業の内容を復習する。 
３０ 

６０ 

9 研削砥石 砥石の３要素５因子、砥石の種類、 

砥石の表示法、砥石の自生作用 

テキスト（Ｐ85~94）を読みまとめる。 

授業の内容を復習する。  
３０ 

６０ 

10 研削理論、研削以外

の砥粒加工法 

研削比、研削抵抗、研削液とその機能、

研削加工面の性状、他の砥粒加工 

テキスト（P94~110）を読みまとめる。 

授業の内容を復習する。 
３０ 

６０ 

11 特殊加工Ⅰ 特殊加工の分類、放電加工、レーザビー

ム加工、電子ビーム加工、 

テキスト（P112~121）を読みまとめる。 

授業の内容を復習する。 
３０ 

６０ 

12 特殊加工Ⅱ ケミカルミリング、フォトエッチング、

電解加工、メカノケミカルポリッシング 

テキスト（P121~129）を読みまとめる。 

授業の内容を復習する。 
３０ 

６０ 

13 機械加工の 

自動化システム 

数値制御（ＮＣ）工作機械の構造と機能、

マシニングセンタ、ＣＡＤ、ＣＡＭ、CAE、

フレキシブル生産システム 

テキスト(P131~143）を読みまとめる。 

授業の内容を復習する。 
３０ 

６０ 

14 精密測定法 長さの機械的測定・光学的測定、角度の

測定、表面粗さの測定 

テキスト(P144~161）を読みまとめる。 

授業の内容を復習する。 
３０ 

６０ 

15 まとめ まとめと総括・主要項目まとめ テストの準備 

ノートの整理とまとめ 

６０ 

１２０ 

【テキスト】  機械製作法Ⅱ 有浦泰常 他 朝倉書店 
 

【参考書・参考資料等】   配布資料 

【学生に対する評価】 

受講態度(20%)、小テスト（10％）、試験(70%)で総合的に評価する。 

【実務経験内容】輸送用機器メーカー（自動車車体・部品の設計・技術管理等） 



 

教科番号 2559 授業科目：製図基礎（Basic Drafting） 

開講時期 前期 （ 機械システム ）工学科 （1）年 （2）単位  担当者：杉安 幸二 

【授業の到達目標】 

１ 投影法等の製図の基礎を理解したうえで、JIS機械製図のルール及び製図技法を身につけること。 

２ 機械要素設計やCADにおける製図で、ものづくりが可能な図面を支障なく書けるようになること。 

【授業の概要】 

科学技術のめざましい進歩は、我々に豊かな生活をもたらしている。技術の交流には、単に文章だけではなく、図面が必要な

ことが多い。この様な図面は万国共通の工業上の言語であるといってもよい。それゆえ、図面が技術の進歩に大きく寄与してお

り、図面の重要性ははかり知れないものがある。機械製図法の理解は機械設計製図の基本であり、他の専門科目にも深い関連性

があることを強調しながら説明し、JIS による機械製図法の基礎知識と技能を習得させる。また実例に則したアクティブラーニ

ングもその都度取り入れ実施していく。 

【授業要旨】  

回数 題  目 授 業 内 容 学習課題 （予習・復習） 時間、分 

１ 製図の意義 意義と製図の重要性、起源、設計製作 

から製品までの工程、JIS規格について 

テキストP１～10の予習 

授業の復習 練習ノート 

30分 

60分 

２ 尺度、線、文字、寸法 等 図面の様式等の基礎、線の種類、文字 

の種類、製図練習(文字、数字、線等) 

Ｐ11～21の予習 

授業の復習 練習ノート 

30分 

60分 

３ 製図機材とその使い方(1) 製図機械（トラック型）、製図器械 

定規類、図面の書き方、直線の描き方 

Ｐ193～202の予習 

授業の復習 練習ノート 

30分 

60分 

４ 製図機材とその使い方(2) 製図機械の具体的使用法 

円弧・曲線の描き方 

同上 

授業の復習 練習ノート 

30分 

60分 

５ 基礎となる図形 幾何学、立体の展開図 Ｐ23～27予習60分復習60 

授業の復習 練習ノート 

30分 

60分 

６ 図形の表し方(1) 正面図、平面図、側面図、第一角法 

第三角法投影図から立体図を画く 

Ｐ28～36予習 

授業の復習 練習ノート 

30分 

60分 

７ 図形の表し方(2) 投影図から立体図を描く練習 同上 

授業の復習 練習ノート 

30分 

60分 

８ 図形の表し方(3) 補助投影図、部分投影図、断面図 Ｐ37～50予習 

授業の復習 練習ノート 

30分 

60分 

９ 寸法記入法(1) 矢印、引出線、寸法数字の記入法 

寸法補助線、 

Ｐ51～78予習 

授業の復習 練習ノート 

30分 

60分 

10 寸法記入法(2) 公差・はめあい・幾何公差・表面粗さ 

の指示方法の概略 

Ｐ79～118予習 

授業の復習 練習ノート 

30分 

60分 

11 寸法記入法(3) 溶接記号・材料表示 

の記入法、記入上の留意事項 

Ｐ119～131予習 

授業の復習 練習ノート 

30分 

60分 

12 機械部品の図示法 おねじとめねじの用途、ねじ製図 Ｐ133～144予習  

練習ノート 

30分 

60分 

13 機械部品の製図(1) 丸棒の製図 練習ノート 90分 

14 機械部品・組立図の製図(１) 部品の製図・ボルトとナット図示法 練習ノート   90分 

15 機械部品・組立図の製図(２) 部品の製図・ボルトとナットの組立図 練習ノート 120分 

【テキスト】 

JISに基づく標準製図法 第15全訂版 大西 清著 理工学社、基礎製図練習ノート 実教出版   配布資料 

【参考書・参考資料等】 配布資料   

【学生に対する評価の方法】 基礎製図練習ノート（８０％）、受講態度（２０％）で総合的に評価する。 

【実務経験内容】輸送用機器メーカー（自動車車体・部品の設計・技術管理等） 

 



教科番号 2978 授業科目：自動車電装（Automotive  Electronics） 

開講時期 前期 （機械システム）工学科（４）年（２）単位  担当者：仮屋 孝二 

【授業の到達目標】 

二級自動車整備士技能検定試験に合格できる技能、知識の習得及び今後の自動車整備技術の高度化に対応でき

る技能を養う。 

【授業の概要】 

 電装品について、他の工業教科における機能の説明に加えて、電装品に係わる点検・整備に関して総合的、か

つ系統的に説明・理解させ、自動車の整備作業の実施に際しての実力向上を図る。  

【授業要旨】  

回数 題  目   授 業 内 容 学習課題（予習・復習） 時間(分) 

