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○加工学特論
専門科目

機械システム

(Advanced Manufacturing Processes)

/Instructor
村上　洋 / Hiroshi MURAKAMI / 機械システム工学科担当者名

/Semester/Credits
2単位

/Class Format
履修年次 学期単位 授業形態
/Year

クラス
/Class

講義1学期

対象入学年度
/Year of School Entrance

2017 20182015 201620142009 2011201020082007 2012 2013

【選択】 環境化学プロセスコース, 環境バイオシステムコース, 環境資源システムコース, 機械システムコース, 建
築デザインコース, 通信・メディア処理コース, コンピュータシステムコース/Department

対象学科

※お知らせ/Notice　人数に制限があります。

本講義では、精密加工および精密測定方法に関する基礎知識を修得するとともに最新の研究状況を調査することを目的とする。切削・研削・放
電・レーザ加工などを用いた精密加工技術の原理原則について理解する。また、非接触式および接触式の各種精密測定手法について紹介する。

到達目標を以下に示す．
・各種超精密・微細加工法の原理や特徴について理解する。
・各種精密計測法の原理や特徴について理解する。

The aim of this course is to study fundamental knowledge and latest research topics for precision machining and precision measurement. The
principle of the ultra precision and micro machining using cutting, grinding, electric discharge machining, and laser machining are learned.
Furthermore, various no-contact and contact measurement methods are introduced.

Achievement targets are as follows:
・Understanding the principle and characteristic of the ultra precision machining and micro machining
・Understanding  the principle and characteristic of the precise measurement

授業の概要　/Course Description

教科書　/Textbooks
プリント配布

The print is distributed.

なし

None

参考書(図書館蔵書には　　)　/References（Available in the library:　　）
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○加工学特論
専門科目

機械システム

(Advanced Manufacturing Processes)

1　序論
2　精密加工（１）【切削】
3　精密加工（２）【研削，CMP】
4　微細加工（１）【切削，研削】
5　微細加工（２）【レーザ，FIB】
6　微細加工（３）【放電】
7　精密測定（１）【CMM，マイクロCMM】
8　精密測定（２）【表面性状測定，真円度測定】
9　精密測定（３）【SPM】
10　CAD
11　CAE
12    CAM
13　研究発表会（１）【グループ１】
14　研究発表会（２）【グループ２】
15　研究発表会（３）【グループ３】

1. Introduction
2. Precision machining (1) 【Cutting】
3. Precision machining (2) 【Grinding, CMP】
4. Mirco machining (1) 【Cutting, Grinding】
5. Mirco machining (2) 【Laser machining, FIB】
6. Mirco machining (3) 【EDM】
7. Precision measurement (1) 【CMM, µCMM】
8. Precision measurement (2) 【Surface roughness, Roundness】
9. Precision measurement (3) 【SPM】
10　CAD
11　CAE
12    CAM
13. Meeting for reading research papers (1) 【Group1】
14. Meeting for reading research papers (2) 【Group2】
15. Meeting for reading research papers (3) 【Group3】

授業計画・内容　/Class schedules and Contents

積極的な授業参加 20%
レポート 80%

Participation 20%
Report 80%

成績評価の方法　/Assessment Method

講義の前後に指示する範囲を予習・復習すること
Review and prepare for the area indicated before and after a lecture.

事前・事後学習の内容　/Preparation and Review

履修しておくことが必要となる科目：加工学
受講人数上限20名

Required preparatory study: Manufacturing Processes
Maximum Number of Students: 20

履修上の注意　/Remarks

生産加工技術は、要求される機能、品質およびコストを満足する機械部品を製作するために不可欠な基盤技術である。

The production processing technology is a basic technology indispensable to produce the machine section that satisfies
demanded function, quality, and cost.

担当者からのメッセージ　/Message from the Instructor

超精密加工、微細加工、精密測定
Ultra precsion machining, Micro machining, Precise measurement

キーワード　/Keywords
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　ソフトウェア工学概論
専門科目

通信・メディア処理

(Software Engineering)

/Instructor
山崎　進 / Susumu YAMAZAKI / 情報メディア工学科担当者名

/Semester/Credits
2単位

/Class Format
履修年次 学期単位 授業形態
/Year

クラス
/Class

講義1学期

対象入学年度
/Year of School Entrance

2017 20182015 201620142009 2011201020082007 2012 2013

【選択】 環境化学プロセスコース, 環境バイオシステムコース, 環境資源システムコース, 機械システムコース, 建
築デザインコース, 通信・メディア処理コース, コンピュータシステムコース/Department

対象学科

112101 /



　ソフトウェア工学概論
専門科目

通信・メディア処理

(Software Engineering)

The Essence of Software Engineering: Applying the SEMAT Kernel. Ivar Jacobson et al. Addison-Wesley.

参考書(図書館蔵書には　　)　/References（Available in the library:　　）

私たちは，ソフトウェア開発経験の浅い学生の能動的・自律的な深い学びを促進することを狙って，この授業を設計しました。
We have designed this class to aim at facilitating active, autonomous and deep learning of students, who may have little experience to develop
software.

授業は2部構成です。
This class consists of two parts.

教科書の内容 / Contents of the textbook

1. 概論 / Introduction
2. プログラミング / Programming
3. 設計 / Design
4. 要求開発 / Requirements Engineering
5. ソフトウェアテスト / Software Testing
6. プロセス / Process
7. プロジェクト / Project
8. ソフトウェア開発の2つの立場
9. サービスデザインとビジネス / Service Design and Business

Part I  (概要の学習 / Learning of the Overview)

1. オリエンテーション / Orientation
2. 参考書 1 / Reference 1
3. 参考書 1 (ディスカッション) / Reference 1 (discussion)
4. 参考書 2 / Reference 2
5. 参考書 2 (ディスカッション) / Reference 2 (discussion)
6. 参考書 3 / Reference 3
7. 参考書 3 (ディスカッション) / Reference 3 (discussion)

Part II (ポスター発表 / Poster Presentations)

8. 研究計画 / Research Planning
9. プレゼンテーション作成 / Writing Presentation
10. ポスター発表 / Poster Session
11. プレゼンテーション洗練 / Refining Presentation
12. ポスター発表(再) / Poster Session (Retry)
13. 研究成果の解説の作成 / Writing Research Report
14. 研究成果の解説の洗練 / Refine Research Report
15. ふりかえり / Reflection

授業計画・内容　/Class schedules and Contents

【到達目標ごとの成績評価 / Assessment for Each Course Objective】

到達目標1: 教科書で紹介する参考書の中から3冊以上の要約を記述したレポート (Part I): 30%

到達目標2: 3個以上のリサーチクエッションとその動機を記述したレポート(Part I): 20%

到達目標3: 下記の合計: 50%
- リサーチクエッションの研究計画のレポートとディスカッション(1回)
- リサーチクエッションについて調査したポスター発表(2回発表，1回成果物提出)
- ポスター発表での議論をふりかえったレポート(2回)
- リサーチクエッションの研究成果の解説を記述したレポート(1回)
- 授業全体をふりかえったレポート(1回)
- ディスカッションへの積極的参加

Objective 1, 30%

- Three reports at least in Part I. Each describes a summary of the reference introduced in the textbook.

Objective 2, 20%

成績評価の方法　/Assessment Method
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　ソフトウェア工学概論
専門科目

通信・メディア処理

(Software Engineering)

ソフトウェア工学は，ソフトウェア開発の理論と実践の両面の知恵を結集した知識体系です。実際のソフトウェア開発ではプログラミングだけ
でなく様々な作業を行います。この授業では，ソフトウェア開発がどのように行われているか概観します。
大学院生ともなれば，能動的・自律的に深く学べる能力を身につけることが欠かせません。この授業では，ソフトウェア工学を学ぶことを通し
て，能動的・自律的な深い学びかたを習得します。技術は急速に進化するので知識は陳腐化していく運命にありますが，だからこそ，技術では
なく技術の学び方を学ぶことが強く求められます。この経験は今後おおいに役立つことでしょう。
This class, Software Engineering instructs a body of knowledge of theories and practices on software development. Real software development
includes not only programming but also various other activities. This class shows an overview how software is developed.
A graduate student should learn something actively, autonomously and deeply. This class is also designed to facilitate active, autonomous and
deep learning in the learning process on software engineering. It is strongly needed to learn not only technology but also how to learn technology
because a technology is evolved rapidly and becomes obsolescent. We believe your experience in this class will be useful for your future.

【到達目標 (Course Objectives)】
1. 与えられたソフトウェア工学関連トピックについて，教員と教科書の助けを得ながら，自分の言葉で要約を記述できる。 
/ Given a topic related to software engineering, the student will generate a summary on the topic by writing in his/her own words, with supporting
by the instructor and the text.

2. 与えられたソフトウェア工学関連トピックについて，自分の言葉でリサーチクエッションを記述できる。 
/ Given a topic related to software engineering, the student will generate research questions on the topic by writing in his/her own words.

3. 到達目標 2 のリサーチクエッションについて，教員の助けを得ながら，独自に調査してプレゼンテーションと解説記事を記述できる。 
/ The student will generate presentations and introductions for the research questions of Objective 2 with supporting by the instructor.

【学位授与方針との関連 (Relationships to the Diploma Policy)】
I. 知識・理解 (knowledge, comprehension)
- ソフトウェア工学関連の概念・用語等の基礎知識を自分の言葉で説明できる。(到達目標1, 3)
 / The student will generate a description of basic knowledge including concept and terminology related to software engineering, in his/her own
words. (Objective 1&3)

II. 技能 (skills)
- ソフトウェア工学関連トピックについて，体系立てた方法で調査できる。(到達目標1, 3)
 / The student will adopt a systematic method to research on topics related to software engineering. (Objective 1&3)

III. 思考・判断・表現 (thinking, decision making, writing)
- ソフトウェア工学関連のリサーチクエッション(問題)を独自に立てられる。(到達目標2)
 / The student will generate independently research questions (or problems) related to software engineering. (Objective 2)
- 上記の問題の解決法について調査できる。(到達目標1, 3) 
/ The student will adopt a suitable method to research on solutions of the problems. (Objective 1&3)
- 上記の解決法について自分の言葉で表現できる。(到達目標1, 3) 
/ The student will generate description on the solutions in his/her own words. (Objective 1&3)

IV. 関心・意欲・態度 (interests, motivation to learn, attitude)
- 自らの関心・意欲に基づいて課題を設定し調査する態度を身につける。(到達目標2,3)
 / The student will choose to raise and investigate research questions, based on his/her own interests and motivation to learn. (Objective 2&3)

授業の概要　/Course Description

教科書　/Textbooks
授業中に配布します。

The textbook will be distributed in the class.

主要な参考書を掲載します。学生の興味に応じて授業中にも紹介します。
This section shows some major references. According to students’ interests, other references will be introduced to class.

○実践ソフトウェアエンジニアリング〜ソフトウェアプロフェッショナルのための基本知識 ロジャー・プレスマン著 西康晴ほか監訳 日科技連出
版社
○Software Engineering: A Practitioner’s Approach. Roger Pressman. McGraw-Hill.

○ソフトウェア工学〜理論と実践 シャリ・ローレンス・プリーガー著 堀内泰輔訳 ピアソン・エデュケーション (絶版)
○Software Engineering: Theory and Practice, Shari Lawrence Pfleeger, Pearson Education.

○ソフトウェアエンジニアリング基礎知識体系-SWEBOK2004 松本吉弘訳 オーム社
SWBOK. IEEE Computer Society. available at http://www.computer.org/portal/web/swebok/home

○ソフトウェア開発201の鉄則 アラン・デービス著 松原友夫訳 日経BP社
201 Principles of Software Development. Alan M. Davis. IEEE Computer Society.

参考書(図書館蔵書には　　)　/References（Available in the library:　　）
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　ソフトウェア工学概論
専門科目

通信・メディア処理

(Software Engineering)

- Three reports at least in Part I. Each describes one or more research questions and their motivation.

Objective 3, 50%

- A report. It describes a plan to research a research topic that is selected in the questions of Objective 2;
- Twice poster presentations and the poster. They describe the investigation on the research question;
- Twice reports. Each describes reflection of the discussion of each presentation;
- A report. They describe an article of an introduction to the research result of the question;
- A report. It describes reflection of this course; and
- Class participation in discussion.

成績評価の方法　/Assessment Method

Part I では，専門書を貸与するので適宜参照すること。
Part II では，調査研究とプレゼンテーションの準備をすること。

In Part I, the student must read the books that will be lent from the instructor.

In Part II, the student must research and prepare a presentation.

事前・事後学習の内容　/Preparation and Review

- プログラミングなどのソフトウェア開発をした経験があるか，卒業研究などのプロジェクト活動を行った経験があることを前提としています。
どちらも経験ない場合には補習をしますので，学期が始まる前に担当教員に相談してください。
- 授業中に日本語によるプレゼンテーションを行います。必要な日本語能力がない場合には，学期が始まる前に担当教員に相談してください。
- 学生は授業時間中の学習だけでなく予習・復習を多く行う必要があります。ただし，最低限どのような予習・復習をすべきかについては，教員
がガイダンスならびに授業中に明示します。

- This class requires experience in software development (including programming) or project-based activity including graduation research. Contact
the instructor before starting the term if the student does not have above-mentioned experience, to take supplementary lessons.
- This class requires presentation skills in Japanese. Contact the instructor before starting the term if the student does not have the skills.
- The student must prepare and review his/her lesson very much. However, the instructor will show how the learner should prepare and review
his/her lesson at least, in the guidance and each lecture.

履修上の注意　/Remarks

この授業では 2013年度に「反転授業」と「アクティブラーニング」という新しい授業スタイルを取り入れる，大きなリニューアルをしました。
反転授業でいう「反転」は，授業と課外学習の役割を反転させることを指します。普通の授業では，授業時間中に知識を吸収し，課外学習で応
用問題の宿題を行います。しかし，反転授業では，知識吸収を自習教材で予習時間中に済ませてしまいます。代わりに教員と学生が一堂に会す
る授業時間を有効活用して，応用問題を扱うグループワークや質問に対するフォローアップなどを行います。こうすることで，さらなる授業の
学習効果の向上を狙っています。
アクティブラーニングは，学生が主体的・能動的に学習すること，またそのような学習を意図した授業スタイルです。この授業では学生がリサ
ーチクエッションを発問し自分で調査して発表するという形でアクティブラーニングにしています。
この授業では，担当教員の長年のソフトウェア工学の教育実践研究の成果を踏まえ，反転授業とアクティブラーニングを独自にアレンジして取
り入れています。この授業の設計にあたって最も重要な点は，くり返しになりますが，ソフトウェア工学に対する学生の自発的な問いに沿った
深い学びのプロセスを促進することです。これを強化することで学生が卒業した後も自分の力で新たな知識を習得できることを狙っています。
ソフトウェア分野は技術の多くが急速に陳腐化してしまうので，単に知識を習得できるだけでは不十分です。知識の習得のしかたそのものを学
ぶ必要があるのです。

ここに書ききれない説明や思いは，山崎進のブログ http://zacky-sel.blogspot.jp に書いています。ぜひ読んでみてください。

We have renewed this class in 2013, including adoption of the flipped classroom and active learning approach.
The flipped classroom means to swap the roles of a school lesson and homework: the role of the homework in the flipped style is to acquire
knowledge and that of the lesson is to apply it by group works and follow-up instructions, though the role of the lesson in a traditional style is to
acquire  knowledge and that of the homework is to apply it.  This approach aims to improve learning effectiveness.
Active leaning means that the students learn something by themselves, or instruction to intend such learning. In this course, the students raise
research questions, research one of them, and make a presentation of it.
We adopt this approach with some arrangements in this class from our experiences based on our instructional design studies. The most important
concept of this class design is to facilitate deep learning process started from a question of each student for software engineering topics. To
strengthen it, the student will learn new knowledge by him/herself after finishing the whole course of study. Because software technology is
evolved rapidly and becomes obsolescent, it is required not only to learn knowledge but also to learn how to learn knowledge.

See further reading: http://zacky1972.github.io/

担当者からのメッセージ　/Message from the Instructor

ソフトウェア工学，ソフトウェア開発，プログラミング，設計，要求開発，ソフトウェアテスト，ソフトウェアプロセスモデル，ソフトウェア
ライフサイクル，プロジェクト計画，プロジェクト管理
Software engineering,  software development, programming, software design, requirements engineering, software testing, software process

キーワード　/Keywords
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　ソフトウェア工学概論
専門科目

通信・メディア処理

(Software Engineering)

model, software life cycle, software project planning, software project management
キーワード　/Keywords
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○資源循環技術
専門科目

環境資源システム

(Recycling Engineering)

/Instructor
安井　英斉 / Hidenari YASUI / エネルギー循環化学科担当者名

/Semester/Credits
2単位

/Class Format
履修年次 学期単位 授業形態
/Year

クラス
/Class

講義1学期

対象入学年度
/Year of School Entrance

2017 20182015 201620142009 2011201020082007 2012 2013

【選択】 環境化学プロセスコース, 環境バイオシステムコース, 環境資源システムコース, 機械システムコース, 建
築デザインコース, 通信・メディア処理コース, コンピュータシステムコース/Department

対象学科

学部で学んだ化学や生物学の基礎知識を基に、微生物による有機性廃棄物や排水汚濁物質の分解と資源生成の諸反応を理解する。講義では、持
続可能な循環型社会の構築を目指した技術の変遷や公害問題の実例を紹介しながら、プロセスシミュレータを使って関連の生物学的処理プロセ
スの原理を学ぶ。これによって排水・有機性廃棄物の処理およびこれら二次的資源からの有価物回収に関わる一連の技術概要を理解するととも
に、習得した知識を他の技術分野にも応用できる素地が得られることを到達目標とする。

The class accesses biological waste/wastewater treatment systems through focusing on chemistry, biology and mathematics. Since recycling
engineering is an integration of environmental sciences with logical insights, state-of-the-art know-how obtained from the subject will strengthen
your skills in this field. A process simulator for wastewater treatments (GPS-X) is used in the class.

