科目名

解析学Ⅰ

単位数

2.0

担当者

システム工学専攻
システム工学専攻
システム工学専攻
システム工学専攻

履修時期

前期

履修対象

1年次

講義形態

講義

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

講師 岡山友昭 (A, B, Cクラス担当)
准教授 廣門正行 (D, E, Fクラス担当)
教授 田中輝雄 (G, H, Iクラス担当)
講師 池田徹志 (J, K, Lクラス担当)

高校の「数学Ⅱ」, 「数学Ⅲ」で学習した内容（1変数関数の微分と積分）を踏まえ, 逆三角関数, Taylor展開, 定
積分, 有理関数・無理関数の積分法, 広義積分, 面積, 体積を求める計算技法等を中心に理解を深めさせる.
情報科学を学ぶにあたり不可欠な, 微分積分学の基礎的な知識, 技法を修得する.
高校で学んだ「数学Ⅱ」,「数学Ⅲ」の基礎事項を十分理解していること. 「解析学Ⅰ演習」を合わせて受講する
こと.
否
必修科目のため.
数学では “自分が導いた答え (計算結果) が正解かどうか” だけでなく, “答えを導くまでの過程において論
理的な不備がないか” が重要視されます. 単なる公式の暗記・活用ではなく, 公式が導かれる過程や様々な
概念の意味を考えるよう心がけて下さい. 毎回講義ノートを整理するとともに, 授業で取り上げた例題や証明
については十分理解を深めるように努めて下さい.
第1回 極限と微分
第2回 逆三角関数とその導関数
第3回 高次導関数
第4回 Taylor展開
第5回 級数
第6回 整級数
第7回 Taylor 級数展開
第8回 不定形と L' Hopital の定理, Landau 記号
第9回 中間まとめ
第10回 積分の定義
第11回 有理関数と無理関数の積分
第12回 広義積分
第13回 図形の計量
第14回 微分方程式
第15回 まとめ
実施する
「解析学Ⅰ」, 「解析学Ⅰ演習」の両科目がともに合格基準に達している場合に「解析学Ⅰ」を合格とします.
従って「解析学Ⅰ」と「解析学Ⅰ演習」のどちらか一方の科目が合格基準に達しない場合は両方を不合格とし
ます. 「解析学Ⅰ」の成績評価は中間試験(35%), 期末試験(55%), レポート等を積極的に取り組んでいるかどう
か(10%)をもとに行い, 「学生HANDBOOK」記載の基準で秀・優・良・可を判定します.

評価方法・基準

達成評価の基準は以下の通りとします.
(1) 極限, 微分に関する基本的な計算技法を修得しているか.
(2) 逆三角関数を理解し, 逆三角関数の微分計算ができるか.
(3) 基本的な関数の高次導関数を計算できるか.
(4) Taylor 展開. 基本的な関数のTaylor展開を計算できるか.
(5) 級数や整級数を理解し, 項別微分と項別積分の計算ができるか.
(6) 無限小・無限大, Landau 記号について理解しているか.
(7) 積分の概念を理解しているか.
(8) 有理関数と無理関数の具体的な積分計算ができるか.
(9) 広義積分の概念を理解し, 具体的な計算ができるか.
(10) 面積, 体積, 曲線の長さを求める計算法を修得しているか.
(11) 初歩的な微分方程式を解くことができるか.
教科書:
岡崎悦明, 岡山友昭, 齋藤夏雄, 佐藤好久, 田上真, 廣門正行, 廣瀬英雄 共著, 桂利行編者, 理工系学生の
ための微分積分, 培風館.

教科書等

参考書:
初級：石村園子, やさしく学べる微分積分, 共立出版,
青本和彦他編集, 岩波数学入門辞典, 岩波書店.
中級：寺田文行, 演習微分積分, サイエンス社.
上級：藤田宏, 理解から応用へ大学での微分積分Ⅰ, 岩波書店,
高木貞治, 定本解析概論, 岩波書店,
日本数学会編集, 岩波数学辞典(第4版), 岩波書店.
岡山：専門は数値解析です. 関数解析や複素解析を道具として高性能計算に取り組んでいます.

担当者プロフィール

廣門：専門は代数幾何学です. 極小モデルプログラム, グレブナー基底等に興味を持っています.
田中：専門は確率過程論・計画数学です. 確率制御理論の研究に取り組んでいます.
池田：専門は知能ロボティクスです. 日常生活で人と共存する介護用ロボットや，安心できる自動運転システ
ム等の研究に取り組んでいます.
学生の学習指導・支援体制:
オフィスアワーを設定しています. 授業内容やレポート問題などに関する質問等を受け付けます. オフィスア
ワーの具体的な時間は最初の授業で伝えます.

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】教科に関する科目
閉じる

科目名

線形代数学Ⅰ

単位数

2.0

担当者

知能工学専攻 准教授 関根 光弘（A, B, Cクラス担当）
知能工学専攻 教授 百武 弘登（D, E, Fクラス担当）
知能工学専攻 准教授 齋藤 夏雄（G, H, Iクラス担当）
医用情報科学専攻 准教授 青山 正人 (J, K, Lクラス担当)

履修時期

前期

履修対象

1年次

講義形態

講義

概要

この講義では, 1次式を取り扱うための理論と計算技術について学ぶ。線形代数学は, 情報科学や工学にお
いて多くのデータをまとめて扱う方法として, または幾何学的オブジェクトの表現手段や複雑な対象の近似と
して, さまざまな分野で必要とされる概念や計算技術が含まれる重要な科目である。

科目の到達目標

ベクトルと行列についての基本的な計算技術(とくに行列式および掃き出し法)の修得とそれらのもつ幾何学
的な意味を把握することを主な目標とする。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等

担当者プロフィール

特になし。
否
必修科目のため
各回の講義内容に書かれた事項について, 教科書およびプリントに事前に目を通しておくこと。 また, 講義で
とりあげる事項や例題について着実に復習し, 同時に開講される「線形代数学 I 演習」において問題を解くこ
とによって理解を深めること。
1. 空間内の図形の方程式 (1) 直線, 平面の方程式, 外積
2. 空間内の図形の方程式 (2) 球面の方程式, 図形の位置関係
3. 行列計算の基礎 (1) 行列の定義, 行列の和, 行列のスカラー倍, 行列の積
4. 行列計算の基礎 (2) 行列の演算に関する性質, 2次の逆行列
5. 行列計算の基礎 (3) 転置行列, 三角行列, 対角行列, 対称行列
6. 行列計算の基礎 (4) 分割による計算, 変換の考え方
7. 行列式 (1) 行列式の定義
8. 中間まとめ
9. 行列式 (2) 基本性質と計算
10. 行列式 (3) 行列式の展開
11. 行列式 (4) 余因子と逆行列, 行列式と幾何
12. 連立一次方程式 (1) 階段型の行列への基本変形, ランク
13. 連立一次方程式 (2) 逆行列の計算
14. 連立一次方程式 (3) 連立一次方程式の解法(掃き出し法), 解の構造
15. 連立一次方程式 (4) 問題演習
※試験期間に別途期末試験を実施する。
実施する
中間試験, 期末試験, レポート等を評価の対象とし, それらの出来具合を総合して評価する。
教科書 硲野敏博・加藤芳文著, 理工系の基礎線形代数学, 学術図書出版社
参考書 薩摩順吉・四ツ谷晶二著, 理工系数学のキーポイント・２ キーポイント線形代数, 岩波書店
新井康平著, 独習 応用線形代数 基礎から一般逆行列の理工学的応用まで, 近代科学社
金子晃著, 線形代数講義, サイエンス社
青木貴史他共著, 線形代数学28講, 培風館
演習書 福田安蔵他著, 詳解代数・幾何演習, 共立出版
福田安蔵他著, 詳解ベクトルと行列演習, 共立出版
寺田文行・増田真郎著, 演習線形代数, サイエンス社
横井英夫・尼野一夫著, 線形代数演習, サイエンス社
小寺平治著, 明解演習シリーズ１ 明解演習 線形代数, 共立出版
阿原一志著, 考える線形代数増補版, 数学書房
Strang著，松崎公紀訳，ストラング 線形代数イントロダクション，近代科学社
関根：
百武：
齋藤：
青山：

専門は幾何学です。 トポロジーや力学系とその応用に興味があります。
専門は統計学です。確率をもとにした理論とその応用としてデータ解析に興味があります。
専門は代数幾何学です。さらにそれを応用した符号理論・暗号理論にも興味を持っています。
医用画像を対象にしたコンピュータ支援診断に関する研究を行っています。

授業内容や宿題などに関する学生の個別学習相談を，随時受け付けます。授業や会議あるいは出張などで
不在のことがあるので，メールで面会の予約の上でお越しください。
授業に関連する実務経
験
備考

[教職] 高一種（数学）
閉じる

科目名

離散数学

単位数

2.0

担当者

知能工学専攻 准教授 岩田 一貴（A,B,C,Dクラス担当）
情報工学専攻 教授 井上 智生（E,F,G,Hクラス担当）
情報工学専攻 教授 永山 忍（I,J,K,Lクラス担当）

履修時期

後期

履修対象

1年

講義形態

講義

概要

情報科学に関わる学問をよりよく理解するための基礎事項について講義する。具体的には、集合、命題と述
語、数え上げ、関係、グラフなどの離散系の数学的基礎概念を身に付ける。

科目の到達目標

集合、命題と述語、数え上げ、関係、グラフなどの離散系の数学的基礎概念について理解する。また、離散
的な対象を論理的に表現し、思考できるための基礎を身に付けることを目標とする。

受講要件
履修取消の可否

特になし。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

事前に教科書の指定範囲を予習し、わからない点を明確にしておく。事後は教科書の演習問題を解くなどし
て内容の理解を深める。
1. はじめに／離散集合 (1) 集合の定義と演算
2. 離散集合 (2) 和集合の数え上げ
3. 論理計算 (1) 命題と論理演算
4. 論理計算 (2) 論理と証明
5. 写像
6. 数え上げと帰納法
7. 数の体系
8. 講義内容（前半部分）のまとめと復習
9. 剰余演算
10. 離散関係
11. 順序の数学 (1) 順序関係
12. 順序の数学 (2) 上限と下限
13. 離散グラフ (1) 離散グラフの特徴
14. 離散グラフ (2) 離散無向グラフ
15. 講義内容（後半部分）のまとめと復習
※授業の順序は変更することがある。
※試験期間に期末試験を実施する。

期末試験実施の有無

実施する

評価方法・基準

授業中に実施する演習および試験の結果に基づいて総合的に評価する。集合、命題と述語、数え上げ、関
係、グラフとその記法など、講義で扱う離散数学の基本的概念を理解していることを合格 (可) の最低条件と
する。理解度や習熟度に応じて、良、優、秀の判定を行う。

教科書等

教科書: 小倉久和、はじめての離散数学、近代科学社、2011．
参考書: Seymour Lipschutz (著)、成嶋 弘 (翻訳)、離散数学―コンピュータサイエンスの基礎数学 (マグロウ
ヒル大学演習)、オーム社、1995．
守屋悦朗、離散数学入門 - 情報系のための数学、サイエンス社、2006．

担当者プロフィール

各教員のプロフィールについては以下をご覧下さい。
[岩田一貴] http://rsw.office.hiroshima-cu.ac.jp/Profiles/8/0000732/profile.html
[井上智生] http://rsw.office.hiroshima-cu.ac.jp/Profiles/1/0000087/profile.html
[永山忍] http://rsw.office.hiroshima-cu.ac.jp/Profiles/8/0000731/profile.html
オフィス・アワー（教員が学生の質問や相談を受けられるように研究室などにいる時間のことです）を設定して
います。オフィス・アワーの具体的な時間は、WebClassにて伝えます。

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種（数学）
閉じる

科目名

プログラミングⅠ

単位数

2.0

担当者

システム工学専攻 准教授 島 和之（A,B,Cクラス担当）
知能工学専攻 講師 馬場 雅志（D,E,Fクラス担当）
情報工学専攻 准教授 小畑 博靖，情報工学専攻 准教授 大田 知行（G,H,Iクラス担当）
情報工学専攻 准教授 舟阪 淳一（J,K,Lクラス担当）

履修時期

第2ターム（前期）

履修対象

1年次

講義形態

講義

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考

C言語によるプログラミングに必要な知識や技法を学ぶ。
C言語を学ぶ上で必要なコンピュータの基礎知識を理解し、C言語でプログラムを書けるようになる。
特になし。
否
必修科目のため、履修取消は原則不可。
各自が主体的にプログラミング課題に取り組む。
1．導入：図形表示プログラミングの基礎
2．導入：図形表示プログラミングの練習
3．Cプログラミングの基礎知識
4．整数型の関数
5．条件判断
6．再帰関数
7．演算子
8．反復処理
9．中間まとめ
10．浮動小数点型の関数
11．配列
12．データ型と変数
13．選択処理と反復処理
14．関数と配列
15．総まとめ
実施する
試験の結果に基づいて評点を定める。
評点に対する評価は広島市立大学履修規定(第11条)に従って行う。
教科書：島和之（編著）「情報科学部学生のためのC言語の基礎<第4版>」（大学教育出版）
参考書：Daniel Shiffman (著), 尼岡 利崇 (翻訳)「初めてのProcessing 第2版」オライリージャパン2018、Casey
Reas (著), Ben Fry (著), 船田 巧 (翻訳)「Processingをはじめよう 第2版」 Make: PROJECTS 2016、柴田 望洋
（著）「新・明解C言語 入門編」SBクリエイティブ 2014，川場 隆（著）「わかりやすいC 入門編」秀和システム
2011，筧 捷彦ほか（共著）「入門C言語」実教出版 2014
授業内容や宿題などに関する学生の個別学習相談を随時受け付けています。
教員の所在は学内サイネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてみてください。
馬場 雅志：1992年4月～1994年12月 トヨタ自動車株式会社に勤務（システム開発業務に従事）
小畑 博靖：2002年4月～2003年3月 KDDI株式会社に勤務（情報システム開発業務に従事）
【教職】高一種(数学)
閉じる

科目名

プログラミングⅠ演習

単位数

1.0

担当者

システム工学専攻 准教授 島 和之，システム工学専攻 助教 齊藤 充行（A,B,Cクラス担当）
知能工学専攻 講師 馬場 雅志，知能工学専攻 助教 鈴木 祐介（D,E,Fクラス担当）
情報工学専攻 准教授 小畑 博靖，情報工学専攻 准教授 大田 知行，情報工学専攻 助教 岩垣 剛（G,H,Iクラ
ス担当）
情報工学専攻 准教授 舟阪 淳一, 情報工学専攻 助教 井上 伸二（J,K,Lクラス担当）

履修時期

第2ターム（前期）

履修対象

1年次

講義形態

演習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考

C言語によるプログラミングの演習を行う。
演習を通してC言語プログラミングの基礎的な技法を習得する。
特になし。
否
必修科目のため、履修取消は原則不可。
各自が主体的にプログラミング課題に取り組む。
1．導入：図形表示プログラミングの基礎
2．導入：図形表示プログラミングの練習
3．Cプログラミングの基礎知識
4．整数型の関数
5．条件判断
6．再帰関数
7．演算子
8．反復処理
9. 中間まとめ
10．浮動小数点型の関数
11．配列
12．データ型と変数
13．選択処理と反復処理
14．関数と配列
15．総まとめ
実施しない
レポートの結果に基づいて評点を定める。
評点に対する評価は広島市立大学履修規定(第11条)に従って行う。
教科書：島和之（編著）「情報科学部学生のためのC言語の基礎<第4版>」（大学教育出版）
参考書：Daniel Shiffman (著), 尼岡 利崇 (翻訳)「初めてのProcessing 第2版」オライリージャパン2018、Casey
Reas (著), Ben Fry (著), 船田 巧 (翻訳)「Processingをはじめよう 第2版」 Make: PROJECTS 2016、柴田 望洋
（著）「新・明解C言語 入門編」SBクリエイティブ 2014，川場 隆（著）「わかりやすいC 入門編」秀和システム
2011，筧 捷彦ほか（共著）「入門C言語」実教出版 2014
授業内容や宿題などに関する学生の個別学習相談を随時受け付けています。
教員の所在は学内サイネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてみてください。
馬場 雅志：1992年4月～1994年12月 トヨタ自動車株式会社に勤務（システム開発業務に従事）
小畑 博靖：2002年4月～2003年3月 KDDI株式会社に勤務（情報システム開発業務に従事）
井上 伸二：1988年4月～1993年9月 沖電気工業(株)に勤務 (第五世代コンピュータプロジェクトならびに並行
処理に関する研究開発に従事)
【教職】高一種(数学)
閉じる

科目名

コンピュータ基礎

単位数

2.0

担当者

情報工学専攻 教授 石田賢治（A，B，Cクラス担当）
知能工学専攻 教授 田村慶一（D，E，Fクラス担当）
システム工学専攻 講師 神尾武司（G，H，Iクラス担当）
情報工学専攻 准教授 井上博之（代表教員）（J，K，Lクラス担当）

履修時期

前期

履修対象

１年生

講義形態

講義

概要

授業形態：講義
本講義では主に新入生に対して講義を行い、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワークなどに関する概観を与
え、情報科学に関する様々な要素技術の関係を広く理解することを目的とする。
内容は引き続いて受講する関連の各授業内容の基礎を身に付けるための序論である。
今後の他の授業内で出てくる主要な専門用語などについても説明する。
なお、最新の情報技術の紹介も適宜行う。

科目の到達目標

本講義では、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワークに関する基礎を理解し、コンピュータシステム全体の大
まかな動作原理について理解するとともに、コンピュータやネットワークは難しいものだという先入観を払拭す
ることを到達目的とする。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

学習意欲が高く、自ら積極的に受講できること。
否
必修科目のため、履修取消は原則不可です。
テキストは演習問題を含むので復習として演習問題を解いておくこと。
１．コンピュータのあらまし
２．入出力装置
３．主記憶装置
４．補助記憶装置
５．プロセッサ（論理演算、論理回路等）
６．プロセッサ（命令とアドレス、ALU等）
７．アルゴリズムとプログラミング
８．中間まとめ
９．情報の表現と基礎理論
１０．ソフトウェア
１１．情報システム
１２．ファイルシステムとデータベース
１３．通信ネットワーク
１４．情報セキュリティ
１５．全体まとめ
※上記とは別に期末試験を実施する。
実施する
【評価方法】
試験およびレポートを課し、
1. 期末試験の成績（40％）、2. 中間試験の成績（40％）、3. 受講態度やレポートなど（20％）
の割合で成績を総合的に評価する。
レポートについては完成した物を指定された期限までに提出し、受理される必要がある。
秀、優、良、可、不可の基準は、学生HANDBOOK記載のとおりとする。
【達成度評価の基準】
コンピュータの種類と能力、入出力装置、記憶装置、中央処理装置、オペレーティングシステム、情報処理技
術の基礎と理論、ファイル構成とデータベース、通信ネットワークシステム、情報システムと信頼性、および、
情報化社会と情報倫理、の基礎的概念を理解していること。

教科書等

担当者プロフィール

教科書：安藤明之「最新情報処理概論 改訂版」実教出版（2014）
また、適宜、資料を配布。
参考書：アイテックIT人材教育研究部「コンピュータシステムの基礎 第17版」アイテック（2017）
雨宮真人「コンピュータシステムの基礎」岩波講座・現代工学の基礎３・情報系４（2000）
授業内容や宿題などに関する質問および相談は随時受け付けています。研究室を訪ねる場合は講義前後
の空き時間や電子メールなどで事前にアポイントメントを取るようにしてください。プロフィールは以下の通りで
す。
石田賢治：主に、ネットワーク制御アルゴリズム、アシュアランスシステムに関する研究に従事。
情報工学専攻 情報ネットワーク研究室長。
田村慶一：主に、ビッグデータ分析、実社会情報分析と時空間データマイニングに関する研究に従事。
知能工学専攻 データ工学研究室長。
神尾武司：主に、学習理論、最適化手法、放送電波品質の理論解析に関する研究に従事。
システム工学専攻 通信・信号処理研究室に所属。
井上博之：主に、IoTシステムおよびネットワークのセキュリティに関する研究に従事。
情報工学専攻 情報ネットワーク研究室に所属。

授業に関連する実務経
験

・井上：1989年4月～2000年9月 住友電工(株)に勤務（ワークステーションおよび通信機器の研究開発に従
事），2000年10月～2007年9月 (株)インターネット総合研究所および関連会社に勤務（ネットワーク機器やイン
ターネットサービスのコンサルティングに従事）
（情報工学科、知能工学科、システム工学科）
【教職】高一種（数学）

備考
（医用情報科学科）
【教職】高一種（情報）
閉じる

科目名

解析学Ⅱ

単位数

2.0

担当者

システム工学専攻 講師 岡山友昭 (A, B, C, D クラス担当)
知能工学専攻 准教授 齋藤夏雄 (E, F, G, H クラス担当)
医用情報科学専攻 教授 増谷佳孝 (I, J, K, Lクラス担当)

履修時期

後期

履修対象

1年次

講義形態

講義

概要

解析学Ⅰでは1変数関数の微分と積分を学習しましたが, 解析学Ⅱでは, 多変数関数 (特に2変数関数) の微
分と積分について学びます.
微分に関しては新たに偏微分, 方向微分の概念を学び, 更に合成関数の偏微分等の計算技法を修得します.
また, 積分に関しては重積分, 累次積分の概念をもとに, 変数変換, 広義積分などの技法を学びます.
これらを修得すると, 最大値・最小値を求める問題に代表される, 微分, 積分に関するさまざまな問題への応
用が可能となり, 私たちの身近な問題を数学を使って解くことが出来るようになります.