１ 電気の基礎 電流、電圧、電気抵抗、電気回

路、回路計算 

テキストを読みまとめる。 

授業の内容を復習する。 

３０ 

６０ 

２ 電気の基礎 電力、コンデンサ（充放電特

性）、電線、ヒューズ、サーキ

ットブレーカ 

テキストを読みまとめる。 

小テストの準備。授業の復習をする。 

６０ 

６０ 

３ 磁気の基礎 磁石、磁力線、電流と磁界、電

磁誘導作用 

テキスト を読みまとめる。 

授業の内容を復習する。 

３０ 

６０ 

４ 半導体の基礎 種類と特性、ダイオード、トラ

ンジスタ、サーミスタ、論理回

路 

テキストを読みまとめる。 

授業の内容を復習する。 

３０ 

６０ 

５ 光通信、計測 光ファイバ、計測器の構造（電

流・電圧・抵抗測定） 

テキストを読みまとめる。 

小テストの準備。授業の復習をする。 

６０ 

６０ 

６ モータと発電機、

バッテリ 

モータの原理、発電機の原理、バ

ッテリの構造、充放電特性、 

テキストを読みまとめる。授業の内容を

復習する。 

３０ 

６０ 

７ １回～６回まで

のまとめ 

演習問題の解答・解説とまと

めについてディスカッション

を行い理解を深める。 

演習問題を解き理解を深める。 

ディスカッションの内容をまとめる 

１２０ 

６０ 

８ 始動装置 特性、構造、作動 テキストを読みまとめる。授業の内容を

復習する。 

３０ 

６０ 

９ 点火装置 イグニッションコイル、スパーク

プラグ、各制御回路 

テキストを読みまとめる。授業の内容を

復習する。 

３０ 

６０ 

10 充電装置 整流作用、構造、発生電圧制御

回路 

テキストを読みまとめる。授業の内容を

復習する。 

３０ 

６０ 

11 計器 速度計、燃料計、水温計、油圧

計 

テキストを読みまとめる。小テストの準

備。授業の復習をする。 

６０ 

６０ 

12 ボデー電装 ワイパ、ウォッシャ、各回路構

造 

テキストを読みまとめる。授業の内容を

復習する。 

３０ 

６０ 

13 エアコンディシ

ョナ 

暖房装置、冷房装置、マニュア

ルエアコン、オートエアコン 

配布資料を読みまとめる。 

授業の内容を復習する。 

３０ 

６０ 

14 自動車用電装品 自動車用電装品の進展につい

てディスカッションを行いよ

り理解を深める。 

自動車用電装品の進展について調べ、そ

の内容をレポートにまとめる。 

ディスカッションの内容をまとめる 

１２０ 

 

６０ 

15 まとめ まとめと総括。小テストの実

施 

小テストの準備。 

ノートの整理とまとめ。 

６０ 

１２０ 

【テキスト】 電装品構造：全国自動車大学校・整備専門学校協会 

【参考書・参考資料等】 授業中に適宜配布する。 

【成績評価基準・方法】 レポート（30%）、小テスト（10%）、試験（60%）で総合的な評価を行う。 

【実務経験内容】 自動車用機器メーカー（自動車部品・電装品、金属材料等の研究開発） 

 



 

工学部 

環境エネルギー工学科 

 



教科番号 4469 授業科目
開講時期 前期 担当者：

回数 時間（分）

1
３０
６０

2
３０
６０

3
３０
６０

4
３０
６０

5
３０
６０

6
３０
６０

7
３０
６０

8
３０
６０

9
３０
６０

10
３０
６０

11
３０
６０

12
３０
６０

13
３０
６０

14
３０
６０

15
６０

１２０

【授業の要旨】

： 水環境工学（Water Environmental Enginneering ）
自然環境工学科  ３ 年  ２ 単位 高嶋 洋

【授業の到達目標】
 水循環と水質化学の基礎的事項及び上下水道に係る環境衛生工学の基礎とその重要性を理解し、実生活に生かす能力を習
得する。併せて地形勾配の意味を理解し、管路技術の基礎を習得する。
【授業の概要】
 水循環の中にある人々の暮らしを考え、その保全の重要性と水科学の基礎知識から得られる方法論を理解する。そのうえ
で社会システムとして構築された上水、下水システムを理解し、都市構築に必要な制度のあり方と個々のシステムの特性か
ら考えられる社会への適用性を考える。

題目 授業内容 学習課題（予習・復習）

水環境問題の概要 水文学と水環境問題
テキストを読んでおく。
授業の内容を復習する。

水循環と環境 水の大循環と水資源
テキストを読んでおく。
授業の内容を復習する。

〃 生体と水と人々の暮らし
テキストを読んでおく。
授業の内容を復習する。

水の基礎科学 水の基礎科学（ｐH,溶解、ppm）
テキストを読んでおく。
授業の内容を復習する。

〃 水の基礎科学（酸塩基、酸化還元電
位）

テキストを読んでおく。
授業の内容を復習する。

〃 生体に係る水と毒性
テキストを読んでおく。
授業の内容を復習する。

水質関連法と基準 水質汚濁防止法、水道法、下水道法
テキストを読んでおく。
授業の内容を復習する。

〃 水質基準と上水基準、下水道基準
テキストを読んでおく。
授業の内容を復習する。

都市と水 上水道及び下水道概論
テキストを読んでおく。
授業の内容を復習する。

〃 雨水及び管路と勾配
テキストを読んでおく。
授業の内容を復習する。

上水道システム 上水道システムの概要と計画
テキストを読んでおく。
授業の内容を復習する。

下水道システム 下水道システムの概要と計画、都市
決定

テキストを読んでおく。
授業の内容を復習する。

水処理プロセス 浄水処理と下水処理プロセス
テキストを読んでおく。
授業の内容を復習する。

集落排水と浄化槽 地域排水、集落排水と浄化槽の持続
可能性

テキストを読んでおく。
授業の内容を復習する。

まとめ これまでの講義を総括する。
演習問題に関してグループディスカッ
ションでレポートをまとめる。

【実務経験内容】 野田市環境部環境保全課及び土木部下水道課

【テキスト】 配布プリント等
【参考書・参考資料等】 （大学土木）水環境工学 松尾友矩編、田中省三ほか著 オーム社
【学生に対する評価】 試験（60％）レポート等（40％）に出席率を乗じて算定する。総合得点が60点以上を合格とする。



教科番号 4474 授業科目
開講時期 前期 担当者：

回数 時間（分）

1
３０
６０

2
３０
６０

3
３０
６０

4
３０
６０

5
３０
６０

6
３０
６０

7
３０
６０

8
３０
６０

9
３０
６０

10
３０
６０

11
３０
６０

12
３０
６０

13
３０
６０

14
３０
６０

15
６０

１２０

【実務経験内容】 環境省ダイオキシン対策室及び野田市環境部環境保全課勤務

【テキスト】 配布プリント
【参考書・参考資料等】 環境地質学から見た地球環境の諸問題 東海大学出版会
【学生に対する評価】 試験（60％）レポート等（40％）に出席率を乗じて算定する。総合得点が60点以上を合格とする。