授業の概要　/Course Description

教科書　/Textbooks
テキストを配布

Handout

 水質環境工学―下水の処理・処分・再利用(技報堂出版,1996), 〇活性汚泥モデル(環境新聞社, 2005), 〇メタン発酵(技報堂出版, 2009)

Wastewater Engineering (McGraw-Hill, 2003), 〇Activated Sludge Models (IWA publishing, 2000), 〇ADM1 (IWA publishing, 2002), Mathematical
Modelling and Computer Simulation of Activated Sludge Systems (WA publishing, 2010)

参考書(図書館蔵書には　　)　/References（Available in the library:　　）
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○資源循環技術
専門科目

環境資源システム

(Recycling Engineering)

1   汚濁物質除去概論
2   微生物反応の概要（物質収支）
3   現場見学（下水処理施設）
4   現場見学（同上）
5   生物学的排水処理の構造モデル
6   生物反応シミュレーション入門（活性汚泥処理プロセスのレイアウト）
7   好気的生物処理プロセスの仕組み(1)（酸化と還元）
8   コンピュータ実習(1)（活性汚泥処理プロセス）
9   好気的生物処理プロセスの仕組み2（固液分離）
10 コンピュータ実習(2)（最終沈澱池）
11 微生物反応の概要（増殖と死滅）
12 コンピュータ実習(3)（栄養塩除去活性汚泥プロセス）
13 嫌気的生物処理プロセスの仕組み
14 コンピュータ実習(4)（反応モデルの自作）
15 コンピュータ実習(5)（自作モデルのシミュレーション）

1   Overview of environmental pollution
2   Microbial reaction (material balance)
3   Technical tour (Hiagari municipal wastwater treatment plant)
4   -ditto-
5   Microbial reaction (structured-model concept)
6   Introduction of computer simulation (creating layouts of activated sludge process)
7   Aerobic processes (1) (energy from oxidation/reduction reactions)
8   Computer simulation (1) (biomass growth and decay)
9   Aerobic processes (2) (sludge settling)
10 Computer simulation (2) (secondary calrifier)
11 Microbial reaction (growth and decay)
12 Computer simulation (3) (nutrient removal processes)
13 Anaerobic processes (methane fermentation system)
14 Computer simulation (4) (model development)
15 Computer simulation (5) (model evaluation)

授業計画・内容　/Class schedules and Contents

積極的態度（予習・復習による理解度） 50%
コンピュータ実習（5回分） 50%

Active learning　50%
Five sets of computer simulation　50%

成績評価の方法　/Assessment Method

予習：　配付資料を事前に熟読のこと
復習：　学生居室でプロセスシミュレータの操作を復習すること

The composition of the text (handout) must be carefully understood prior to your participation in the class.
Be familiar with the process simulator. You can access the software even at student-rooms.

事前・事後学習の内容　/Preparation and Review

プロセスシミュレータを用いるので、高性能のノートブックコンピュータを持参すること(Windowsのみ)
使用言語は英語とするが、英語による受講希望者がいなければ日本語でも開講する。
プロセスシミュレータを用いるので、2コマ×7週と1コマの講義とする。

Prepare your own laptop computer to install the process simulator (Windows only).
Official language : English unless specified.
Two slots (3 hrs /week) x seven weeks plus 1.5 hrs.

履修上の注意　/Remarks

化学・数学・生物学と化学工学の融合が環境エンジニアリングです。

Enjoy Environmental Engineering.

担当者からのメッセージ　/Message from the Instructor

化学工学、排水処理、微生物反応、物理化学反応
Chemical engineering, microbial reaction, physicochemical reaction, wastewater engineering

キーワード　/Keywords

11250 /



○適応信号処理
専門科目

通信・メディア処理

(Adaptive Signal Processing)

/Instructor
孫　連明 / Lianming SUN / 情報メディア工学科担当者名

/Semester/Credits
2単位

/Class Format
履修年次 学期単位 授業形態
/Year

クラス
/Class

講義1学期

対象入学年度
/Year of School Entrance

2017 20182015 201620142009 2011201020082007 2012 2013

【選択】 環境化学プロセスコース, 環境バイオシステムコース, 環境資源システムコース, 機械システムコース, 建
築デザインコース, 通信・メディア処理コース, コンピュータシステムコース/Department

対象学科

※お知らせ/Notice　人数に制限があります。

信号とシステムの特性が時間とともに変化している場合、その変化に応じて処理システムの実時間調整を行う適応処理が必要である。本講義の
目標は適応信号処理の基本理論と実用テクニックを理解して実際問題へ応用することである。講義では基本的な適応信号処理アルゴリズムにつ
いて学習し、アルゴリズムの原理、収束特性解析、アルゴリズムの実現を理解する。また、計測データ解析、適応フィルタ、適応干渉キャンセ
ラの設計への応用技術をコンピュータ数値計算環境で体験し、適応信号処理の理論的原理と実用テクニックの理解を深める。

Adaptive signal processing takes an important role in real time signal processing when the characteristics of signal and system change with time.
The fundamentals and practical techniques of adaptive signal processing are discussed in the lecture. Several typical adaptive signal processing
algorithms are investigated, and their principles, convergence properties, numerical implementations are studied in detail. Moreover, both the
fundamentals of theory and application techniques are experienced through some numerical examples such as design of adaptive filter,
interference canceller and processing of instrumentation data.

授業の概要　/Course Description

教科書　/Textbooks
講義資料配布  Electronic materials

Adaptive Filter Theory, S. Haykin, Prentice Hall
参考書(図書館蔵書には　　)　/References（Available in the library:　　）
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○適応信号処理
専門科目

通信・メディア処理

(Adaptive Signal Processing)

1.　  適応システム入門：適応システムの構成と特徴
2.　  MATLABによる適応システム
3.　  適応信号処理の基礎(1) 信号とその性質
4.　  適応信号処理の基礎(2) システムとモデル
5.　  適応信号処理のための最適アルゴリズム(1)
6.    適応信号処理のための最適アルゴリズム(2)
7.　  最急降下法の原理、アルゴリズムと収束特性
8.　  最急降下法のシミュレーション例
9.    数値演習
10.　LMSアルゴリズムの導入とアルゴリズムの実現
11.　LMSアルゴリズムの収束特徴と正規化LMSアルゴリズム
12.　LSアルゴリズムの原理と特徴、RLSアルゴリズムの導入
13.　RLSアルゴリズムの応用例
14.　最急降下法、LMSアルゴリズムとRLSアルゴリズムの比較
15.　数値演習とまとめ

1.　  Adaptive system and its structure
2.　  Implementation of adaptive system in MATLAB
3.　  Mathematical fundamentals (1) Signal and its properties
4.　  Mathematical fundamentals (2) System and model
5.　  Optimization algorithms for adaptive signal processing (1)
6.　  Optimization algorithms for adaptive signal processing (2)
7.　  Principles of steepest descent algorithm and its convergence
8.　  Application examples of steepest descent algorithm
9.    Exercise of steepest descent algorithm
10.　Introduction to LMS algorithm and its implementation
11.　Convergence property of LMS and NLMS algorithms
12.　Principles of LS and RLS algorithms
13.　Application examples of RLS algorithm
14.　Comparison of steepest descent algorithm, LMS and RLS algorithms
15.　Numerical exercise

授業計画・内容　/Class schedules and Contents

演習 50%
レポート 50%

Exercises 50%
Reports 50%

成績評価の方法　/Assessment Method

授業前、講義資料（moodleで提供）を確認し、何を学ぶかを理解しておくこと
授業後、演習問題を取り組んで学んだ内容を確実に身につけること
Confirm the materials uploaded to the moodle system before the lecture to learn the main topics and the background of the lecture.
Solve the numerical problems to understand the main points of theory and applications after the lecture.

事前・事後学習の内容　/Preparation and Review

信号理論、線形システム、数値解析に関する知識が理解していることが望ましい。
It is desired to have mastered Signal, Linear System and Numerical Analysis.

授業終了後には演習で用いたアルゴリズム、作成したプログラムを再確認し、適応信号処理の基本アルゴリズムと計算のテクニックを理解する
。
Understand the fundamental algorithms and computational techniques through confirming the algorithms and programs used in exercises after the
lectures.

履修上の注意　/Remarks

適応信号処理は、信号処理、通信などの分野において不可欠な技術である。講義と数値演習を通して適応信号処理の基本理論と実用技法を理解
し、実際のシステムで活用していただきたい。
Adaptive signal processing is essential in signal processing and communication systems. It is expected to master both the fundamental theory and
implementation techniques through the lectures and numerical exercises, and make use them into practical applications.

担当者からのメッセージ　/Message from the Instructor

適応システム、適応アルゴリズム、最急降下法、LMSアルゴリズム、RLSアルゴリズム
Adaptive system, adaptive algorithm, steepest descent algorithm, LMS algorithm, RLS algorithm

キーワード　/Keywords

11298 /



　設計工学特論
専門科目

機械システム

(Advanced Design Engineering)

/Instructor
趙　昌熙 / Changhee CHO / 機械システム工学科担当者名

/Semester/Credits
2単位

/Class Format
履修年次 学期単位 授業形態
/Year

クラス
/Class

講義1学期

対象入学年度
/Year of School Entrance

2017 20182015 201620142009 2011201020082007 2012 2013

【選択】 環境化学プロセスコース, 環境バイオシステムコース, 環境資源システムコース, 機械システムコース, 建
築デザインコース, 通信・メディア処理コース, コンピュータシステムコース/Department

対象学科

※お知らせ/Notice　人数に制限があります。

有限要素法は工学の諸分野において幅広く応用され、これらの分野の研究者・技術者にとっては不可欠のものとなっています。本授業では有限
要素法の「理論的背景」と「実用的スキル」について学習します。到達目標は以下のとおりです。
　　　▪ 有限要素法の理論的背景を説明できる。
　　　▪ 実際の構造解析の問題に有限要素法を適用することができる。

The finite element method (FEM) is the most widely applied computer simulation method in all areas of engineering and
has become one of the most important and useful tools for scientists and engineers. This is an introductory course in the
FEM. This course aims to understand theoretical background of the FEM and to practice realistic engineering problems
through computational simulations using a major commercial finite element code. The goals of this course are as follows.
　　　▪ Students will be able to explain the theoretical background of FEM.
　　　▪ Students will be able to apply FEM to practical problem of structural analysis.

授業の概要　/Course Description

教科書　/Textbooks
『有限要素法入門』　（三好俊郎　著）　培風館　¥3,000+税

講義中に適宜紹介する。

To be announced in class.

参考書(図書館蔵書には　　)　/References（Available in the library:　　）

11265 /



　設計工学特論
専門科目

機械システム

(Advanced Design Engineering)

  1回　　ANSYSの概要
  2回　　解析モデルの作成
  3回　　境界条件の定義と解析の実行
  4回　　解析結果の表示
  5回　　ソリッドモデルの作成・要素分割
  6回　　解析実習
  7回　　有限要素法の特徴と注意点
  8回　　有限要素法の概要
  9回　　有限要素法の数学的基礎
10回　　剛性マトリックスの概念
11回　　弾性体の支配方程式
12回　　有限要素法の適用
13回　　課題のプレゼンテーション Ⅰ
14回　　課題のプレゼンテーション Ⅱ
15回　　まとめ

  1.  Introduction to ANSYS
  2.  Building the model
  3.  Loading and solution
  4.  Reviewing the results
  5.  Building and meshing the solid model
  6.  Practice of FEA
  7.  Limitations of FEM
  8.  Introduction to FEM
  9.  Mathematical fundamentals of FEM
10.  Stiffness matrix
11.  Governing equations of an elastic body
12.  Application of FEM
13.  Presentation Ⅰ
14.  Presentation Ⅱ
15.  Summary

授業計画・内容　/Class schedules and Contents

レポートとプレゼンテーション ･･･ 60%
日常の授業への取り組み ･･･ 40%

Report and presentation ･･･ 60%
Attendance and participation ･･･ 40%

成績評価の方法　/Assessment Method

毎回の授業終了後には解析の自主練習を行うこと。

Do voluntary practice of the analysis after each class.

事前・事後学習の内容　/Preparation and Review

本講義は有限要素法による構造解析の未経験者もしくは初心者を対象とする。
本授業では、学生各自が興味ある構造解析の問題を自由に決めて解析を進め、学期末には解析した内容のレポートを作成し、プレゼンテーショ
ンを行う。

This is a beginner's course in the structural analysis by the finite element method.
In this class, each student selects an interesting problem of structural analysis, makes a report on the analyzed problem,
and gives a presentation at the end of the term.

履修上の注意　/Remarks

特になし。

None

担当者からのメッセージ　/Message from the Instructor

設計、構造解析、有限要素法

Design, Structural Analysis, Finite Element Method (FEM)

キーワード　/Keywords
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○Academic Presentation I
共通科目

(Academic Presentation  I)

/Instructor
筒井　英一郎 / Eiichiro TSUTSUI / 基盤教育センターひびきの分室担当者名

/Semester/Credits
2単位

/Class Format
履修年次 学期単位 授業形態
/Year

クラス
/Class

演習1学期

対象入学年度
/Year of School Entrance

2017 20182015 201620142009 2011201020082007 2012 2013

【選択】 通信・メディア処理コース, コンピュータシステムコース
/Department
対象学科

※お知らせ/Notice　人数に制限があります。

The objective of this course is to learn how to give an effective poster presentation.  It is true that the content of a
presentation is vital in selling your idea, but it is also important how to deliver your presentation to attract the audience's
attention. This course will thus put focus on "how." Students will learn core presentation skills and useful expressions
through practice in class. By the end of this course, students will be able to:
(1) use useful phrases and vocabulary for making presentations
(2) employ basic poster presentation techniques
(3) design an effective scientific research poster
(4) give a presentation in public with confidence

授業の概要　/Course Description

教科書　/Textbooks
English for Presentations. (by Grussendorf, Marion) Oxford University Press.

To be announced in class
参考書(図書館蔵書には　　)　/References（Available in the library:　　）

Week 1. Course introduction
Week 2. Differences between poster and oral presentations
Week 3. Informal presentations
Week 4. How to start your presentation
Week 5. How to organize your presentation
Week 6. Preparing the main part of your presentation
Week 7. "3-Minute Thesis"
Week 8. How to prepare a poster
Week 9. Preparing bullet charts based on data
Week 10. How to talk about visuals in a poster
Week 11. Describing a graph or chart of your own
Week 12. How to finish your presentation
Week 13. Rehearsing your presentation
Week 14. Final presentations
Week 15. Review

授業計画・内容　/Class schedules and Contents

Active involvement in class 10%
Homework assignments 10%
Informal presentation 10%
3-Minute Thesis 30%
Final presentation 40%

成績評価の方法　/Assessment Method

1093 /

OWNER
長方形



○Academic Presentation I
共通科目

(Academic Presentation  I)

Students are required to prepare for each class. They are also required to review the vocabulary and the presentation skills
they have learned in previous classes.

事前・事後学習の内容　/Preparation and Review

(1) All the students who wish to enroll are required to contact the course instructor before the first class. This is very
important for the course instructor to decide whether the course is to be conducted in English or Japanese. Those who fail
to do so and miss the first class may not be allowed to take the course.
(2) Students must have sufficient proficiency of the language of instruction to pursue the course work. The course
instructor may give a diagnostic test to assess the language proficiency of the student. Students may also be asked to
present the score of a recent language test (such as TOEFL or TOEIC for non-native speakers of English taking the
course in English, or JLPT for non-native speakers of Japanese taking the course in Japanese) to verify their language
proficiency.
(3) Enrollment in this course is limited to a maximum of 10 students. Selection of the students is at the discretion of the
course instructor.
(4) Students are expected to work independently.

履修希望者は必ず受講申告する前に担当教員にコンタクトをとること。
/Students who want to take this course must contact the instructor before registration.
英語力と受講者数による履修制限がある。
/Applications are limited due to class size and each student's English proficiency level.

履修上の注意　/Remarks

担当者からのメッセージ　/Message from the Instructor

academic presentation, English
キーワード　/Keywords

1093 /

OWNER
長方形



○Academic Presentation I
共通科目

(Academic Presentation  I)

/Instructor
植田　正暢 / Masanobu UEDA / 基盤教育センターひびきの分室担当者名

/Semester/Credits
2単位

/Class Format
履修年次 学期単位 授業形態
/Year

クラス
/Class

演習1学期

対象入学年度
/Year of School Entrance

2017 20182015 201620142009 2011201020082007 2012 2013

【選択】 機械システムコース, 建築デザインコース
/Department
対象学科

※お知らせ/Notice　人数に制限があります。

The objective of this course is to learn how to give an effective poster presentation.  It is true that the content of a
presentation is vital in selling your idea, but it is also important how to deliver your presentation to attract the audience's
attention. This course will thus put focus on "how." Students will learn core presentation skills and useful expressions
through practice in class. By the end of this course, students will be able to:
(1) use useful phrases and vocabulary for making presentations
(2) employ basic poster presentation techniques
(3) design an effective scientific research poster
(4) give a presentation in public with confidence

授業の概要　/Course Description

教科書　/Textbooks
English for Presentations. (by Grussendorf, Marion) Oxford University Press.

To be announced in class
参考書(図書館蔵書には　　)　/References（Available in the library:　　）

Week 1. Course introduction
Week 2. Differences between poster and oral presentations
Week 3. Informal presentations
Week 4. How to start your presentation
Week 5. How to organize your presentation
Week 6. Preparing the main part of your presentation
Week 7. "3-Minute Thesis"
Week 8. How to prepare a poster
Week 9. Preparing bullet charts based on data
Week 10. How to talk about visuals in a poster
Week 11. Describing a graph or chart of your own
Week 12. How to finish your presentation
Week 13. Rehearsing your presentation
Week 14. Final presentations
Week 15. Review

授業計画・内容　/Class schedules and Contents

Active involvement in class 10%
Homework assignments 10%
Informal presentation 10%
3-Minute Thesis 30%
Final presentation 40%

成績評価の方法　/Assessment Method

1103 /

OWNER
長方形



○Academic Presentation I
共通科目

(Academic Presentation  I)

Students are required to prepare for each class. They are also required to review the vocabulary and the presentation
skills they have learned in previous classes.

事前・事後学習の内容　/Preparation and Review

(1) All the students who wish to enroll are required to contact the course instructor before the first class. This is very
important for the course instructor to decide whether the course is to be conducted in English or Japanese. Those who
fail to do so and miss the first class may not be allowed to take the course.
(2) Students must have sufficient proficiency of the language of instruction to pursue the course work. The course
instructor may give a diagnostic test to assess the language proficiency of the student. Students may also be asked to
present the score of a recent language test (such as TOEFL or TOEIC for non-native speakers of English taking the
course in English, or JLPT for non-native speakers of Japanese taking the course in Japanese) to verify their language
proficiency.
(3) Enrollment in this course is limited to a maximum of 10 students. Selection of the students is at the discretion of the
course instructor.
(4) Students are expected to work independently.