科目の到達目標

多変数関数は情報科学の様々な分野で使われている対象です.
解析学Ⅰと同様に, 情報科学を学ぶ上で欠かせない偏微分, 重積分に関する基礎的な知識, 技法を修得する
ことを目標とします.

受講要件
履修取消の可否

「解析学Ⅰ」, 「線形代数学Ⅰ」を履修していること.
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

「偏微分」, 「重積分」はそれぞれ１変数関数の微分および積分を基礎とします. 従って, 前期科目「解析学I」の
内容を理解, 修得していることが求められます.
また, 前期科目「線形代数学Ⅰ」の内容を理解, 修得していることも必要です.
第4回と第13回は演習を行います. これらの回で扱う演習問題については十分に復習されることを希望します.
第1回 多変数関数
第2回 偏微分
第3回 合成関数の偏微分
第4回 演習I
第5回 Taylor展開, 近似
第6回 方向微分と勾配
第7回 極値問題
第8回 陰関数定理, 条件付き極値問題
第9回 中間まとめ
第10回 2重積分
第11回 累次積分
第12回 変数変換
第13回 極座標変換
第14回 演習II
第15回 広義積分
実施する
成績は, 中間試験(35%), 期末試験(50％), 第4, 13回目に実施する演習および小テスト等(15%)をもとに, 学
生HANDBOOK記載の基準で秀・優・良・可・不可を判定します.
達成評価の基準は以下の通りです.
(1) 基本的な2変数関数のグラフの概形を描けるか.
(2) 2変数関数の極限, 連続性を理解しているか.
(3) 偏微分の概念を理解し, 具体的な偏導関数を計算出来るか.
(4) 具体的な合成関数の偏微分が計算出来るか.
(5) 2変数関数のTaylor展開が出来るか.
(6) 方向微分と勾配の概念を理解しているか.
(7) 極値問題, Lagrangeの未定乗数法を修得しているか.
(8) 2重積分の定義と意味を理解しているか.
(9) 累次積分による積分法を修得しているか.
(10) 変数変換 (極座標変換) による積分法を修得しているか.
(11) 広義積分の概念を理解し, 具体的な計算が出来るか.
教科書:
岡崎悦明, 岡山友昭, 齋藤夏雄, 佐藤好久, 田上真, 廣門正行, 廣瀬英雄 共著, 桂利行編者, 理工系学生の
ための微分積分, 培風館
(前期科目「解析学Ⅰ」の教科書と同じです).

教科書等

参考図書:
初級：石村園子, やさしく学べる微分積分, 共立出版,
青本和彦他編集, 岩波数学入門辞典, 岩波書店.
中級：小形正男, キーポイント 多変数の微分積分, 岩波書店,
寺田文行, 演習微分積分, サイエンス社.
上級：高木貞治, 定本解析概論, 岩波書店,
日本数学会編集, 岩波数学辞典(第4版), 岩波書店.

岡山: 専門は数値解析です. 関数解析や複素解析を道具として高性能計算に取り組んでいます.
齋藤: 専門は代数幾何学です。さらにそれを応用した符号理論・暗号理論にも興味を持っています.
増谷: 専門は医用画像工学です. 医学知識の数理表現を医用画像処理へ応用する研究をしています.
担当者プロフィール
学生の学習指導・支援体制:
オフィスアワーを設定しています. 授業内容やレポート問題などに関する質問等を受け付けます. オフィスア
ワーの具体的な時間は最初の授業で伝えます.
授業に関連する実務経
験
備考

【教職】教科に関する科目
閉じる

科目名

線形代数学Ⅱ

単位数

2.0

担当者

知能工学専攻
知能工学専攻
知能工学専攻
知能工学専攻

履修時期

後期

履修対象

１年次

講義形態

講義

准教授 関根 光弘（A, B, Cクラス担当）
教授 百武 弘登（D, E, Fクラス担当）
准教授 齋藤 夏雄（G, H, Iクラス担当）
准教授 内田 智之（J, K, Lクラス担当）

概要

ベクトルや行列がもつ線形構造は関数などの他の対象にも見いだすことができる。線形構造をもつ対象は座
標を取り直す事により解析しやすい形で表現することが可能であるため, 線形代数学は, 情報科学や工学の
さまざまな分野で用いられる。この講義では線形代数学Iで修得した事項を土台として, 線形構造の理解を深
める事により, 専門科目を学ぶ上で必須である基本的な知識を得ることができる。

科目の到達目標

ベクトルおよび他の対象にも見られる線形構造を理解し, 線形写像と行列の標準化およびその基本的な応用
に関する計算技術を修得することを主な目標とする。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等

担当者プロフィール

線形代数学Iの知識を前提として講義する。
否
必修科目のため
1回目の講義には線形代数学Iで学んだ計算技術の復習をした上で出席して下さい。各回の講義でとりあげる
事項, 例題について着実に復習し, 演習問題を積極的に解くことによって理解を深めること。そのための質問
も歓迎します。
1. 線形空間 (1) 線形空間の定義と例, 部分空間
2. 線形空間 (2) 一次独立と一次従属
3. 線形空間 (3) 基底と次元
4. 線形空間 (4) 基底変換の行列
5. 線形写像 (1) 線形写像の定義と例
6. 線形写像 (2) 像と核
7. 線形写像 (3) 表現行列
8. 中間まとめ
9. 内積空間 (1) 内積
10. 内積空間 (2) 正規直交基底, 直交行列
11 行列の標準形 (1) 固有値と固有ベクトル
12. 行列の標準形 (2) 行列の対角化
13. 行列の標準形 (3) 直交行列による実対称行列の対角化
14. 行列の標準形 (4) 2次形式の標準化とその応用
15. 行列の標準形 (5) 問題演習
※試験期間に別途期末試験を実施する。
実施する
中間試験, 期末試験, レポート等を評価の対象とし, それらの出来具合を総合して評価する。
教科書 硲野敏博・加藤芳文著, 理工系の基礎線形代数学, 学術図書出版社 (「線形代数学I」で用いた教科
書と同じです。)
参考書 薩摩順吉・四ツ谷晶二著, 理工系数学のキーポイント・２ キーポイント線形代数, 岩波書店
新井康平著, 独習 応用線形代数 基礎から一般逆行列の理工学的応用まで, 近代科学社
金子晃著, 線形代数講義, サイエンス社
阿原一志著, 考える線形代数増補版, 数学書房
青木貴史他共著, 線形代数学28講, 培風館
演習書 福田安蔵他著, 詳解代数・幾何演習, 共立出版
福田安蔵他著, 詳解ベクトルと行列演習, 共立出版
寺田文行・増田真郎著, 演習線形代数, サイエンス社
横井英夫・尼野一夫著, 線形代数演習, サイエンス社
小寺平治著, 明解演習シリーズ１ 明解演習 線形代数, 共立出版
Strang著，松崎公紀訳，ストラング 線形代数イントロダクション，近代科学社
関根
百武
齋藤
内田

:
:
:
:

専門は幾何学です。 トポロジーや力学系とその応用に興味があります。
専門は統計学です。確率をもとにした理論とその応用としてデータ解析に興味があります。
専門は代数幾何学です。さらにそれを応用した符号理論・暗号理論にも興味を持っています。
グラフアルゴリズムと機械学習に基づくデータマイニング手法に関する研究を行っています。

授業内容や宿題などに関する学生の個別学習相談を，随時受け付けます。授業や会議あるいは出張などで
不在のことがあるのでメールで面会の予約の上でお越しください。
授業に関連する実務経
験
備考

[教職] 高一種（数学）

閉じる

科目名

プログラミングⅡ

単位数

2.0

担当者

医用情報科学専攻 准教授 福田 浩士（代表教員）（J,K,Lクラス担当）
情報工学専攻 准教授 舟阪 淳一、准教授 小畑 博靖（A,B,Cクラス担当）
知能工学専攻 准教授 梶山 朋子、助教 黒澤 義明（D,E,Fクラス担当）
システム工学専攻 准教授 満上 育久、助教 高井 博之（G,H,Iクラス担当）

履修時期

後期

履修対象

1年次

講義形態

講義

概要

プログラミングIで習得したＣ言語によるプログラミングの基礎に引き続きＣ言語によるプログラミングを習得す
る。

科目の到達目標

Ｃ言語の基本を理解し、比較的小規模で基本的なプログラムであれば誤りなく迅速に開発できるようになる。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由

プログラミングⅠ、プログラミングⅠ演習を受講済みであること。
否
必修科目のため
【事前学修】
(1) 教科書と講義スライドを読む。
(2) 理解できた内容と理解できなかった内容をノートに整理する。

事前・事後学修
【事後学修】
(1) 講義内容を復習し、講義中に理解できなかった内容を理解する。
(2) 教科書の演習問題を解くことで理解を深める。

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等

第1回 変数と演算子，制御構造
第2回 配列（多次元配列を含む）と関数
第3回 復習1（第1回，第2回のおさらい）
第4回 ポインタと関数
第5回 ポインタと整数型配列
第6回 ポインタと文字型配列
第7回 復習2（第4回から第6回のおさらい）
第8回 中間まとめ
第9回 ファイル入出力
第10回 文字列操作（ポインタ配列，コマンドラインパラメータを用いた文字列操作）
第11回 構造体と構造体配列
第12回 構造体へのポインタ，メモリの動的確保
第13回 自己参照型構造体と単純リスト
第14回 復習3（第9回から第13回のおさらい）
第15回 復習4（全範囲のおさらい）
実施する
試験、および、課題提出状況等により 100点満点の評点をつけ、90点以上を秀、80点以上90点未満を優、
70点以上80点未満を良、60点以上70点未満を可、60点未満を不可とする。
教科書：
柴田 望洋 「新・明解C言語 入門編」SBクリエイティブ 2014
参考書：
柴田 望洋 「新・明解C言語 中級編」SBクリエイティブ 2015
柴田 望洋 「新・明解C言語 実践編」SBクリエイティブ 2016

担当者プロフィール

オフィスアワーの設定や個別学習相談の受付に関しては各クラス毎に異なるため、各クラスの最初の授業で
連絡する。

授業に関連する実務経
験

・小畑博靖：2002年4月～2003年3月 KDDI株式会社に勤務（情報システム開発業務に従事）
・高井博之：1987年4月～1994年6月 三菱電機マイコン機器ソフトウェア（株）に勤務（電波応用機器制御ソフト
ウェアの設計開発に従事）

備考

【教職】高一種（情報）
閉じる

科目名

プログラミングⅡ演習

単位数

1.0

担当者

医用情報科学専攻 准教授 福田 浩士（代表教員）、講師 常盤 達司（J,K,Lクラス担当）
情報工学専攻 准教授 小畑 博靖、助教 井上 伸二、助教 岩垣 剛（A,B,Cクラス担当）
知能工学専攻 准教授 梶山 朋子、助教 黒澤 義明（D,E,Fクラス担当）
システム工学専攻 准教授 満上 育久、助教 高井 博之（G,H,Iクラス担当）

履修時期

後期

履修対象

1年次

講義形態

演習

概要

プログラミングⅡで学習した内容に関連するプログラミング課題を行うことでプログラミングに関する理解を深
める。

科目の到達目標

Ｃ言語の基本を理解し、比較的小規模で基本的なプログラムであれば誤りなく迅速に開発できるようになる。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由

プログラミングⅠ、プログラミングⅠ演習を受講済みであり、プログラミングIIを同時に受講していること。
否
必修科目のため
【事前学修】
プログラミングⅡの事前学修を行う。

事前・事後学修
【事後学修】
演習後、完了していない演習課題に取り組むとともに演習課題の不明確な点を復習する。

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等

プログラミングⅡに対応する内容のプログラミング課題を行う。
第1回 変数と演算子，制御構造
第2回 配列（多次元配列を含む）と関数
第3回 復習1（第1回，第2回のおさらい）
第4回 ポインタと関数
第5回 ポインタと整数型配列
第6回 ポインタと文字型配列
第7回 復習2（第4回から第6回のおさらい）
第8回 中間まとめ
第9回 ファイル入出力
第10回 文字列操作（ポインタ配列，コマンドラインパラメータを用いた文字列操作）
第11回 構造体と構造体配列
第12回 構造体へのポインタ，メモリの動的確保
第13回 自己参照型構造体と単純リスト
第14回 復習3（第9回から第13回のおさらい）
第15回 復習4（全範囲のおさらい）
実施しない
演習内容の理解度、および、課題提出状況等により 100点満点の評点をつけ、90点以上を秀、80点以
上90点未満を優、 70点以上80点未満を良、60点以上70点未満を可、60点未満を不可とする。ただし原則とし
て，すべての演習に出席し，すべての課題についてレポートが受理されることが単位取得の条件である。
教科書：
柴田 望洋 「新・明解C言語 入門編」SBクリエイティブ 2014
参考書：
柴田 望洋 「新・明解C言語 中級編」SBクリエイティブ 2015
柴田 望洋 「新・明解C言語 実践編」SBクリエイティブ 2016

担当者プロフィール

オフィスアワーの設定や個別学習相談の受付に関しては各クラス毎に異なるため、各クラスの最初の授業で
連絡する。

授業に関連する実務経
験

・小畑博靖：2002年4月～2003年3月 KDDI株式会社に勤務（情報システム開発業務に従事）
・井上伸二：1988年4月～1993年9月 沖電気工業(株)に勤務 (第五世代コンピュータプロジェクトならびに並行
処理に関する研究開発に従事)
・高井博之：1987年4月〜1994年6月 三菱電機マイコン機器ソフトウェア（株）に勤務（電波応用機器制御ソフト
ウェアの設計開発に従事）

備考

【教職】高一種（情報）
閉じる

科目名

データ構造とアルゴリズムⅠ

単位数

2.0

担当者

知能工学専攻 教授 高濱 徹行（D,E,Fクラス担当）
情報工学専攻 教授 高野 知佐（A,B,Cクラス担当）
システム工学専攻 准教授 村田 佳洋（G,H,Iクラス担当）
情報工学専攻 講師 谷川 一哉（J,K,Lクラス担当）

履修時期

後期

履修対象

１年次

講義形態

講義

概要

コンピュータによるデータ処理を実現するために必要な基本的概念であるデータ構造とアルゴリズムについて
学ぶ。
計算量の考え方、基本的なデータ構造およびその操作、さらに探索，ソート，選択などのアルゴリズムの習得
を目指す。

科目の到達目標

様々なデータ構造とそれを取り扱う基本的なアルゴリズムの学習を通じて、アルゴリズムを設計・解析するた
めの基本的な手法を修得する。
C 言語によるプログラムの記述例を参照することにより、データ構造とアルゴリズムに対する理解を深めると
ともに、プログラミング能力の向上を目指す。

受講要件

受講生への要望 プログラミングIの単位を取得済みであることが望ましい。
また、継続して「データ構造とアルゴリズムII」を履修することにより、IとIIの相互の内容の理解を深めることを
勧める。

履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

担当者プロフィール

否
必修科目のため
事前学修のための資料および事後学修のための演習問題を配布する。
１ アルゴリズム
２ アルゴリズムの計算量
３ 基本データ構造１ リスト
４ 基本データ構造２ スタック，キュー
５ 集合と優先度つき待ち行列
６ 再帰法
７ 動的計画法
８ 基本データ構造とアルゴリズムのまとめ
９木
10 計算量および探索アルゴリズム
11 基本的なソート（バブルソート，マージソート）
12 基数によるソート（バケットソート，基数ソート）
13 ヒープソート
14 クイックソート
15 選択
※授業の順序は変更することがある。
※上記とは別に期末試験を実施する。
実施する
受講状況，中間テストおよび期末テストの結果に基づき、以下の項目の達成度を評価する。
１ アルゴリズムの計算量およびその表記について理解していること
２ データ構造（リスト、スタック、キュー、集合、木）およびその操作を理解していること
３ 探索、ソート、選択などの各種アルゴリズムおよびその計算量について理解していること
評点に対する評価は学生HAND BOOK（学生便覧）記載の通り。
教科書： 茨木俊秀著「Cによるアルゴリズムとデータ構造」改訂２版（オーム社）
参考書： A.V.エイホ, J.E.ホップクロフト, J.D.ウルマン著；大野義夫訳，
「データ構造とアルゴリズム」（培風館）
以下のホームページを参照してください。
[高野知佐] http://www.netsci.info.hiroshima-cu.ac.jp/takano.html
[高濱徹行] http://www.ints.info.hiroshima-cu.ac.jp/takahama/
[村田佳洋] http://sos.sos.info.hiroshima-cu.ac.jp/murata/index.html
[谷川一哉] http://www.ca.info.hiroshima-cu.ac.jp/users/tanigawa/wiki/doku.php