〃 ゴミ処理とエネルギー
事前配布資料を読んでおく。
授業の内容を復習する。

まとめ これまでの講義を総括する。
演習問題に関してグループディスカッ
ションでレポートをまとめる。

廃棄物とエネルギー 廃棄物問題と埋立て
事前配布資料を読んでおく。
授業の内容を復習する。

〃 ゴミ問題と再資源化
事前配布資料を読んでおく。
授業の内容を復習する。

〃 典型七公害と環境問題
事前配布資料を読んでおく。
授業の内容を復習する。

〃 環境法令
事前配布資料を読んでおく。
授業の内容を復習する。

〃 水の大循環と人々の暮らし
事前配布資料を読んでおく。
授業の内容を復習する。

〃 資源の採掘と鉱工業
事前配布資料を読んでおく。
授業の内容を復習する。

〃 温室効果ガスと地球温暖化問題
事前配布資料を読んでおく。
授業の内容を復習する。

暮らしと環境 人類の環境課題とSDGｓ
事前配布資料を読んでおく。
授業の内容を復習する。

〃 水の大循環と炭素の循環
事前配布資料を読んでおく。
授業の内容を復習する。

〃 石油石炭の採掘と産業革命
事前配布資料を読んでおく。
授業の内容を復習する。

地球と物質循環 地球の構造と成り立ち
事前配布資料を読んでおく。
授業の内容を復習する。

〃 第四紀の気候変動と海水面
事前配布資料を読んでおく。
授業の内容を復習する。

題目 授業内容 学習課題（予習・復習）

ガイダンス 地球上の物質循環
事前配布資料を読んでおく。
授業の内容を復習する。

【授業の要旨】

： エコライフ論 （Principles of Environment ）
自然環境工学科  １ 年  ２ 単位 高嶋 洋

【授業の到達目標】
地球上の物質循環と資源の有限性を地球の成り立ちとシステムから理解し、エコロジーの本質を考える。そのうえで、人々
の暮らしの在り方について考察し、行動する意味を理解する。
【授業の概要】
 人々の暮らしや経済も含め、物質循環という観点から地球上で生起する諸現象や環境変動を捉えることで、資源の片寄り
や枯渇など現象の行く末が推測され、持続可能な暮らしのあり方に係る理解が促進される。身近な暮らしの中の利便と引き
換えにしている環境負荷の実態を科学的に理解する。



教科番号 4477 授業科目
開講時期 前期 担当者：

回数 時間（分）

1
３０
６０

2
３０
６０

3
３０
６０

4
３０
６０

5
３０
６０

6
３０
６０

7
３０
６０

8
３０
６０

9
３０
６０

10
３０
６０

11
３０
６０

12
３０
６０

13
３０
６０

14
３０
６０

15
６０

１２０

【実務経験内容】 野田市環境部環境保全課

【テキスト】 ビオトープ管理士資格試験公式テキスト 日本能率協会マネジメントセンター
【参考書・参考資料等】 適宜紹介する
【学生に対する評価】 試験（60％）レポート等（40％）に出席率を乗じて算定する。総合得点が60点以上を合格とする。

〃 環境及び生態系に係る計画
テキストを読んでおく。
授業の内容を復習する。

事例研究 これまでの講義を総括する。
演習問題に関してグループディスカッ
ションでレポートをまとめる。

〃 種の保護・保全法
テキストを読んでおく。
授業の内容を復習する。

〃 公園及び都市計画
テキストを読んでおく。
授業の内容を復習する。

環境関連法 環境法の基礎及び条約と法
テキストを読んでおく。
授業の内容を復習する。

〃 環境法令体系
テキストを読んでおく。
授業の内容を復習する。

〃 生態系サービスと暮らし
テキストを読んでおく。
授業の内容を復習する。

〃 生態系保全とSDGｓ
テキストを読んでおく。
授業の内容を復習する。

〃 土壌学の基礎
テキストを読んでおく。
授業の内容を復習する。

ビオトープ論 都市とビオトープ
テキストを読んでおく。
授業の内容を復習する。

〃 生態系を支える環境要因
テキストを読んでおく。
授業の内容を復習する。

〃 水の大循環と地形・地質
テキストを読んでおく。
授業の内容を復習する。

生態系と生態学 生態系の基本概念
テキストを読んでおく。
授業の内容を復習する。

〃 生物活動と種及び系統
テキストを読んでおく。
授業の内容を復習する。

題目 授業内容 学習課題（予習・復習）

ガイダンス ビオトープとは何か
テキストを読んでおく。
授業の内容を復習する。

【授業の要旨】

ビオトープ論 （Theory of Biotope ）
自然環境工学科  ２ 年  ２ 単位 高嶋 洋

【授業の到達目標】
 地球環境と生態系保全の中でのビオトープの位置づけと水辺・湿地・草地及び林地など地形と密接に関わる特徴を理解し
た上で、人が関わる環境での生態系の保全方法とこれによる国際的取り組みへの貢献の意義について理解する。
【授業の概要】
 基盤となる大地における生態系と地域環境の相互作用、人間活動の影響と保護、及びこれに関連する法律などを理解した
うえで、大地の成り立ちと水循環を通して生態系への配慮事項や都市構築を理解する。なお、本科目はビオトープ管理士試
験及び環境再生医の内容と合致し、その資格取得受験に役立つ。



教科番号 4470 授業科目
開講時期 前期 担当者：

回数 時間（分）

1 60
30

2 60
30

3 60
30

4 60
30

5 60
30

6 60
30

7 60
30

8 60
30

9 60
30

10 60
30

11 60
30

12 60
30

13 60
30

14 60
30

15 90

【授業の要旨】

： 環境アセスメント （Environmental assessment）
  自然環境工学科 1年 2単位 村尾 智

【授業の到達目標】
 環境アセスメントの実務について基礎的な部分を理解する。

【授業の概要】
まず、開発が引き起こす問題について学習させ、環境アセスメントの必要性を理解させる。ついで、九州大学跡地の再開発
を教材として、アセスメントの実務に触れる。必要に応じて環境調査手法や分析手法についても解説を行う。

題目 授業内容 学習課題（予習・復習）

導入 開発の影響 太陽光発電施設の問題
講義内容の復習と理解度テスト

法令 環境影響評価法（1） 環境影響評価法の制定の経緯について学習
講義内容の復習と理解度テスト

環境影響評価法（2） 環境影響評価法の内容を学習
講義内容の復習と理解度テスト

環境影響評価法（3） 第1種事業と第2種事業について学習
講義内容の復習と理解度テスト

手続き 計画段階配慮書 実例をもとに戦略的環境影響評価について理解
確認テスト

環境影響評価方法書（1） 実例をもとに方法論の決定について理解
確認テスト

環境影響評価方法書（2） 実例をもとに方法論の決定について理解
確認テスト

アセスメントの実施（1） 鳥類の調査法について学習
講義内容の復習と理解度テスト

アセスメントの実施（2） 水質調査法について学習
講義内容の復習と理解度テスト

アセスメントの実施（3） 土壌調査法について学習
講義内容の復習と理解度テスト

環境影響評価準備書 実例をもとに準備書の作成について理解
講義内容の復習と理解度テスト

環境影響評価準備書 実例をもとに準備書の作成について理解
講義内容の復習と理解度テスト

環境影響評価報告書 実例をもとに報告書の作成について理解
講義内容の復習と理解度テスト

限界 環境アセスメントの範囲
環境アセスメントとリスクアセスメントとの違いに
ついて検討
総合討論

総括 開発はいかにあるべきか 小論文作成

【実務経験内容】 国内外研究機関、、国際機関

【テキスト】 逐条解説 環境影響評価法 ぎょうせい
【参考書・参考資料等】

【学生に対する評価】 理解度テスト（または宿題・課題）に40点、期末テストに60点を配分し、さらに出席率を係数として乗ずる。



教科番号 4464 授業科目
開講時期 後期 担当者：

回数 時間（分）

1 60
30

2 60
30

3 60
30

4
30
30
30

5 60
30

6 60
30

7
30
30
30

8
30
30
30

9 60
30

10 60
30

11 60
30

12 60
30

13 60
30

14 60
30

15
30
30
30

【授業の要旨】

： 環境工学概論（Engineering and the Environment）
  自然環境工学科および建築デザイン学科 2年 2単位 村尾 智

【授業の到達目標】
鉱業についてフェアな視点で論ずる姿勢を身につける。企業の社会的責任を理解する。

【授業の概要】
鉱業を例にとり、企業活動と環境の関係を考える。まず、鉱害の実例に触れさせ、導入とする。次に鉱業の実態を、探査か
ら閉山に至るまで時系列で紹介し、その問題点を指摘する。最後に社会に対する企業の責任について論ずる。