履修希望者は必ず受講申告する前に担当教員にコンタクトをとること。
/Students who want to take this course must contact the instructor before registration.
英語力と受講者数による履修制限がある。
/Applications are limited due to class size and each student's English proficiency level.

履修上の注意　/Remarks

担当者からのメッセージ　/Message from the Instructor

academic presentation, English
キーワード　/Keywords

1103 /

OWNER
長方形



○計測応用工学
専門科目

通信・メディア処理

(Sensor Systems Engineering)

/Instructor
松波　勲 / Isamu MATSUNAMI / 情報メディア工学科担当者名

/Semester/Credits
2単位

/Class Format
履修年次 学期単位 授業形態
/Year

クラス
/Class

講義1学期

対象入学年度
/Year of School Entrance

2017 20182015 201620142009 2011201020082007 2012 2013

【選択】 環境化学プロセスコース, 環境バイオシステムコース, 環境資源システムコース, 機械システムコース, 建
築デザインコース, 通信・メディア処理コース, コンピュータシステムコース/Department

対象学科

※お知らせ/Notice　人数に制限があります。

近年の著しい技術の進歩はさらに一段と高い精度の計測を要求している．本講義では計測応用工学の概念，各種センサの機能と構造及びインタ
ーフェース方式，信号処理等について理解することを到達目標とする．特に知能化カーロボにおいて安全・安心の中核を担う物体検知センサ類
（レーダ，レーザレーダ，赤外線カメラ，光学センサ，画像センサ）を用いて体系的な学習を進める．
In recent years, significant technical advances are in need of a highly accurate measurement. In this course we study the concept of applied
measurement engineering, sensors, its structures and interface, and signal processing. Especially, a systematic study is carried out by the use of
various sensors, radar, laser radar, infrared camera, optical sensor and imaging sensor, which play a central role in intelligent car and robot.

授業の概要　/Course Description

教科書　/Textbooks
・パワーポイント配布資料
 Privately Power-Point presentation materials

・教科書：大山 恭弘、橋本 洋志、「ロボットセンシング―センサと画像・信号処理」 、オーム社、2007年、￥2,625

・参考書：河原崎 徳之、他、「センシング入門―センサのしくみとその回路設計が基礎からわかる! 」、オーム社、2007年、￥3,360
参考書(図書館蔵書には　　)　/References（Available in the library:　　）
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○計測応用工学
専門科目

通信・メディア処理

(Sensor Systems Engineering)

第１回：センサ系の構成及び要素技術
Elements of sensor system and technology
第２回：各種センサの機能と構造及びインターフェース方式
Function, structure and interface of radar & laser radar
第３回：MATLAB演習１（雑音解析）
MATLAB practice 1 (Noise Analysis)
第４回：MATLAB演習２（センサー信号処理①）
MATLAB practice 2 (Signal processing)
第５回：MATLAB演習３（センサー信号処理②）
MATLAB practice 3 (Modern control)
第６回：MATLAB演習４（センサー信号処理③）
MATLAB practice 4 (Signal processing)
第７回：MATLAB演習５（センサー信号処理④）
MATLAB practice 4 (Signal processing)
第８回：センサー同期とセンサー融合①
Sensor synchronization & Sensor fusion
第９回：センサー同期とセンサー融合②
Sensor synchronization & Sensor fusion
第１０回：センサー同期とセンサー融合③
Sensor synchronization & Sensor fusion
第１１回～第１４回：計測実験と信号処理
Measurement experiment & signal processing
第１５回：成果報告会
Presentation

授業計画・内容　/Class schedules and Contents

レポート（プレゼンテーション含む）100%
Report 100%

成績評価の方法　/Assessment Method

事前に配布する資料を予習すること
Preparation of Power-Point presentation materials

事前・事後学習の内容　/Preparation and Review

・MATLABの基礎的な知識と応用知識及びＣ言語プログラミングの知識を事前に取得すること．
 Basic knowledge about MATLAB and C programming skills should be obtained in advance.

・配布資料で予習をすること．
 Students are required to read all assigned articles prior to the class.

・2/3以上の出席がないと期末試験の受験不可
 10 classes (2/3) presence at least required.

履修上の注意　/Remarks

積極的な授業参加．
This class will seek the active participation of students.

担当者からのメッセージ　/Message from the Instructor

キーワード　/Keywords
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○移動通信
専門科目

通信・メディア処理

(Mobile Communications Systems)

/Instructor
梶原　昭博 / Akihiro KAJIWARA / 情報メディア工学科担当者名

/Semester/Credits
2単位

/Class Format
履修年次 学期単位 授業形態
/Year

クラス
/Class

講義1学期

対象入学年度
/Year of School Entrance

2017 20182015 201620142009 2011201020082007 2012 2013

【選択】 環境化学プロセスコース, 環境バイオシステムコース, 環境資源システムコース, 機械システムコース, 建
築デザインコース, 通信・メディア処理コース, コンピュータシステムコース/Department

対象学科

ASKやPSKなどの代表的なﾃﾞｼﾞﾀﾙ通信方式の基本原理および誤り率特性などの基礎理論について復習した後，通信回線設計や実験などを通して
移動通信固有の課題や問題点などを理解する。後半は無線LANや携帯電話などで用いられているｽﾍﾟｸﾄﾙ拡散通信やOFDM，UWBなどの最新の通
信技術，およびﾏｲｸﾛ波を用いたITSや車載用ﾚｰﾀﾞ技術を習得する。なお，期末試験の70％を到達目標とする。
This class is designed for the student who is already familiar with communication engineering thory in undergraduate course. Prior to
understanding the mobile communication systems, the technical concepts such as probability, communication thory and basic electromagnetics
are reviewed. Next the student understands the mobile communication engineering issues by the emperical seminar and discussions. Also curent
topics of wireless LAN and mobile phones such as CDMA and OFDM technologies can be understood including vehiculat radar technologies.The
students must attain more than 70 % of the score for the semester test.

授業の概要　/Course Description

教科書　/Textbooks
「通信方式」森北出版社（1～4回）
「Communications systems」 for undergraduate student
ﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄ配布資料（5～14回）
Privately Power-Point presentation materials

「高速ワイヤレスアクセス技術」コロナ社
「High Speed Wireless Access  Technologies」 Coronasha

参考書(図書館蔵書には　　)　/References（Available in the library:　　）

1　移動通信ｼｽﾃﾑの概要　（1 Intorduction to mobile communication systems）
2　無線伝送基礎　（2 Mobile radio channels）
3　ﾃﾞｼﾞﾀﾙ通信基礎１　（3 Digital communications fundamentals 1 －ASK and FSK－）
4　ﾃﾞｼﾞﾀﾙ通信基礎２　（4 Digital communications fundamentals 2 －PSK and QAM－）
5　ﾌｪｰﾃﾞｨﾝｸﾞ伝送路　（5 Fading channel）
6　ﾌｪｰﾃﾞｨﾝｸﾞ対策技術１ －ｱﾝﾃﾅﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ－　（6 Anti-fading technologies 1 －Antenna diversity－）
7　ﾌｪｰﾃﾞｨﾝｸﾞ対策技術2  －変調方式－（７　Anti-fading technologies 2 －Modulation schemes－）
8　ﾌｪｰﾃﾞｨﾝｸﾞ対策技術3  －信号処理－ （８　Anti-fading technology 3 －Signal processing－）
9　演習と復習　（9 Exercise and review）
10　ｽﾍﾟｸﾄﾙ拡散通信とCDMA　（10 Spread spectrum & CDMA technologies）
11　直交周波数変調（OFDM）　（11 Orthgonal frequency division multiple technologies）
12　近距離高速無線通信技術　（12 Short distance High speed communications）
13　無線ﾈｯﾄﾜｰｸ技術　（13 Wireless network systems）
14　電波ｾﾝｻ技術　（14 Wireless sensors）
15　演習とまとめ　（15 Exercize and conclusions）

授業計画・内容　/Class schedules and Contents

期末試験 50%，レポート 50%
Semester exam 50%, reports 50%

成績評価の方法　/Assessment Method
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○移動通信
専門科目

通信・メディア処理

(Mobile Communications Systems)

学部で習った「通信方式」を理解しておくこと。
This class is designed for the student familiar with communication engineering theory in undergraduate course.

事前・事後学習の内容　/Preparation and Review

2/3以上の出席がないと期末試験の受験不可。
10 classes （2/3）presense at least required.

履修上の注意　/Remarks

担当者からのメッセージ　/Message from the Instructor

デジタル通信，無線通信
Digital communications, Wireless Communications

キーワード　/Keywords
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○プロセス設計学
専門科目

環境化学プロセス

(Process Design)

/Instructor
吉塚　和治 / Kazuharu YOSHIZUKA / エネルギー循環化学科担当者名

/Semester/Credits
2単位

/Class Format
履修年次 学期単位 授業形態
/Year

クラス
/Class

講義1学期

対象入学年度
/Year of School Entrance

2017 20182015 201620142009 2011201020082007 2012 2013

【選択】 環境化学プロセスコース, 環境バイオシステムコース, 環境資源システムコース, 機械システムコース, 建
築デザインコース, 通信・メディア処理コース, コンピュータシステムコース/Department

対象学科

化学反応器やバイオリアクターで物質生産を行う場合、反応プロセスと分離プロセスの効率化と共に、各プロセスの組み合わせの最適化が必要
である。特に、生産物の反応媒体中や副生成物からの分離プロセスは、全プロセスコストの２／３以上を占め、分離要素技術の適切な選択と高
効率化が生産プロセスの実用化のカギとなる。本講義では、化学反応と生物反応プロセスおよび分離プロセスについて概観するとともに、反応
プロセスと分離プロセスに用いられる要素技術の種類と操作法およびその応用分野について解説する。

到達目標は以下のとおりです。
・反応器の設計法について理解し、説明できるようになる。
・分離装置の設計法について理解し、説明できるようになる。

For production with chemical reactor and bio-reactor, The combination of each chemical process is mostly important,
together with optimization of reaction process and separation processes. Since the cost of the total separation processes
are occupied 2/3 in whole production processes, the choices of optimal separation processes as well as their efficiency
improvement are the most important key factors. In this lecture, the overview of reaction and separation processes is
mentioned, together with elemental technologies and their application fields.

Goals are as follows:
・Understanding of the design methods of reactors
・Understanding of the design methods of separation unit operations

授業の概要　/Course Description

教科書　/Textbooks
特になし / N.A.

講義中に適宜紹介する。/ Appropriate materials are introduced during a lecture.
参考書(図書館蔵書には　　)　/References（Available in the library:　　）
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○プロセス設計学
専門科目

環境化学プロセス

(Process Design)

1    プロセス設計概論 / Overview of process design
2    管内流動 / Fluid dynamics
3    伝熱 / Heat transfer
4    物質収支と熱収支 / Mass balance and heat balance
5    反応プロセス概論 / Overview of reaction process
6    反応工学 / Reaction engineering
7    分離プロセス概論 / Overview of separation process
8    蒸留 / Distillation
9    抽出 / Extraction
10   イオン交換と吸着 / Ion exchange and adsorption
11   膜分離 / Membrane separation
12   生産プロセス概論 / Overview of production process
13   様々な生産プロセス / Topics on production processes
14   エンジニアリングマネジメント / Engineering management
15   まとめ / Summary

授業計画・内容　/Class schedules and Contents

レポート/ report ：50%
プレゼンテーション / Presentation：50%

成績評価の方法　/Assessment Method

講義での学習内容について課題・演習を通して理解を深めること。/ To deepen your understanding through the subjects and exercises about the
contents in the lecture.

事前・事後学習の内容　/Preparation and Review

講義は資料などのプリントを配布して行う。/ The materials are hand out by printed matters.
講義に出席する準備をしておくこと。/Prepare for attending every classes.

履修上の注意　/Remarks

高効率な生産プロセスを構築するためには、適切な反応プロセスと分離プロセスの選択と共に、組み合わせの最適化が必要である。今後益々高
度化する生産プロセスの最適設計に対応できる技術者となってほしい。/ To constructing the efficient production process, combination
optimization is quite important, together with selection of proper reaction and separation processes. We wish to become you talented engineered
to correspond with the suitable design of production process in future.

担当者からのメッセージ　/Message from the Instructor

プロセス設計、単位操作、反応操作、分離操作 / Process design, Unit operation, Reaction engineering, Separation engineering
キーワード　/Keywords
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○熱力学特論
専門科目

機械システム

(Advanced Thermodynamics)

/Instructor
泉　政明 / Masaaki IZUMI / 機械システム工学科担当者名

/Semester/Credits
2単位

/Class Format
履修年次 学期単位 授業形態
/Year

クラス
/Class

講義1学期

対象入学年度
/Year of School Entrance

2017 20182015 201620142009 2011201020082007 2012 2013

【選択】 環境化学プロセスコース, 環境バイオシステムコース, 環境資源システムコース, 機械システムコース, 建
築デザインコース, 通信・メディア処理コース, コンピュータシステムコース/Department

対象学科

※お知らせ/Notice　人数に制限があります。

この授業では燃料電池を主に熱力学的側面から学ぶ。先ず、燃料電池の動作特性（開回路電圧、効率、動作電圧など）、およびその性能を決定
する物理的要因を理解する。次に近年普及が進む固体高分子形燃料電池の構造、特徴を把握した上で、幾つかのシステムを学ぶ。更に授業の中
で行う幾つかの実験を通して、固体高分子形燃料電池の動作特性の理解を高める。
　
The aim of this cource is to understand fuel cells thermodynamically. First, this cource is designed to learn the operating features of fuel cells
(open circuit voltage, efficiency, operational voltage etc.) and physical facters that determine their performance. The next step is to learn
structures, features and systems of  polymer electrolyte fuel cells  that are  spreading recently. Furthermore, the experiments help to understand
the operating features of the polymer electrolyte fuel cell.

授業の概要　/Course Description

教科書　/Textbooks
資料配布（英文）

Handout (in English)

講義中に適宜紹介する．

To be announced in class

参考書(図書館蔵書には　　)　/References（Available in the library:　　）
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○熱力学特論
専門科目

機械システム

(Advanced Thermodynamics)

1　講義の概要
2　燃料電池（基礎原理および構造）
3　燃料電池（種類、システム構成）
4　燃料電池（開回路電圧、効率）
5　燃料電池（動作電圧）
6　実習1（発電実験）
7　実習1の結果についての発表
8　固体高分子形燃料電池（電極と電極構成）
9　固体高分子形燃料電池（水管理）
10　固体高分子形燃料電池（システム）
11　燃料電池出力の動力伝達（DCレギュレータと電圧変換）
12　燃料電池出力の動力伝達（電気モータ）
13　実習2（性能測定）
14　実習2の結果についての発表
15  まとめ

1  Introduction
2  Fuel Cell (Basic Principle and Structure)
3  Fuel Cell (Types, Sysytem)
4  Fuel Cell (Open Circuit Voltage, Efficiency)
5  Fuel Cell (Operational Voltage)
6  Exercise1 (Power Generation Experiments)
7  Presentation on the Results of Exercise1
8  Polymer Electorlyte Fuel Cell (Electrodes and Electrode Structure)
9  Ploymer Electrolyte Fuel Cell (Water Management)
10  Ploymer Electrolyte Fuel Cell (System)
11  Polymer Electrolyte Fuel Cell (DC Regulation and Voltage Conversion)
12  Polymer Electrolyte Fuel Cell (Electric Motor)
13  Exercise2 (Measurement of Fuel Cell Performance)
14  Presentation on the Results of Exercise2
15  Conclusions

授業計画・内容　/Class schedules and Contents

積極的な授業参加 30%
レポート20%
期末試験 50%

Participation 30%
Report 20%
Examination 50%

成績評価の方法　/Assessment Method

講義資料（英文）を読み予習をしておくこと。また、演習問題を解き復習すること。

Students are required to read the handouts (in English) and prepare for the class, and to solve review exercises.

事前・事後学習の内容　/Preparation and Review

熱力学（エントロピを含む）を履修済みであること．
受講人数上限20名

Students are requrired to have completed 'Thermodynamics (including Entropy)'.
The upper limit of student numbers is 20.

履修上の注意　/Remarks

我々のエネルギー利用を持続可能なものにする燃料電池技術をより理解してもらえることを希望します。

I hope you understand better the fuel cell technology that enables our use of sustainable energy.

担当者からのメッセージ　/Message from the Instructor

熱力学、燃料電池、発電

Thermodynamics, Fuel Cell, Power Generation

キーワード　/Keywords
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　制御応用工学
専門科目

コンピュータシステム

(Applied Control Engineering)

/Instructor
藤本　悠介 / Yusuke FUJIMOTO / 情報メディア工学科, 永原　正章 / Masaaki NAGAHARA / 環境技術研究所担当者名

/Semester/Credits
2単位

/Class Format
履修年次 学期単位 授業形態
/Year

クラス
/Class

講義1学期

対象入学年度
/Year of School Entrance

2017 20182015 201620142009 2011201020082007 2012 2013

【選択】 環境化学プロセスコース, 環境バイオシステムコース, 環境資源システムコース, 機械システムコース, 建
築デザインコース, 通信・メディア処理コース, コンピュータシステムコース/Department

対象学科

※お知らせ/Notice　人数に制限があります。

この授業では，自動車やロボットなどの動的システムをうまく動かすために
必須の技術である制御工学について，その最先端理論を学びます．

前半は，制御理論の中で特に重要な最適制御の基礎について勉強します．
制御の問題を最適化の枠組みで定式化することによって，例えば
人工知能のアイデアを取り入れることも可能になります．
その一例として，スパースモデリングの制御応用についてお話します．

後半は，動的システムの状態推定を扱います．
制御において，システムがどのような状態にあるかを知ることは極めて重要です．
状態推定の技法として，状態オブザーバとカルマンフィルタの二つを紹介します．

This course provides an introduction to recent theory of control engineering,
which is a fundamental theory to control dynamical systems such as
automobiles and drones.

First, the course provides basics of optimal control, which is
especially important
in control theory. The optimal control formulation is useful for introducing
ideas of artificial intelligence. As an example, we will learn sparse control,
which is a control application of sparse modeling.

Second, the state estimation problem is addressed.
Estimating the state of dynamical systems plays a crucial role in system control.
Two basic state estimation methods are introduced in this course; the state observer and the Kalman filtering.