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種（数学）
閉じる

科目名

確率統計

単位数

2.0

担当者

情報工学専攻 講師 新 浩一（A, B, C, Dクラス担当）
知能工学専攻 教授 百武 弘登（E, F, G, Hクラス担当）
システム工学専攻 准教授 村田 佳洋（I, J, K, Lクラス担当）

履修時期

前期（第１ターム）

履修対象

2年次

講義形態

講義

概要

科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

授業形態：講義
データを整理して要約したり，図示するための記述統計学について講義する．
次に，統計的推定および検定の予備知識として必要な確率論を説明する．
最後に，情報科学において広く使われるような統計的推定および検定の手法について解説する．
なお，授業形態は講義である．
（１）確率的な考え方や統計的手法に関する考え方を修得すること
（２）統計学を用いてデータを解析するための基礎的な知識を習得すること
「解析学Ⅰ」，「解析学Ⅱ」を修得していることが望ましい．
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

事前に教科書の指定範囲を予習し，わからない点を明確にしておくこと．
講義後には，とりあげた事項や例題について十分に復習し，演習問題を積極的に解くことによって理解を深
めよ．
必要に応じて，１年生の数学系科目の内容を参照せよ．質問も歓迎する．
1 度数分布
2 代表値，散布度
3 相関関係
4 確率変数
5 同時確率変数
6 二項分布
7 正規分布
8 標本分布
9 区間推定：母平均の推定
10 区間推定：母分散，母比率の推定
11 仮説検定
12 母平均の検定
13 母分散の検定
14 適合度の検定
15 まとめ
※授業の順序は変更することがある．
※試験期間に別途期末試験を実施する．

期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等

担当者プロフィール

実施する
科目の到達目標の達成度合いを，期末試験の結果で評価する．
評価項目は講義内容のとおりである．
評点に対する評価は履修規定のとおり．
教科書： 小寺平治，ゼロから学ぶ統計解析，講談社，2002.
参考書： 小寺平治，新統計入門，裳華房，1996.
薩摩順吉，確率・統計，岩波書店，1989.
新浩一 問い合わせ先： 情報科学部棟8階852室
百武弘登 問い合わせ先： 情報科学部棟5階520室
村田佳洋 問い合わせ先： 情報科学部棟8階820室
授業内容や宿題などに関する，学生の個別学習相談を随時受け付ける．
教員の所在は，学内サイネージ等に掲示されているため，確認の上，研究室を訪ねてみること．

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】 高一種（数学）
閉じる

科目名

情報基礎数学

単位数

2.0

担当者

情報工学専攻 准教授 高橋 賢 （A, B, C, Dクラス担当）
知能工学専攻 教 授 三村 和史（E, F, G, Hクラス担当）
システム工学専攻 教 授 岩城 敏（I, J, K, Lクラス担当）

履修時期

前期

履修対象

2年次

講義形態

講義

概要

複素解析学、フーリエ変換、ラプラス変換の3項目に集中して情報科学における数学技法を学習する。はじめ
に、複素数の基礎、複素平面の概念、複素関数などについて講義する。続いて、複素数の知識をもとに、信
号処理や通信などの基礎となるフーリエ級数、制御工学などの基礎となるラプラス変換について学習する。

科目の到達目標

複素数とその性質を理解して複素関数に対する計算法を理解する。また、この複素数の知識を活用し、フー
リエ変換やラプラス変換を理解して応用できるようになる。

受講要件
履修取消の可否

解析学I, IIの単位を修得済みであることが望ましい。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等

担当者プロフィール

事前・事後学修のためのプリントを配布する（課題を課す）。
１．複素解析学 複素数
２．複素解析学 複素関数
３．複素解析学 複素微分
４．複素解析学 複素積分
５．フーリエ変換 三角関数を用いたフーリエ級数
６．フーリエ変換 指数関数を用いたフーリエ級数
７．フーリエ変換 フーリエ変換の性質
８．フーリエ変換 フーリエ変換の計算
９．中間まとめ
10．ラプラス変換 定義
11．ラプラス変換 線形性に関する性質
12．ラプラス変換 時間微分と時間積分に関する性質
13．ラプラス変換 逆変換
14．ラプラス変換 微分方程式への応用
15．まとめ
※授業の順序は変更することがあります。
※上記とは別に期末試験を実施します。
実施する
期末試験80％，その他（中間試験，レポート，平常点等）20％として評価する。期末試験は講義の到達目標に
沿って出題される。
評価基準は「学生HANDBOOK」に記されているとおりである。
教科書：なし（必要に応じてプリントを配付する）
参考書：
高橋秀雄・明田川正人・滑川徹・舩木陸議「理工学のための応用解析」（数理工学社）
表 実「キーポイント複素関数」（岩波書店）
船越満明「キーポイントフーリエ解析」（岩波書店）
大石進一「フーリエ解析」（岩波書店）
矢野健太郎・石原繁「基礎解析学 改訂版」（裳華房）
高橋正明「モノグラフ 複素数 改訂版」（科学新興新社）
竹内淳「高校数学でわかるフーリエ変換」（講談社ブルーバックス）
高橋 賢（https://s-taka.org/）
三村 和史（http://www.info.hiroshima-cu.ac.jp/~mimura/index_j.html）
岩城 敏(http://www.robotics.info.hiroshima-cu.ac.jp/)
授業内容などに関する学生の個別学習相談を受け付けています。
メールで面会の予約の上でお越しください。

授業に関連する実務経
験
備考

実務経験（岩城 敏）1984年４月-2007年３月、NTTに勤務（研究開発に従事）
実務経験（高橋 賢）1992年4月〜1997年3月株式会社日立製作所（陸上移動無線通信システムの研究開発
に従事）、1997年4月〜1999年6月株式会社YRP移動通信基盤技術研究所（次世代無線システムの研究開発
に従事）、1999年7月〜2002年3月株式会社日立製作所（高速無線アクセスシステムの研究開発に従
事）、2002年4月〜2005年3月総務省通信総合研究所（車両間無線通信システムの研究開発に従事）
【教職】高一種（数学）
閉じる

科目名

幾何学概論

単位数

2.0

担当者

知能工学専攻 准教授 関根光弘

履修時期

前期

履修対象

2年次

講義形態

講義

概要

この講義では君たちが今まで学んできた幾何学とは視点が異なるさまざまな幾何学について紹介します。三
角形の内角の和が180度ではない幾何学, ドーナツとコーヒーカップが同じものであるとみなす幾何学などが
登場します。しかしどの幾何学も決して現実離れしたものではなく, むしろ我々が住んでいる空間を理解する
のに大変役立ちますし, 情報科学への応用も考えられています。また, この講義は数学の教員免許を取得す
るための必修講義です。

科目の到達目標

さまざまな幾何学の分野にふれ, それぞれの異なる視点および特徴や性質の多様さを理解することが目標で
す。計算のみでなく, 結果から読み取れる幾何学的な意味を理解するように努めて下さい。

受講要件
履修取消の可否

「解析学I」,「解析学II」,「線形代数学I」,「線形代数学II」で習得した事柄を用います。
同時期(2年前期)に開講される「情報基礎数学」の履修を推奨します。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等

担当者プロフィール

毎回レポートを課しますので, それを通して講義内容の理解を深めて下さい。次回の講義の冒頭で解説しま
す。質問も歓迎します。
1. 微分幾何学(1) 曲線の曲率
2. 微分幾何学(2) 曲率の積分と回転数
3. 微分幾何学(3) 曲面の曲率
4. 微分幾何学(4) 社会や自然の中に現れるさまざまな曲線, 曲面
5. 球面幾何学(1) 球面三角形の基本性質, 公式
6. 球面幾何学(2) 球面幾何学のさまざまな応用
7. 複素数と幾何学(1) 歴史的観点による複素数の導入
8. 複素数と幾何学(2) 複素数平面と一次分数変換
9. 複素数と幾何学(3) 双曲幾何(非ユークリッド幾何)の世界
10. 微分幾何学(5) 曲率と三角形
11. 位相幾何学(1) グラフ理論入門
12. 位相幾何学(2) オイラー数とその応用
13. 位相幾何学(3) 結び目
14. 位相幾何学(4) 結び目の不変量
15. 位相幾何学(5) 結び目の多項式不変量
※試験期間に別途期末試験を実施します。
実施する
レポートと期末試験によって評価します。
平面曲線の曲率や曲面の曲率の計算技術および知識, 球面幾何学や双曲幾何学に関する計算技術および
知識, 位相幾何学に関する計算技術および知識の修得状況を評価します.
教科書は指定しません。講義時に参考資料を配付する予定です。
参考書 小林昭七著, 曲線と曲面の微分幾何, 裳華房
小林昭七著, ユークリッド幾何から現代幾何へ, 日本評論社
他の参考図書は随時お知らせします。
専門は幾何学です。トポロジーや力学系とその応用に興味があります。
授業内容や宿題などに関する学生の個別学習相談を，随時受け付けます。授業や会議あるいは出張などで
不在のことがあるのでメールで面会の予約の上でお越しください。

授業に関連する実務経
験
備考

[教職] 高一種（数学）
閉じる

科目名

オートマトンと形式言語

単位数

2.0

担当者

情報工学専攻 講師 上土井 陽子（A,B,C,Dクラス担当）
知能工学専攻 教授 松原 行宏（E,F,G,Hクラス担当）
システム工学専攻 教授 中田 明夫（I,J,K,Lクラス担当）

履修時期

前期

履修対象

2年

講義形態

講義

概要

科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

授業形態：講義
計算機に代表される情報処理機構の数学的モデルであるオートマトン、並びにプ
ログラミング言語や自然言語の数学的モデルである形式言語を扱う。特に，前者の
中から有限オートマトンおよびプッシュダウンオートマトンを、後者の中から正規
言語および文脈自由言語を取り上げ、それらの関係を明らかにしていく。この講義
を通じ、計算機ソフトウェアおよびハードウェア両分野で必要とされる計算機科学
的な考え方を身につけた学生を育成することを目標とする。
有限オートマトンと正規言語、およびプッシュダウンオートマトンと文脈自由言
語について学び、それらの関係を理解する。
「離散数学」を十分、理解していることが望ましい。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

必要に応じて事前事後学修のための課題を課す。
１．イントロダクション
２．形式文法と形式言語
３．有限オートマトン
４．正規表現
５．非決定性有限オートマトン
６．正規言語と有限オートマトン
７．正規言語の性質
８．形式文法
９．中間まとめ
１０．文脈自由言語の導出木
１１．文脈自由文法の性質
１２．文脈自由言語の性質
１３．プッシュダウンオートマトン
１４．文脈自由言語とプッシュダウンオートマトン
１５．文脈自由文法，文脈自由言語，プッシュダウンオートマトンに関する総合演習
※授業の順序は変更することがある。
※上記とは別に期末試験を実施する。
実施する
授業の受講状況やレポート課題を勘案し、試験（中間（５０％）・期末（５０％））の
重みを与え評点を算出し、以下に従って評価を与える．
秀：評点 90 〜 100点
優：評点 80 〜 89点
良：評点 70 〜 79点
可：評点 60 〜 69点
不可：評点 59点以下
教科書：富田悦治／横森 貴 「オートマトン・言語理論（第２版）」 （森北出版）
参考書：Michael Sipser 著，阿部正幸・植田広樹・藤岡淳・渡辺治 訳 「計算理論の基礎原著第２版 １オート
マトンと言語」（共立出版）
丸岡 章 「計算理論とオートマトン言語理論ーコンピュータの原理を明かす」（サイエンス社）
都倉信樹 「オートマトンと形式言語」（昭晃堂）
授業内容や宿題などに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。
下記問合せ先まで連絡し、各担当教員と個別にアポイントを取って下さい。

担当者プロフィール

上土井陽子 問合せ先：情報科学部棟4階414号室 E-mail:yoko@hiroshima-cu.ac.jp
松原行宏 問合せ先：情報科学部棟6階653号室 E-mail:matsubar@hiroshima-cu.ac.jp
中田明夫 問合せ先：情報科学部棟8階821室 E-mail:nakata@hiroshima-cu.ac.jp

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種（数学）
閉じる

科目名

データ構造とアルゴリズムⅡ

単位数

2.0

担当者

情報工学専攻 准教授 市原 英行（A,B,C,Dクラス担当）
知能工学専攻 准教授 黒木 進（E,F,G,Hクラス担当）
システム工学専攻 准教授 双紙 正和（I,J,K,Lクラス担当）

履修時期

前期

履修対象

２年次

講義形態

講義

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

コンピュータによる高度なデータ処理を実現するために必要な基本概念である、データ構造とアルゴリズムに
ついて学ぶ。特に、グラフや文字列に対する探索や照合のアルゴリズムや、基本的な最適化問題について学
ぶ。
効率のよいアルゴリズムを作成する方法や、既存のアルゴリズムを分析する方法を身につける。
講義科目「離散数学」、「データ構造とアルゴリズムⅠ」を履修していることが望ましい。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

教科書の演習問題に積極的に取り組んで、アルゴリズムの動作や特性を説明できるように自習する。また、
講義で習った内容をプログラムにして実行する。
１． 数学的基礎
２． ハッシュ表
３． 二分探索木（基本）
４． 二分探索木（応用）
５． 文字列照合
６． トライ
７． トポロジカルソート
８． 中間まとめ
９． グラフの連結成分
１０． 最小木
１１． 最短経路問題
１２． バックトラック法
１３． 分枝限定法
１４． 動的計画法
１５． まとめ
新型肺炎の影響で授業回数が15回に達しない場合、不足分は演習課題により代替する。

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

実施する
テストの結果をもとにして総合的に評価する。評価基準は以下のとおりである。
合格（評価「可」）：グラフや文字列に対するデータ構造およびアルゴリズムを説明できること。基本的な最適
化問題について理解していること。
合格（評価「良」）：合格（評価「可」）に加えて以下の条件１、２のいずれかを満たすこと。
合格（評価「優」）：合格（評価「可」）に加えて以下の条件１、２の両方を満たすこと。
合格（評価「秀」）：合格（評価「可」）に加えて以下の条件１、２の両方を高いレベルで満たすこと。
条件１ アルゴリズムおよびデータ構造の計算量とその根拠を説明できること。
条件２ アルゴリズムの正しさを説明できること。
教科書：茨木俊秀著「Cによるアルゴリズムとデータ構造」（オーム社）
参考書：平田富夫著「アルゴリズムとデータ構造(改訂C言語版)」（森北出版）
石畑清著「アルゴリズムとデータ構造」（岩波書店）
浅野哲夫著「アルゴリズム・サイエンス：入口からの超入門」（共立出版）
岩間一雄著「アルゴリズム・サイエンス：出口からの超入門」（共立出版）
T．コルメンほか著「アルゴリズムイントロダクション」（近代科学社）
授業内容に関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。
教員の所在は、学内サイネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてみてください。

担当者プロフィール

市原：コンピュータの設計・テスト、フォールトトレランスの研究に従事。
黒木：マルチメディアデータベースの研究に従事。
双紙：セキュリティに関する研究に従事。

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種（情報）
閉じる

科目名

論理回路

単位数

2.0

担当者

情報工学専攻 講師 稲木 雅人（A,B,C,Dクラス担当）
知能工学専攻 講師 串田 淳一（E,F,G,Hクラス担当）
システム工学専攻 教授 李 仕剛（I,J,K,Lクラス担当）

履修時期

前期（第２ターム）

履修対象

2年

講義形態

講義

概要

授業形態：講義
高度情報化社会を支える大規模集積回路の大半はディジタル信号を扱うディジタル回路である。ディジタル
回路は論理関数を実現する論理回路としてモデル化される。本講義の授業形態は講義とし、論理関数、およ
び論理回路の設計と解析の基礎について学ぶ。

科目の到達目標

論理関数と論理回路の基礎的事項について理解することを目的とする。具体的には（１）論理関数の表現
法、（２）論理式の簡単化、（３）基本的な組合せ回路、（４）組合せ回路の設計、（５）順序回路の設計、（６）順
序回路の動作解析を理解し、自在に応用できるようになることを目標とする。

受講要件
履修取消の可否

「離散数学」（特に、集合、論理、写像、関係）を十分、理解していることが望ましい。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

「論理回路」はコンピュータを正しく理解するためには必須であるので、情報科学部のどの学科に配属されて
いるにしても、是非、真剣に取り組んでほしい。事前学修としては、教科書の指定範囲を読み、ノートに要点を
整理しておくことが望ましい。また、講義内容を理解するためには多くの例題や演習問題を解くことが効果的
であるので、事後学修として積極的に例題や演習問題を解くことで学習の定着度を高めるようにしてほしい。
１．イントロダクション，論理回路とは
２．論理演算とその性質（ブール代数）
３．論理関数と論理式
４．カルノー図による論理関数の表現
５．カルノー図による論理式の簡単化
６．クワインマクラスキ法による論理式の簡単化
７．論理式の簡単化に関する総合演習
８．中間まとめ
９．組合せ回路の基本的な設計法
１０．複雑な組合せ回路の設計
１１．順序回路とは
１２．ラッチとフリップフロップ
１３．順序回路の設計法
１４．順序回路の動作解析
１５．組合せ回路および順序回路に関する総合演習
※授業の順序は変更することがある。
※試験期間に別途期末試験を実施する。

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

実施する
受講者に中間・期末試験，講義中の演習および宿題を課し，講義内容の理解度を問う．
中間試験には4割，期末試験には4割，演習および宿題には2割の重みを与えて評点を
算出し，
秀：評点 90 ～ 100点
優：評点 80 ～ 89点
良：評点 70 ～ 79点
可：評点 60 ～ 69点
不可：評点 59点以下
に従って評価を決定する。
教科書：渡部英二監修「基本からわかるディジタル回路 講義ノート」（オーム社）
参考書：浜辺隆二著「論理回路入門」（森北出版）
笹尾勤著「論理設計 スイッチング回路理論」（近代科学社）
稲木 雅人 問合せ先：情報科学部棟4階412号室
串田 淳一 問合せ先：情報科学部棟6階643号室

担当者プロフィール

李 仕剛 問合せ先：情報科学部棟8階863号室
授業内容や宿題などに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。
教員の所在は、学内サイネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてみてください。

授業に関連する実務経
験

備考

【教職】高一種（数学）
閉じる

科目名

電気回路

単位数

2.0

担当者

情報工学専攻 教授 弘中 哲夫（A,B,C,Dクラス担当，代表教員）
システム工学専攻 講師 脇田 航（E,F,G,Hクラス担当）
医用情報科学専攻 准教授 福田 浩士（I,J,K,Lクラス担当）