題目 授業内容 学習課題（予習・復習）

鉱害の実例 砒素汚染 土呂久鉱山の砒素汚染について研究
講義内容の復習と理解度テスト

零細及び人力小規模金採掘
（ASGM）

海外のASGMについて研究
講義内容の復習と理解度テスト

鉱業活動の流れ 鉱床 鉱床について理解
講義内容の復習と理解度テスト

探査
専門用語解説
探査手法の学習
講義内容の復習と理解度テスト

採鉱（1） 森林伐採について研究
講義内容の復習と理解度テスト

採鉱（2） 坑道掘削とズリ
講義内容の復習と確認テスト

採鉱（3）
専門用語解説
採鉱の方法
講義内容の復習と理解度テスト

製錬と精練
製錬について学習
精練について学習
講義内容の復習と理解度テスト

ズリと尾鉱 ズリと尾鉱について事例研究
講義内容の復習と理解度テスト

酸性廃水 酸性廃水について学習
講義内容の復習と理解度テスト

鉱業と環境 製錬・精錬技術の利用 シュレッダーダストについて事例研究
確認テスト

製錬・精錬技術の利用 金属のリサイクルについて事例研究
確認テスト

鉱業と紛争 紛争ダイヤ(1) 紛争ダイヤについてDVDをもとに学習
感想文作成

紛争ダイヤ(2) キンバリープロセスについて研究
キンバリープロセスの問題点抽出

鉱業と社会 社会的責任
CSR、EITIについて学習
Due diligenceについて学習
確認テスト

【実務経験内容】 国内外研究機関、、国際機関

【テキスト】 毎回教材を配布する。
【参考書・参考資料等】 The Kimberley Process
【学生に対する評価】 理解度テスト（または宿題・課題）に40点、期末テストに60点を配分し、さらに出席率を係数として乗ずる。



教科番号 4160 授業科目
開講時期 後期 担当者：

回数 時間（分）

1
３０
６０

2
３０
６０

3
３０
６０

4
３０
６０

5
３０
６０

6
３０
６０

7
１２０
６０

8
３０
６０

9
３０
６０

10
３０
６０

11
３０
６０

12
３０
６０

13
３０
６０

14
１２０
６０

15 ９０

【授業の要旨】

： 測量学Ⅰ （英名：SurveyingーⅠ）
 自然環境工 学科 1 年 2 単位 田中 龍児

【授業の到達目標】
・測量の基礎事項を理解できる。
・距離測量・水準測量・角測量の観測方法と理論、計算が理解できる。

【授業の概要】
 測量は、地球上にあるいろいろな点の位置を決める技術であって、各点間の距離や高さ、方向を測定し、その成果を地図
として表現する技術である。測量の基礎知識（定義・用語・分類）、使用器具、測量法を重点的に講義し、演習問題により
理解を深める。測量に関する基礎事項と距離・水準・角測量といった地上測量の基本を習得する。

題目 授業内容 学習課題（予習・復習）

測量学概説（１） 測量の定義、測量の基準
「１.測量学概説」を読みまとめる。
授業の内容を復習する。

測量学概説（２） 投影、座標系
「２.測量学概説」を読みまとめる。
授業の内容を復習する。

距離測量（１） 測量で扱う距離の定義、測量器具
「２.距離測量」を読みまとめる。
授業の内容を復習する。

距離測量（２） 光波・電波を使った距離測量、距離
測量の誤差と精度

「３.距離測量」を読みまとめる。
授業の内容を復習する。

水準測量（１） 概要、必要な器械
「３.水準測量」を読みまとめる。
授業の内容を復習する。

水準測量（２） 水準測量の方法と誤差
「４.水準測量」を読みまとめる。
授業の内容を復習する。

１回～６回までのま
とめ

演習問題の解答・解説とまとめにつ
いてディスカッションを行い、理解
を深める。

演習問題を解き理解を深める。
ディスカッションの内容をまとめる

角測量（１） 概要、必要な器械
「４.角測量」を読みまとめる。
授業の内容を復習する。

角測量（２） 水平角の測定方法、観測角計算法
「４.角測量」を読みまとめる。
授業の内容を復習する。

角測量（３） 鉛直角の測定方法、観測角計算法
「５.角測量」を読みまとめる。
授業の内容を復習する。

角測量（４） トラバース測量
「６.トラバース測量」を読む。
授業の内容を復習する。

角測量（５） トラバース測量
「７.トラバース測量」を読む。
授業の内容を復習する。

面積・体積計算 面積・体積計算法
「８.面積体積」を読みまとめる。
授業の内容を復習する。

８回～１３回までの
まとめ

演習問題の解答・解説とまとめにつ
いてディスカッションを行い、理解
を深める。

演習問題を解き理解を深める。
ディスカッションの内容をまとめる

まとめ まとめと総括 測量学Ⅰのまとめ。

【実務経験内容】 政府機関（GPS測量、GIS解析、測量アプリの開発等）

【テキスト】 測量学Ⅰ 堤隆ら共著 コロナ社
【参考書・参考資料等】 公共測量作業規程の準則 日本測量協会、測量学Ⅱ 岡林巧ら コロナ社
【学生に対する評価】 定期試験（70%）、レポート(30%)に基づき総合的に評価する。



教科番号 4161 授業科目
開講時期 前期 担当者：

回数 時間（分）

1
３０
６０

2
３０
６０

3
３０
６０

4
３０
６０

5
３０
６０

6
３０
６０

7
１２０
６０

8
３０
６０

9
３０
６０

10
３０
６０

11
３０
６０

12
３０
６０

13
３０
６０

14
１２０
６０

15 ９０

【実務経験内容】 政府機関（GPS測量、GIS解析、測量アプリの開発等）

【テキスト】 測量学Ⅰ 堤隆ら共著 コロナ社、 測量学Ⅱ 岡林巧ら共著 コロナ社
【参考書・参考資料等】 公共測量作業規程の準則 日本測量協会
【学生に対する評価】 定期試験（70%）、レポート(30%)に基づき総合的に評価する。