授業の概要　/Course Description

教科書　/Textbooks
永原，スパースモデリング―基礎から動的システムへの応用，コロナ社

Masaaki Nagahara, Sparse Modeling -- Fundamentals and Its Applications
to Dynamical Systems, Corona Publishing. (in Japanese)

足立，丸田，カルマンフィルタの基礎，東京電機大学出版局
S. Adachi and I. Maruta, Fundamentals of Kalman Filter, TDU Press. (in Japanese)

その他の参考書は，適宜指示する．
Other references will be announced in the class.

参考書(図書館蔵書には　　)　/References（Available in the library:　　）
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　制御応用工学
専門科目

コンピュータシステム

(Applied Control Engineering)

1. 概要
2. 動的システムの可制御性
3. 最適制御の定式化
4. 最短時間制御
5. L0最適制御とL1最適制御
6. スパース制御としての最小燃料制御
7. 離散値制御
8. モデル予測制御
9. 状態推定の目的
10. 可観測性
11. 状態オブザーバの設計
12. 確率変数の基礎
13. ベイズ推定入門
14. カルマンフィルタによる推定
15. 状態推定の応用

1. Introduction
2. Controllability of dynamical systems
3. Mathematical formulation of optimal control
4. Time-optimal control
5. L0 and L1 optimal controls
6. Fuel-optimal control as sparse control
7. Discrete-valued control
8. Model predictive control
9. Purpose of state estimation
10. Observability
11. Design of state observer
12. Basic of random variable
13. Introduction to Bayesian estimation
14. State estimation by Kalman filtering
15. Applications of state estimation

授業計画・内容　/Class schedules and Contents

４回のレポートの合計点で評価します．

We will evaluate at the total score of four reports.

成績評価の方法　/Assessment Method

指定された範囲の予習と、授業内容の復習を行うこと。

Preparation for specified contents, and review for learned contents

事前・事後学習の内容　/Preparation and Review

大学学部レベルの線形代数と微分積分の知識が必要です．
Students are required to have knowledge about basics of linear algebra
and calculus.

ひびきのキャンパス「連携大学院カーエレクトロニクスコース」の単位互換科目であり、コース履修者を優先する。
This course is one at the joint graduate school in car electronics,
and students who register this course have priority.

履修上の注意　/Remarks

制御理論は数式が多く，難しいと感じるかもしれません．
この講義では，難しいと言われている制御理論を，噛み砕いて
分かりやすく説明します．最適制御や動的システムの理論は
将来，必ず役に立つでしょう．頑張って勉強してください．

Control theory includes rigid mathematics and you may feel it
difficult. We will try to give a clear presentation for this theory.
The theory of control and dynamical systems will be your powerful
tool in the future. Good luck.

担当者からのメッセージ　/Message from the Instructor

制御理論，最適制御，動的システム，スパースモデリング，状態推定，ベイズ推定，カルマンフィルタ
Control theory, optimal control, dynamical systems, sparse modeling, state estimation, Bayesian estimation, Kalman filtering

キーワード　/Keywords
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○システム工学特論
専門科目

機械システム

(Advanced Systems Engineering)

/Instructor
岡田　伸廣 / Nobuhiro OKADA / 機械システム工学科担当者名

/Semester/Credits
2単位

/Class Format
履修年次 学期単位 授業形態
/Year

クラス
/Class

講義1学期

対象入学年度
/Year of School Entrance

2017 20182015 201620142009 2011201020082007 2012 2013

【選択】 環境化学プロセスコース, 環境バイオシステムコース, 環境資源システムコース, 機械システムコース, 建
築デザインコース, 通信・メディア処理コース, コンピュータシステムコース/Department

対象学科

※お知らせ/Notice　人数に制限があります。

ここ数年で，3Dスキャナを用いた物体形状計測と3Dプリンタを用いた任意形状部品の製造技術は爆発的に発展しています．本講義では，移動ロ
ボットの製作を題材として，計算機を用いた3D設計，3Dプリンタによる部品の製作を行い，また3Dスキャナによる製品評価の概要について学び
ます．
In the past several years, the shape measurement by 3D scanner and the manufacturing technology by 3D printer of arbitrary shape parts are
explosively developed.
At this lecture, The course focuses on the 3D parts designing by computer and the parts manufacturing by 3D printer, adopting mobile robot as a
subject.
The evaluation of manufactured parts by 3D scanner is also mentioned.

授業の概要　/Course Description

教科書　/Textbooks
なし．必要に応じてプリント配布．
None. Documents will be served as needed.

SolidWorksによる3次元CAD　第2版，門脇重道ら，実教出版，2012年
参考書(図書館蔵書には　　)　/References（Available in the library:　　）
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○システム工学特論
専門科目

機械システム

(Advanced Systems Engineering)

第1回　ガイダンス
第2回　3D CAD使用法の習熟
第3回　3D CAD使用法の習熟
第4回　3D CAD使用法の習熟
第5回　3D CAD使用法の習熟
第6回　移動ロボットの概略設計
第7回　移動ロボットの概略設計　レビュー
第8回　3D CADによる移動ロボット設計　詳細設計
第9回　3D CADによる移動ロボット設計　詳細設計
第10回　3D CADによる移動ロボット設計　詳細設計
第11回　詳細設計のレビュー（プレゼンテーション）
第12回　3Dプリンタの説明，部品製作
第13回　移動ロボットの製作
第14回　移動ロボットの評価と3Dスキャナについて
第15回　まとめ，発表

1 Guidance
2 Tutorial of 3D CAD
3 Tutorial of 3D CAD
4 Tutorial of 3D CAD
5 Tutorial of 3D CAD
6 Mobile robot design by 3D CAD   Outlines
7 Mobile robot design by 3D CAD   Outlines and Review
8 Mobile robot design by 3D CAD   Details
9 Mobile robot design by 3D CAD   Details
10 Mobile robot design by 3D CAD   Details
11 Review of detailed design
12 3D printer, Parts manufacturing
13 Fabrication of mobile robots
14 Evaluation of the mobile robots, 3D scanner
15 Summary and Presentation

授業計画・内容　/Class schedules and Contents

発表：50点，レポート：50点（第7回，15回後にレポートを課します）
欠席は減点します．
Presentation 50%, Report 50% (Reports are imposed on final of the 7th and 15th lessons).
The points will be subtracted by absence.

成績評価の方法　/Assessment Method

授業の理解に有益な読書等の学習，授業内容の復習を行うこと．
Do the learning such as reading which are useful for understanding the class, and review the class.

事前・事後学習の内容　/Preparation and Review

使用するソフトウェアのライセンス数から，受講者を20名に制限します．そのため，受講希望者は必ず第1回目の講義に出席すること．
また，移動ロボット製作に際し，ある程度の部品代負担を求める場合もあります．
授業以外の時間帯に，各自でソフトウエア使用法の習熟と，必要な設計・検討をすること．
By the number of licenses of used software, the participants are restricted to 20 students. Therefore, students who want to apply this class MUST
ATTEND the FIRST LECTURE.
It may ask for a certain amount of cost on the mobile robot parts.
Students are required to do practice on the software, and designing and consideration on the robot, except the lectures.

履修上の注意　/Remarks

ロボット・メカトロニクスの分野に限らず，研究・産業の領域では3Dプリンタの導入が進んでいます．その片鱗に触れるとともに，ロボットの
製作を通してシステム工学を学んでください．
Introduction of 3D printer is progressing in the domain of not only the field of robot and mechatronics but also many field of research and industry.
Touching the basis of the technology, please study system engineering through manufacture of a robot.

担当者からのメッセージ　/Message from the Instructor

3D CAD，3Dプリンタ，移動ロボット
3D CAD, 3D printer, Mobile robot

キーワード　/Keywords
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○Academic Presentation I
共通科目

(Academic Presentation  I)

/Instructor
柏木　哲也 / Tetsuya KASHIWAGI / 基盤教育センターひびきの分室, 岡本　清美 / Kiyomi OKAMOTO / 基盤教
育センターひびきの分室

担当者名

/Semester/Credits
2単位

/Class Format
履修年次 学期単位 授業形態
/Year

クラス
/Class

演習1学期

対象入学年度
/Year of School Entrance

2017 20182015 201620142009 2011201020082007 2012 2013

【選択】 環境化学プロセスコース, 環境バイオシステムコース, 環境資源システムコース
/Department
対象学科

※お知らせ/Notice　人数に制限があります。

The objective of this course is to learn how to give an effective poster presentation.  It is true that the content of a
presentation is vital in selling your idea, but it is also important how to deliver your presentation to attract the audience's
attention. This course will thus put focus on "how." Students will learn core presentation skills and useful expressions
through practice in class. By the end of this course, students will be able to:
(1) use useful phrases and vocabulary for making presentations
(2) employ basic poster presentation techniques
(3) design an effective scientific research poster
(4) give a presentation in public with confidence

授業の概要　/Course Description

教科書　/Textbooks
English for Presentations. (by Grussendorf, Marion) Oxford University Press.

To be announced in class
参考書(図書館蔵書には　　)　/References（Available in the library:　　）

Week 1. Course introduction
Week 2. Differences between poster and oral presentations
Week 3. Informal presentations
Week 4. How to start your presentation
Week 5. How to organize your presentation
Week 6. Preparing the main part of your presentation
Week 7. "3-Minute Thesis"
Week 8. How to prepare a poster
Week 9. Preparing bullet charts based on data
Week 10. How to talk about visuals in a poster
Week 11. Describing a graph or chart of your own
Week 12. How to finish your presentation
Week 13. Rehearsing your presentation
Week 14. Final presentations
Week 15. Review

授業計画・内容　/Class schedules and Contents

Active involvement in class 10%
Homework assignments 10%
Informal presentation 10%
3-Minute Thesis 30%
Final presentation 40%

成績評価の方法　/Assessment Method

1103 /

OWNER
長方形



○Academic Presentation I
共通科目

(Academic Presentation  I)

Students are required to prepare for each class. They are also required to review the vocabulary and the presentation
skills they have learned in previous classes.

事前・事後学習の内容　/Preparation and Review

(1) All the students who wish to enroll are required to contact the course instructor before the first class. This is very
important for the course instructor to decide whether the course is to be conducted in English or Japanese. Those who
fail to do so and miss the first class may not be allowed to take the course.
(2) Students must have sufficient proficiency of the language of instruction to pursue the course work. The course
instructor may give a diagnostic test to assess the language proficiency of the student. Students may also be asked to
present the score of a recent language test (such as TOEFL or TOEIC for non-native speakers of English taking the
course in English, or JLPT for non-native speakers of Japanese taking the course in Japanese) to verify their language
proficiency.
(3) Enrollment in this course is limited to a maximum of 10 students. Selection of the students is at the discretion of the
course instructor.
(4) Students are expected to work independently.

履修希望者は必ず受講申告する前に担当教員にコンタクトをとること。
/Students who want to take this course must contact the instructor before registration.
英語力と受講者数による履修制限がある。
/Applications are limited due to class size and each student's English proficiency level.

履修上の注意　/Remarks

担当者からのメッセージ　/Message from the Instructor

academic presentation, English
キーワード　/Keywords
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　組込みソフトウェア
専門科目

通信・メディア処理

(Software for Embedded Systems)

/Instructor
山崎　進 / Susumu YAMAZAKI / 情報メディア工学科担当者名

/Semester/Credits
2単位

/Class Format
履修年次 学期単位 授業形態
/Year

クラス
/Class

講義1学期

対象入学年度
/Year of School Entrance

2017 20182015 201620142009 2011201020082007 2012 2013

【選択】 環境化学プロセスコース, 環境バイオシステムコース, 環境資源システムコース, 機械システムコース, 建
築デザインコース, 通信・メディア処理コース, コンピュータシステムコース/Department

対象学科

※お知らせ/集中講義です。　Notice/Intensive course
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　組込みソフトウェア
専門科目

通信・メディア処理

(Software for Embedded Systems)

本授業では主に簡単な組込みソフトウェアの開発方法を学習します。開発対象のシステムは LED や押しボタンなどがついたシンプルなマイコン
ボードです。組込みソフトウェア開発のエッセンスはこのような単純なシステムの開発の中に詰まっています。
この授業でとくに重視しているのが，実開発でも用いられるハードウェアに関する資料を読みながら自律的に問題を解決していくプロセスです
。技術は急速に進化するので知識は陳腐化していく運命にありますが，だからこそ，技術ではなく技術の学び方を学ぶことが強く求められます
。
This class introduces how to develop simple embedded software. The target system is a single-board  microcomputer, which has Light Emitting
Diodes, pushed buttons and so on. It includes an essencial knowledge of embedded system development.
This class also regards reading reference materials and solving problems autonomously as important because it is strongly needed to learn not
only technology but also how to learn technology because a technology is evolved rapidly and becomes obsolescent.

【到達目標 (Course Objectives)】
1. 与えられた関連資料を参照し，指定されたマイコンボードと1〜3種類程度のハードウェア部品からなる組込みシステムに，指定された1〜3機
能程度の要求仕様を満たすソフトウェアをペアで設計・実装することによって，問題解決に必要なルールや手順を自ら編み出せる。 
/ Given reference materials, a single-board microcomputer with between one and three types of hardware devices, and requirements specifications
of software that have between one and three functions, the student will generate rules and procedures for solving problems to design and
implement embedded software satisfying the specification in pairs with instructor support.
2. 組込みシステムの定義を説明できる。 
/ The student will state the definition of an embedded system.
3. Koopman の提唱する組込みシステムの応用領域の分類例について例と説明を考えられる。 
/ The student will generate explanations and examples of the typical application categories of embedded systems, proposed by Koopman.
4. ISO/IEC9126の品質特性の中から，指定された組込みシステムに最も求められる品質特性がどれか，選択する理由とともに自分の言葉で主張
できる。 
/ The student will generate explanations and reasons which quality attribute is the most required of a given embedded system, with his/her own
words.

【学位授与方針との関連 (Relationships to the Diploma Policy)】
I. 知識・理解 (knowledge, comprehension)
- 組込みソフトウェアに関連する概念・用語等の基礎知識を自分の言葉で説明できる。(到達目標1-4)
 / The student will state concepts and terminologies related embedded software in his/her own words. (Objective 1-4)

II. 技能 (skills)
- 組込みソフトウェアの開発手法・管理手法に関する技能を身に付ける。(到達目標1) 
/ The student will learn development and management skills of embedded software. (Objective 1)

III. 思考・判断・表現 (thinking, decision making, writing)
- 関連資料を参照しペアで議論しながら問題を自立的に解決できる。(到達目標1) 
/ The student will solve problems by him/herself with reading reference materials and discussing problems in pair. (Objective 1)
- 与えられた製品について，どのような品質が求められるか判断できる。(到達目標4) 
/ The student will judge what quality is needed to given product. (Objective 4)

IV. 関心・意欲・態度 (interests, motivation to learn, attitude)
- 組込みソフトウェアの設計品質とは何かを常に考える習慣を身に付ける。(到達目標4) 
/ The student will always choose to think what design quality of embedded software is. (Objective 4)
- 開発するときにわからないことがあった場合に，人に尋ねるのではなく資料を自力で調べることを選択する。(到達目標1)
 / The student will choose to investigate reference materials by him/herself rather than to ask somebody, if he/she has a question to develop
embedded software. (Objective 1)

授業の概要　/Course Description

教科書　/Textbooks
講義中に配布します。
Textbooks will be distributed by the instructors.

○ B.P. Douglass “Design Patterns for Embedded Systems in C: An Embedded Software Engineering Toolkit”. Newnes, 2010. ISBN 978-
1856177078

参考書(図書館蔵書には　　)　/References（Available in the library:　　）

以下の授業計画は授業改善のため変更される可能性があります。第1回のオリエンテーションでのアナウンスに注意してください。
We plan to change the class schedules and will announce them at the orientation.

1. オリエンテーション，導入 / Orientation, Introduction
2. 組込みシステムのモデリング / Modeling for an Embedded System (Tutorial/Exercise)
3. マイコンボードと基本電子回路の学習，開発環境の構築  / Tutorial for a Single-Board Microcomputer and Basic Electronic Circuit, Building
Development Environment
4. 簡単なプログラミング (1) 出力デバイスの基本 LED を灯す / Simple Programming Exercise (1) Basic Output Devices: turn on/off an LED
5. 簡単なプログラミング (2) 入力デバイスの基本 スイッチを読む / Simple Programming Exercise (2) Basic Input Devices: read a switch

授業計画・内容　/Class schedules and Contents
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　組込みソフトウェア
専門科目

通信・メディア処理

(Software for Embedded Systems)

6. 設計演習 (1) 機能，構造，ふるまいの設計 / Design Exercise (1) Function, Structure and Behavior
7. タイマーと割り込み / Timer and Interruption
8. 設計演習 (2) ソフトウェア部品の考え方と実装のしかた / Design Exercise (2) Software Component
9. 開発演習 (1) ソフトウェア部品を作る / Development Exercise (1) Software Component Development
10. 開発演習 (2) 部品を組み合わせる / Development Exercise (2) Compose Software Components
11. 応用演習〜デバイス調査 / Advanced Exercises: Research on other devices
12. 応用演習〜要求定義演習 / Advanced Exercises: Requirements definition
13. 応用演習〜設計演習 / Advanced Exercises: Design
14. 応用演習〜開発演習 / Advanced Exerciess: Development
15. まとめとふりかえり / Summary and Reflection

授業計画・内容　/Class schedules and Contents

【到達目標ごとの成績評価】
到達目標1: 演習課題 (Exercise) : 50%
到達目標2: 試験 (Examination) : 5%
到達目標3: 試験 (Examination) : 5%
到達目標4: 試験 (Examination) : 5%

【その他の評価項目】
積極的な授業への参加 (Class Participation): 35%

成績評価の方法　/Assessment Method

集中講義のため，授業時間中に最前が尽くせるよう，体調やモチベーション等の自己管理をすること
You should manage and keep your condition and motivation to do your best in this study, because this is an intensive course.

事前・事後学習の内容　/Preparation and Review

授業ではUMLによるモデリングとC言語によるプログラミングの能力が必要です。UMLモデリングとC言語プログラミングをよく復習しておいて
ください。
Skills of review modeling in UML and programming in the C language are required in this class.
授業ではUMLによるモデリングとC言語によるプログラミングの能力が必要です。UMLモデリング能力については学部3年生のソフトウェア設計
論を，C言語プログラミング能力については学部1年生の計算機演習Iを受講していることが望ましいです。これらの科目を受講していない場合に
は，授業開始前に補習を行うので，担当教員に連絡してください。
This class requires skills of modeling in UML and programming in the C language. The student is expected to have taken a course in modeling in
UML (Software Design for undergraduates) and programming in the C language (Programming Laboratory I). Contact the instructor if the student
has not taken these courses, to take supplementary lessons before starting this course.