履修時期

前期

履修対象

2年次

講義形態

講義

概要

日常的に使用される電気機器・電子機器に用いられている電気回路・電子回路は非常に複雑な回路理論に
基づいている．しかし，このような理論も基礎が分かっていれば容易に理解可能である．本講義では定常状
態における電気回路の考え方，特にインダクタ素子，抵抗素子，コンデンサ素子を用いた受動回路の回路解
析手法について学習する．

科目の到達目標

学習者が，今後の電気・電子回路の学習に対応できるように，受動回路を中心に定常状態における電気回
路の挙動を解析できる能力を修得することを目的とする．
この講義を通して学習者は少なくとも以下の能力を修得する．
(1) 電気回路の基本的な要素である電流，電圧，抵抗などの回路素子，電力の関係を理解し，説明すること
ができる
(2) 基本法則であるオームの法則とキルヒホッフの法則を適用して，回路の電圧や電流を求めることができる
(3) 正弦波交流回路について，インダクタ素子，抵抗素子，コンデンサ素子の働きを理解し，複素数による記
号法（フェーザ表示法）を用いてインピーダンス，電流および電圧を解析することができる
(4) 複雑な回路網について，回路方程式を作成し，行列式を用いて回路の電流，電圧を求めることができる
(5) 複雑な回路網について，諸定理を応用することで簡単に回路の合成抵抗，電流，電圧を求めることができ
る

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由

事前・事後学修

講義内容

受講要件は特になし．
否
固定メンバーでグループを作りグループ学習を行う．そのため，講義期間中の人数変化対応できないため．
【事前学修】
(1) 教科書と講義スライド(オンデマンド)を読み，練習問題を解く．
(2) 理解できた内容と理解できなかった内容をノートに整理して講義時間中に聞く．
【事後学修】
(1) 講義内容と練習問題を復習し，講義中に理解できなかった内容を理解する．
(2) 教科書の演習問題を解くことで理解を深める．
1回目 回路要素と直流回路の基本法則
・回路の基本的な要素である電流，電荷，電圧，起電力（電源），抵抗の関係を学ぶ
・オームの法則とキルヒホッフの法則を学ぶ
・分流回路と分圧回路を学ぶ
2回目 直流基礎回路，複雑な直流回路とその簡略化
・オームの法則とキルヒホッフの法則を用いて，抵抗の直列回路と並列回路が混在する基本的な直流回路の
電流や電圧を求める方法を学ぶ
・複雑な直流回路を簡略化し，回路の合成抵抗，電流，電圧を求める方法を学ぶ
3回目 回路方程式の作成とその解法，直流電力
・キルヒホッフの法則による枝路電流法や閉路電流法を用いて回路方程式を作成し，行列式を用いて回路の
電流と電圧を求める方法を学ぶ
・電力（消費電力）を理解するために，直流回路の中で抵抗が消費する直流電力について学ぶ
4回目 応用問題解説
各回で出題された応用問題について解説し，理解を深める
5回目 正弦波交流
・正弦波交流の関数表記及び作図法について学ぶ
・正弦波交流や任意の交流波形の大きさを表す平均値や実効値について学ぶ
6回目 フェーザ表示法による交流回路の取り扱い
・交流回路の取り扱いを簡単にするための複素数を用いた記号法（フェーザ表示法）を学ぶ
7回目 応用問題解説
各回で出題された応用問題について解説し，理解を深める
8回目 交流回路素子の直列接続
・抵抗，インダクタ，コンデンサといった交流回路素子を直列接続した回路のインピーダンス，電流，各素子の
端子電圧について，フェーザ図を画くことによってその位相関係を学ぶ
9回目 交流回路素子の並列接続
・交流回路素子を並列接続した回路のアドミタンス，電圧，各素子に流れる電流について，フェーザ図を画くこ
とによってその位相関係を学ぶ
10回目 交流の直並列回路, 交流電力
・交流回路素子の直列接続と並列接続が混在する回路のインピーダンス，電流，端子電圧を求める方法を学
ぶ
・交流回路における電力の取り扱い方を学ぶ
11回目 応用問題解説
各回で出題された応用問題について解説し，理解を深める
12回目 交流回路の条件により解法
・交流回路における回路方程式の作成とクラメールの式の適用について，交流ブリッジの平衡条件について
学ぶ

13回目 応用問題解説
各回で出題された応用問題について解説し，理解を深める
期末試験実施の有無

実施しない
講義のねらいに記述した能力を学習者が修得したかどうかを，毎回の講義中にグループ演習として基本問題
と応用問題を解くことで到達目標(1)-(5)に達しているかを測る．

評価方法・基準
評点は100点満点（基本問題:40点，応用問題40点，解き直し20点）とし，60点未満を不可，60点以上70点未
満を可，70以上80点未満を良，80点以上を優，90点以上で特に優秀であると教員が認めた場合を秀とする．
教科書等

担当者プロフィール

教科書：山口静夫著「電気回路基礎入門」（コロナ社）
参考書：小澤孝夫著「電気回路を理解する」（昭晃堂）
参考書：橋本洋志著「電気回路教本」（オーム社）
【学生の学習指導・支援体制について】
講義内容やレポートなどに関する，学生の個別学習相談を随時受け付けている．
相談があれば，事前にメール，WebClassの掲示板等でアポイントメントを取っておくと良い．

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種（情報）
閉じる

科目名

情報科学基礎実験Ｃ

単位数

2.0

担当者

医用情報科学専攻 准教授 藤原 久志（代表教員）、システム工学専攻 助教 小作 敏晴、助教 厚海 慶太、助
教 佐藤 康臣、助教 高橋 雄三

履修時期

前期または後期

履修対象

2年次

講義形態

実験

概要

授業形態：実験
情報科学の発展に伴い、データ・サイエンスはますます重要となってきている。 授業の後半では、データ・サ
イエンスを構成する「バラツキのあるデータ」「変動するデータ」「確率分布に従うデータ」を対象とし、それぞれ
の性質を持ったデータをコンピュータ上でどのように取り扱うのか、データから求める結果を得るためにはど
のような解析が必要なのかを実習を通じて会得する。また、データが指し示す現象のモデル化と予測、現象
の原因究明と問題解決のためのシミュレーション技法に至るまでをコンピュータ上で実現する過程を通じて、
情報科学の基礎とその応用を身につける。

科目の到達目標

データの性質に応じたデータ処理方法を解析プログラムの作成を通じて理解する。また、観測データを用いて
の現象の予測・モデル化とシミュレーション技法の実践を通じて、コンピュータを用いた情報処理技法を修得
する。

受講要件

1年次科目「プログラミングI、II、プログラミング演習I、II」の教科書、2年次科目「確率統計」の教科書を持参す
ること。

履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

担当者プロフィール

否
必修科目のため
配付する実験テキストの「実験科目の単位認定について」、「実験履修上の注意事項」、「レポートについて」
を熟読すること。各テーマ受講前にテキストの対象箇所を読み理解しておくこと。
第1回：正規母集団の統計的推測とコンピュータによるサンプリングの基礎（助教 小作、助教 厚海）
第2回：シミュレーション技法による母集団データの母数の区間推定の検証（助教 小作、助教 厚海）
第3回：コンピュータによる２変量数値データの分析（助教 佐藤、准教授 藤原）
第4回：多変量データによる現象の予測とその評価（助教 佐藤、准教授 藤原）
第5回：解析的（理論的）アプローチを用いた待ち行列システムのモデル化（助教 高橋、准教授 藤原）
第6回：待ち行列システムのモンテカルロ・シミュレーション（助教 高橋、准教授 藤原）
第7回：１変量データの測定と統計処理（准教授 藤原、助教 小作、助教 厚海、助教 佐藤、助教 高橋）
第8回：まとめ（准教授 藤原）
実施しない
配付する実験テキストの「実験科目の単位認定について」、「実験履修上の注意事項」、「レポートについて」
に基づき、レポートの評価，実験時の態度等を総合的に考慮して評価する。なお、必ずすべてのテーマに出
席し、すべてのレポートを提出し合格すること。
教科書：実験テキストを配付する。
参考書：野中謙一郎他著、技術レポート作成と発表の基礎技法（改訂版）、コロナ社、2018
藤原：医用画像工学研究室に所属。専門分野は光学顕微鏡による計測・解析手法の開発。
小作：メカトロニクス研究室に所属。専門分野は流体工学、機械力学・制御。
厚海：メカトロニクス研究室に所属。専門分野は計測制御工学。
佐藤：組込みデザイン研究室に所属。専門分野はソフトウェア、分散協調システム。
高橋：サウンドデザイン研究室に所属。生理心理工学・人間工学・人類働態学領域の研究に従事。
【学生の学習指導・支援体制について】
実験内容やレポートなどに関する個別学習相談は随時受け付けている。
教員の所在は、学内サイネージ等に掲示されているので、確認の上、研究室を訪ねてほしい。

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種（情報）
閉じる

科目名

情報科学基礎実験Ａ

単位数

2.0

担当者

前期：情報工学専攻 講師 谷川 一哉，助教 稲木 雅人，助教 児島 彰／後期：情報工学専攻 講師 川端 英
之（代表教員），講師 上土井 陽子，助教 岩垣 剛

履修時期

前期／後期

履修対象

2年

講義形態

概要

（授業形態：実験）
通称：ディジタル回路
本実験では，ディジタル回路の基本構成方式である同期式順序回路の設計・実装を行なう．また，同期式順
序回路の応用としてのCPUの内部動作を，機械命令の実行の様子と関連づけて理解する．この実験を通じ
て，コンピュータの構成方式，基本動作，ソフトウェアとハードウェアの関わりに関する理解を深める．

科目の到達目標

コンピュータシステムは，身の回りのあらゆるところで使用されるようになる一方で，内部の詳細に触れる機
会が少なくなっている．本実験では，そのブラックボックスの内部に直接触れることで，ますます複雑化・高度
化するであろうコンピュータシステムの総合的な理解の基盤となる経験を得る．

受講要件

コンピュータシステムに関する基礎概念の理解と，プログラミングの経験があることが望ましい．すなわち，「コ
ンピュータ基礎」や「プログラミングI」，「プログラミングII」の内容を十分に理解していることが望ましい．

履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

事前：実験手引書・配布資料の当該範囲を予め読み，内容を把握しておく．
事後：実験手引書・配布資料の当該範囲を読み，内容への理解を確認する．
＜論理回路設計演習（前半5週間）＞
（１）ディジタル回路を構成する電子部品
（２）論理式と組み合わせ回路の関係の理解
（３）FPGAを用いたディジタル回路設計手法の理解
（４）FPGAを用いた同期式順序回路の設計と製作
（５）FPGAを用いた同期式順序回路の設計と製作（仕上げ，調整，動作の確認）

講義内容

＜アセンブリプログラミング演習（後半2週間）＞
（６）FPGA上に構成されたCPU（Altera Nios II）の使用法の習得
（７）Altera Nios II を用いたアセンブリプログラミング
（８）まとめ
※FPGA：Field Programmable Gate Array の略．チップ内の部品間の配線を仮想的に「繋ぎ変える」ことにより
自由にディジタル回路を構成出来る素子．

期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等
担当者プロフィール

それぞれの実験課題についての理解度を，レポート及び口頭試問結果とあわせて評価する．
単位取得条件：
・上記実験内容に従った各回の課題およびレポート課題がクリアされていること
・全8回の実験全てに出席し，主体的に課題に取り組んでいること（病欠などの場合は個別対応）
参考書: 寺内・弘中監, 川端著, 「情報工学基礎実験」（大学教育出版）
実験手引書は別に配布する．
授業内容や課題などに関する学生の個別学習相談を随時受け付けています．
教員の所在は，学内サイネージ等に掲示されていますので，確認の上，研究室を訪ねてみてください．

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

情報科学基礎実験Ｂ

単位数

2.0

担当者

知能工学専攻 准教授 岩田一貴（代表教員）、准教授 内田智之、講師 目良和也
情報工学専攻 講師 上土井陽子、講師 谷川一哉、助教 岩垣剛

履修時期

前期または後期

履修対象

2年次

講義形態

実験

概要

授業形態：実験
データ構造とは計算機でデータを表現する方法のことで、アルゴリズムとはデータに基づいた問題を解く手順
を記述したもののことである。効率的なプログラムを書くためには、両者を対で考える必要がある。授業では、
基本的なデータ構造とアルゴリズムを C言語によりコード化する実習を通じて、アルゴリズムの効率性を体感
し、理解する。

科目の到達目標

C言語などのプログラム言語の文法を知っているだけでは、自分が思うようなプログラムは書けない。文法に
従ってプログラムを書く前に、扱う問題を分析し、プログラムの仕様を定め、適切なデータ構造とアルゴリズム
を選ぶ必要がある。到達目標は、基本的なデータ構造とアルゴリズムを実装することにより、それらの特性を
体感し、理解することである。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等

担当者プロフィール

プログラミングI・IIおよびデータ構造とアルゴリズムIを履修していることが望ましい。
否
必修科目のため
WebClassにアップロードされた講義スライドを使って事前に内容を予習し、わからない点を明確にしておく。事
後は実験結果を整理・分析し、そのレポートを作成する。
第1回：C言語の文法の復習（准教授 岩田、講師 上土井、助教 岩垣）
第2回：アルゴリズム、計算量、データ構造（准教授 内田、講師 上土井、助教 岩垣）
第3回：スタック、キュー（准教授 内田、講師 上土井、助教 岩垣）
第4回：連結リスト、木、グラフ（准教授 梶山、講師 上土井、助教 岩垣）
第5回：探索（准教授 梶山、講師 上土井、助教 岩垣）
第6回：単純な整列：選択法、交換法、挿入法（講師 谷川、准教授 岩田）
第7回：クイックソート（講師 谷川、准教授 岩田）
第8回：まとめ（准教授 岩田）
実施しない
プログラムソース、レポートにより評価する。評点に対する評価は、学生HANDBOOKにおける成績評価に記
載されているとおりとする。全てのプログラムソース、レポートを提出すること。
参考書:
近藤嘉雪、定本Cプログラマのためのアルゴリズムとデータ構造、ソフトバンククリエイティブ、1998．
茨木俊秀、Cによるアルゴリズムとデータ構造、オーム社、2014．
柴田望洋、新・明解C言語 入門編、ソフトバンククリエイティブ、2014．
野中謙一郎他、技術レポート作成と発表の基礎技法（改訂版）、コロナ社、2018．
岩田：パターン認識研究室に所属。専門分野は数理工学。
内田：機械学習研究室に所属。グラフアルゴリズムおよびグラフマイニングに関する研究に従事。
目良：言語音声メディア工学研究室に所属。感情情報処理の研究に従事。
上土井：論理回路システム研究室所属。専門分野は分散システムとプライバシー保護。
谷川：コンピュータアーキテクチャ研究室に所属。専門分野はコンピュータアーキテクチャ。
岩垣：コンピュータデザイン研究室に所属。ディジタルシステムの設計とテストに関する研究に従事。
実験に関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。教員の所在は、学内サイネージ等に掲示さ
れているので、確認の上、居室を訪ねてください。

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種（情報）
紙のテキストは配布しません。予習するときは、WebClassから講義スライドをダウンロードして使ってください。
講義スライドがテキストの代わりになります。
閉じる

科目名

情報科学基礎実験Ｄ

単位数

2.0

担当者

准教授 釘宮 章光、准教授 田中 公一、准教授 八方 直久、准教授 福島 勝（代表教員）、准教授 桑田 精
一、講師 香田 次郎、講師 藤原 真、助教 辻 勝弘、助教 長谷川 義大

履修時期

前期または後期

履修対象

２年

講義形態

概要

「授業形態：実験・実習・実技」
通称 ： アナログ回路
基本的な電気回路と電子回路を組み立て、その動作の観測と特性の測定を行い、情報関連機器のハード
ウェアを構成する上で重要となるアナログ回路の基礎を習得する。また、本実験を通して電気的諸量の測定
技術や測定データを分析、整理する能力も身につける。

科目の到達目標

本実験は、受動および能動素子とアナログ回路に関する基礎知識、アナログ信号の測定法が７回の実験を
通して学べるように構成されている。本実験を通して、抵抗やコンデンサーなどの受動素子やダイオードやト
ランジスターなどの能動素子の使い方や取扱い方、および、信号発振器やオシロスコープなど測定装置の使
い方を身に付ける。

受講要件

特になし。

履修取消の可否
履修取消不可の理由

事前・事後学修

・実験の条件や測定値を書き留めるためのノートを準備しておくこと。
・事前に予習を行い、実験の目的、原理や方法を理解しておくこと。
・実験中、測定データは、必ず、ノートに記録し、適宜グラフ化すること。
・実験中、気付いたことはノートにメモすること。
・実験終了前に、必ず、指導教員から実験結果に対する質疑を受けること。
以下の７テーマの実験を行う。

講義内容

１
２
３
４
５
６
７
８

実験データの取り扱いと直流回路の測定 （担当：福島、長谷川）
交流回路（受動素子） （担当：福島、長谷川）
過渡現象と受動フィルタ （担当：福島、長谷川）
トランジスタ静特性の測定 （担当：藤原、八方）
トランジスタ増幅回路 （担当：田中、桑田）
MOSFET と基本論理回路 （担当：辻、福島）
オペアンプとその応用回路 （担当：福島、釘宮、香田）
まとめ （担当：福島）

期末試験実施の有無

評価方法・基準

１．上記の７テーマの実験を全て行うこと。
２．７テーマの実験全てに対して、原理、方法、結果、考察などをまとめた報告書を提出すること。
３．報告書は
（i）実験の内容を理解しているか、
（ii）実験方法に従って得られた結果は信頼できるか、
（iii）結果に対する深い考察がなされているか、
（iv）結果のまとめ方など、報告書の記述の仕方は適切か、
などの観点から指導教官により評価を受け、受理されること。報告書の評価が低い場合は書き直して再提出
し、７テーマ全ての報告書が受理されること。
実験の手引書を配布する。

教科書等
参考書：野中謙一郎他著、技術レポート作成と発表の基礎技法（改訂版）、コロナ社、2018.
担当者 : 情報科学研究科所属
「学生の学習指導・支援体制について」
授業内容や宿題などに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。
教員の所在は、学内サイネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてみてください。
担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験
備考

【実務経験(福島勝)：1989年4月～1997年3月 三菱重工業株式会社基盤技術研究所に勤務(レーザー分光お
よびその装置の開発に従事)】
【実務経験(藤原真)：1987年4月～1988年6月 倉敷紡績株式会社技術研究所に勤務(三次元形状計測装置の
開発に従事)】
【実務経験(長谷川義大)：2008年4月～2015年3月 キヤノン株式会社に勤務（医療デバイス（超音波デバイ
ス）の開発に従事）】