８回～１３回までの
まとめ

演習問題の解答・解説とまとめにつ
いてディスカッションを行い、理解
を深める。

演習問題を解き理解を深める。
ディスカッションの内容をまとめる

まとめ まとめと総括 測量学Ⅱのまとめ。

写真測量（２） 空中写真の撮影
「６.写真測量」を予習する。
授業の内容を復習する。

写真測量（３）
航空レーザ測量、リモートセンシン
グ、UAV写真測量

「６.写真測量」を予習する。
授業の内容を復習する。

地形測量（３）
地理情報システム（GIS）、数値標
高モデル（DEM）

「５.地形測量」を予習する。
授業の内容を復習する。

写真測量（１） 写真測量とは、写真の性質
「６.写真測量」を予習する。
授業の内容を復習する。

地形測量（１） 平板測量一般（電子平板も含む）
「５.地形測量」を予習する。
授業の内容を復習する。

地形測量（２） TSとRTK-GNSSによる地形測量
「５.地形測量」を予習する。
授業の内容を復習する。

多角測量（２） 多角測量の計算
「２.多角測量」を予習する。
授業の内容を復習する。

１回～６回までのま
とめ

演習問題の解答・解説とまとめにつ
いてディスカッションを行い、理解
を深める。

演習問題を解き理解を深める。
ディスカッションの内容をまとめる

誤差学（４） 観測方程式による平均
「７.誤差論」を予習する。
授業の内容を復習する。

多角測量（１）
多角測量の原理、多角測量の主要機
器

測量学Ⅱ「２.多角測量」を予習する。
授業の内容を復習する。

誤差学（２） 誤差の３法則と確率曲線
「７.誤差論」を予習する。
授業の内容を復習する。

誤差学（３） 最小二乗法、誤差伝播の法則
「７.誤差論」を予習する。
授業の内容を復習する。

題目 授業内容 学習課題（予習・復習）

誤差学（１） 誤差の取り扱い方、誤差の種類
測量学Ⅰ「７.誤差論」を予習する。
授業の内容を復習する。

【授業の要旨】

： 測量学Ⅱ （英名：SurveyingーⅡ）
 自然環境工 学科 2 年 2 単位 田中 龍児

【授業の到達目標】
・測量技術を幅広く応用するために必要な、最小二乗法の理解と観測方程式による計算法を習得する。
・地形測量、写真測量そして地図編集といった測量技術全般を習得する。

【授業の概要】
 テキストの解説だけでなく実務に応用できるように、演習問題を解くことにより理解させる。また、測量実習に必要な事
項も含める。



 

工学部 

建築デザイン学科 



 

教科番号 5365 授業科目：工学デザイン基礎Ⅰ (Engineering Basic DesignⅠ） 

実施期間 前期 建築デザイン学科（１）年（２）単位        担当者：堀口 譲司 

【授業の到達目標】 

・デザインは、社会において、暮らしやより良い人間関係の構築の手助けになる活動として理解されています。また、デザイン

という言葉には、計画、意図、構想、創造、設計、図案、意匠など幅広い意味があり、その様々なデザイン手法を知り、理解を

深めます。 

・最初の目標として、創造や発想する為のアイディアやヒント得る手法を知り、理解を深めていきます。 

【授業の概要】 

演習（ワークショップ）によってデザインの基本概念を理解し、手法を修得していきます。演習課題の発表やディスカッショ

ンを行い、理解を深め、さらに、アクティブラーニングも実施し、デザインの為の情報収集や分析の能力の基礎を学び

ます。 

【授業要旨】  

回数 題  目 授 業 内 容 学習課題（予習・復習） 時間(分) 

１ オリエンテーショ

ン,WS01 

最近のデザイントレンド 

立体の表現 WS01：陰影 

デザイントレンドを読みまとめる。 

授業の内容を復習する。 

６０ 

３０ 

２ 意匠と図案01       

WS02、 

WS03 

建築デザインと色彩01 

WS02:平面分割 

WS03: ﾃｨｰﾊﾟｯｸのﾃﾞｻﾞｲﾝ 

資料を読みまとめ＋WS。 

授業の内容を復習する。 

 

７０ 

２０ 

３ 意匠と図案02 

WS03:発表 

プロダクトと色彩 

WS発表とﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 01（意匠） 

発表、聴講することにより理解を深め

る。発表資料をまとめる。 

７０ 

２０ 

４ 意匠と図案03 

WS04 

インテリアと色彩 01 

WS04:平面構成 1 

資料を読みまとめ＋WS。 

授業の内容を復習する。 

７０ 

２０ 

５ 意匠と図案04 

WS04 

建築デザインと色彩02感覚 

WS04:平面構成 2 

資料を読みまとめ＋WS。 

授業の内容を復習する。 

７０ 

２０ 

６ テーマと構成01 

WS05 

デザイン構成：静と動 

WS05:平面構成 3 

資料を読みまとめ＋WS。 

授業の内容を復習する。 

７０ 

２０ 

７ テーマと構成02 

WS05：発表 

平面構成 WS 発表とﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ

02(構成について) 、WS06 

発表し、聴講することにより理解を深め

る。発表資料をまとめる。 

６０  

３０ 

８ ﾃｰﾏと意匠 01 

WS06 WS07 

イメージと形態（書体）01 

判子と文字ハード＆ソフト 

資料を読みまとめ＋WS。 

授業の内容を復習する。 

７０ 

２０ 

９ ﾃｰﾏと意匠 02 

WS08 

情報収集と具現化    

WS08：形態からパターン化 

資料を読みまとめ＋WS。 

授業の内容を復習する。 

３０ 

６０ 

10 ﾃｰﾏと意匠 03 

WS09 

イメージと形態 02 

３次元の平面構成 

資料を読みまとめ＋WS。 

授業の内容を復習する。 

３０ 

６０ 

11 ﾃｰﾏと意匠 04 

WS10-1 

２次元と３次元の関係 01 

WS:立体の組み合わせ 1 

資料を読みまとめ＋WS。 

授業の内容を復習する。 

６０ 

６０ 

12 ﾃｰﾏと意匠 05 

WS10-2 

２次元と３次元の関係 02 

WS:立体の組み合わせ 2 

資料を読みまとめ＋WS。 

授業の内容を復習する。 

３０ 

６０ 

13 ﾃｰﾏと意匠 06 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ WS11-1 

３次元の組み合わせ 01 

WS:1ルームの計画(その 1) 

資料を読みまとめ＋WS。 

授業の内容を復習する。 

３０ 

６０ 

14 ﾃｰﾏと意匠 05 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ WS11-2 

３次元の組み合わせ 02 

WS:1ルームの計画(その 2) 

資料を読みまとめ＋WS。 

基礎知識の試験対策その１ 

３０ 

６０ 

15 まとめ 

DesignThinking 

WS:発表とﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 

基礎知識の総括 

基礎知識の試験対策その２ 

総括 

３０ 

６０ 

【テキスト】プリント 

【参考書・参考資料等】 授業中にプリントを適宜、配布。 

【成績評価基準・方法】WS演習課題＆レポート（50%）、試験（50%）、授業態度等で、総合的な評価を行う。 



教科番号 5263 授業科目：建築計画Ⅱ（Public Facility Design ） 

開講時期 前期 （建築デザイン）学科（2）年（2）単位  担当者： 堀口 譲司 

【授業の到達目標】 

・公共施設に求められる基本的な機能を理解し、建築計画として具体的にまとめる力を修得する。 

 ２年次後期以降のインテリア建築都市デザイン演習の企画・エスキースに応用できる能力を養成する。 

【授業の概要】 

・教育、文化、福祉等の目的で建設される公共施設は、多くの人々が訪れ利用される。それ故に 

公共施設には、快適性・利便性・安全性やユニバーサルデザイン等の様々な機能が要求される。 

建築士試験に頻出されるこれらの要求機能に対する知識を深め、応用する能力をプランニングの演習を通じて高めるとともに、

互いにプラニング内容を評価し合うアクティブラーニングを実施する。 

【授業要旨】  

回数 題  目 授 業 内 容 学習課題（予習・復習） 時間(分) 

１ 幼稚園・保育園 授業方針について 

計画概要、ブロックプラン、各

室計画 

 

 

幼稚園プラニング課題 

 

 

240 

２ 同上プラニング

演習 1 

自宅で作成した作品説明と 

相互評価、個別ＤＲ 

 

幼稚園建築士過去問題 

 

90 

３ 図書館 計画概要、ブロックプラン、各

部計画 

 

図書館プラニング課題 

 

240 

４ 同上プラニング

演習 2 

自宅で作成した作品説明と 

相互評価、個別ＤＲ 

 