履修上の注意　/Remarks

この授業では特別講師として組込みシステム開発経験が豊富な技術者を招聘しています。特別講師を通して，実社会で組込みシステムを開発す
るとはどういうことなのかを学んでいきましょう。
This class invites a special lecturer, who is a professional engineer and has much experience on embedded system development. Let’s learn how
embedded software is developed through him!

担当者からのメッセージ　/Message from the Instructor

組込みシステム，組込みソフトウェア，ソフトウェア・モデル，品質，設計，実装，プログラミング，UML
embedded system, embedded software, software modeling, software quality, software design,  software implementation, programming, UML

キーワード　/Keywords
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　メカトロニクス特論
専門科目

機械システム

(Advanced Mechatronics)

/Instructor
山本　元司 / Motoji YAMAMOTO / 非常勤講師担当者名

/Semester/Credits
2単位

/Class Format
履修年次 学期単位 授業形態
/Year

クラス
/Class

講義1学期

対象入学年度
/Year of School Entrance

2017 20182015 201620142009 2011201020082007 2012 2013

【選択】 環境化学プロセスコース, 環境バイオシステムコース, 環境資源システムコース, 機械システムコース, 建
築デザインコース, 通信・メディア処理コース, コンピュータシステムコース/Department

対象学科

※お知らせ/集中講義です。人数に制限があります。　Notice/Intensive course

今日、自動車、家電製品、環境制御機器、工作機械、ロボット、工場プラントの各種自動化機器などのほとんどの機械システムは、コンピュー
タによって知能化、システム化されて、いわゆるメカトロニクス機械となっている。
このメカトロニクス機械において基本となる、コンピュータと機械のインタフェース技術は今日の様々な分野での工学技術においてもきわめて
重要となっている。そこでここではこのコンピュータと機械のインタフェース手法を中心としてメカトロニクスのためのハードウエアの基礎を
習得する。学習効果を高めるために、基本的なメカトロニクスのための電気回路も製作し、メカトロニクス機器の実際の動作を確認する。

These days, most machines such as cars, home electronic appliances, machine tools, robots, and automation machines are controlled by
computers. These machines become intelligent ones by the computer's program. Such machines are called as "mechatronics" machines. We will
learn basic ideas of the computer and interface techniques between the computer and the machines, which are very important in the
mechatronics. For an efficient learning the mechatronics, this course also gives some experiments of some digital electronic circuits.

授業の概要　/Course Description

教科書　/Textbooks
メカトロニクスのためのコンピュータインタフェース
山本元司
（生協書籍で販売しますので必ず購入のこと）

Textbook will be sold in the university book store. All you get this course must buy the text book "Computer Interfaces for Mechatronics"

講義中に実習用テキストと参考資料を配布します。
To be announced in the class.
その他参考図書は授業中に適宜知らせます．
Other reference books are noticed in the course.

参考書(図書館蔵書には　　)　/References（Available in the library:　　）
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　メカトロニクス特論
専門科目

機械システム

(Advanced Mechatronics)

　１　メカトロニクス概要（メカトロニクス技術が応用されている例）
　２　受動素子（抵抗、コンデンサ、コイル）
　３　能動素子（ダイオード、トランジスタ、FET）
　４　論理回路、NAND回路、TTL、CMOSとデジタルIC
　５　デジタル回路I（フリップフロップ）
　６　デジタル回路II（カウンタ、レジスタ）
　７　アナログ回路I（オペアンプ）
　８　アナログ回路II（A/D、D/Aコンバータ）
　９　マイクロコンピュータ動作の基礎
１０　マイクロコンピュータインタフェース
１１　DCモータ、ACモータ、ステップモータ
１２　センサとセンサインタフェース
１３　割り込みとハードウエア制御プログラム
１４　シーケンス制御とフィードバック制御
１５　まとめ

 1 Introduction of mechatronics
 2 Passive devices (resistance, capacitor, coil)
 3 Active devices (diode, transistor, FET)
 4 Logic circuit and NAND circuit, TTL, CMOS, and digital IC
 5 Digital circuit 1 (Flip-flop)
 6 Digital circuit 2 (Counter, Register)
 7 Analog circuit 1 (Op amp)
 8 Analog circuit 2 (A/D, D/A converter)
 9 Basics of microcomputer
10 Interface of microcomputer
11 DC motor, AC motor, Stepping motor
12 Motor control circuit and sensor interface
13 Interruption and hardware program
14 Sequence control and feedback control
15 Summaries

授業計画・内容　/Class schedules and Contents

課題（ミニ実験）４０％、レポート　６０％で評価する。
Assignment 40%, Report 60%.

成績評価の方法　/Assessment Method

事前・事後学習は授業中に指示される．
Preparation and Review will be noticed in the course.

事前・事後学習の内容　/Preparation and Review

授業中に予習内容を伝える。
To be announced in the class.

履修上の注意　/Remarks

研究室での研究活動および就職後での実験装置等、自動化機器の設計・製作のための基礎知識、理論、実践能力
の涵養を目的としています。コンピュータ周りのハードウエアについて知りたい人はぜひ
受講してください。
The objective of the course is to provide students with the basic knowledge and understanding for designing automatic
machines and computer controlled experimental setups necessary in student's laboratory or in student's future job.
Please take this course if students have an interest in this field.

担当者からのメッセージ　/Message from the Instructor

Mechatronics, Computer, Hardware, Actuator, Sensor
キーワード　/Keywords
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○省資源衛生工学
専門科目

環境資源システム

(Sustainable Sanitation Engineering)

/Instructor
安井　英斉 / Hidenari YASUI / エネルギー循環化学科, 今井　剛 / Tsuyoshi IMAI / 非常勤講師
島岡　隆行 / Takayuki SHIMAOKA / 非常勤講師

担当者名

/Semester/Credits
2単位

/Class Format
履修年次 学期単位 授業形態
/Year

クラス
/Class

演習1学期

対象入学年度
/Year of School Entrance

2017 20182015 201620142009 2011201020082007 2012 2013

【選択】 環境化学プロセスコース, 環境バイオシステムコース, 環境資源システムコース, 機械システムコース, 建
築デザインコース, 通信・メディア処理コース, コンピュータシステムコース/Department

対象学科

※お知らせ/集中講義です。　Notice/Intensive course

有機性の廃棄物・排水処理技術に関して理論と最新の技術を学び、工学的実務家、政策学的実務家、また研究者として国内外の環境問題に取り
組む際に必要な知識の一端を身につける。廃棄物処理においては、計画-収集-リサイクル-中間処理-最終処分までの一連の工程毎に基本的な考え
方や課題解決を学ぶ。また、排水処理技術においては、特に発展途上国・新興国に適する省エネルギー・省資源のシステムに焦点を当て、先進
国である日本の排水処理に関する発展の経緯をアジアの国々と比較しながら、それぞれの国にとって持続可能な水処理方法を考える。いかなる
技術も別の技術と比べると長所・短所を有する。これらのトレードオフ関係を定量的な根拠をもって認識できるようになることを到達目標とす
る。このことによって、論理的なインフラ構築の考え方を身につける。

Engineering theories and modern technologies for solid waste management and wastewater treatments are instructed. Students will obtain
essential knowledge to tackle environmental problems in the world as practitioners, engineers and researchers. For the solid waste management,
key factors, challenges and approaches to the solutions are shown based on steps from the planning of collection system till operation of final
disposal facilities. For the wastewater treatments, sustainable sanitary engineering is especially focused that may meet the needs in developing
countries/emerging countries. The experiences in Japan are critically discussed to develop comparative considerations with your origin/country.
Based on this discussion, a logical insight to identify trade-off relationships on system implementation is incubated.

授業の概要　/Course Description

教科書　/Textbooks
テキスト配布

Handout

Wastewater Engineering (McGraw-Hill, 2003)
参考書(図書館蔵書には　　)　/References（Available in the library:　　）
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○省資源衛生工学
専門科目

環境資源システム

(Sustainable Sanitation Engineering)

1) 廃棄物処理・資源循環計画の理論
2) 廃棄物処理・資源循環計画の課題
3) 廃棄物のリサイクルの理論
4) 廃棄物のリサイクルの課題
5) 廃棄物中間処理の理論
6) 廃棄物中間処理の技術
7) 廃棄物最終処分の理論
8) 廃棄物最終処分の技術
9) 廃棄物最終処分の課題
10) 廃棄物処理・資源循環のまとめ
11) 浄化槽（分散型汚水処理システム）の概要
12) アジアの発展途上国排水処理の現状 (1), 排水処理の状況
13) アジアの発展途上国排水処理の現状 (2), 都市間の比較
14) 省エネルギー・省資源型の水処理 (1), 日本の高度処理技術
15) 省エネルギー・省資源型の水処理 (2), 最新の技術開発の紹介

1) Theories for solid waste management and material recycle
2) Implementations for solid waste management and material recycle
3) Theories for recycling of solid waste
4) Implementations for recycling of solid waste
5) Theories for intermediate treatments of solid waste
6) Technologies of intermediate treatment of solid waste
7) Theories for solid waste disposal
8) Technologies for solid waste disposal
9) Implementations for solid waste disposal
10) Overview and challenges for sustainable solid waste managements
11) Overview of decentralised wastewater treatment system (Japanese Johka-so)
12) Wastewater treatments in Asian developing countries (1), outline for selected countries/region
13) Wastewater treatments in Asian developing countries (2), comparative study on sewage works
14) Sustainable wastewater treatments (1), Advanced Technologies in Japan
15) Sustainable wastewater treatments (2), Recent Researches and Developments

授業計画・内容　/Class schedules and Contents

授業への積極的参加　50%
小レポート(授業内　13回分)　50%

Active learning (based on attendance) 50%
Thirteen sets of report 50%

成績評価の方法　/Assessment Method

予習：　自分の身の回りの廃棄物・排水処理システムがどのような仕組みで成り立っているか、授業の討議用に調べておくこと。
復習：　毎回の講義内容を自分の身の回りの廃棄物・排水処理システムと比較・考察すること。

To find out appropriate solutions to meet individual needs in your country, students are requested to provide current relating information and
problems, which may be used for the discussion at the class. Also the consequences of the discussion should be critically reviewed.

事前・事後学習の内容　/Preparation and Review

使用言語は英語とするが、英語による受講希望者がいなければ日本語でも開講する。

Official language for this subject: English unless specified.

履修上の注意　/Remarks

廃棄物と排水の効率的な処理は社会を持続させるために必須の要素です。実例を学ぶことでイメージを膨らませましょう。

For sustainable societies, elaboration of waste/wastewater teratment systems are crucial. Incubate your vivid insights from seeing on-going
approaches.

担当者からのメッセージ　/Message from the Instructor

廃棄物の処理システムと管理, 新規の低コスト排水処理技術紹介

Solid waste management, developing low-cost wastewater treatment technologies

キーワード　/Keywords
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○環境化学物質計測学
専門科目

環境資源システム

(Analysis of Toxic Chemicals in the Environment)

/Instructor
門上　希和夫 / Kiwao KADOKAMI / 環境技術研究所担当者名

/Semester/Credits
2単位

/Class Format
履修年次 学期単位 授業形態
/Year

クラス
/Class

講義1学期

対象入学年度
/Year of School Entrance

2017 20182015 201620142009 2011201020082007 2012 2013

【選択】 環境化学プロセスコース, 環境バイオシステムコース, 環境資源システムコース, 機械システムコース, 建
築デザインコース, 通信・メディア処理コース, コンピュータシステムコース/Department

対象学科

※お知らせ/集中講義です。　Notice/Intensive course

環境データは，環境の安全性を評価し，現状と将来を予測する上で必須のものである。本科目では，環境中の有害化学物質分析に関する手法・
技術及び知識を習得する。到達目標は，次の通りである。

・　サンプリング及び試料の前処理に関する手法・技術や知識を習得し，簡単な分析法を組み立てられる。
・　機器分析の理論，特徴および使用法を学び，対象物質に適した機器を選定できる。
・　分析精度管理を学び，分析値の評価ができる。

Environmental data is essential for evaluating environmental safety and predicting current and future status. Students will study knowledge and
methods related to micro-pollutant analysis of  environmental samples. The final goals of this subject are as follows; (1) development of simple
analytical methods through learning methods and knowledge of sampling and pretreatment, (2) selection of a suitable analytical instrument for
targets by learning theory and feature of various instruments, and (3) evaluation of analytical results through learning analytical quality control and
quality assurance (QC/QA).

授業の概要　/Course Description

教科書　/Textbooks
適宜配布 Distribution of an original textbook

適宜指示 Suggestion of suitable references
参考書(図書館蔵書には　　)　/References（Available in the library:　　）
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○環境化学物質計測学
専門科目

環境資源システム

(Analysis of Toxic Chemicals in the Environment)

1　化学物質の環境汚染，環境動態
2　試料の採取法
3　水試料の前処理
4　固形試料，大気試料の前処理
5　クリーンアップ法（カラムクリーンアップ）
6　クリーンアップ法（その他）
7　ガスクロマトグラフィー（原理，カラム）
8　ガスクロマトグラフィー（注入法，検出器）
9　ガスクロマトグラフィー質量分析法(GC-MS）
10　液体クロマトグラフィー
11　液体クロマトグラフィー質量分析法(LC-MS)
12　分析精度管理
13　演習（プレゼンテーション前半）
14　演習（プレゼンテーション後半）
15　まとめ

1 Introduction to environmental chemical analysis
2 Environmental sampling
3 Extraction of water samples
4 Extraction of solid and air samples
5 Clean-up procedures (Column chromatography)
6 Clean-up procedures (Others)
7 Gas chromatography (Theory and column)
8 Gas chromatography (Injector and detector)
9 Gas chromatography-Mass spectrometry
10 High performance liquid chromatography
11 Liquid chromatography-Mass spectrometry
12 Quality control/quality assurance
13 Practice (The first half of presentation)
14 Practice (The latter half of presentation)
15 Review

授業計画・内容　/Class schedules and Contents

学習態度・質疑 25%
プレゼンテーション 25%
レポート 50%
Positive participation, question 25%
Oral Presentation 25%
Final report 50%

成績評価の方法　/Assessment Method

初回講義時に配布するテキストを用いて予習・復習をしっかりと行うこと。　
Students have to prepare and review the lessons using the text distributed in the first class.

事前・事後学習の内容　/Preparation and Review

夏季休暇中に集中講義で実施する。
使用言語は，日本語・英語で隔年変更（2018年度は英語）。演習で，全員に15分程度のプレゼンテーションを義務づけるため，恥をかかないよ
うに日頃から勉強しておくこと。
Lectures will be done as an intensive of lectures in the summer holiday. Official language for this subject changes every other year: Japanese and
English. The year of 2018 is English. Students will make a presentation in the final class.

履修上の注意　/Remarks

化学物質に限らず微量分析を行う時に役立つ知識や技術を学ぶことができる。それらの知識は，自分が分析する時だけでなく，他の分析者が出
した測定値を評価する上でも有用である。
In this class you can learn knowledge and techniques that are needed to analyse not only organic micro-pollutants but also other trace
substances.These are useful not only when you analyse samples yourself but also to evaluate analytical results analysed by others.

担当者からのメッセージ　/Message from the Instructor

キーワード　/Keywords
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○アジアの環境問題
専門科目

環境資源システム

(Environmental issues in Asia　)

/Instructor
寺嶋　光春 / Mitsuharu TERASIMA / エネルギー循環化学科, 佐野　大輔 / Daisuke SANO / 非常勤講師
馬　昌珍 / Chang-Jin MA / 非常勤講師, 佐藤　明史 / Meiji SATO / 非常勤講師

担当者名

/Semester/Credits
2単位

/Class Format
履修年次 学期単位 授業形態
/Year

クラス
/Class

演習1学期

対象入学年度
/Year of School Entrance

2017 20182015 201620142009 2011201020082007 2012 2013

【選択】 環境化学プロセスコース, 環境バイオシステムコース, 環境資源システムコース, 機械システムコース, 建
築デザインコース, 通信・メディア処理コース, コンピュータシステムコース/Department

対象学科

※お知らせ/集中講義です。　Notice/Intensive course

The purposes are to be able to understand a wide range of environmental phenomena in Asia and to be able to apply results of the studies to
analyze and solve environmental phenomena.

授業の概要　/Course Description

教科書　/Textbooks
Handouts are distributed if necessary.

References are introduced in lecture, if necessary.
参考書(図書館蔵書には　　)　/References（Available in the library:　　）

1. Water and wastewater issues in Asian countries
2. Waterborne diseases
3. Toxins and pathogens in water(1):  (Fundamental)
4. Toxins and pathogens in water (2): (Application)
5. Management approaches (1): (Extraction of elements)
6. Management approaches (2): (Systemization)
7. Air pollution in Asian countries
8. Diffusion of air pollutants in Asian countries
9. Air pollutant control (1): (Extraction of elements)
10. Air pollutant control (2): (Integration)
11. Review of Air pollution(1): (Application)
12. Review of Air pollution (2): (Systemization)
13. Environmental problems to be solved
14. Career planing (1): (Group discussion)
15. Career planing (2): (Presentation)

授業計画・内容　/Class schedules and Contents

Report 100%
成績評価の方法　/Assessment Method

The preparation and review tasks will be shown in the class.
事前・事後学習の内容　/Preparation and Review

Official language is English.
履修上の注意　/Remarks

担当者からのメッセージ　/Message from the Instructor
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○アジアの環境問題
専門科目

環境資源システム

(Environmental issues in Asia　)

キーワード　/Keywords
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○生物センサー工学
専門科目

環境バイオシステム

(Biosensor Engineering)

/Instructor
礒田　隆聡 / Takaaki ISODA / 環境生命工学科担当者名

/Semester/Credits
2単位

/Class Format
履修年次 学期単位 授業形態
/Year

クラス
/Class

講義2学期

対象入学年度
/Year of School Entrance

2017 20182015 201620142009 2011201020082007 2012 2013

【選択】 環境化学プロセスコース, 環境バイオシステムコース, 環境資源システムコース, 機械システムコース, 建
築デザインコース, 通信・メディア処理コース, コンピュータシステムコース/Department

対象学科

到達目標は以下のとおり
生化学物質計測のための電気化学と化学反応機構について理解できるようにする。

Attainment target is shown below :
This lecture explain an electrochemistry for measurement of biochemical
substances and the mechanism of chemical reactions.