閉じる

科目名

情報科学序説

単位数

2.0

担当者

情報工学専攻、知能工学専攻、システム工学専攻、医用情報科学専攻の各教員

履修時期

後期

履修対象

１年次

講義形態

講義

概要

「授業形態：講義」情報科学研究科所属の教員より、情報科学分野の技術動向、最先端技術、社会とのかか
わりなどについて、オムニバス形式にて講義を行う。

科目の到達目標

情報科学部生として、情報科学分野の基礎的な知識、技術動向、社会とのかかわりなどを学び、情報科学へ
の興味を広げ、自ら学ぶ姿勢を身につける。

受講要件
履修取消の可否

特になし。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

事後学修のためにプリントを配布する場合もある。
講義内容について疑問やより詳細な興味がある場合は、担当教員を訪ねより深い議論を行うこと。
（情報工学分野）
コンピュータのハードウェア、ソフトウェア、インターネット、モバイル通信、ディジタル放送などに関する基礎的
な知識、技術動向、社会とのかかわりなどを学ぶ。

講義内容

（知能工学分野）
情報科学分野にとって重要な用語である情報・知識・データ・コミュニケーションなどについて学び，人間の情
報行動（行為）やコミュニケーション行為を知能工学的に支援するための知能ソフトウェアや知能メディアなど
について学ぶ．また，これらの知識基盤社会における役割や将来展望について学ぶ。
（システム工学分野）
個々の要素が有機的に組み合わされ、特定の仕事を行う単位をシステムと考えることができる。このシステ
ムを構成する要素、目的、機能など、システムの基本的な概念について学ぶ。
（医用情報科学分野）
情報科学を基盤として医用情報・生体情報などの学際領域・融合領域に関する専門知識や最新技術につい
て学ぶ。

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

実施しない
講義での演習、レポートなどを総合的に判断し、評価する。
講義の中で適宜紹介する。
授業内容や宿題などに関する学生の個別学習相談を随時受け付けています。
各担当教員と個別にアポイントを取って下さい。

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

情報科学序説

単位数

1.0

担当者

情報工学専攻、知能工学専攻、システム工学専攻、医用情報科学専攻の各教員

履修時期

後期

履修対象

１年次

講義形態

講義

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

情報科学研究科所属の教員より、情報科学分野の技術動向、最先端技術、社会とのかかわりなどについ
て、オムニバス形式にて講義を行う。
情報科学部生として、情報科学分野の基礎的な知識、技術動向、社会とのかかわりなどを学び、情報科学へ
の興味を広げ、自ら学ぶ姿勢を身につける。
特になし。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

事後学修のためにプリントを配布する場合もある。
講義内容について疑問やより詳細な興味がある場合は、担当教員を訪ねより深い議論を行うこと。
（情報工学分野）
コンピュータのハードウェア、ソフトウェア、インターネット、モバイル通信、ディジタル放送などに関する基礎的
な知識、技術動向、社会とのかかわりなどを学ぶ。

講義内容

（知能工学分野）
情報科学分野にとって重要な用語である情報・知識・データ・コミュニケーションなどについて学び，人間の情
報行動（行為）やコミュニケーション行為を知能工学的に支援するための知能ソフトウェアや知能メディアなど
について学ぶ．また，これらの知識基盤社会における役割や将来展望について学ぶ。
（システム工学分野）
個々の要素が有機的に組み合わされ、特定の仕事を行う単位をシステムと考えることができる。このシステ
ムを構成する要素、目的、機能など、システムの基本的な概念について学ぶ。
（医用情報科学分野）
情報科学を基盤として医用情報・生体情報などの学際領域・融合領域に関する専門知識や最新技術につい
て学ぶ。

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

実施しない
講義での演習、レポートなどを総合的に判断し、評価する。
講義の中で適宜紹介する。
授業内容や宿題などに関する学生の個別学習相談を随時受け付けています。
各担当教員と個別にアポイントを取って下さい。

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

解析学Ⅰ演習

単位数

1.0

担当者

システム工学専攻 講師 岡山 友昭 （A，B，Cクラス担当）
情報工学専攻 准教授 市原 英行 （A，B，Cクラス担当）
情報工学専攻 講師 藤原 真 （A，B，Cクラス担当）
システム工学専攻 准教授 廣門 正行 （D，E，Fクラス担当）
知能工学専攻 准教授 岩田 一貴 （D，E，Fクラス担当）
システム工学専攻 教授 田中 輝雄 （G，H，Iクラス担当）
システム工学専攻 准教授 桑田 精一 （G，H，Iクラス担当）
システム工学専攻 講師 池田 徹志 （J，K，Lクラス担当）
医用情報科学専攻 助教 伊藤 孝弘 （J，K，Lクラス担当）

履修時期

前期

履修対象

1年次

講義形態

演習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

同時開講の講義科目「解析学Ⅰ」で学習する内容の問題演習を行います.
毎回配付する練習問題に取り組むことで, 「解析学Ⅰ」の内容の理解を深め, 論理的に説明する能力や計算
力を身につけます. 同時に「解析学Ⅰ」の単位を修得します.
講義科目「解析学Ⅰ」を合わせて受講すること.
否
必修科目のため.
「解析学Ⅰ」で学習する内容に関する問題演習をこの授業で行います. 従って, 講義科目「解析学Ⅰ」は必ず
受講して下さい. 各回に問題を配付します. 解答出来ない場合は, 自分はどこまで理解しているのか, どこで躓
いているのかを整理し, 積極的に質問をするように心掛けて下さい.
「解析学Ⅰ」の授業と平行して, 以下の内容の問題演習を行います.

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

担当者プロフィール

第1回 高校の復習
第2回 極限と微分に関する問題
第3回 逆三角関数の定義域，値域，グラフの概形，導関数に関する問題, 高階導関数に関する計算問題,
Leibnizの定理を用いた高階導関数の計算問題
第4回 関数の Maclaurin 展開を求める問題
第5回 無限級数の収束, 発散の判定に関する問題, 正項級数の比較判定法，D'Alembertの判定法に関する
問題, 交代級数の収束, 発散の判定問題
第6回 収束半径を求める問題, 項別微分, 項別積分の計算問題
第7回 Maclaurin 級数展開の計算
第8回 不定形, および L'Hopital の定理に関連した問題, Landau 記号f(x)=O(x) に関する問題
第9回 中間まとめ
第10回 部分積分, 置換積分の計算問題, 漸化式を用いた積分の計算問題
第11回 有理関数, 無理関数の積分の計算問題
第12回 特異積分, 無限積分の計算問題
第13回 パラメータ表示された曲線で囲まれる部分の面積を求める問題, 極座標変換, パラメータ表示された
曲線の長さを求める問題
第14回 変数分離形微分方程式, および同次形微分方程式の問題
第15回 総復習
実施しない
すべての回の演習を行うことを原則とします. 欠席と遅刻については, 定期試験時の欠席と遅刻の扱いと同様
に対応します. 成績評価は各回の課題への取り組み状況をもとに, 「学生HANDBOOK」記載の基準で, 秀・
優・良・可・不可を判定します.
「解析学Ⅰ」と「解析学Ⅰ演習」の両科目がともに合格基準に達している場合に「解析学Ⅰ演習」を合格としま
す. 従って「解析学Ⅰ」と「解析学Ⅰ演習」のどちらか一方の科目が合格基準に達しない場合は両方を不合格
とします.
毎回資料を配付します. 「解析学Ⅰ」の教科書と講義ノートを持参すること.
岡山: 専門は数値解析です. 関数解析や複素解析を道具として高性能計算に取り組んでいます.
市原: 専門はディペンダブルコンピューティングです. コンピュータの耐故障設計やストカスティックコンピュー
ティング等に興味を持っています.
藤原: 専門は半導体光物性と質量分析です. 微結晶シリコンの光学特性やイオンの検出方法等に興味を持っ
ています.
廣門: 専門は代数幾何学です. 極小モデルプログラム, グレブナー基底等に興味を持っています.
岩田: 専門は数理工学です. 統計的学習理論やパターン認識に興味を持っています.
田中: 専門は確率過程論・計画数学です. 確率制御理論の研究に取り組んでいます.
桑田: 専門は数理物理学です. 微分幾何や関数解析に興味をもっています.
池田: 専門は知能ロボティクスです. 日常生活で人と共存する介護用ロボットや, 安心できる自動運転システ
ム等の研究に取り組んでいます.
伊藤: 専門は医用情報通信です. 人体の電磁界解析とその応用の研究に取り組んでいます.
学生の学習指導・支援体制:

オフィスアワーを設定しています. 授業内容やレポート問題などに関する質問等を受け付けます. オフィスア
ワーの具体的な時間は最初の授業で伝えます.
授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

線形代数学Ⅰ演習

単位数

1.0

担当者

知能工学専攻 准教授 関根 光弘, 情報工学専攻 教授 高野 知佐（A, B, Cクラス担当）
知能工学専攻 教授 百武 弘登, 情報工学専攻 講師 新 浩一（D, E, Fクラス担当）
知能工学専攻 准教授 齋藤 夏雄, 知能工学専攻 准教授 串田 淳一（G, H, Iクラス担当）
医用情報科学専攻 准教授 青山 正人, 医用情報科学専攻 講師 長谷川 義大（J, K, Lクラス担当）

履修時期

前期

履修対象

1年次

講義形態

演習

概要

科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

担当者プロフィール

講義科目「線形代数学I」 で取り上げる内容について問題演習を行う。線形代数学は, 情報科学や工学にお
いて多くのデータをまとめて扱う方法として, または幾何学的オブジェクトの表現手段や複雑な対象の近似と
して, さまざまな分野で必要とされる概念や計算技術が含まれる重要な科目である。
練習問題を解くことによって, 「線形代数学I」 の理解を深め, 論理的に記述する能力や計算力を身につけてい
くことを目的とする。具体的には, 行列の演算, 行列式の計算, 基本変形などの計算技術を修得し, それらの
幾何学的意味を把握することを目標とする。
特になし。
否
必修科目のため
毎回の講義の復習をして, 演習問題に取り組めるように準備をしておくこと。また, 採点後に返却された答案を
もとに復習を行い, 計算技術の修得および事項の理解を確かなものにすること。
「線形代数学I 」の講義と連動して問題演習を行う。
1. オリエンテーション
2. 空間内の図形の方程式 (1) 直線, 平面の方程式, 外積に関する問題演習
3. 空間内の図形の方程式 (2) 球面の方程式, 図形の位置関係に関する問題演習
4. 行列計算の基礎 (1) 行列の和, 行列のスカラー倍, 行列の積に関する問題演習
5. 行列計算の基礎 (2) 行列の計算, 2次の逆行列に関する問題演習
6. 行列計算の基礎 (3) 転置行列, 三角行列, 対角行列, 対称行列に関する問題演習
7. 行列計算の基礎 (4) 分割による計算, 行列による変換に関する問題演習
8. 行列式 (1) 行列式の定義に関する問題演習
9. 行列式 (2) 基本性質と計算に関する問題演習
10. 行列式 (3) 行列式の展開に関する問題演習
11. 行列式 (4) 余因子と逆行列, 行列式と幾何に関する問題演習
12. 連立一次方程式 (1) 階段型の行列への基本変形, ランクに関する問題演習
13. 連立一次方程式 (2) 逆行列の計算に関する問題演習
14. 連立一次方程式 (3) 連立一次方程式の解法(掃き出し法), 解の構造に関する問題演習
15. 総合演習
実施しない
毎回の演習問題に対する得点を評価に用いる。また,「線形代数学I」の講義と連動して評価する。
線形代数学の教科書と講義ノートは毎回の時間に持参すること。
関根： 専門は幾何学です。トポロジーや力学系とその応用に興味をもっています。
高野：https://sites.google.com/view/hiroshima-cu-ctakano/ を参照して下さい。
百武： 専門は統計学です。確率をもとにした理論とその応用としてデータ解析に興味があります。
新： 情報工学専攻 環境メディア研究室に所属しています。主に電波の伝わり方について研究しています。
齋藤： 専門は代数幾何学です。さらにそれを応用した符号理論・暗号理論にも興味を持っています。
串田： 知能工学専攻 知能システム研究室に所属し，生物の進化や振る舞いを模倣した情報処理システムの
研究に従事。
百武： 専門は統計学です。確率をもとにした理論とその応用としてデータ解析に興味があります。
青山： 医用情報科学専攻 医用画像工学研究室に所属しています。医用画像を対象にしたコンピュータ支援
診断に関する研究を行っています。
長谷川：医用情報科学専攻 医用ロボット研究室に所属しています。主に医用用途のマイクロセンサの開発を
行っています。
授業内容や宿題などに関する学生の個別学習相談を，随時受け付けます。授業や会議あるいは出張などで
不在のことがあるのでメールで面会の予約の上でお越しください。

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

情報科学基礎実験α

単位数

3.0
(α-1分）
講師 稲木 雅人(代表教員)，講師 長谷川 義大，助教 小林 真，
講師 川端 英之，助教 児島 彰，准教授 八方 直久，講師 藤原 真，
准教授 福島 勝, 准教授 桑田 精一，
講師 常盤 達司，助教 伊藤 孝弘

担当者
(α-2分）
准教授 串田 淳一(代表教員), 准教授 梶山 朋子, 准教授 岩根 典之, 准教授 古川 亮,
講師 岡本 勝, 助教 黒澤 義明, 助教 森 康真,
准教授 満上 育久, 准教授 村田 佳洋, 講師 神尾 武司, 講師 脇田 航,
准教授 中野 靖久
履修時期

前期または後期

履修対象

2年次

講義形態

実験
本実験はα-1およびα-2から構成される．

概要

α-1(IoTシステム)
近年，様々なモノにコンピュータが搭載されネットワークに接続されるIoT (Internet of Things)技術が進展し，
高度情報化社会を支えている．本実験では，超小型コンピュータ Raspberry Pi の拡張によるIoT機器構築を
体験し，IoTシステムやその周辺技術を理解する．また 構築した機器の改良や拡張に取り組み，IoT技術を活
用するための実践力を身に着ける．
α-2(機械学習)
機械学習は実世界の様々な問題を解決するための重要な技術となっている．本実験では，機械学習の一手
法であるディープラーニング(DL)の仕組みを演習を通して体験・理解する．また，モデルの改良や応用に取り
組み，機械学習手法を活用するための実践力を身につける．
α-1
IoT技術の基礎を学び，IoTシステム，情報システムの概念を理解する．Raspberry Pi を利用した簡単なIoT機
器の構築を通じ，システムの基礎的な構築技術を理解，修得する．

科目の到達目標
α-2
Pythonのライブラリを用いた機械学習モデル(多層パーセプトロン(MLP)や畳み込みニューラルネットワー
ク(CNN)など)の構築方法を習得する．また，データサイエンスに基づく様々なデータの分析方法を習得する．
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由

特になし．
否
必修科目のため
α-1
WebClassにアップロードされた講義スライドを使って事前に学習内容を予習し，分からない点を明確にしてお
く．事後は実験結果を整理・分析し，そのレポートを作成する．

事前・事後学修
α-2
WebClassにアップロードされた講義スライドを使って事前に学習内容を予習し，分からない点を明確にしてお
く．事後は実験結果を整理・分析し，そのレポートを作成する．
(α-１）
第1回：
第2回：
第3回：
第4回：
第5回：
第6回：
第7回：

実験環境である Raspberry Pi，Python と I/Oポートについて
I/Oポートによる外部機器との入出力について
様々なセンサとセンサ信号の取り込みについて
取り込んだセンサ信号の可視化および解析について
センサ信号を用いた外部機器の制御について/ グループ課題 (1) 自主テーマの設定
グループ課題 (2) システム構築や発表に向けての資料作成
各グループによる自主課題の取り組み成果の発表準備および発表

前期前半担当：
前期後半担当：
後期前半担当：
後期後半担当：

稲木，長谷川，小林
川端，児島，八方，藤原真（補助：長谷川）
福島，桑田，稲木
川端，常盤，伊藤（補助：小林）

講義内容
(α-２）
第8回： Pythonの基本，機械学習のアルゴリズムや扱う問題について（担当：串田，岩根，森，神尾，村田)
第9回： MLPの実装方法および学習方法について（担当：串田，岩根，森，神尾，村田)
第10回： CNNの構成要素および適用例について（担当：串田，満上，黒澤，神尾，中野)
第11回： データ拡張や学習済モデルの利用/ Raspberry Piを用いた画像認識システムについて（担当：神
尾，満上，串田，中野，黒澤)
第12回： グループ課題 (1) 自主テーマの設定（担当：神尾，古川，串田，脇田，岡本)
第13回： グループ課題 (2) システム構築および発表に向けての資料作成（担当：神尾，古川，串田，脇田，岡

本)
第14回： 各グループによる課題の取り組み成果の発表準備および発表（担当：神尾，古川，串田，脇田，梶
山)
第15回：まとめ（担当：稲木，串田）
期末試験実施の有無

実施しない
α-１
全出席・全レポート提出を前提とし，実験課題の達成度，レポートと発表の内容，グループ活動を含めた受講
態度などから総合的に判断する．なお，秀については発展課題も含めた評価とする．

評価方法・基準
α-２
全出席・全レポート提出を前提とし，実験課題の達成度，レポートと発表の内容，グループ活動を含めた受講
態度などから総合的に判断する．なお，秀については発展課題も含めた評価とする．

教科書等

α-1
参考書
金丸隆志，カラー図解 最新 Raspberry Piで学ぶ電子工作 作って動かしてしくみがわかる (ブルーバックス)，
講談社，2016
Simon Monk 著，水原 文 訳，Raspberry Piクックブック 第2版，オライリー・ジャパン，2017
α-2
教科書
金丸隆志，Raspberry Piではじめる機械学習 基礎からディープラーニングまで (ブルーバックス)，講談
社，2018
担当者 : 情報科学研究科所属

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

「学生の学習指導・支援体制について」
授業内容や宿題などに関する，学生の個別学習相談を随時受け付けています．
教員の所在は，学内サイネージ等に掲示されていますので、確認の上，研究室を訪ねてみてください．
福島勝：1989年4月～1997年3月 三菱重工業株式会社基盤技術研究所に勤務(レーザー分光およびその装
置の開発に従事)
藤原真：1987年4月～1988年6月 倉敷紡績株式会社技術研究所に勤務(三次元形状計測装置の開発に従
事)
長谷川義大：2008年4月～2015年3月 キヤノン株式会社に勤務（医療デバイスの開発に従事）
岩根典之：1986年4月～1994年6月 沖電気工業株式会社に勤務（AI基礎研究に従事）

備考
閉じる

科目名

情報科学基礎実験β

単位数

3.0

担当者

知能工学専攻 准教授 岩田一貴（代表教員）、准教授 内田智之、講師 目良和也
情報工学専攻 講師 上土井陽子、講師 谷川一哉、助教 岩垣剛
医用情報科学専攻 准教授 藤原久志（代表教員）
システム科学専攻 助教 小作敏晴、助教 厚海慶太、助教 佐藤康臣、助教 高橋雄三