図書館建築士過去問題 

 

90 

５ 博物館・美術館 展示施設の種類と目的、ブロッ

クプラン、各部計画 

 

美術館プラニング課題 

 

240 

６ 同上プラニング

演習 3 

自宅で作成した作品説明と 

相互評価、個別ＤＲ 

 

美術館建築士過去問題 

 

90 

７ バリアフリー 

新法 

バリアフリー新法と、対象建築

物・特定施設について 

 

公衆トイレプラニング課題 

 

240 

８ 同上プラニング

演習 4 

自宅で作成した作品説明と 

相互評価、個別ＤＲ 

 

バリアフリー建築士過去問題 

 

90 

９ 学校 教育方法と建築計画、基準法

規、各部計画 

 

学校プラニング課題 

 

240 

10 同上プラニング

演習 5 

自宅で作成した作品説明と 

相互評価、個別ＤＲ 

 

学校建築士過去問題 

 

90 

11 介護福祉施設 施設の概要、ブロックプラン、

各部計画 

 

グループホームプラニング課題 

 

240 

12 同上プラニング

演習 6 

自宅で作成した作品説明と 

相互評価、個別ＤＲ 

 

グループホーム建築士過去問題 

 

90 

13 業務施設 

（事務所） 

事務所の種類、細部計画  

事務所プラニング課題 

 

240 

14 同上プラニング

演習 7 

自宅で作成した作品説明と 

相互評価、個別ＤＲ 

 

事務所建築士過去問題 

 

90 

15 理解度確認 

演習と討議 

授業で学んだ計画手法の理解

度確認、演習問題等 

  

【テキスト】 ：コンパクト建築設計資料集成  日本建築学会編  丸善 

【参考書・参考資料等】 授業中に適宜配布する。 

【成績評価基準・方法】授業発表での積極性(20％)、プラニング7課題(70％)、過去問演習(10％)をもとに総合評価 

【実務経験内容】総合建設業（建築設計、デザイン、企画等） 

 



教科番号 5582 
授業科目：インテリア建築都市デザイン演習Ⅱ 

（Interior and Architecture, Urban Design II） 

実施期間 前期 建築デザイン学科（2）年（２）単位   担当者： 堀口 譲司 

【授業の到達目標】 

インテリア・建築・都市の各分野の計画における基礎的な知識の理解と設計への応用。 

企画・設計のプロセスの構築。テーマに則した情報と資料の収集と調査を通した周辺環境と対象への理解。明確な分

析力を養い、魅力あるインテリア・建築・都市空間への提案力を養う。設計意図を適切に伝える図面や模型の製作、

およびプレゼンテーションなどの表現方法の習得。 

【授業の概要】 

本講義では、住宅の設計に取り組みます。テーマやプログラム、敷地などの与条件を読み解き、各自が考える建築

や空間のイメージを図面や模型を使って具体的に表現します。毎回のエスキスを通して内容について議論し、修正

を加えながら完成を目指し、設計した内容を的確に説明する方法も学びます。課題内容は、講義で提示します。 

【授業要旨】  

回数 題  目 授 業 内 容 学習課題（予習・復習） 時間(分) 

１ ガイダンス／ 

設計課題 1 

課題出題（戸建て住宅、構造形式は

任意とし選択理由を説明） 

資料（課題内容）を読みまとめる。 

類似事例の参照。 

授業の内容を復習する。 

６０ 

３０ 

２ 設計課題 1 住宅の単位空間の設計１ エスキス作成とその準備。 

授業の内容を復習する。 

７０ 

２０ 

３ 設計課題 1 住宅の単位空間の設計２ エスキス作成とその準備。 

授業の内容を復習する。 

７０ 

２０ 

４ 設計課題 1 住宅作品の分析１（テーマ、立地、

間取り、構造など） 

エスキス作成とその準備。 

授業の内容を復習する。 

７０ 

２０ 

５ 設計課題 1 住宅作品の分析 2（テーマ、立地、

間取り、構造など） 

エスキス作成と発表準備。 

授業の内容を復習する。 

７０ 

２０ 

６ 設計課題 1 住宅作品の分析 3（テーマ、立地、

間取り、構造など） 

エスキス作成と発表準備。 

授業の内容を復習する。 

７０ 

２０ 

７ 設計課題 1 敷地調査 敷地調査報告、聴講することにより理解

を深める。エスキス作成とその準備。授

業の内容を復習する。 

６０  

３０ 

８ 設計課題 1 戸建て住宅の設計１ エスキス作成と発表準備。 

授業の内容を復習する。 

７０ 

２０ 

９ 設計課題 1 戸建て住宅の設計 2 エスキス作成と発表準備。 

授業の内容を復習する。 

７０ 

２０ 

10 設計課題 1 戸建て住宅の設計 3 エスキス作成と発表準備。 

授業の内容を復習する。 

７０ 

２０ 

11 設計課題 1 中間講評会 資料をまとめ発表準備。 

発表、議論の内容まとめる。 

６０ 

６０ 

12 設計課題 1 戸建て住宅の設計 4 エスキス作成とその準備。 

授業の内容を復習する。 

７０ 

２０ 

13 設計課題 1 戸建て住宅の設計 5 エスキス作成とその準備。 

授業の内容を復習する。 

７０ 

２０ 

14 設計課題 1 戸建て住宅の設計 6 エスキス作成とその準備。 

授業の内容を復習する。 

７０ 

２０ 

15 設計課題 1 講評会 

各自が提案について説明。各案につ

いて議論し、理解を深める。 

資料をまとめ発表準備。 

発表、議論の内容まとめる。 

２０ 

７０ 

【テキスト】「コンパクト建築設計資料集成」（日本建築学会編）：丸善 

【参考書・参考資料等】 授業中にプリントを適宜、配布。 

【授業を理解するためのポイント】多くの具体的な事例を参照する。事例に触れる機会を多く設ける。 

【成績評価基準・方法】受講態度(20％)、成果物（50%）、発表（30%）で総合的に評価する。 

【実務経験内容】総合建設業（建築設計、建築計画等） 



教科番号 5584 
授業科目：インテリア建築都市デザイン演習 IV 
（Interior and Architecture, Urban Design IV） 

実施期間 前期 建築デザイン学科（３）年（２）単位   担当者： 堀口 譲司 

【授業の到達目標】 
インテリア・建築・都市の各分野の計画における基礎的な知識の理解と設計への応用。 
企画・設計のプロセスの構築。テーマに則した情報と資料の収集と調査を通した周辺環境と対象への理解。明確な
分析力を養い、魅力あるインテリア・建築・都市空間への提案力を養う。設計意図を適切に伝える図面や模型の製
作、およびプレゼンテーションなどの表現方法の習得。 

【授業の概要】 
建築コースでは、機能が複雑で公共性の高い中規模施設の設計に取り組みます。 
インテリアコースでは、商業施設（インショップ物販店舗、郊外型飲食店舗）の設計に取り組みます。 
テーマやプログラム、敷地などの与条件を読み解き、各自が考えるインテリアや建築のイメージを図面や模型を使
って具体的に表現します。毎回のエスキスを通して内容について議論し、修正を加えながら完成を目指し、設計し
た内容を的確に説明する方法も学びます。課題内容は、講義で提示します。 

【授業要旨】  

回数 題  目 授 業 内 容 学習課題（予習・復習） 時間(分) 