授業の概要　/Course Description

教科書　/Textbooks
教科書は初回の講義で紹介する。　／A textbook is introduced at first guidance in this lecture.

―
参考書(図書館蔵書には　　)　/References（Available in the library:　　）
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○生物センサー工学
専門科目

環境バイオシステム

(Biosensor Engineering)

1   代謝
2   代謝生産物と中間体
3   細胞機能と細胞表面構造
4   既存のバイオセンサ（１）【酵素電極測定】
5   既存のバイオセンサ（２）【水晶振動子測定】
6   既存のバイオセンサ（３）【表面プラズモン測定】
7   固体表面の受容体構築（１）【ペプチドの集積】
8   固体表面の受容体構築（２）【ＤＮＡ・ＲＮＡの集積】
9   固体表面の受容体構築（３）【タンパク・抗体の集積】
10  半導体微細加工（１）【フォトリソグラフィー】
11  半導体微細加工（２）【ナノリソグラフィー】
12  生体材料のセンシングへの利用（１）【サイトカイン】
13  生体材料のセンシングへの利用（２）【タンパク・ペプチド】
14  生体材料のセンシングへの利用（３）【細胞・体組織】
15　まとめ

1   Metabolism
2   Products and intermediates made from a metabolism
3   Cell function and the surface structure
4   Electrochemical measurement（１）【Enzyme electrode measurement】
5   Electrochemical measurement（２）【QCM measurement】
6   Electrochemical measurement（３）【SPR measurement】
7   The principle of sensing（１）【Peptide modification】
8    The principle of sensing（２）【DNA & RNA modification】
9    The principle of sensing（３）【Protein & Antigen modification】
10  Micromachining technology making of a semiconductor（１）【Photolithography】
11  Micromachining technology making of a semiconductor（２）【Nanolithography】
12  Use biomaterial for sensing（１）【Cytokine】
13  Use biomaterial for sensing（２）【Protein & Peptide】
14  Use biomaterial for sensing（３）【Cells & Tissue】
15  Summary

授業計画・内容　/Class schedules and Contents

期末試験 90%
レポート 10%
Final exam 90%
Report 10%

成績評価の方法　/Assessment Method

予習・復習を十分に行うこと
 Good preparations for classes and reviews after classes will enhance your performance.

事前・事後学習の内容　/Preparation and Review

履修上の注意　/Remarks

本講義では、バイオセンサーが生物の機能とエレクトロニクスから成り立っていることが理解できます。さらに知識を深めたいならば、生物と
電気化学の基礎を復習した方がよいでしょう。

You will learn at this lecture that a biosensor is composed of a function of living matters and electronics.  If you would like to get more knowledge,
you had better review the foundation of the biology and the electrochemistry.

担当者からのメッセージ　/Message from the Instructor

キーワード　/Keywords
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○微生物機能学
専門科目

環境バイオシステム

(Functional Microbiology)

/Instructor
森田　洋 / Hiroshi MORITA / 環境生命工学科担当者名

/Semester/Credits
2単位

/Class Format
履修年次 学期単位 授業形態
/Year

クラス
/Class

講義2学期

対象入学年度
/Year of School Entrance

2017 20182015 201620142009 2011201020082007 2012 2013

【選択】 環境化学プロセスコース, 環境バイオシステムコース, 環境資源システムコース, 機械システムコース, 建
築デザインコース, 通信・メディア処理コース, コンピュータシステムコース/Department

対象学科

自然界における浄化力は、光と水と微生物の相互作用による場合が多く、また様々な有害化学物質の分解もこの連動の上に成り立っているもの
が多い。さらに地球環境の進化も微生物の活動によって支えられている。このような微生物の活動を巧みに利用することで、古来より発酵生産
を行ったり、現在では環境技術に役立てている。本講義では微生物の様々な機能について知見を深め、微生物産業の将来を展望する能力を養う
。
到達目標は以下の通りである。
・自然界から新規微生物の探索と分離・同定の手法について説明できる。
・物質循環と微生物とのかかわりについて説明できる。
・微生物による環境浄化技術や物質変換技術について説明できる。

The aim of this lecture is to functional microbiology from the viewpoint of industrial fermentation technology; microorganisms and their activities
associated with fermented food products, biocontrol science; the occurrence and activities of various spoilage and pathogenic bacteria, modern
technology for food protection such as sterilization, prevention of growth of spoilage and pathogenic bacteria, environmental microbiology;
application of microbial functions to conservation of environments.
To be able to outline the three topics shown below.
・Screening and isolation of new microorganisms
・Biogeochemical cycling with microbial function
・Bioremediation and bioconversion using microorganisms

授業の概要　/Course Description

教科書　/Textbooks
なし/ None

Michael Madigan, John Martinko, David Stahl, David Clark, Brock Biology of Microorganisms (13th Edition), PEARSON Education, Inc., ISBN: 978-
0-321-73551-5, 2012
Jacquelyn G. Black, Microbiology (8th Edition),  JOHN WILEY & SONS, INC., ISBN: 978-0-470-64621-2, 2013

参考書(図書館蔵書には　　)　/References（Available in the library:　　）
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○微生物機能学
専門科目

環境バイオシステム

(Functional Microbiology)

１．微生物培養法 Ⅰ 【培地】  / Fermentation TechnologyⅠ 【Microbial Nutrition】
２．微生物培養法 Ⅱ 【スクリーニング】  / Fermentation Technology Ⅱ【Screening】
３．微生物培養法 Ⅲ  【培養制御】 / Fermentation Technology Ⅲ【Fermentation Control】
４．窒素循環と微生物機能 Ⅰ 【硝化】 / Nitrogen Cycles and Microorganisms Ⅰ 【Nitrification】
５．窒素循環と微生物機能 Ⅱ 【脱窒】 / Nitrogen Cycles and Microorganisms Ⅱ【Denitrification】
６．窒素循環と微生物機能 Ⅲ 【窒素固定】/ Nitrogen Cycles and Microorganisms Ⅲ【Nitrogen Fixation】
７．硫黄循環と微生物機能 / Sulfur Cycles and Microorganisms
８．炭素循環と微生物機能 / Carbon Cycles and Microorganisms
９．バイオレメディエーション Ⅰ 【原位置法】  / BioremediationⅠ 【in situ method】
１０．バイオレメディエーション Ⅱ 【on site法】  / BioremediationⅡ 【on site method】
１１．バイオレメディエーション Ⅲ  【応用例】 / BioremediationⅢ 【Applications】
１２．微生物利用 Ⅰ 【清酒】  / Application of MicroorganismsⅠ 【Japanese Sake】
１３．微生物利用 Ⅱ 【ビール、ワイン】 / Application of MicroorganismsⅡ 【Beer and wine】
１４．微生物利用 Ⅲ 【その他】 / Application of MicroorganismsⅢ 【Other products】
１５．まとめ/ Final review

授業計画・内容　/Class schedules and Contents

試験/ Examination：　　80％
課題/ Report：　10％
授業態度/ Class Participation：　10％

成績評価の方法　/Assessment Method

授業では幅広い内容を取り上げるため、授業開始前までに事前学習を行い、授業終了後には復習することにより理解をさらに深めてほしい。
Students are requested to more understand by review learning and preparation for next class.

事前・事後学習の内容　/Preparation and Review

履修上の注意　/Remarks

本講義において、微生物の様々な機能について理解を深め、微生物をどのような形で活用していけば、発酵生産や環境浄化、有用資源の変換に
役立つか考えてほしい。
Students are requested to get the idea of how to apply microbial potential activities to fermentative production, environmental technology and
bioconversion.

担当者からのメッセージ　/Message from the Instructor

Fermentation, Bioremediation, Bioconversion
キーワード　/Keywords

11231 /



○Academic Presentation II
共通科目

(Academic Presentation  II)

/Instructor
柏木　哲也 / Tetsuya KASHIWAGI / 基盤教育センターひびきの分室, 岡本　清美 / Kiyomi OKAMOTO / 基盤教
育センターひびきの分室

担当者名

/Semester/Credits
2単位

/Class Format
履修年次 学期単位 授業形態
/Year

クラス
/Class

演習 361101-0A71904-
001

2学期

対象入学年度
/Year of School Entrance

2017 20182015 201620142009 2011201020082007 2012 2013

【選択】 環境化学プロセスコース, 環境バイオシステムコース, 環境資源システムコース
/Department
対象学科

※お知らせ/Notice　人数に制限があります。

The objective of this course is to learn how to give an effective oral presentation using a presentation software.  Although
the content of a presentation is important in selling your idea, how that presentation is delivered is also important to get
your idea across. This course will thus put focus on “how.” By the end of this course, students will be able to:
     -learn useful phrases and vocabulary for presentations
     -learn some basic techniques to give oral presentations
     -understand how to structure a presentation
     -make simple but informative slides
     -get confidence in presenting in public

授業の概要　/Course Description

教科書　/Textbooks
English for Presentations (by Grussendorf, Marion) Oxford University Press.

TBA
参考書(図書館蔵書には　　)　/References（Available in the library:　　）

1. Course orientation
2. Casual presentation
3. How to start your presentation
4. How to organize your presentation
5. Effective use of sign-positing words
6. Prepare the main part of your presentation
7. 3-minuite thesis
8. Effective use of visual aids
9. Prepare bullet charts based on data
10. How to talk about visuals in a poster
11. Describing a graph or chart of your own
12. How to finish your presentation
13. Rehearse your presentation
14. Final presentation
15. Review

授業計画・内容　/Class schedules and Contents

Active involvement in class 10%
Presentation assignments 30%
Casual presentation 10%
3-minute thesis 20%
Final presentation 30%

成績評価の方法　/Assessment Method

1104 /

OWNER
長方形



○Academic Presentation II
共通科目

(Academic Presentation  II)

Students are required to prepare for each class. They are also required to review the vocabulary and the presentation
skills they have learned in previous classes.

事前・事後学習の内容　/Preparation and Review

(1) All the students who wish to enroll are required to contact the course instructor before the first class. This is very
important for the course instructor to decide whether the course is to be conducted in English or Japanese. Those who
fail to do so and miss the first class may not be allowed to take the course.
(2) Students must have sufficient proficiency of the language of instruction to pursue the course work. The course
instructor may give a diagnostic test to assess the language proficiency of the student. Students may also be asked to
present the score of a recent language test (such as TOEFL or TOEIC for non-native speakers of English taking the
course in English, or JLPT for non-native speakers of Japanese taking the course in Japanese) to verify their language
proficiency.
(3) Enrollment in this course is limited to a maximum of 10 students. Selection of the students is at the discretion of the
course instructor.
(4) Students are expected to work independently.

履修希望者は必ず受講申告する前に担当教員にコンタクトをとること。
/Students who want to take this course must contact the instructor before registration.
英語力と受講者数による履修制限がある。
/Applications are limited due to class size and each student's English proficiency level.

履修上の注意　/Remarks

担当者からのメッセージ　/Message from the Instructor

キーワード　/Keywords

1104 /

OWNER
長方形



○Academic Presentation II
共通科目

(Academic Presentation  II)

/Instructor
植田　正暢 / Masanobu UEDA / 基盤教育センターひびきの分室担当者名

/Semester/Credits
2単位

/Class Format
履修年次 学期単位 授業形態
/Year

クラス
/Class

演習2学期

対象入学年度
/Year of School Entrance

2017 20182015 201620142009 2011201020082007 2012 2013

【選択】 機械システムコース, 建築デザインコース
/Department
対象学科

※お知らせ/Notice　人数に制限があります。

The objective of this course is to learn how to give an effective oral presentation using a presentation software.  Although
the content of a presentation is important in selling your idea, how that presentation is delivered is also important to get
your idea across. This course will thus put focus on “how.” By the end of this course, students will be able to:
     -learn useful phrases and vocabulary for presentations
     -learn some basic techniques to give oral presentations
     -understand how to structure a presentation
     -make simple but informative slides
     -get confidence in presenting in public

授業の概要　/Course Description

教科書　/Textbooks
English for Presentations (by Grussendorf, Marion) Oxford University Press.

TBA
参考書(図書館蔵書には　　)　/References（Available in the library:　　）

1. Course orientation
2. Casual presentation
3. How to start your presentation
4. How to organize your presentation
5. Effective use of sign-positing words
6. Prepare the main part of your presentation
7. 3-minuite thesis
8. Effective use of visual aids
9. Prepare bullet charts based on data
10. How to talk about visuals in a poster
11. Describing a graph or chart of your own
12. How to finish your presentation
13. Rehearse your presentation
14. Final presentation
15. Review

授業計画・内容　/Class schedules and Contents

Active involvement in class 10%
Presentation assignments 30%
Casual presentation 10%
3-minute thesis 20%
Final presentation 30%

成績評価の方法　/Assessment Method

1104 /

OWNER
長方形



○Academic Presentation II
共通科目

(Academic Presentation  II)

Students are required to prepare for each class. They are also required to review the vocabulary and the presentation
skills they have learned in previous classes.

事前・事後学習の内容　/Preparation and Review

(1) All the students who wish to enroll are required to contact the course instructor before the first class. This is very
important for the course instructor to decide whether the course is to be conducted in English or Japanese. Those who
fail to do so and miss the first class may not be allowed to take the course.
(2) Students must have sufficient proficiency of the language of instruction to pursue the course work. The course
instructor may give a diagnostic test to assess the language proficiency of the student. Students may also be asked to
present the score of a recent language test (such as TOEFL or TOEIC for non-native speakers of English taking the
course in English, or JLPT for non-native speakers of Japanese taking the course in Japanese) to verify their language
proficiency.
(3) Enrollment in this course is limited to a maximum of 10 students. Selection of the students is at the discretion of the
course instructor.
(4) Students are expected to work independently.

履修希望者は必ず受講申告する前に担当教員にコンタクトをとること。
/Students who want to take this course must contact the instructor before registration.
英語力と受講者数による履修制限がある。
/Applications are limited due to class size and each student's English proficiency level.

履修上の注意　/Remarks

担当者からのメッセージ　/Message from the Instructor

キーワード　/Keywords

1104 /

OWNER
長方形



○Academic Presentation II
共通科目

(Academic Presentation  II)

/Instructor
筒井　英一郎 / Eiichiro TSUTSUI / 基盤教育センターひびきの分室担当者名

/Semester/Credits
2単位

/Class Format
履修年次 学期単位 授業形態
/Year

クラス
/Class

演習2学期

対象入学年度
/Year of School Entrance

2017 20182015 201620142009 2011201020082007 2012 2013

【選択】 通信・メディア処理コース, コンピュータシステムコース
/Department
対象学科

※お知らせ/Notice　人数に制限があります。

Presentation skills are essential for both engineers and researchers. Students will acquire basic skills and strategies necessary for an effective
presentation. By the end of this course, they will have the fundamental knowledge of how to give an effective poster presentation in English.

授業の概要　/Course Description

教科書　/Textbooks
To be announced in class

To be announced in class
参考書(図書館蔵書には　　)　/References（Available in the library:　　）

Week 1. Course Introduction
Week 2. What is an Academic Presentation?
Week 3. Preparing for Presentations
Week 4. Understanding Your Audience
Week 5. Gathering Ideas
Week 6. Reading a Scientific Paper: Focusing on Grammar
Week 7. Reading a Scientific Paper: Focusing on Vocabulary
Week 8. Reading a Scientific Paper: Evaluation
Week 9. Reading a Scientific Paper: In-class Presentation
Week 10. Writing a Draft: Organizing the structure of a presentation
Week 11. Writing a Draft: Plagiarism
Week 12. Writing a Draft: Revising and Proofreading
Week 13. Creating Effective Power Point Presentations
Week 14. Rehearsing Your Power Point Presentation
Week 15. Final Power Point Presentations

授業計画・内容　/Class schedules and Contents

Participation: 20%
Assignments: 20%
In-class Presentation: 30%
Final Poster Presentation: 30%

成績評価の方法　/Assessment Method

Students must complete the homework that is assigned in every lesson and sufficiently prepare for the following week.
事前・事後学習の内容　/Preparation and Review

1094 /

OWNER
長方形



○Academic Presentation II
共通科目

(Academic Presentation  II)

(1) All the students who wish to enroll are required to contact the course instructor before the first class. This is very important for the course
instructor to decide whether the course is to be conducted in English or Japanese. Those who fail to do so and miss the first class may not be
allowed to take the course.

(2) Students must have sufficient proficiency of the language of instruction to pursue the course work. The course instructor may give a diagnostic
test to assess the language proficiency of the student. Students may also be asked to present the score of a recent language test (such as TOEFL
or TOEIC for non-native speakers of English taking the course in English, or JLPT for non-native speakers of Japanese taking the course in
Japanese) to verify their language proficiency.

(3) Enrollment in this course is limited to a maximum of 10 students. Selection of the students is at the discretion of the course instructor.

(4) Students are expected to work independently.

履修希望者は必ず受講申告する前に担当教員にコンタクトをとること。
/Students who want to take this course must contact the instructor before registration.
英語力と受講者数による履修制限がある。
/Applications are limited due to class size and each student's English proficiency level.

履修上の注意　/Remarks

More and more Japanese companies are moving toward globalization. This trend makes it even more important to acquire the presentation skills
to recommend or persuade an audience. This course will help improve academic English presentation skills for future success.

担当者からのメッセージ　/Message from the Instructor

academic presentation, English, international convention
キーワード　/Keywords

1094 /

OWNER
長方形



　構造解析学
専門科目

建築デザイン

(Structural Analysis)

/Instructor
藤田　慎之輔 / Shinnosuke FUJITA / 建築デザイン学科, 城戸　將江 / Masae KIDO / 建築デザイン学科担当者名

/Semester/Credits
2単位

/Class Format
履修年次 学期単位 授業形態
/Year

クラス
/Class

講義2学期

対象入学年度
/Year of School Entrance

2017 20182015 201620142009 2011201020082007 2012 2013

【選択】 環境化学プロセスコース, 環境バイオシステムコース, 環境資源システムコース, 機械システムコース, 建
築デザインコース, 通信・メディア処理コース, コンピュータシステムコース/Department

対象学科

建築構造で用いる力学は、構造力学、材料力学、塑性力学といくつかの種類がある。本講義では、これらの力学で共通となる、釣合式、ひずみ
－変位関係、応力－ひずみ関係、境界条件などを、等断面直線梁を対象として復習し、さらに仕事の原理（発散定理、単位仮想荷重法、単位仮
想変位法、仮想仕事の原理、補仮想仕事の原理）やエネルギ原理（最小ポテンシャルエネルギの原理、最小コンプリメンタリエネルギ原理）の
解説を行なうことにより、力学の構造を理解してもらうことを目的とする。

Mechanics of building structures are categorized such as structural mechanics, strength of materials and theory of plasticity.  Equilibrium
equations, stress-strain relations and strain-displacement relations are reviewed, and after that principles of work (divergence theorem, unit load
method, principle of virtual work and so on) and energy principles (principle of minimum potential energy and principle of minimum complementary
energy) are explained.  The objective of this class is to acquire the structure of structural analysis.