履修時期

前期または後期

履修対象

2年次

講義形態

実験

概要

授業形態：実験
１．データ構造とは計算機でデータを表現する方法のことで、アルゴリズムとはデータに基づいた問題を解く
手順を記述したもののことである。効率的なプログラムを書くためには、両者を対で考える必要がある。授業
の前半では、基本的なデータ構造とアルゴリズムを C言語によりコード化する実習を通じて、アルゴリズムの
効率性を体感し、理解する。
２．情報科学の発展に伴い、データ・サイエンスはますます重要となってきている。 授業の後半では、データ・
サイエンスを構成する「バラツキのあるデータ」「変動するデータ」「確率分布に従うデータ」を対象とし、それぞ
れの性質を持ったデータをコンピュータ上でどのように取り扱うのか、データから求める結果を得るためには
どのような解析が必要なのかを実習を通じて会得する。また、データが指し示す現象のモデル化と予測、現
象の原因究明と問題解決のためのシミュレーション技法に至るまでをコンピュータ上で実現する過程を通じ
て、情報科学の基礎とその応用を身につける。

科目の到達目標

１．基本的なデータ構造とアルゴリズムをプログラミング言語によりコード化する実習を通じて、アルゴリズム
の効率性を理解する。
２．データの性質に応じたデータ処理方法を解析プログラムの作成を通じて理解する。また、観測データを用
いての現象の予測・モデル化とシミュレーション技法の実践を通じて、コンピュータを用いた情報処理技法を
修得する。

受講要件

１．前半（第1～7回）
プログラミングI・IIおよびデータ構造とアルゴリズムIを履修していることが望ましい。
２．後半（第8～14回）
1年次科目「プログラミングI・II、プログラミング演習I・II」の教科書、2年次科目「確率統計」の教科書を持参す
ること。

履修取消の可否
履修取消不可の理由

事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

否
必修科目のため
１．前半（第1～7回）
WebClassにアップロードされた講義スライドを使って事前に内容を予習し、わからない点を明確にしておく。事
後は実験結果を整理・分析し、そのレポートを作成する。
２．後半（第8～14回）
配付する実験の手引書の「実験科目の単位認定について」、「実験履修上の注意事項」、「レポートについて」
を熟読すること。各回の受講前に手引書の対象箇所を読み理解しておくこと。
第1回：C言語の文法の復習（准教授 岩田、講師 上土井、助教 岩垣）
第2回：アルゴリズム、計算量、データ構造（准教授 内田、講師 上土井、助教 岩垣）
第3回：スタック、キュー（准教授 内田、講師 上土井、助教 岩垣）
第4回：連結リスト、木、グラフ（講師 目良、講師 上土井、助教 岩垣）
第5回：探索（講師 目良、講師 上土井、助教 岩垣）
第6回：単純な整列：選択法、交換法、挿入法（講師 谷川、准教授 岩田）
第7回：クイックソート（講師 谷川、准教授 岩田）
第8回：実験内容および実施方法の説明等（助教 小作、助教 厚海、助教 佐藤、助教 高橋、准教授 藤原）
第9回：１変量データの統計処理，正規母集団の統計的推測とコンピュータによるサンプリングの基礎（助教
小作、助教 厚海）
第10回：シミュレーション技法による母集団データの母数の区間推定の検証（助教 小作、助教 厚海）
第11回：コンピュータによる２変量数値データの分析（助教 佐藤、准教授 藤原）
第12回：多変量データによる現象の予測とその評価（助教 佐藤、准教授 藤原）
第13回：解析的（理論的）アプローチを用いた待ち行列システムのモデル化（助教 高橋、准教授 藤原）
第14回：待ち行列システムのモンテカルロ・シミュレーション（助教 高橋、准教授 藤原）
第15回：まとめ（准教授 岩田、准教授 藤原）
実施しない
１．前半（第1～7回）
プログラムソース、レポートにより評価する。評点に対する評価は、学生HANDBOOKにおける成績評価に記
載されているとおりとする。全てのプログラムソース、レポートを提出すること。
２．後半（第8～14回）
レポートの評価、実験時の態度等を総合的に考慮して評価する。なお、必ずすべてのテーマに出席し、すべ
てのレポートを提出し合格すること。
１．前半（第1～7回）の参考書
近藤嘉雪、定本Cプログラマのためのアルゴリズムとデータ構造、ソフトバンククリエイティブ、1998．
茨木俊秀、Cによるアルゴリズムとデータ構造、オーム社、2014．
柴田望洋、新・明解C言語 入門編、ソフトバンククリエイティブ、2014．
野中謙一郎他、技術レポート作成と発表の基礎技法（改訂版）、コロナ社、2018．

２．後半（第8～14回）の教科書・参考書
教科書：配布する実験の手引書.
参考書：野中謙一郎他著、技術レポート作成と発表の基礎技法（改訂版）、コロナ社、2018．

担当者プロフィール

１．前半（第1～7回）
岩田：パターン認識研究室に所属。専門分野は数理工学。
内田：機械学習研究室に所属。グラフアルゴリズムおよびグラフマイニングに関する研究に従事。
目良：言語音声メディア工学研究室に所属。感情情報処理の研究に従事。
上土井：論理回路システム研究室所属。専門分野は分散システムとプライバシー保護。
谷川：コンピュータアーキテクチャ研究室に所属。専門分野はコンピュータアーキテクチャ。
岩垣：コンピュータデザイン研究室に所属。ディジタルシステムの設計とテストに関する研究に従事。
実験に関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。教員の所在は、学内サイネージ等に掲示さ
れているので、確認の上、居室を訪ねてください。
２．後半（第8～14回）
藤原：医用画像工学研究室に所属。専門分野は、光学顕微鏡による計測・解析手法の開発。
小作：メカトロニクス研究室に所属。専門分野は流体工学、機械力学・制御。
厚海：メカトロニクス研究室に所属。専門分野は計測制御工学。
佐藤：組込みデザイン研究室に所属。専門分野はソフトウェア、分散協調システム。
高橋：サウンドデザイン研究室に所属。生理心理工学・人間工学・人類働態学領域の研究に従事。
実験内容やレポートなどに関する個別学習相談は随時受け付けている。教員の所在は、学内サイネージ等
に掲示されているので、確認の上、研究室を訪ねてほしい。

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種（情報）
前半（第1～7回）では、紙のテキストは配布しません。予習するときは、WebClassから講義スライドをダウン
ロードして使ってください。講義スライドがテキストの代わりになります。
閉じる

科目名

実社会指向基礎数学

単位数

2.0

担当者

百武弘登、田中輝雄、鷹野優、八方直久、藤原真

履修時期

後期

履修対象

1年

講義形態

講義

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

授業形態：複数の教員が分担して講義する。
数学を道具として用い、実社会での問題を解決する工学を数理工学という。数学のいくつかのテーマとその
応用例をコンピュータの活用も視野にいれて説明する。
実社会の現象や物事を数学で捉えること
高校数学(数学Ⅲまで)を修得し、線形代数学Ⅰと解析学Ⅰを修得していることが望ましい
否
必修科目のため
事前にテーマごとに高校数学教科書の復習、事後には数学を活用している場面を調べる。
各教員が①,②,③,④のひとつを担当する。クラスにより順番は異なる。

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

担当者プロフィール

1．ガイダンス
2．① 確率と応用
3．① 確率分布と統計
4．① データと確率モデル
5．② 整数の理論
6．② 整数と応用
7．② 最適化問題
8．課題(グループ学習)
9．③ 微分と応用
10．③ 積分と応用
11．③ テイラー展開と近似
12．④ ベクトル、行列とデータ
13．④ 距離と応用
14．④ グラフ理論
15．課題(グループ学習)
実施しない
テーマごとのレポート
なし
百武弘登(知能工学科) 問合せ先: 情報科学部棟5階520室
田中輝雄(システム工学科) 問合せ先: 情報科学部棟8階830室
鷹野優 (医用情報科学科) 問合せ先: 情報科学部棟5階530室
八方直久(情報工学科) 問合せ先: 情報科学部棟4階437室
藤原真 (情報工学科) 問合せ先: 情報科学部棟4階437室

授業に関連する実務経
験
備考

[教職] 高一種（数学）
閉じる

科目名

論理設計

単位数

2.0

担当者

情報工学専攻 教授 永山忍

履修時期

後期

履修対象

2年

講義形態

講義

概要

本講義ではディジタル集積回路を数学的にモデル化した論理回路の設計の理論と実際について、基本的な
事項を中心に講義する。

科目の到達目標

受講生は、コンピュータハードウェア設計の基礎である2段および多段組合せ回路の設計、実際的な組合せ
回路の設計、順序回路の最小化と状態割当、実際的な同期式順序回路の設計について学び、論理回路の
効率のよい設計手法の理論と実装について理解することを目標とする。
授業を通じて、IT社会を支えているディジタル機器はすべて論理回路でモデル化されことや、情報科学・情報
工学の基礎の一つである論理回路の理論と設計手法を学ぶことで、ハードウェア分野だけでなく、ソフトウェ
アやネットワーク分野に対する学習意欲を高める。

受講要件
履修取消の可否

2年前期に開講される学部共通科目「論理回路」を受講し、その内容を理解していることを前堤としている。
可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等

本講義の講義内容に関する演習は「論理設計演習」で行う。演習問題を解くことで内容の理解が深まるの
で、積極的に演習問題を解くようにしてほしい。適宜、レポート課題を出すので、指定された日時までに提出
すること。
事前学修としては、教科書の指定範囲を読み、ノートに要点を整理しておくことが望ましい。
事後学修として積極的に例題や演習問題を繰り返し解くことで学習の定着度を高るようにしてほしい。
１ 論理代数と論理関数
２ 論理関数と論理回路の最小化
３ クワイン・マクラスキ法
４ 組合せ回路の最適化設計
５ 多段論理最小化
６ 組合せ回路の実例
７ 組合せ回路設計のまとめ（中間課題）
８ 同期式順序回路
９ フリップフロップ
10 同期式順序回路の最適化設計
11 順序回路の解析
12 完全指定順序回路の状態数最小化
13 不完全指定順序回路の状態数最小化
14 同期式順序回路の実例
15 ソフトウェアによる論理回路設計
※上記とは別に期末試験を実施する
実施する
授業中に実施する演習および試験の結果に基づいて総合的に評価する。2段および多段組合せ回路の設
計、実際的な組合せ回路の設計、順序回路の最小化と状態割当、実際的な同期式順序回路の設計、論理回
路の効率のよい設計手法の理論と実装についての基礎知識と技術を理解していることを合格 (可) の最低条
件とする。理解度や習熟度に応じて、良、優、秀の判定を行う。
教科書：柴山潔著「コンピュータサイエンスで学ぶ論理回路とその設計」（近代科学社）
参考書：高木直史「論理回路」（昭晃堂）
笹尾勤「論理設計」（近代科学社）
当麻喜弘「スイッチング回路理論」（コロナ社）
永山 忍 問合せ先：情報科学部棟4階411号室

担当者プロフィール

授業内容や宿題などに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。
教員の所在は、学内サイネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてみてください。

授業に関連する実務経
験
備考

この科目は高等学校教諭1種免許状（数学）の教科に関する科目です。
閉じる

科目名

論理設計演習

単位数

1.0

担当者

情報工学専攻 教授 永山忍

履修時期

後期

履修対象

2年

講義形態

演習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

「論理設計」で講義した内容に対応した演習を行う。
演習問題を解くことで「論理設計」の理解を深める。「論理設計」で学んだ知識に基づいて、与えられた仕様を
実現する論理回路（組合せ回路、順序回路）を設計できるようになることを到達目標とする。
「論理設計」を同一セメスタで受講すること。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

演習問題を解くことで「論理設計」の理解が深まるので、積極的に演習問題を解くようにしてほしい。授業時間
中に解けなかった演習問題については、授業後に解いてみること。
事前学修としては、教科書の指定範囲を読み、ノートに要点を整理しておくことが望ましい。
事後学修として積極的に例題や演習問題を繰り返し解くことで学習の定着度を高るようにしてほしい。
１ 論理代数と論理関数
２ 論理関数と論理回路の最小化
３ クワイン・マクラスキ法
４ 組合せ回路の最適化設計
５ 多段論理最小化
６ 組合せ回路の実例
７ 組合せ回路設計のまとめ
８ 同期式順序回路
９ フリップフロップ
10 同期式順序回路の最適化設計
11 順序回路の解析
12 完全指定順序回路の状態数最小化
13 不完全指定順序回路の状態数最小化
14 同期式順序回路の実例
15 順序回路設計のまとめ
※上記とは別に期末試験を実施する
実施する
中間課題，期末試験，平常点（レポート等）を総合的に評価する。本演習の中間課題，期末試験は「論理設
計」の中間課題，期末試験で代えるものとし、「論理設計」の単位取得者に限って本演習の単位認定を行う。
ただし、原則として15回の演習実施を必須とし、演習の実施状況が不十分な場合、あるいは演習態度が悪い
場合は「論理設計」の単位が認定されても、本演習の単位は認定しない。
「論理設計」同様、2段および多段組合せ回路の設計、実際的な組合せ回路の設計、順序回路の最小化と状
態割当、実際的な同期式順序回路の設計、論理回路の効率のよい設計手法の理論と実装についての基礎
知識と技術を理解していることを合格 (可) の最低条件とする。理解度や習熟度に応じて、良、優、秀の判定
を行う。
教科書：柴山潔著「コンピュータサイエンスで学ぶ論理回路とその設計」（近代科学社）
参考書：高木直史「論理回路」（昭晃堂）
笹尾勤「論理設計」（近代科学社）
当麻喜弘「スイッチング回路理論」（コロナ社）
永山 忍 問合せ先：情報科学部棟4階411号室

担当者プロフィール

授業内容や宿題などに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。
教員の所在は、学内サイネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてみてください。

授業に関連する実務経
験
備考

この科目は高等学校教諭1種免許状（数学）の教科に関する科目です。
閉じる

科目名

ディジタル信号処理

単位数

2.0

担当者

情報工学専攻 講師 新 浩一

履修時期

後期

履修対象

２年

講義形態

講義

概要

授業形態：講義
携帯電話機やオーディオ機器において、音声や画像などの高度な実時間処理の実現のためにディジタル信
号処理が行われる。本講義ではディジタル信号処理の基本となるフーリエ変換を中心に、線形時不変システ
ムや差分方程式などを扱う。

科目の到達目標

ディジタル信号処理のための離散時間システムの数学を学ぶことを目的としている。まずは連続な場合を丁
寧に扱い、これと対比して離散時間システムを学ぶ。ラプラス変換によって微分方程式が代数的に解け、これ
に対応するＺ変換では差分方程式が代数的に解けること、インパルス応答の果たす役割などを学ぶ。

受講要件
履修取消の可否

解析学の知識を前提としている。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準

計算ができるのみではなく、より理解を深めるために、ディジタル信号処理の過程が何を意味するのかを把
握してほしい。随時の質問も歓迎する。
１．ディジタル信号処理の概要
２．フーリエ級数、正規直交系
３．フーリエ級数の性質、ベッセルの不等式、パーセバルの等式
４．フーリエ変換
５．フーリエ変換の性質、パワースペクトル
６．線形システム、畳み込み積分、インパルス応答
７．ラプラス変換
８．ラプラス変換の応用
９．離散時間システム、離散時間フーリエ変換、標本化定理
10．離散畳み込み、離散フーリエ変換
11．FFT
12．離散フーリエ変換の性質
13．Z変換、差分方程式
14．FIR／IIRシステム、周波数応答特性
15．まとめ
期末試験を行います。
実施する
フーリエ級数展開、フーリエ変換、ラプラス変換、Z変換を理解しているか、線形システムやインパルス応答を
理解しているかの期末試験を行う。期末試験の結果と毎回実施する練習問題により評価する。評点に対する
評価は履修規定のとおり。
適宜プリントを配布する。

教科書等
参考書：浜田 望著「よくわかる信号処理」（オーム社）

担当者プロフィール

問い合わせ先：情報科学部棟852室
専門分野は電波工学。宇宙から地上にかけての電波に関する研究に従事し、現在は主に携帯電話やTV放
送等に使われるVHF・UH周波数帯電波の伝搬の研究を行っています。
学生の学習指導・支援体制：
授業内容などに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。教員の所在は、学内サイネージ等
に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてみてください。

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種（情報）
閉じる

科目名

情報ネットワーク

単位数

2.0

担当者

情報工学専攻 教授 石田 賢治

履修時期

前期

履修対象

２年

講義形態

講義

概要

授業形態：講義
計算機システムと融合した通信ネットワークは、情報ネットワークと呼ばれ、 IoT（Internet of Things）や情報
通信技術（ICT）を構成する基盤技術となっている。また、情報ネットワークは多様な技術によって実現されて
いる複雑なシステムである。このシステムは階層化されたアーキテクチャによって構成される。本講義では、
まず、階層化アーキテクチャの概念を導入し、物理層からアプリケーション層までの全体の枠組みを説明す
る。次に、階層化されたアーキテクチャ内の各層に対応する基礎技術を系統的に説明する。

科目の到達目標

情報ネットワークの世界では、最良と思われた技術がすぐに陳腐化し、古い時代の技術が別のかたちで再び
脚光を浴びることがよくある。技術の輪廻転生である。つまり、情報ネットワーク技術の発展を時間的な流れ
と共に理解することが重要である。

受講要件
履修取消の可否

学習意欲が高く、自ら積極的に受講できること。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

関連科目として、ディジタル信号処理、通信方式、情報理論、分散システム、ネットワークプロトコル、プロトコ
ル設計、ワイヤレスネットワークなどの受講が望ましい。また、予習と復習を行うこと。パケットの中味や構造
に興味をもつ者は、参考書の「パケットキャプチャ入門 第3版」などを参照すると良い。
１ 序論 －情報ネットワークとは－
２ ネットワークアーキテクチャ
１）通信プロトコルにおける基礎概念
３ ２）階層化の考え方、および、サービス品質（QoS、QoE）
４ 伝送路と物理層
５ 誤り制御
６ MACプロトコル
１）MACプロトコルの基礎概念
７ ２）固定割当て方式、ランダムアクセス方式、および、中間まとめ
８ データリンク層プロトコル
９ データ交換とネットワーク層
10 インターネットを構成する技術
１）ルーティング技術の概要（非適応形、適応型）
11 ２）IP技術（ネットワーク管理コマンド利用の課題演習を含む）
12 ３）TCP, UDPの概要
13 ４）ネットワークサービスの例
14 情報ネットワークのセキュリティ
15 まとめ
※上記とは別に期末試験を実施する。
実施する
【評価方法】
試験およびレポートを課し、
1. 期末試験の成績（45％）、2. 中間試験の成績（45％）、3. レポートなど（10％）の割合で成績を総合的に評
価する。
レポートについては完成した物を指定された期限までに提出し、受理される必要がある。
秀、優、良、可、不可の基準は、学生HANDBOOK記載のとおりとする。
【達成度評価の基準】
１．マルチメディア情報の交換原理を理解していること。 ２．情報ネットワーク発展の歴史の概要を理解してい
ること。 ３．階層的なネットワークアーキテクチャを理解していること。 ４．通信品質の概念を理解しているこ
と。５．通信プロトコルの基礎概念を理解していること。