１ ガイダンス 
設計課題1 

課題出題，敷地調査 課題内容を読みまとめる。類似事例の参
照。敷地調査報告、聴講することにより理
解を深める。授業の内容を復習する。 

６０ 
３０ 

２ 設計課題1 建：小学校の設計1 
イ：商業施設Aの設計１ 

エスキス作成とその準備。 
授業の内容を復習する。 

７０ 
２０ 

３ 設計課題1 
 

建：小学校の設計2 
イ：商業施設Aの設計2 

エスキス作成とその準備。 
授業の内容を復習する。 

７０ 
２０ 

４ 設計課題1 
 

中間講評会 
各自が提案について説明。各案に
ついて議論し、理解を深める。 

資料をまとめ発表準備。 
発表、議論の内容まとめる。 

７０ 
２０ 

５ 設計課題1 
 

建：小学校の設計3 
イ：商業施設Aの設計3 

エスキス作成とその準備。 
授業の内容を復習する。 

７０ 
２０ 

６ 設計課題１ 
 

建：小学校の設計4 
イ：商業施設Aの設計4 

エスキス作成とその準備。 
授業の内容を復習する。 

７０ 
２０ 

７ 設計課題１ 講評会 
各自が提案について説明。各案に
ついて議論し、理解を深める。 

資料をまとめ発表準備。 
発表、議論の内容まとめる。 

７０ 
２０ 

８ 設計課題２ 
 

課題出題，敷地調査 課題内容を読みまとめる。類似事例の参
照。敷地調査報告、聴講することにより理
解を深める。 
授業の内容を復習する。 

７０ 
２０ 

９ 設計課題2 
 

建：美術館の設計1 
イ：商業施設Bの設計１ 

エスキス作成とその準備。 
授業の内容を復習する。 

７０ 
２０ 

10 設計課題2 建：美術館の設計2 
イ：商業施設Bの設計2 

エスキス作成とその準備。 
授業の内容を復習する。 

７０ 
２０ 

11 設計課題2 建：美術館の設計3 
イ：商業施設Bの設計3 

エスキス作成とその準備。 
授業の内容を復習する。 

７０ 
２０ 

12 設計課題2 中間講評会 
各自が提案について説明。各案に
ついて議論し、理解を深める。 

資料をまとめ発表準備。 
発表、議論の内容まとめる。 

７０ 
２０ 

13 設計課題2 建：美術館の設計4 
イ：商業施設Bの設計4 

エスキス作成とその準備。 
授業の内容を復習する。 

７０ 
２０ 

14 設計課題2 建：美術館の設計5 
イ：商業施設Bの設計5 

エスキス作成とその準備。 
授業の内容を復習する。 

７０ 
２０ 

15 設計課題2 講評会 
各自が提案について説明。各案に
ついて議論し、理解を深める。 

資料をまとめ発表準備。 
発表、議論の内容まとめる。 

７０ 
２０ 

【テキスト】「コンパクト建築設計資料集成」（日本建築学会編）：丸善 

【参考書・参考資料等】 授業中にプリントを適宜、配布。 
【授業を理解するためのポイント】多くの具体的な事例を参照する。建築に触れる機会を多く設ける。 

【成績評価基準・方法】受講態度(20％)、成果物（50%）、発表（30%）で総合的に評価する。 

【実務経験内容】総合建設業（建築設計、建築計画等） 

 



教科番号 5375 授業科目：RC構造（Design of Reinforced Concrete Structure） 

開講時期 前期 （建築デザイン）学科（３）年（２）単位   担当者：那花　弘行 

【授業の到達目標】 

鉄筋コンクリート(RC)造建物の「耐震設計」を進める上で基礎となる使用限界状態（許容応力度設計）と終局限

界状態（終局強度設計体系）の各理論を取得する。「演習・解説」を繰返すことで部材の曲げ終局強度理論と架構

の保有水平耐力の算定手法を理解せしめる。さらに、ディスカッションを行い応用的な問題についても対応でき

るように理解せしめる。 

【授業の概要】 

RC架構の耐震安全性理論の取得を目的とする。先ず、許容曲げ応力度理論に続いて終局曲げ強度理論を講義し、

両者はと同一の釣合式から導かれることを理解せしめる。次いで、架構の保有水平耐力の求め方とこの時のメカ

ニズム時せん断力に対するせん断設計法を講義し、必要保有水平耐力との対比（保有水平耐力＞必要保有水平耐

力）によって耐震設計が行われることを解説する。 

【授業要旨】 

回数 題  目 授 業 内 容 学習課題（予習・復習） 時間(分) 

１ 
RC構造の基礎知

識 

RC 構造の特徴、法的設計体

系、RC規準 

テキスト(P1~14)を読みまとめる。 

授業の内容を復習する。 

３０ 

６０ 

２ 
許容応力度およ

び設計用応力 

材料の許容応力度、荷重外力、

架構の設計用応力 

テキスト(P15~20)を読みまとめる。 

授業の内容を復習する。 

３０ 

６０ 

３ 
梁の設計(1) 曲げを受ける梁の特性および

許容耐力式の誘導 

テキスト(P23~28) を読みまとめる。 

授業の内容を復習する。 

３０ 

６０ 

４ 
梁の設計(2) 梁の断面算定方法および演習 テキスト(P28~34) を読みまとめる。 

授業の内容を復習する。 

３０ 

６０ 

５ 
柱の設計(1) 軸力と曲げを受ける柱の特性

および許容耐力式の誘導 

テキスト(P37~42)を読みまとめる。 

授業の内容を復習する。 

３０ 

６０ 

６ 
柱の設計(2) 柱の断面算定方法および演習 テキスト(P42~46) を読みまとめる。 

授業の内容を復習する。 

３０ 

６０ 

７ 

１回～６回まで

のまとめ 

演習問題の解説を行い、梁・柱

の許容設計についてディスカ

ッションを行う。 

演習問題の解答を調べておき、解説にて

理解を深める。 

ディスカッションの内容をまとめる 

６０ 

６０ 

８ 
スラブの設計 設計用応力の算定、断面算定方

法および演習 

テキスト(P63~69) を読みまとめる。 

授業の内容を復習する。 

３０ 

６０ 

９ 
せん断を受ける

梁･柱の設計(1) 

せん断破壊と抵抗機構、梁・柱

の設計用せん断力 

テキスト(P49~53) を読みまとめる。 

授業の内容を復習する。 

３０ 

６０ 

10 
せん断を受ける

梁･柱の設計(2) 

梁・柱の保証設計および演習 テキスト(P53~57) を読みまとめる。 

授業の内容を復習する。 

３０ 

６０ 

11 
耐震安全性の検

討(1) 

耐震設計体系、地震被害例、保

有水平耐力計算 

テキスト(P111~131)を読みまとめる。

授業の内容を復習する。 

３０ 

６０ 

12 
耐震安全性の検

討(2) 

梁・柱の曲げ終局強度、崩壊メ

カニズム 

テキスト(P111~131) を読みまとめる。

授業の内容を復習する。 

３０ 

６０ 

13 
耐震安全性の検

討(3) 