授業の概要　/Course Description

教科書　/Textbooks
建築学構造シリーズ　建築構造力学，津田惠吾 編著，オーム社

エネルギ原理入門（鷲津久一郎著、培風館）
A first course of energy priciple

参考書(図書館蔵書には　　)　/References（Available in the library:　　）

11278 /



　構造解析学
専門科目

建築デザイン

(Structural Analysis)

1　 構造力学の基礎
2　 構造力学の問題、基礎式と仮定
3　 対象とする梁とモデル化、荷重と応力・断面力
4　 力の釣合、力学的境界条件
5　 変形の仮定
6　 ひずみと変位の関係、幾何学的境界条件
7　 応力とひずみの関係と断面諸量
8　 梁のたわみを求める微分方程式
9　 発散定理１　基礎式
10　発散定理2　応用
11　単位仮想荷重法、仮想仕事の原理1
12　仮想仕事の原理2、補仮想仕事の原理
13　最小ポテンシャルエネルギの原理
14　最小コンプリメンタリエネルギの原理
15　演習

1   Fundamental concept of structural analysis
2   Governing equations and assumptions
3   Load, stress and stress resultant
4   Equilibrium and natural boundary conditions
5   Assumption of deformation
6   Strain-displacement relations, geometric boundary conditions
7   Stress-strain relations
8   Differential equations of equilibrium
9   Divergence theorem 1　Fundamental equaiton
10 Divergence theorem 2 Application
11 Unit load method, Principle of virtual work 1
12 Principle of virtual work 2, Principle of complementally virtual work
13 Principle of minimum potential energy
14 Principle of minimum complementally energy
15 Practice

授業計画・内容　/Class schedules and Contents

講義でのディスカッション 20%
レポート 80%
Discussion 20%
Paper 80%

成績評価の方法　/Assessment Method

予習として授業開始前までにはあらかじめ渡す資料に目を通しておくこと。
授業終了後の復習は講義で行った例題や演習問題を行うこと。
Students are encouraged to make a preparation and a review for the lecture.

事前・事後学習の内容　/Preparation and Review

本講義の内容の理解のため、学部で習う構造力学、数学的知識として微分積分学、線形代数の基礎レベルを望む。
建築実務インターンシップで構造設計分野の研修を受ける場合は、本講義を受講しておくことが望ましい。
予習として授業開始前までにはあらかじめ渡す資料に目を通しておくこと。
授業終了後の復習は講義で行った例題や演習問題を行うこと。建築実務インターンシップで、構造設計分野の研修を受ける場合は、本講義を受
講しておくことが望ましい。

It is desirable for students who take the Architectural Internship and study at structural design field to take this course.　Preprint papers should be
examined before this class. After class, you should review of this lessons by running the workshop.

履修上の注意　/Remarks

構造力学は自分で問題を解いて初めてわかる・できるようになる学問である。自分で鉛筆を持って計算する癖をつけて、できたという喜びを感
じてほしい。また、本講義により｢力学の構造｣を把握することにより、建築構造解析の全体像を理解してほしい。

Scope of structural analysis should be understood.

担当者からのメッセージ　/Message from the Instructor

キーワード　/Keywords

11278 /



○環境保全工学
専門科目

環境資源システム

(Environmental Preservation Engineering)

/Instructor
藍川　昌秀 / Masahide AIKAWA / エネルギー循環化学科担当者名

/Semester/Credits
2単位

/Class Format
履修年次 学期単位 授業形態
/Year

クラス
/Class

講義2学期

対象入学年度
/Year of School Entrance

2017 20182015 201620142009 2011201020082007 2012 2013

【選択】 環境化学プロセスコース, 環境バイオシステムコース, 環境資源システムコース, 機械システムコース, 建
築デザインコース, 通信・メディア処理コース, コンピュータシステムコース/Department

対象学科

※お知らせ/Notice　H30日本語開講

近年、私たちを取り巻く大気に関する大陸規模での環境汚染（微小粒子状物質（PM2.5）などによる大気汚染や酸性雨問題等）が大きな問題と
なっています。この講義では、大気汚染や酸性雨の現況を知るとともに、その原因を発生、移流・拡散、反応、沈着という物理的・化学的機構
から理解することを目指します。

Continental scale environmental pollution such as particulate matter typically represented by PM2.5 and acid deposition issue recently have a
great concern. In this class, we make it a goal to recognize and understand the followings; 1) the current status of air pollution issue and acid
deposition issue, and 2) the physical and chemical mechanism to produce the issues from the viewpoint of emission, diffusion/transportation,
chemical reaction, and deposition.

授業の概要　/Course Description

教科書　/Textbooks
必要に応じて資料を配布

Hand out

酸性雨と酸性霧, 村野健太郎, 裳華房 (1993)
大気環境学, 岩坂泰信, 岩波書店 (2003)
大気の化学 (季刊化学総説) , 日本化学会編, 学会出版センター(1990)

R. M. Harrison and R. E. van Grieken (1998)  Atmospheric Particles. Wiley

参考書(図書館蔵書には　　)　/References（Available in the library:　　）

11249 /



○環境保全工学
専門科目

環境資源システム

(Environmental Preservation Engineering)

1.   大気科学を始めるにあたり（基礎概念の確認）
2.   地球大気の歴史・構造・組成　
3.   濃度を支配する因子と数学的表現
4.   大気の輸送
5.   地球化学的物質循環
6.   日本・北九州市の大気環境
7.   化学反応速度論
8.   対流圏オゾンの起源と測定
9.   オゾンの科学（成層圏オゾン）
10. オゾンの科学（対流圏オゾン）
11. 日本の大気行政と法律
12. 対流圏の酸化力
13. 粒子状物質
14. 酸性雨の化学
15. 地球温暖化

1.   Overviews and brushup of atmospheric science
2.   History, structure and composition of earth’s atmosphere
3.   Parameters to control the concentration and its mathematical representation
4.   Vertical and horizontal transportation of air
5.   Geochemical cycle of elements
6.   Current situation of air pollution of Japan and Kitakyushu
7.   Kinetics of a chemical reaction
8.   Origin and measurement on tropospheric ozone
9.   Physics and chemistry of ozone（stratospheric ozone）
10. Physics and chemistry of ozone（tropospheric ozone）
11. Law and government on air pollution in Japan
12. Oxidizing power of troposphere
13. Particulate matter
14. Chemistry on acid rain
15. Global warming

授業計画・内容　/Class schedules and Contents

レポート：80％
試験：20％

Report 80%
Examination 20%

成績評価の方法　/Assessment Method

事前学習：各回の最後に次回講義の予習として課題を示す。
事後学習：各回の講義内容をパワーポイント2枚以内にまとめて提出すること。

I give you homework on next lecture.
Also wrap up each lecture in 2 slides (Power Point).

事前・事後学習の内容　/Preparation and Review

授業の中で20-30分程度の発表（予習事項・復習事項）をしてもらいます。
Please do a presentation on preparation and review for 20-30 minutes in each class.

使用言語：日英隔年開講（英語による受講希望者がいない場合は、英語開講年でも日本語で実施。2018年度は日本語）。
Official language: Biennial lecture of English and Japanese
(Japanese language may be used in case of no applicant for English in the English-year. Japanese is used in F.Y.2018 )

履修上の注意　/Remarks

自ら考え、積極的に取り組みましょう。

Learn on your own and think for yourself.

担当者からのメッセージ　/Message from the Instructor

大気環境、大気汚染物質、オゾン、粒子状物質、酸性沈着

Atmospheric environment, air pollutants, ozone, particulate matter, acid deposition

キーワード　/Keywords

11249 /



○計算化学
専門科目

環境バイオシステム

(Computational Chemistry)

/Instructor
上江洲　一也 / Kazuya UEZU / 環境生命工学科担当者名

/Semester/Credits
2単位

/Class Format
履修年次 学期単位 授業形態
/Year

クラス
/Class

講義2学期

対象入学年度
/Year of School Entrance

2017 20182015 201620142009 2011201020082007 2012 2013

【選択】 環境化学プロセスコース, 環境バイオシステムコース, 環境資源システムコース, 機械システムコース, 建
築デザインコース, 通信・メディア処理コース, コンピュータシステムコース/Department

対象学科

化学の諸現象を理解するためのツールとして、ますますその威力を発揮している計算化学について学ぶ。代表的な計算化学パッケージである「
Gaussian 09」を使用して、その具体的な利用方法（構造最適化、振動数計算，理論的方法の正しい選択など）を習得し、量子化学に基づく基礎
理論を理解することを到達目標とする。

Computational chemistry is a powerful tool that can provide increased insight and understanding of many complex topics.
The rapid advances in computer hardware and software for computational chemistry over the last decade allow
meaningful chemistry calculations to be performed on standard desktop computers. This lecture focuses on how we
utilize the advantage of molecular modeling and related computational techniques to prepare the functional materials.

授業の概要　/Course Description

教科書　/Textbooks
特に指定しない。

Not specified.

電子構造論による化学の探究　ガウシアン社（ISBN 0-9636769-8-9）
物理化学−分子論的アプローチ（上） 東京化学同人 （ISBN 978-4-8079-0508-9）
Introduction to COMPUTATIONAL CHEMISTRY　JOHN WILEY & SONS（ISBN 978-0-4700-1187-4）　

参考書(図書館蔵書には　　)　/References（Available in the library:　　）
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○計算化学
専門科目

環境バイオシステム

(Computational Chemistry)

1　計算化学の概要
2　量子力学の仮説と一般原理
3　シュレディンガー方程式とその近似解法
4　密度汎関数法
5　Gaussian03の使用方法
6　構造最適化
7　計算結果ファイルの解読
8　分子軌道の表示
9　中間テスト
10　振動数計算
11　IRとラマンスペクトルの予測
12　熱化学解析
13　NMR物性の予測
14　溶媒中の系のモデル化
15　励起状態

1　Standard computational methods
2　Foundational principles for Quantum Mechanics
3　Approximate solution for the Schrödinger equation
4 　Density Functional Theory
5　Software Gaussian03
6　Geometry optimization
7　Understanding the result files
8　Visualization of mocelular orbitals
9　Midterm exam
10　Vibrational frequencies
11　IR and Raman Intensity
12　Thermochemical analysis
13　NMR Shielding
14　Solvation models
15　Excited state

授業計画・内容　/Class schedules and Contents

平常点（小テスト等） 20%
中間テスト 30%
期末テスト＆最終レポート 50%

Exercise 20%
Midterm exam 30%
Term exam & Final report 50%

成績評価の方法　/Assessment Method

計算手法の習得および理論の理解を深めるために、予習・復習を十分に行うこと

Good preparations for classes and reviews to understand the theoretical approach.

事前・事後学習の内容　/Preparation and Review

ウインドウズOSを搭載したラップトップ型コンピュータ。
初回講義時に指示する。

Laptop computer with the Microsoft Windows Operating System.
To be announced in the first lecture.

履修上の注意　/Remarks

計算化学的手法を駆使することにより、実験に匹敵しうるほど精度の高い電子構造計算や分子構造解析などが可能となっている。この強力なツ
ールを習得することで、化学現象を理解するための視点を増やして欲しい。

Chemists and chemical engineers now have an additional tool available that is complementary to traditional experimental
and theoretical techniques. So, I hope you can use the standard computational methods to deeply understand chemical
phenomena.

担当者からのメッセージ　/Message from the Instructor

量子化学

Quantum chemistry

キーワード　/Keywords
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○信号解析
専門科目

通信・メディア処理

(Signal Analysis)

/Instructor
京地　清介 / Seisuke KYOCHI / 情報メディア工学科担当者名

/Semester/Credits
2単位

/Class Format
履修年次 学期単位 授業形態
/Year

クラス
/Class

講義2学期

対象入学年度
/Year of School Entrance

2017 20182015 201620142009 2011201020082007 2012 2013

【選択】 環境化学プロセスコース, 環境バイオシステムコース, 環境資源システムコース, 機械システムコース, 建
築デザインコース, 通信・メディア処理コース, コンピュータシステムコース/Department

対象学科

※お知らせ/Notice　人数に制限があります。

ディジタル信号の取得／圧縮／伝送等の処理に共通して用いられる基盤的な信号解析理論及びアルゴリズムは、近年も急速な発展を続けている
。本講義では、ディジタルフィルタの集合のフィルタバンクによるマルチレート信号処理、フーリエ変換の拡張であるウェーブレット変換等、
信号解析に関する発展的な内容を学ぶ。

Recently, fundamental theories and algorithms of signal analysis for digital signal acquisition, compression and transmission is rapidly growing.
This course focuses on the advanced techniques in the field of signal analysis, such as, multi-rate signal processing with filter banks (a set of
digital filters), wavelet transform (an extended version of Fourier transform) and so on.

【到達目標】
1) レート変換処理による周波数スペクトルの変化を説明できる。
2) 完全再構成条件と性能評価関数を考慮してフィルタバンクを設計できる。
3) フィルタバンクを用いた信号処理を実装できる。

【Attainment targets】
1) Students explain about the change of frequency spectrum due to sampling rate change operations.
2) Students design filter banks according to perfect reconstruction condition and filter performance criteria.
3) Students implement practical signal processing applications by using filter banks.

授業の概要　/Course Description

教科書　/Textbooks
特になし
No textbook

マルチメディア技術の基礎DCT（離散コサイン変換）入門、CQ出版社
Wavelets and Filter Banks. Wellesley-Cambridge Press
A Wavelet Tour of Signal Processing, Third Edition, Academic Press

参考書(図書館蔵書には　　)　/References（Available in the library:　　）

11289 /



○信号解析
専門科目

通信・メディア処理

(Signal Analysis)

1. ガイダンス
2. 基礎信号処理の復習（フーリエ変換、サンプリング定理）
3. 基礎信号処理の復習（z変換、ディジタルフィルタ）
4. 直交基底
5. ブロック変換（DFT、DCT）
6. ブロック変換（PCA）
7. ブロック変換とフィルタバンクの関係
8. 2分割フィルタバンク
9. ウェーブレット変換
10. 演習
11. M分割フィルタバンク
12. 多次元フィルタバンク
13. Orthogonal Matching Pursuitによるスパース符号化
14. K-SVDによる辞書学習
15. まとめ

1. Guidance
2. Review of basic signal processing (Fourier transform, sampling theorem)
3. Review of basic signal processing (Z-transform, digital filter)
4. Orthogonal basis
5. Block transform （discrete Fourier transform, discrete cosine transform）
6. Block transform （principal component analysis）
7. Relationship between block transforms and filter banks
8. Two-channel filter banks
9. Wavelet transform
10. Exercise
11. M-channel filter banks
12. Multidimensional filter banks
13. Sparse coding by orthogonal matching pursuit
14. Dictionary learning by K-SVD
15. Conclusion

授業計画・内容　/Class schedules and Contents

演習、レポート50%
期末テスト50%

Exercise, Report 50%
Exam 50%

成績評価の方法　/Assessment Method

指定された範囲の予習と、授業内容の復習を行うこと。
Students are required to prepare and review for each lecture.

事前・事後学習の内容　/Preparation and Review

線型代数・基礎信号処理を学習していることを前提として講義を行う。
Basic knowledge on linear algebra and signal processing is required, such as Fourier transform, FIR/IIR filters, convolution.

プログラミングはMATLABで行う。
MATLAB is used for programming exercise.

履修上の注意　/Remarks

数理的議論が多いため、演習・プログラミングの例題を通じて積極的に手を動かし、理解を深めてほしい。
また本講義で扱う内容の更なる発展事項に関しては参考書に挙げた書籍を参照されたい。

Conceptual mathematical discussions will often appear in the course. For deep comprehension, students are expected to do a lot of practice
exercises and MATLAB programming. Those who want to study further contents, please see the references.

担当者からのメッセージ　/Message from the Instructor

信号処理、フィルタバンク、ウェーブレット
Signal processing, Filter banks, Wavelet

キーワード　/Keywords
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○機械要素設計特論
専門科目

機械システム

(Machine Element Design)

/Instructor
宮國　健司 / Takeshi MIYAGUNI / 機械システム工学科担当者名

/Semester/Credits
2単位

/Class Format
履修年次 学期単位 授業形態
/Year

クラス
/Class

講義2学期

対象入学年度
/Year of School Entrance

2017 20182015 201620142009 2011201020082007 2012 2013

【選択】 環境化学プロセスコース, 環境バイオシステムコース, 環境資源システムコース, 機械システムコース, 建
築デザインコース, 通信・メディア処理コース, コンピュータシステムコース/Department

対象学科

※お知らせ/Notice　人数に制限があります。

多種多様な機械部品を加工するために、加工原理、加工機構および加工現象について理解し、機能やコストに応じた加工法の選択を的確に判断
できるようになる。

It is the course objective that the student understands a processing principle, a processing machine style, and a processing phenomenon in order
to process various machine parts, and can judge now exactly the selection of the processing method according to a function or cost.

授業の概要　/Course Description

教科書　/Textbooks
例題で学ぶ初めての塑性加工　日本塑性加工学会編　森北出版

講義中に適宜紹介します。
参考書(図書館蔵書には　　)　/References（Available in the library:　　）
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○機械要素設計特論
専門科目

機械システム

(Machine Element Design)

1回：塑性という現象
2回：応力とひずみ
3回：降伏条件
4回：初等解法
5回：有限要素法
6回：回転加工
7回：復習問題
8回：板材成形最前線
9回：3D-CADの紹介
10回：3D-CADの活用例
11回：3D-CADの活用討議
12回：3D-CADの実践
13回：3D-CADの応用
14回：3D-CADの実践討議
15回：まとめ

1：About a Phenomenon as Plasticity
2：Stress and Strain
3：Yield Condition
4：Elementary Solution
5：Finite Element Method
6：Rolling
7：Review
8：The forefront of sheet metal forming
9：Outline of 3D-CAD
10：The example of practical use 3D-CAD
11：Discussion about the example of practical use 3D-CAD
12：The practice of 3D-CAD
13：Forming form 3D-CAD
14：Discussion about the  practice of 3D-CAD
15：Conclusion

授業計画・内容　/Class schedules and Contents

積極的な授業参加・・40%　レポート・・60%

Participation・・40%　Report・・60%

成績評価の方法　/Assessment Method

講義の前後に指示する範囲を予習・復習すること。

Preparation and review is needed for the area indicated before and after the lecture.