教科書等

担当者プロフィール

授業に関連する実務経

教科書：田坂修二「情報ネットワークの基礎［第２版］」（数理工学社）2013
必要に応じて資料を配布する。
参考書：宇野新太郎「情報通信ネットワークの基礎」（森北出版）2016
竹下恵「パケットキャプチャ入門 第3版」（リックテレコム）2014
村田正幸「マルチメディア情報ネットワーク」（共立出版）1999
宮原、尾家「コンピュータネットワーク」（共立出版）1999
講義内容やレポート課題などに関する質問および相談は随時受け付けています。研究室を訪ねる場合は講
義前後の空き時間や電子メールなどで事前にアポイントメントを取るようにしてください。
プロフィールは以下の通りです。
石田賢治：主に、ネットワーク制御アルゴリズム、アシュアランスシステムに関する研究に従事。情報工学専
攻 情報ネットワーク研究室長。

験
備考

（情報工学科）
【教職】高一種（情報）
閉じる

科目名

通信方式

単位数

2.0

担当者

情報工学専攻 准教授 高橋 賢

履修時期

後期

履修対象

2年次

講義形態

講義

概要

電気通信の理解に必要な数学、信号と雑音、各種変調の生成と復調、ディジタル通信の伝送特性を扱う。現
代社会において、老若男女を問わず多くの人々が情報通信システムの恩恵を受けている。この講義では、電
気信号による情報の様々な伝達方法を学ぶ。

科目の到達目標

無線通信に用いられる周波数帯や有線通信に用いられる光ファイバなどの特性の説明、複素内積空間や
フーリエ変換や確率過程などの数学知識を応用した周波数スペクトルや伝達関数やパーセバルの定理や
ウィーナーヒンチンの定理などの説明、熱雑音や雑音指数の計算、白色雑音やシャノン限界や周波数利用
効率の理解、振幅変調や角度変調のスペクトラムや電力効率、変調信号発生のためのヒルベルト変換や直
交変調の理解、ディジタルベースバンド伝送の方法やディジタル変調方法やその多値化方法の説明、およ
び、ディジタル通信の伝送特性の計算ができる。

受講要件

「解析学I」「情報基礎数学」の単位を取得していること。「解析学II」「線型代数学II」の単位を取得していること
が望ましい。

履修取消の可否

可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

事前学修として、教科書の指定範囲を読み、関連するニュースを視聴したり、新聞記事等を読む。また、事後
学修として、講義中に配布されたハンドアウトを復習し、自ら図書館にある関連図書などにより不明点を解決
する。
1. イントロダクション（周波数帯、平衡型メタリックケーブル、光ファイバ、損失）
2. フーリエ級数（内積空間、周期信号、フーリエ級数、パーセバルの定理）
3. フーリエ変換（周波数スペクトル、離散周波数、連続周波数、負周波数、たたみ込み積分、周波数移動）
4. スペクトルと信号処理（線形システム、インパルス応答、伝達関数、理想フィルタ、パーセバルの定理、短
時間フーリエ変換）
5. 確率過程と雑音（確率過程、エルゴード性、白色雑音、帯域通過雑音、ウィーナーヒンチンの定理）
6. 通信路容量（デシベル、熱雑音、ショット雑音、雑音指数、シャノン限界、周波数利用効率）
7. 振幅変調（振幅変調、角度変調、包絡線検波、同期検波、搬送波、側波帯、電力効率）
8. 振幅変調の改良（DSB-SC、SSB、ヒルベルト変換、QAM、線形変調、非線形変調）
9. 角度変調（FM波・PM波の発生方法、狭帯域角度変調、広帯域角度変調、広帯域利得、捕捉効果）
10. 標本化と量子化（標本化定理、折り返し雑音、量子化雑音、コンパンダ）
11. パルス符号変調（NRZ、RZ、マンチェスタ符号、多値パルス符号、線形予測符号、ナイキストの基準）
12. ディジタル変調（ASK、FSK、PSK、遅延検波、ビット誤り率）
13. 多値ディジタル変調（ディジタルQAM、SNR、CNR、Eb/N0、シンボル誤り率、ビット誤り率）
14. ディジタル通信における伝送特性（MAP推定、最尤推定、最適フィルタ、フリスの伝送公式）
15. まとめ（総復習）
※授業の順序は変更することがある。
※上記とは別に期末試験を実施する。

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

実施する
定期試験とその他課題（レポート提出、小テスト、発表、受講票、授業への積極的参加度、および、自主学
習）を7対3の比重で評価する。これらそれぞれに対し、上述「科目の到達目標」達成度の素点が次に示す評
価内容基準により評点に変換され、広島市立大学履修規程（以下、履修規程と略す。）第11条2項に基づき評
価される。すなわち、評価は絶対評価である。秀: 科目の到達目標を十分達成し、到達目標を超えた極めて
優秀な成果をおさめている。優: 科目の到達目標を十分達成している。良: 科目の到達目標を達成している。
可: 科目の到達目標を最低限達成している。不可: 科目の到達目標を達成していない。不可*: 定期試験を受
験していない、又は定期試験に代わるレポート課題を提出していない、若しくは出席回数が授業の3分の2に
満たない（履修規程第10条3項、および、平成30年12月3日教務委員会決定の広島市立大学成績評価に係る
ガイドライン）。評価は一面的ではなく、履修規程第11条1項に基づき評価ポイントが多面的に設定されてい
る。
教科書： 梅原 大祐, 山本 高至, 村田 英一, 田野 哲, 守倉 正博，OHM大学テキスト 通信方式，オーム
社，ISBN: 978-4274214738
参考書： 天野博史, アクセスネットワークのすべて, 電気通信協会（TTA）, ISBN: 978-4-88549-075-0
なお、講義中に必要な資料を配付するので、ノートやメモを用意する必要はない。

担当者プロフィール

担当者プロフィールについては、https://s-taka.org/ をご覧ください。授業内容などに関する学生の個別学習
相談を受け付けています。電子メールにて面会予約の上、研究室にお越しください。

授業に関連する実務経
験

【実務経験：1992年4月〜1997年3月株式会社日立製作所（陸上移動無線通信システムの研究開発に従
事）、1997年4月〜1999年6月株式会社YRP移動通信基盤技術研究所（次世代無線システムの研究開発に従
事）、1999年7月〜2002年3月株式会社日立製作所（高速無線アクセスシステムの研究開発に従
事）、2002年4月〜2005年3月総務省通信総合研究所（車両間無線通信システムの研究開発に従事）】

備考

【教職】高一種（情報）

閉じる

科目名

コンパイラ

単位数

2.0

担当者

情報工学専攻 講師 川端 英之

履修時期

前期

履修対象

3年

講義形態

講義

概要

（授業形態：講義）
ユーザの記述したプログラムを「計算機の言葉」に翻訳するツールであるコンパイラは，コンピュータシステム
の構成において最も重要な役割を果たすソフトウェアの一つである．本講義では，コンパイラの仕組みや構成
要素について，理論的側面から実装まで，基本事項を具体的に学ぶ．

科目の到達目標

コンパイラは，コンピュータのハードウェア，オペレーティングシステム，プログラミング言語の理論などと密接
に関連するソフトウェアシステムである．本講義では，コンパイラの学習を通して，コンピュータシステム全体
に対してのより深い理解を得ることを目指す．

受講要件

コンピュータシステムに関する基礎概念の理解と，プログラミングの経験があることが望ましい．すなわち，「コ
ンピュータ基礎」や「プログラミングI」の内容をある程度理解していることが望ましい．

履修取消の可否

可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

事前学習：教科書や配布資料の当該範囲を読み，概要を把握しておく．
事後学習：教科書や配布資料の当該範囲を読み，授業中に行った内容を振り返る．
１．イントロダクション：コンパイラの概要とその周辺
２．高水準言語，アセンブリ言語，およびプログラムの実行環境の概要
３．字句解析（正規表現とDFA）
４．字句解析（字句解析プログラムの実装と応用）
５．構文解析（文法と構文解析）
６．構文解析（再帰的下向き構文解析）
７．構文解析（様々な文法のクラス）
８．前半のまとめ
９．構文解析（抽象構文木の構築と走査）
10．意味解析（名前とオブジェクトの対応付け）
11．意味解析（記号表と型検査）
12．プログラムの実行環境（メモリ割り付けとスタックフレーム）
13．コード生成（局所変数，数式の処理，制御フロー変換）
14．コード生成（関数呼び出し）
15．コード生成（レジスタ割り付け，最適化）
※授業の順序は変更することがある．
※講義室での講義と，演習室でのプログラミング演習を含む講義を，ほぼ交互に行う．
（初回の講義室については掲示で連絡）
※試験期間に別途期末試験を実施する．

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

担当者プロフィール

実施する
コンパイラを構成する個々の概念について，機能や相互の関連の理解度を，プログラミング課題や授業中の
演習，学期中の試験および期末試験の結果を総合して評価する．およその基準は次の通り：
秀：コンパイラの構造を十分に理解し，効率的な実装方式や質の良いコード生成に関して議論できる．
優：コンパイラの構造を十分に理解し，簡単なプロトタイプを記述できる力を持つ．
良：コンパイラを構成する個々の機能単位と相互の連携について，理解している．
可：コンパイラの構成する個々の機能単位に関して，役割を理解している．
教科書: 瀧本宗宏著: 実践コンパイラ構成法, コロナ社, 2017.
参考書: 湯浅太一著: コンパイラ, オーム社, 2014. （昭晃堂で2001年から出版されていたものと同じ内容）
A.V. Aho 他著, 原田賢一訳, コンパイラ（I, II）, サイエンス社, 1990.
中田育男著: コンパイラの構成と最適化, 朝倉書店, 1999.
A.W. appel著, 神林・滝本訳, 最新コンパイラ構成技法, 翔泳社, 2009.
資料はWebでも提供する（URLは別途指示）．
プログラミング言語処理系，数値処理プログラミング，関連するツールやライブラリ開発などに関する研究に
従事しています．
授業内容や宿題などに関する，学生の個別学習相談を随時受け付けています．小さなことでも遠慮なくどう
ぞ．（研究室：情報科学部棟5階541号室，E-mail:kawabata@hiroshima-cu.ac.jp）

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種（情報）
閉じる

科目名

データベース

単位数

2.0

担当者

知能工学専攻 准教授 黒木 進

履修時期

前期

履修対象

３年次

講義形態

講義

概要

関係データベースをとり上げ、関係データベースの基本概念や数学的な基礎付けについて講義する。また、
コンピュータ演習により、関係データベース操作言語SQLやデータベーススキーマなどについての理解を深め
る。授業形態は講義が中心であるが、必要に応じて、SQLのコンピュータ演習を行う。

科目の到達目標

論理学や集合論などによる数学的な基礎付けを通して、データベースシステムの仕組みを初めとして、デー
タベースの基本概念や設計法について理解し、データベース操作言語SQLを実践的に利用する方法を身に
付ける。

受講要件

離散数学、コンピュータ基礎、情報科学序論、オートマトンと形式言語、データ構造とアルゴリズムⅠ、データ
構造とアルゴリズムⅡを受講していることが望ましい。

履修取消の可否

可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

事前学修として、教科書の指定範囲を読みノートに整理する。また、事後学修として、プリントを配布する（課
題を課す）。
第１回 はじめに
さまざまな情報システム、データベース
第２回 関係モデルの基礎概念
関係、スーパキー、候補キー、極小、主キー、非キー属性
第３回 データベース設計
外部キー、データベーススキーマ、テーブルの創成、索引構造
第４回 関数代数演算
和・差・積・直積・射影・選択・結合・商
第５回 関係代数表現と最適化
関数代数演算系列、質問木、変形規則、和積標準形
第６回 関係データベース操作言語SQL
SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, ORDER BY, HAVING
第７回 SQLに関するコンピュータ演習（その１）
CREATE TABLE、挿入、検索
第８回 SQLに関するコンピュータ演習（その２）
テーブル間の結合、グルーピング、削除、更新
第９回 中間まとめ
第10回 三層スキーマ
外部スキーマ、ビュー、ビューの更新、概念スキーマ、内部スキーマ
第11回 データベース設計１
E-Rモデル、実体、関連、テーブルへの変換
第12回 データベース設計２
関数従属性、多値従属性、情報無損失分解
第13回 データベース設計３
部分関数従属性、完全関数従属性、推移的関数従属性
第14回 データベース設計４
ＢＣＮＦ、自明な多値従属性、結合従属性
第15回 データマイニングへの展開
相関ルール、アプリオリアルゴリズムとSQL
新型肺炎の影響で授業回数が15回に達しない場合、不足分は課題研究により代替する。
※上記とは別に期末試験を実施する。

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

実施する
期末試験などの点数の他に、授業態度および課題レポートに基づいて評価する。
１．関係データベースの数学的基礎付けが記述された文章が正しい文章か否かを判断できること。
２．関係データベースの基本概念が記述された文章が正しい文章か否かを判断できること。
３．データベース設計や正規化理論に関する簡単な問題が解けること。
４．関係データベース操作言語SQLを使いこなせること。
教科書：北上始、黒木進、田村慶一「データベースと知識発見」（コロナ社）
参考書：増永良文「リレーショナルデータベース入門」新訂版（サイエンス社）
C.J.DATE・藤原 譲「データベースシステム概論」（丸善）
[黒木 進] Webページ（http://rsw.office.hiroshima-cu.ac.jp/Profiles/1/0000088/profile.html）に掲載されてい
ます。

担当者プロフィール
【学生の学習指導・支援体制について】授業内容や宿題などに関する、学生の個別学習相談を電子メー
ル(kuroki@hiroshima-cu.ac.jp)で随時受け付けています。

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種（情報）
閉じる

科目名

コンピュータアーキテクチャⅠ

単位数

2.0

担当者

情報工学専攻 教授 弘中 哲夫、 助教 児島 彰

履修時期

後期

履修対象

２年

講義形態

講義

概要

コンピュータアーキテクチャは、ハードウェアとソフトウェアの両機能を円滑に動かすためのものである。「コン
ピュータアーキテクチャI」ではハードウェアをソフトウェアで直接コントロールするための機械語を演習を交え
て理解し、コンピュータにおける算術演算方式、コンピュータの構成ハードウェア部品、および、コンピュータの
動作仕組みについて学習する。講義ではコンピュータ演習室でCADやCPUシミュレータを使った演習を行い、
講義への理解を深める。

科目の到達目標

コンピュータのソフトウェア（特にコンパイラ，オペレーティングシステム）とハードウェアに関する今後の学習に
おいて基礎となる機械語プログラムが読解できる力と、ハードウェア記述言語で記述された論理回路の動作
を読解できる力、コンピュータを構成する部品の動作を理解する能力を身に着けることがこの講義の到達目
標である。

受講要件
履修取消の可否

「プログラミングI」，「プログラミングⅡ」，「論理回路」を受講済みであること。C言語と論理回路の基本を習得
してから受講すること。教科書を必ず授業に持ってくること。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

事前に講義予定範囲を教科書を読んで予習し，講義内容に関する疑問を事前に整理して講義を受けてくださ
い．予習した内容に関する予習確認の小テストを行います．
事後学修としては，講義内容の復習を行うと共に，講義時間外にCADやCPUシミュレータを用いて学習内容
を定着させるようにしてください．
１．コンピュータの構成部品，２進数と論理回路の復習
２．ハードウェア記述言語１ 論理シミュレータ
３．ハードウェア記述言語２ 組み合わせ回路１
４．ハードウェア記述言語３ 組み合わせ回路２
５．ハードウェア記述言語４ 順序回路１
６．ハードウェア記述言語５ 順序回路２
７．ハードウェア記述言語６ 応用回路 コンピュータの構成ハードウェア部品１
８．ハードウェア記述言語７ 応用回路 コンピュータの構成ハードウェア部品２
９．機械命令 命令の構造 オペランド，演算命令，論理演算
10．条件判定用命令
11．手続のサポート
12．配列とポインタの対比
13．加算と減算，乗算と除算
14．浮動小数点演算
15．性能評価とまとめ
※授業の順序は変更することがある．
※講義と演習を交互に行う（初回の講義室については掲示で連絡）．
※試験期間に別途期末試験を実施する．
実施する
MIPSプロセッサの機械命令セットアーキテクチャの概要が理解できていること、機械命令セットとC言語記述
との対応が理解できていること、ハードウェア記述言語(SystemVerilog)で記述された簡単な論理回路が理解
できていること、および、コンピュータを構成する要素の動作を理解していることが単位修得（可）の最低条件
である。理解度の確認は出題するレポート・小テスト・期末試験により行う。
なお，期末試験を受験する要件として出題されたすべてのレポートが提出されていること（ただし、解答するた
めの努力の痕跡が見られないレポート，コピーと判断されたレポートは未提出として扱う）。

教科書等

教科書：デジタル回路設計とコンピュータアーキテクチャ第2版（翔泳社）
参考書：パターソン＆ヘネシー「コンピュータの構成と設計 上 第５版」（日経ＢＰ）
参考書：パターソン＆ヘネシー「コンピュータの構成と設計 下 第５版」（日経ＢＰ）
参考書：北村俊明「コンピュータアーキテクチャの基礎」（サイエンス社）
弘中哲夫
コンピュータアーキテクチャの研究を主テーマとして理論にとどまらず、実際にLSI設計や基板設計を行って実
機評価する事に興味を持っています。コンピュータアーキテクチャに関する担当者の経験を用いて本講義の
重要性を示しつつ講義する予定です。

担当者プロフィール

児島 彰
コンピュータアーキテクチャとシステムソフト(OS,コンパイラなど)について興味を持ち、研究を行っています。
授業内容や宿題などに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。
教員の所在は、学内サイネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてみてください。

授業に関連する実務経

験
備考

【教職】高一種（数学）
閉じる

科目名

情報理論

単位数

2.0

担当者

情報工学専攻 准教授 高橋 賢

履修時期

前期

履修対象

3年次

講義形態

講義

概要

科目の到達目標

受講要件
履修取消の可否

目に見えない「情報」を定量的に扱う方法を学び、情報伝送の高信頼化や情報蓄積の効率化に役立つ基礎
技術を習得する。情報を電気信号の有無に置き換えて伝送することに主眼を置く。
情報理論や線形符号の性質、パリティやシンドロームなどの用語の理解、行列表現または多項式表現された
符号に関する計算、原始多項式や既約多項式を応用したCRC符号や巡回ハミング符号の作成、結合エント
ロピーや相互情報量の計算、定常性やエルゴード性の意味の理解、状態遷移行列を用いたマルコフ情報源
に関する計算、記憶のある情報源のエントロピーの計算、符号の木やクラフトの不等式を用いた瞬時符号の
判定、ハフマン符号の作成、ひずみを許した伝送における平均符号長下限の計算、通信路モデルを活用した
通信路容量の計算、および、情報源符号化や通信路符号化の限界に関する計算ができる。
「線型代数学I」の単位を取得していること。「通信方式」の単位を取得していることが望ましい。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