部材・架構の構造特性および保

有水平耐力の演習 

テキスト(P111~131) を読みまとめる。

授業の内容を復習する。 

３０ 

６０ 

14 

８回～13 回まで

のまとめ 

演習の解説および地震時に求

められる構造性能についてデ

ィスカッションを行う 

耐震安全性を確保するために必要な項

目について調べておく。 

ディスカッションの内容をまとめる 

６０ 

６０ 

15 
まとめ 構造規定、RC構造の特徴のま

とめ 

毎回配布されたプリントの再読。 

ノートの整理とまとめ。 

３０ 

６０ 

【テキスト】 佐藤立美他：RC規準による鉄筋コンクリートの構造設計【改定版】，鹿島出版会 

毎回配布するプリント 

【参考書・参考資料等】 日本建築学会：鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説，2010， 

【成績評価基準・方法】 

ノート取得状況・受講態度(20％)，レポート(20％)，試験(60％)で総合的に評価する。 

【実務経験内容】総合建設業（実施設計、生産設計、施工管理） 



教科番号 5163 授業科目

開講時期 前期 担当者：

回数 時間（分）

1
３０

６０

2
３０

６０

3
３０

６０

4
３０

６０

5
３０

６０

6
３０

６０

7
３０

６０

8
３０

６０

9
３０

６０

10
３０

６０

11
３０

６０

12
３０

６０

13
３０

６０

14
３０

６０

15
３０

６０

【実務経験内容】 総合建設業（実施設計、生産設計、施工管理）

【テキスト】 図解　やさしい建築施工　：学芸出版社

【参考書・参考資料等】 施工がわかるイラスト建築生産入門　　：一般社団法人　日本建設業連合会編

【学生に対する評価】 出席点　40％　期末試験60%により評価

工程管理
工程表の種類、進度管理、ネット

ワーク工程の概要

配布プリントの熟読および整理

講義内容の復習

環境管理
建設業と環境問題、環境保全活動、

ISO14001

配布プリントの熟読および整理

講義内容の復習

品質管理
施工管理とは、品質管理の考え方、

検査・試験、ISO9001

配布プリントの熟読および整理

講義内容の復習

安全管理
労働災害の分類、建設業の現状、事

業者責任

配布プリントの熟読および整理

講義内容の復習

準躯体工事
ALC・成型セメント板、カーテン

ウォール、PCa板

配布プリントの熟読および整理

講義内容の復習

仕上げ工事 内部仕上げ、外部仕上げ
配布プリントの熟読および整理

講義内容の復習

コンクリート工事
発注・受入れ、ポンプ圧送、打込

み・締め固め、管理事項

配布プリントの熟読および整理

講義内容の復習

鉄骨工事
鉄骨工事の流れ、各種接合、建て

方、耐火被覆、演習

配布プリントの熟読および整理

講義内容の復習

鉄筋工事
材料の管理、配筋の基準、加工・組

立、検査、管理事項

配布プリントの熟読および整理

講義内容の復習

型枠工事
材料、加工・組立、構造計算、存置

期間、管理事項

配布プリントの熟読および整理

講義内容の復習

土工事・山留め工事
根切り、山留め、支保工、地下水処

理、管理事項、埋戻し工事

配布プリントの熟読および整理

講義内容の復習

地業工事
地業とは、地業の分類、杭基礎の種

類・施工方法・管理事項

配布プリントの熟読および整理

講義内容の復習

木工事（戸建住宅）
軸組工法・枠組壁工法の特徴、施工

手順

配布プリントの熟読および整理

講義内容の復習

地盤調査・仮設工事
調査、土質試験、仮設工事、安全防

護施設

配布プリントの熟読および整理

講義内容の復習

題目 授業内容 学習課題（予習・復習）

オリエンテーション
建設業界の2015年度の実績、施工、

建築生産者の相互関係

建設系ニュースの調査・整理

講義内容の復習

【授業の要旨】

：　建築施工　（　Building Construction　）

   建築デザイン学科　　３　年　２　単位 森　元一

【授業の到達目標】

契約段階から竣工・引渡しまでに行われる各工事の作業順序、管理事項の概略を理解する。また、総合建設業の現場管理技

術者が日常行っている施工管理業務（施工計画の作成および実施）の概要を理解する。

【授業の概要】

建築工事現場で建物を構築する順序に従って個々の施工技術について学習する。施工する上で重要なポイントとなる地盤に

関する事項や構造体工事についての具体的技術、手法を重点に学習する。理解を確実にするため重要項目については、演習

問題に取り組み理解を深める。



教科番号 5302 授業科目

開講時期 前期 担当者：

回数 時間（分）

1
６０

３０

2
３０

６０

3
６０

３０

4
６０

３０

5
６０

３０

6
３０

６０

7
３０

６０

8
６０

３０

9
３０

６０

10
６０

３０

11
６０

３０

12
６０

３０

13
６０

３０

14
３０

６０

15
３０

６０

【授業の要旨】

：　VR特論　（　Virtual realit Engineering　）

   建築デザイン学科　　４　年　２　単位 森　元一

【授業の到達目標】

VR(バーチャルリアリティ)技術により何ができるのか、どう応用していくのか、最新の情報や，技術を知り実際の活用への

基礎知識を得る。BIMとVRの関係を明確にして今後の活用の展望を理解する。

【授業の概要】

VR とBIMの関係を説明　　　VR とBIM活用事例の紹介

VRの基礎知識の習得、社会での利用実例の紹介、今後のBIMとVRの可能性の紹介

題目 授業内容 学習課題（予習・復習）

オリエンテーション
概要説明、研修の諸注意

建築業界での活用事例の紹介

配付資料の熟読および整理

講義内容の復習

BIMとVR の違い BIMとVRの概略説明
配付資料の熟読および整理

講義内容の復習

VRと五感の科学 立体を把握する感覚
配付資料の熟読および整理

講義内容の復習

BIMの活用事例
BIMの設計での活用事例、現場での活

用事例、海外での活用事例紹介

配付資料の熟読および整理

講義内容の復習

BIMソフトの紹介
３D汎用ソフト、アルゴリズムソフ

ト、レンダリングソフトなどの特性、

配付資料の熟読および整理

講義内容の復習

BIMの可能性
３Dソフトの作図からの脱却、

CAD/CAM連動など

配付資料の熟読および整理

レポートの作成

VRが可能にするインタラ

クション

VRのためのコンピューターグラ

フィックス（CG）

講義(3)～(6)の復習小テスト

配付資料の熟読および整理

VRと時間・空間 VRによる遠隔操作、疑似体験
配付資料の熟読および整理

講義内容の復習

VRの周辺技術
VRとIoT、VRとロボットなどVR技術

と取り巻く技術の紹介

配付資料の熟読および整理

レポートの作成

VRと社会

暮らしへの活用
VRの暮らしでの活用事例

講義(7)～(9)の復習小テスト

配付資料の熟読および整理

VRと社会

学校への活用

VRの活用による教育現場での活用、

体験授業の活用紹介

配付資料の熟読および整理

講義内容の復習

VRと社会

遊びへの活用

VRのゲームソフト、アトラクショ

ン、ゲームソフトUnityの紹介

配付資料の熟読および整理

講義内容の復習

VRと社会

仕事への活用

VRの医療現場、デザインの確認など

での活用事例紹介

配付資料の熟読および整理

講義内容の復習

VRと社会

建築への活用
VRの建築での活用事例紹介

講義(10)～(13)の復習小テスト

配付資料の熟読および整理

BIM・VRの可能性

今後の展開・展望
建築の情報化への流れ

配付資料の熟読および整理

レポートの作成

【実務経験内容】 総合建設業（実施設計、生産設計、施工管理）

【テキスト】 適宜プリント配布

【参考書・参考資料等】 各講義で使用した教科書・参考書など

【学生に対する評価】 課題レポート（30%）および小テスト（30%）　期末テスト（40％）により評価