事前・事後学習の内容　/Preparation and Review

履修定員：２０名
「加工学」の知識が必要なので、「加工学」未受講の学生は受講不可です。加工学受講後、本講義を受講ください。

The participants are restricted to 20 students .
Knowledge of "Manufacturing Processes" is needed for this course. Students who has never audited course in "Manufacturing Processes" can not
attend this course. Students must audit course in "Manufacturing Processes" first, before attending this course.

履修上の注意　/Remarks

生産加工技術は、要求される機能、品質およびコストを満足する機械部品を製作するために不可欠な基盤技術である。

The production processing technology is a basic technology indispensable to produce the machine section that satisfies
demanded function, quality, and cost.

担当者からのメッセージ　/Message from the Instructor

キーワード　/Keywords
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○環境情報システム論
専門科目

環境資源システム

(Environmental Information Technology and Computer Simulation)

/Instructor
野上　敦嗣 / Atsushi NOGAMI / 環境生命工学科担当者名

/Semester/Credits
2単位

/Class Format
履修年次 学期単位 授業形態
/Year

クラス
/Class

講義2学期

対象入学年度
/Year of School Entrance

2017 20182015 201620142009 2011201020082007 2012 2013

【選択】 環境化学プロセスコース, 環境バイオシステムコース, 環境資源システムコース, 機械システムコース, 建
築デザインコース, 通信・メディア処理コース, コンピュータシステムコース/Department

対象学科

広域的な環境状況を把握、管理するための環境モニタリング手法や環境情報システム技術を学ぶ。環境アセスメントに用いられる代表的な計算
機シミュレーション技術の詳細も、環境影響評価書の実例を通して学習する。実際の業務で用いられる計算機プログラムを用いた計算演習を適
時組み込んで実践的な知識・技術を修得する。

Students will acquire technological knowledge of environmental monitoring and environmental information system for a
large area environmental management. Also, various computer simulation methods for environmental assessment are
introduced by the case study of actual environmental assessment and students will acquire practical technique of
computer simulations by business software exercises.

授業の概要　/Course Description

教科書　/Textbooks
講義資料を配布する。

The releated references will be  distiributed.

適時指示する。

Useful references will be suggested ,if necessary.

参考書(図書館蔵書には　　)　/References（Available in the library:　　）
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○環境情報システム論
専門科目

環境資源システム

(Environmental Information Technology and Computer Simulation)

1　概要
2　環境アセスメントⅠ【環境情報】
3　環境アセスメントⅡ【環境配慮方法】
4　環境モニタリング方法
5　環境情報地図の具体例
6　予測の基本的な方法
7　環境情報システムの実例調査発表
8　環境情報システムの実例調査の補足・指摘事項の調査発表
9　環境影響評価書のシミュレーション事例【大気汚染】
10　環境影響評価書のシミュレーション事例【水質、その他】
11　シミュレーション演習Ⅰ【大気汚染物質拡散】
12　シミュレーション演習Ⅱ【熱流体力学】
13　シミュレーション自由課題の演習
14　シミュレーション課題発表
15　まとめ

1 Overview of environmental information technology
2 Environmental impact assessment, I(Environmental information)
3 Environmental impact assessment, II(Environmental consideration actions)
4 Environmental monitoring methods
5 Examples of actual environmental information map
6 Environmental estimation methods
7 Case study 1 (environmantal information system), I
8 Case study  1 (environmantal information system), II
9 Computer simulation methods for environmental assessment, I(air pollutant dispersion)
10 Computer simulation methods for environmental assessment, II(thermal and fluiid flow analysis)
11 Computer simulation exercise, part I
12 Computer simulation exercise, part II
13 Case study 2 (computer simulation), part I
14 Case study 2 (computer simulation), part II
15 Review

授業計画・内容　/Class schedules and Contents

実例調査発表 40%
シュミレーション課題発表 40%
授業への取組み姿勢 20%
Case study 1 40%
Case study 2 40%
Active learning 20%

成績評価の方法　/Assessment Method

配布資料や参考資料は全て読んで理解すること。
 Read and understand all handouts and reference materials.
課題調査発表は授業外での自主調査を充分に行うこと。
Survey for the case study presentation should be done extensively outside the class.

事前・事後学習の内容　/Preparation and Review

北九州市環境配慮指針などの参考文献を予め配布するので、熟読して授業に備えること。
Prepare for the lecture by reading references such as Environmental Consideration Policy of Kitakyushu city provided in advance.

使用言語（日本語、英語）。英語学生が多い場合、英語のみのクラスも開講する。
Class language for this subject: Japanese and English. English class will be open separately if there are many English student.

履修上の注意　/Remarks

環境に関わる情報や情報技術に強い関心を持ち、自発的に学習すること。
Have a strong interest in environment-related information and information technology, and bewilling to study.

担当者からのメッセージ　/Message from the Instructor

キーワード　/Keywords
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○化学反応工学
専門科目

環境化学プロセス

(Kinetics and Reaction Engineering)

/Instructor
朝見　賢二 / Kenji ASAMI / エネルギー循環化学科担当者名

/Semester/Credits
2単位

/Class Format
履修年次 学期単位 授業形態
/Year

クラス
/Class

講義2学期

対象入学年度
/Year of School Entrance

2017 20182015 201620142009 2011201020082007 2012 2013

【選択】 環境化学プロセスコース, 環境バイオシステムコース, 環境資源システムコース, 機械システムコース, 建
築デザインコース, 通信・メディア処理コース, コンピュータシステムコース/Department

対象学科

この授業の到達目標は以下のとおりとする。
1. 化学反応速度と反応機構の理論についての専門知識を深める。
2.自己の研究テーマについて反応速度、反応機構の面から考察・評価し、それを発表・ディスカッションする。

The objectives of this class is :
1. Thorough study on the theory of chemical reaction kinetics and reaction mechanism for the students to apply it to their own research work.
2. Presentation by every student about his/her own research from the view point of reaction kinetics and mechanism and discussion with other
students.

授業の概要　/Course Description

教科書　/Textbooks
アトキンス　物理化学　第8版　（下）

特に指定しない　　　　　　　　　　Nothing specified
参考書(図書館蔵書には　　)　/References（Available in the library:　　）

1 ガイダンス・導入　　　　　　　　                      Guidance　＆ Introduction
2 反応速度理論 (1)   【速度式】             　      Theory of reaction kinetics (1)　【Rate equation】
3 反応速度理論 (2)   【１次反応速度式】         Theory of reaction kinetics (2)  【First order kinetics】
4 反応速度理論 (3)   【２次反応速度式】         Theory of reaction kinetics (3)   【Second order kinetics】
5 反応速度理論 (4)   【アレニウス式】             Theory of reaction kinetics (4)   【Arrhenius equation】
6 反応機構理論 (1)   【素反応】                      Theory of reaction mechanism (1)  【Elementary reaction】
7 反応機構理論 (2)   【定常状態近似】           Theory of reaction mechanism (2)  【Steady state approximation】
8 反応機構理論 (3)   【連鎖反応】                  Theory of reaction mechanism (3)  【Chain reaction】
9 反応機構理論 (4)   【遷移状態理論】           Theory of reaction mechanism (4)  【Transition state theory】
10 事例紹介(1)  【酸化反応】　　　                  Case study (1)  【Oxidation reaction】
11 事例紹介(2)  【水素化反応】             　      Case study (2)  【Hydrogenation reaction】
12 事例紹介(3)  【改質反応】                         Case study (3)  【Reforming reaction】
13 発表会(1)                                                 Presentation (1)
14 発表会(2)                                                 Presentation (2)
15 総合討論　　　　　　　　　　　　                       Discussion

授業計画・内容　/Class schedules and Contents

発表内容(40%)、質疑応答(40%)、レポート(20%)          Presentation(40%), Communication(40%), Contents(20%)
成績評価の方法　/Assessment Method
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○化学反応工学
専門科目

環境化学プロセス

(Kinetics and Reaction Engineering)

1. 学部で学んだ化学反応速度と反応機構の基礎を復習しておくこと。
2. 自己の研究テーマについて反応速度、反応機構の面からよく考えておくこと。

It is important to consider the relation between your own work and reaction kinetics and mechanism.

事前・事後学習の内容　/Preparation and Review

履修上の注意　/Remarks

担当者からのメッセージ　/Message from the Instructor

キーワード　/Keywords
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○パターン認識応用
専門科目

通信・メディア処理

(Applied Pattern Recognition)

/Instructor
山崎　恭 / Yasushi YAMAZAKI / 情報メディア工学科担当者名

/Semester/Credits
2単位

/Class Format
履修年次 学期単位 授業形態
/Year

クラス
/Class

講義2学期

対象入学年度
/Year of School Entrance

2017 20182015 201620142009 2011201020082007 2012 2013

【選択】 環境化学プロセスコース, 環境バイオシステムコース, 環境資源システムコース, 機械システムコース, 建
築デザインコース, 通信・メディア処理コース, コンピュータシステムコース/Department

対象学科

※お知らせ/Notice　人数に制限があります。

パターン認識技術が工学上の様々な問題にどのように適用されているかについて理解することを目標とし，パターン認識技術を利用した音声認
識技術や文字認識技術等の現状と課題について学習する．講義の前半は，パターン認識問題に対する基本的なアプローチについて学習する．後
半は，パターン認識技術を利用した音声認識技術，文字認識技術の具体的手法について理解するとともに，近年，パターン認識技術の情報セキ
ュリティ分野への応用例として注目されているバイオメトリック認証技術について理解を深める．本講義の到達目標は以下のとおりである．
・統計的パターン認識の基本的な考え方を理解し，識別関数，ベイズ決定理論について説明することができる．
・パターン認識技術が実社会でどのように利用されているかについて，具体例を挙げて説明することができる．

This course introduces students to the recent trends and issues in pattern-recognition-based applications, such as speech and character
recognition systems. In the first part, we provide some fundamental approaches to pattern recognition issues. In the second part, we introduce how
to design the speech and character recognition systems. Also, we introduce a biometric recognition technology which is recently focused as a
promising application to information security issues. The course goals are as follows:
・Understanding the basic approach of statistical pattern recognition and enabling to explain the discriminant function and Bayesian decision
theory
・Enabling to explain some examples of the utilization of the pattern recognition technologies in the real world

授業の概要　/Course Description

教科書　/Textbooks
特に指定せず，講義の都度資料を配布する．

To be distributed in class

講義中に適宜紹介する．

To be announced in class

参考書(図書館蔵書には　　)　/References（Available in the library:　　）
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○パターン認識応用
専門科目

通信・メディア処理

(Applied Pattern Recognition)

1　序論
2　識別関数の設計Ⅰ【概論】
3　識別関数の設計Ⅱ【線形識別関数】
4　識別関数の設計Ⅲ【ニューラルネットワーク】
5　識別関数の設計Ⅳ【ニューラルネットワークの学習】
6　ベイズ決定理論Ⅰ【概論】
7　ベイズ決定理論Ⅱ【正規密度に対する識別関数】
8　特徴空間の変換
9　音声認識Ⅰ【概論】
10　音声認識Ⅱ【音声分析法】
11　音声認識Ⅲ【隠れマルコフモデル】
12　文字認識【概論，各種アルゴリズム】
13　バイオメトリック認証Ⅰ【概論】
14　バイオメトリック認証Ⅱ【各種アルゴリズムと応用】
15　応用トピック

1  Introduction
2  Discriminant function design I 【Introduction】
3  Discriminant function design II 【Linear discriminant function】
4  Discriminant function design III 【Neural networks】
5  Discriminant function design IV 【Learning algorithms for neural networks】
6  Bayesian decision theory I 【Introduction】
7  Bayesian decision theory II 【Discriminant functions for the normal density】
8  Transformation of feature space
9  Speech recognition I 【Introduction】
10  Speech recognition II 【Speech analysis】
11  Speech recognition III 【HMM】
12  Character recognition 【Introduction, Algorithms】
13  Biometric recognition I 【Introduction】
14  Biometric recognition II 【Algorithms and applications】
15  Advanced topics

授業計画・内容　/Class schedules and Contents

積極的な授業参加：20%
レポート：80%

Participation：20%
Final paper：80%

成績評価の方法　/Assessment Method

毎回，講義開始前までに e-Learning Portal (Moodle) で公開予定の講義資料に目を通しておくこと．また，講義中に各単元に関する例題を適宜出
題するので，復習時に活用して理解を深めること．

Students are expected to look through the course materials distributed by e-Learning Portal (Moodle)  before taking each class. Also, students are
expected to make a review by solving some exercises set in class.

事前・事後学習の内容　/Preparation and Review

解析学，線形代数学，確率論に関する基礎知識を復習しておくこと．
履修定員あり．定員数を超えた場合，調整を行う．

Basic knowledge on analysis, linear algebra, and probability theory is required.
Due to class capacity, the number of attendees will be limited.

履修上の注意　/Remarks

パターン認識の基礎から応用まで幅広い内容を扱うので，毎回の講義内容に関する復習が不可欠となります．講義では，最新の研究動向や実用
化動向にも触れますので，パターン認識技術が我々の日常生活でどのように活用されているのか，常に関心を持って講義に臨むことを期待しま
す．

Due to the wide coverage of pattern recognition issues, students are encouraged to make a review after each class. In this course, the latest
research and utilization trends will be presented. Students are expected to attend the class with continuous interests in how the pattern recognition
technologies are utilized in our daily life.

担当者からのメッセージ　/Message from the Instructor

識別関数，ベイズ決定理論，音声認識，文字認識，バイオメトリック認証
キーワード　/Keywords
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○パターン認識応用
専門科目

通信・メディア処理

(Applied Pattern Recognition)

discriminant function, Bayesian decision theory, speech recognition, character recognition, biometric recognition
キーワード　/Keywords
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○水圏環境工学
専門科目

環境資源システム

(Aquatic Environment Engineering)

/Instructor
寺嶋　光春 / Mitsuharu TERASIMA / エネルギー循環化学科担当者名

/Semester/Credits
2単位

/Class Format
履修年次 学期単位 授業形態
/Year

クラス
/Class

講義2学期

対象入学年度
/Year of School Entrance

2017 20182015 201620142009 2011201020082007 2012 2013

【選択】 環境化学プロセスコース, 環境バイオシステムコース, 環境資源システムコース, 機械システムコース, 建
築デザインコース, 通信・メディア処理コース, コンピュータシステムコース/Department

対象学科

※お知らせ/集中講義です。　Notice/Intensive course

本講義の到達目標は、人間活動に大きな影響を及ぼす水圏について、水の流れや水質の制御及び水圏保全に必要な知識の習得をすることである
。特に、水の流動や移流プロセスについて学習することにより、水圏における化学的・生物学的現象の理解が深まる。

The hydraulic transport processes affecting water quality in ecosystem and engineered system are explained with modelling and data analysis.
integrated. Integrated methods are also explained with hydraulics, aquatic chemistry, and aquatic biology

授業の概要　/Course Description

教科書　/Textbooks
資料を配布する。
Handouts

講義中に適宜紹介する。
References are introduced in lecture, if necessary.

参考書(図書館蔵書には　　)　/References（Available in the library:　　）
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○水圏環境工学
専門科目

環境資源システム

(Aquatic Environment Engineering)

1.  水圏環境における化学種の混合流出と有機性排水処理プロセス
2.  水圏環境を守るための有機性排水処理プロセス (1): 基礎
3.  水圏環境を守るための有機性排水処理プロセス (2): 応用
4.  水圏環境を守るための固液分離のシステム (1): 基礎
5.  水圏環境を守るための固液分離のシステム (2): 応用
6.  水圏環境における食品廃棄物と排水処理システム (1): 基礎
7.  水圏環境における食品廃棄物と排水処理システム (2): 応用
8.  産業排水発生と処理システム(1): 基礎
9.  産業排水発生と処理システム(2): 応用(プラント視察)
10.水圏環境における食品廃棄物と排水処理システムの解析(1)：基礎
11.水圏環境における食品廃棄物と排水処理システムの解析(2)：応用
12.水圏環境装置内の水理学的挙動解析(1)：基礎
13.水圏環境装置内の水理学的挙動解析(2)：応用
14.排水処理装置への水理学的挙動解析(1)：基礎
15.排水処理装置への水理学的挙動解析(2)：応用

1.  Introduction of Aquatic Environment Engineering
2.  Organic wastewater treatment systems (1): fundamental
3.  Organic wastewater treatment systems (2): application
4.  Multiphase flow patterns and Solid separation in wastewater treatment systems (1): fundamental
5.  Multiphase flow patterns and Solid separation in wastewater treatment systems (2): application
6.  Food waste and wastewater treatment systems (1): fundamental
7.  Food waste and wastewater treatment systems (2): application
8.  Industrial wastewater and treatment systems (1): fundamental
9.  Industrial wastewater and treatment systems (2): application, field trip
10.Food waste and wastewater treatment systems: method and application (1)：fundamental
11.Food waste and wastewater treatment systems: method and application (2)：application
12.Hydraulic in the wastewater treatment system (1)：fundamental
13.Hydraulic in the wastewater treatment system (2)：practice
14.Application of hydraulic analysis in the wastewater treatment system (1)：fundamental
15.Application of hydraulic analysis in the wastewater treatment system (2)：practice

授業計画・内容　/Class schedules and Contents

レポート 100%

Report 100%

成績評価の方法　/Assessment Method

事前学習および事後学習について授業中に示される。

The preparation and review tasks will be shown in the class.

事前・事後学習の内容　/Preparation and Review

物理学と数学の基本知識を習得しておくこと
Fundamental knowledge of physics and mathematics are essential.

使用言語（英語および日本語）
Official languages for this subject are English and Japanese.

履修上の注意　/Remarks

水環境保全や水処理技術に興味のある学生は是非受講してください。
Incorporate skills for water environment protection from engineering point of view.

担当者からのメッセージ　/Message from the Instructor

キーワード　/Keywords
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