事前学修として、教科書の指定範囲を読み、関連するニュースを視聴したり、新聞記事等を読む。また、事後
学修として、講義中に配布されたハンドアウトを復習し、自ら図書館にある関連図書などにより不明点を解決
する。
1. イントロダクション（情報理論の前提、情報源符号化、通信路符号化、符号化、復号）
2. 線形符号（パリティ、シンドローム、パリティ検査符号、ハミング符号）
3. 符号のベクトル表現と誤り訂正能力（符号の行列表現、生成行列、パリティ検査行列、ハミング距離、最小
ハミング重み、最小距離、誤り訂正能力）
4. 符号の多項式表現と巡回符号（巡回符号、生成多項式、あまり計算回路）
5. 生成多項式の性質とCRC符号（符号の周期、原始多項式、既約多項式、CRC符号）
6. 巡回ハミング符号・BCH符号（巡回ハミング符号、BCH符号）
7. 中間まとめ（符号理論）
8. 情報量と結合エントロピー（自己情報量、エントロピー、結合エントロピー、相互情報量）
9. 情報源モデル（記憶、定常性、エルゴード性、マルコフ情報源、状態遷移行列）
10. 情報源のエントロピ－と様々な符号（記憶のある情報源のエントロピー、語頭条件、符号の木、クラフトの
不等式、コンパクト符号）
11. ハフマン符号（情報源符号化定理、ハフマン符号、ハフマンブロック符号）
12. ひずみ（ランレングス符号化、ひずみ、ひずみ測度、速度ひずみ関数）
13. 通信路のモデル（通信路線図、通信路行列、BSC、BEC、ギルバートモデル、フリッチマンモデル）
14. 通信路符号化の限界（加法的2元通信路、バースト誤り通信路、通信路符号化定理）
15. まとめ（総復習）
※授業の順序は変更することがある。
※上記とは別に期末試験を実施する。

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

実施する
定期試験とその他課題（レポート提出、小テスト、発表、受講票、授業への積極的参加度、および、自主学
習）を7対3の比重で評価する。これらそれぞれに対し、上述「科目の到達目標」達成度の素点が次に示す評
価内容基準により評点に変換され、広島市立大学履修規程（以下、履修規程と略す。）第11条2項に基づき評
価される。すなわち、評価は絶対評価である。秀: 科目の到達目標を十分達成し、到達目標を超えた極めて
優秀な成果をおさめている。優: 科目の到達目標を十分達成している。良: 科目の到達目標を達成している。
可: 科目の到達目標を最低限達成している。不可: 科目の到達目標を達成していない。不可*: 定期試験を受
験していない、又は定期試験に代わるレポート課題を提出していない、若しくは出席回数が授業の3分の2に
満たない（履修規程第10条3項、および、平成30年12月3日教務委員会決定の広島市立大学成績評価に係る
ガイドライン）。評価は一面的ではなく、履修規程第11条1項に基づき評価ポイントが多面的に設定されてい
る。
教科書：中村篤祥，喜田拓也，湊真一，基礎から学ぶ情報理論，ムイスリ出版 ISBN:978-4896412154
なお、講義中に必要な資料を配付するので、ノートやメモを用意する必要はない。

担当者プロフィール

https://s-taka.org/ をご覧ください。授業内容などに関する学生の個別学習相談を受け付けています。電子
メールにて面会予約の上、研究室にお越しください。

授業に関連する実務経
験

【実務経験：1992年4月〜1997年3月株式会社日立製作所（陸上移動無線通信システムの研究開発に従
事）、1997年4月〜1999年6月株式会社YRP移動通信基盤技術研究所（次世代無線システムの研究開発に従
事）、1999年7月〜2002年3月株式会社日立製作所（高速無線アクセスシステムの研究開発に従
事）、2002年4月〜2005年3月総務省通信総合研究所（車両間無線通信システムの研究開発に従事）】

備考

【教職】高一種（数学）
閉じる

科目名

コンピュータアーキテクチャⅡ

単位数

2.0

担当者

情報工学専攻 講師 谷川 一哉

履修時期

前期

履修対象

３年

講義形態

講義

概要

授業形態：オンライン講義
コンピュータアーキテクチャⅠで得た基礎知識をもとにして，より実際的なコンピュータの構成と動作について
学習する．
具体的には，命令の実行メカニズム，パイプライン処理や記憶階層と言った基本的なコンピュータシステムの
高速化技法について学ぶ．

科目の到達目標

以下の内容を理解することで，コンピュータシステムの性能のばらつきや違いが生じる理由を理解できること
を目指す．
・プロセッサのデータパスとその制御について理解する
・パイプライン処理について理解する

受講要件

コンピュータアーキテクチャⅠ，論理回路を受講していることが望ましい．あるいは基礎実験α−1のアセンブ
リプログラム演習をしっかり理解していることが望ましい．

履修取消の可否

可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等
担当者プロフィール

事前学修：
各回に対する説明用動画や資料，演習課題などをあげておきますので，各回の開催日までに内容を確認し，
質問などをまとめておいて下さい
事後学修：
講義中の質問などを通じて，各回の演習課題が自力で解けるように復習しておいて下さい．
2. イントロダクション（命令セットの設計１：命令の種類の決定）
3. イントロダクション（命令セットの設計２：分岐命令の説明，命令フォーマットの決定）
4. 単一サイクルプロセッサのデータパス設計（ロード命令，ストア命令）
5. 単一サイクルプロセッサのデータパス設計（算術命令）
6. 単一サイクルプロセッサの制御パス設計
7. 中間試験
8. マルチサイクルプロセッサの設計（ロード命令，ストア命令）
9. マルチサイクルプロセッサの設計（算術命令）
10. マルチサイクルプロセッサの設計（分岐命令，性能予測）
11. パイプラインプロセッサの設計（ロード命令，ストア命令，算術命令）
12. パイプラインプロセッサの設計（分岐命令，制御ハザード，構造ハザード）
13. パイプラインプロセッサの設計（データハザード，性能予測）
14. 期末試験
実施する
評価方法は以下の２つのうち，得点が高い方を採用する.
(1) 期末試験
(2) 中間試験を50％，期末試験を50％の割合で評価
秀：100点-90点，優：89点-80点，良：79点-70点，可：69点-60点，不可：59点以下（欠席含む）とする．
参考書：ディジタル回路設計とコンピュータアーキテクチャ 第2版（翔泳社）
参考書：パターソン、ヘネシー著「コンピュータの構成と設計 第４版上・下」（日経ＢＰ）
質問などは，Microsoft Teamsのチャットやメールなどで受け付けております．
状況によってはすぐに返答できないかもしれませんが，出来るだけ早目に返信致しますので，
気軽に質問などして下さい．

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種（数学）
閉じる

科目名

オペレーティングシステム

単位数

2.0

担当者

情報工学専攻 准教授 井上博之

履修時期

後期

履修対象

３年

講義形態

講義

概要

計算機システムを操作（オペレート）するための基本ソフトウェアとして最も重要なオペレーティングシステムに
ついて講義形式で説明する。
オペレーティングシステムの主な機能とその実現方法についても、最新の事例を交えながら述べる。

科目の到達目標

コンピュータシステムがハードウェアだけであったら、いかに使いにくいか、普段何気に使っているコンピュー
タシステムの機能はどのようにして実現されているのかが理解できることを目標とする。

受講要件
履修取消の可否

コンピュータのハードウェアに関する基礎的な知識（例えば、命令の実行過程、割り込み、メモリ管理）を理解
していることが望ましいので、「コンピュータアーキテクチャ１」、「コンピュータアーキテクチャ２」を履修しておい
て下さい。
可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準

基礎となるUNIX(Linux)系オペレーティングシステムについて、ユーザーの立場で使用できる機能（基本的なコ
マンドなど）について使用経験があることが望ましいため、事前学修として、教科書に目を通しておくだけでな
く、実験や演習での操作の意味を改めて良く理解しておいてください。
事後学修は、授業中に出題した小課題で解けなかったものなどを中心に、授業内容を教科書や参考書で復
習しておいてください。
１ オペレーティングシステムの目的と背景
２ オペレーティングシステムの機能と構成
３ オペレーティングシステムとハードウェアアーキテクチャ
４ プロセス管理
５ プロセスのスケジューリング
６ 並行プロセス
７ メモリ管理
８ ページングによるメモリ管理
９ ページングの制御
10 入出力管理とデバイスドライバ
11 ファイルシステム（１） ファイルシステムの目的
12 ファイルシステム（２） ファイルとディスク装置の関係
13 アクセス制御とセキュリティ
14 セキュリティの確保
15 事例紹介
※授業の順序は変更することがある。
※試験期間に別途期末テストを実施する。
実施する
講義時間中に出題するレポート課題を20％、期末定期テストを80％の割合で評価。ただし、期末テストのみ
のほうが評価が上がる場合はそちらを採用する。試験は教科書・資料やノートの持込み可とする（電子機器
を除く）。
秀：100点-90点、優：89点-80点、良：79点-70点、可：69点-60点、不可：59点以下（欠席含む）とする。
教科書：
・並木美太郎著、「オペレーティングシステム入門」（サイエンス社）

教科書等

参考書：
・A.S.Tanenbaum著、“Modern Operating Systems (Second Edition)”、（Prentice Hall）
【邦訳】A.S.タネンバウム著「モダンオペレーティングシステム原著第２版」（ピアソン・エデュケーション）
・大久保英嗣著「オペレーティングシステムの基礎」（サイエンス社）
・柴山潔著「オペレーティングシステム－OS学－」（近代科学社）
・青柳隆宏著「はじめてのOSコードリーディング ~UNIX V6で学ぶカーネルのしくみ」（技術評論社）

担当者プロフィール

井上博之： 主に、IoTシステムおよびネットワークのセキュリティに関する研究に従事。
情報工学専攻 情報ネットワーク研究室に所属。
講義内容や演習課題などに関する個別学習相談は随時受け付けています。教員の所在は、学内サイネージ
等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてみてください。

授業に関連する実務経
験

・井上博之：1989年4月～2000年9月 住友電工(株)に勤務（ワークステーションおよび通信機器の研究開発に
従事），2000年10月～2007年9月 (株)インターネット総合研究所および関連会社に勤務（ネットワーク機器や
インターネットサービスのコンサルティングに従事）

備考

【教職】高一種（情報）
閉じる

科目名

ネットワークプロトコル

単位数

2.0

担当者

情報工学専攻 教授 石田 賢治（代表教員） 教授 角田 良明

履修時期

後期

履修対象

３年

講義形態

講義

概要

授業形態：講義
情報ネットワーク内や情報ネットワーク間の通信で最も重要なことの一つは、その通信に関する取り決めであ
り、それは通信プロトコルあるいは単にプロトコルと呼ばれる。この取り決めであるプロトコルなしには、そもそ
も通信は成立しない。本講義では、通信プロトコルの代表的なクラスであるインターネットプロトコルおよび無
線ネットワークプロトコルに関して講述する。
先ず、通信プロトコルの代表的な例として、TCP/IPを取り上げ、TCP/IPの位置づけ、発展した過程、基礎技
術について述べる。次に、無線ネットワークプロトコルの代表的な例として、携帯電話ネットワーク、無線ＬＡ
Ｎ、アドホックネットワークに関連するネットワークプロトコルの基礎技術について述べる。

科目の到達目標

情報ネットワークで利用されるインターネットおよび無線ネットワークのプロトコルの基礎知識および実際例に
関して理解すること。

受講要件
履修取消の可否

学習意欲が高く、自ら積極的に受講できること。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

関連科目として情報ネットワーク、情報理論、ディジタル信号処理、分散システム、プロトコル設計、ワイヤレ
スネットワークの受講が望ましい。
１ 序論 －プロトコルとは－（石田担当）
２ TCP/IPの基礎知識１（石田担当）
３ TCP/IPの基礎知識２（石田担当）
４ データリンク関連技術（Ehernet、VLAN、無線LANなど）（石田担当）
５ IPプロトコル関連技術（VLSM、CIDR、ICMP、NAT、VPNなど）（石田担当）
６ TCP、UDP、および、その他のトランスポートプロトコル（石田担当）
７ フロー制御、輻輳制御、および、中間まとめ（石田担当）
８ 携帯電話ネットワーク（角田担当）
９ 無線ＬＡＮ（角田担当）
１０ アドホックネットワーク（角田担当）
１１ 無線アクセスプロトコル（角田担当）
１２ ルーティングプロトコル（角田担当）
１３ マルチキャストプロトコル（角田担当）
１４ Bluetoothプロトコル（角田担当）
１５ まとめ（角田担当）
※上記とは別に期末試験を実施する。
実施する
【評価方法】
試験およびレポート等を課し、 1. 前半の成績（50％）、2. 後半の成績（50％）の割合で成績を総合的に評価す
る。 レポートについては完成した物を指定された期限までに提出し、受理される必要がある。 秀、優、良、
可、不可の基準は、学生HANDBOOK記載のとおりとする。

評価方法・基準
【達成度評価の基準】
１．TCP/IPの位置づけ、発展の過程、基礎技術を理解していること。 ２．基礎的なルーティングプロトコルの
概要を理解していること。 ３．携帯電話ネットワーク、無線ＬＡＮなどの無線ネットワークの基本概念を理解し
ていること。４．アドホックネットワークの無線アクセスプロトコルなどに関する基礎技術を理解していること。
教科書等
教科書：竹下、村山、荒井、苅田「マスタリングTCP/IP 入門編 第５版」（オーム社） 2012.
必要に応じて資料を配布する。

教科書等

担当者プロフィール

参考書：
みやたひろし著「インフラ/ネットワークエンジニアのためのネットワーク技術&設計入門 第2版」（SBクリエイ
ティブ）2019.
井関、金、森口著「ネットワークプロトコルとアプリケーション」（コロナ社）2010.
宮原、尾家著「コンピュータネットワーク」（共立出版）1999.
Mohamed G. Gouda, "Elements of Network Protocol Design", John Wiley & Sons, Inc., 1998.
小牧省三、間瀬憲一、松江英明、守倉正博著：「無線ＬＡＮとユビキタスネットワーク」(丸善) 2004.
C-K. Toh著、構造計画研究所訳：「アドホックモバイルワイヤレスネットワーク －プロトコルとシステム－」(共
立出版) 2003.
講義内容や宿題などに関する質問および相談は随時受け付けています。研究室を訪ねる場合は講義前後
の空き時間や電子メールなどで事前にアポイントメントを取るようにしてください。
プロフィールは以下の通りです。
石田賢治：主に、ネットワーク制御アルゴリズム、アシュアランスシステムに関する研究に従事。情報工学専
攻 情報ネットワーク研究室長。

角田良明：主に、ネットワークソフトウェア、アシュアランスシステム、アドホックネットワークに関する研究に従
事。情報工学専攻 ネットワークソフトウェア研究室長。
授業に関連する実務経
験
備考

角田良明：1983年～1991年 国際電信電話株式会社（現在のKDDI）研究所においてネットワークプロトコルに
関連してプロトコル工学技術の研究開発に関する実務経験がある。
（情報工学科）
【教職】高一種（情報）
閉じる

科目名

テクニカル・コミュニケーション演習

単位数

1.0

担当者

准教授 河野英太郎，助教 小林 真

履修時期

前期

履修対象

３年次

講義形態

演習

概要

授業形態：講義，演習
科学技術分野では技術的な情報のやり取りはほとんどの英語で行なわれている。近年の企業活動の更なる
グローバライゼーションも相まって、IT技術者にとって英語によるテクニカル・コミュニケーションのスキルは必
須である。本講義では、実用的な状況で英語のドキュメントの読み⋅書きとプレゼンテーションのスキルの向
上を主要な目標として、論理的な思考と構成を合わせて習得させることを目指す。その成果をレポートと口頭
発表として提出させる。
授業形態は講義と演習の組み合わせである。

科目の到達目標

科学技術分野では技術的な情報のやり取りはほとんどの英語で行なわれている。近年の企業活動の更なる
グローバライゼーションも相まって、IT技術者にとって英語によるテクニカル・コミュニケーションのスキルは必
須である。本講義では、実用的な状況で英語のドキュメントの読み⋅書きとプレゼンテーションのスキルの向
上を主要な目標として、論理的な思考と構成を合わせて習得させることを目指す。その成果をレポートと口頭
発表として提出させる。
授業形態は講義と演習の組み合わせである。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

1.大学2年次までに学習した英語について，十分復習しておくこと．また，それら
の教科書・参考書等を持参することをお勧めします．
2.講義は主にネットワークが利用可能な演習室を想定しているので，hunetアカウントが
利用できるよう準備等(パスワード変更等)をしておくこと。
否
必修科目のため
1.講義ノートや資料を熟読し、わからないことがあれば講師に質問する。
2.講義中は演習を行なう。
3.講義後は与えられた課題を行い、期限までに提出する。
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit

1: Guidance of Technical Communication with Online Classes
2: Principles of Technical Communication
3: Internet Search & Online Documents
4: Written Communication: Reading (Part 1 of 2)
5: Written Communication: Reading (Part 2 of 2)
6: Written Communication: Writing (Part 1 of 2)
7: Written Communication: Writing (Part 2 of 2)
8: Communication by Emails (Part 1 of 3)
9: Communication by Emails (Part 2 of 3)
10: Communication by Emails (Part 3 of 3)
11: Logical Organization and Critical Thinking
12: Resume and a Summary
13: Verbal Communication (Part 1 of 2)
14: Verbal Communication (Part 2 of 2)
15: Overall Review

実施しない
講義中の演習問題への参加と課題に対するレポート及びプレゼンテーションにより評価する。全ての演習問
題に参加して課題を提出すれば、最低限「可」が保証される。それらの内容のクオリティーによって、それ以上
の成績が決定される。
秀，優，良，可，不可の基準は，学生便覧/学生Handbook記載のとおりである。
教科書は用いず、講義ノートやインターネット上の資料を参照する。
「学生の学習指導・支援体制について」
授業内容や課題などに関する学生の個別学習相談を随時受け付けています。
教員の所在は学内サイネージ等に掲示されていますので，確認の上，研究室を訪ねてみてください。

担当者プロフィール

河野 英太郎：情報工学専攻 ネットワークソフトウェア研究室（情報科学部棟452室），専門分野：ネットワーク
セキュリティ，ネットワークソフトウェア
http://rsw.office.hiroshima-cu.ac.jp/Profiles/1/0000055/profile.html
小林 真：情報工学専攻 モニタリングネットワーク研究室（情報科学部棟854室），専門分野：無線ネットワー
ク、コンピュータネットワーク
http://rsw.office.hiroshima-cu.ac.jp/Profiles/15/0001443/profile.html

授業に関連する実務経
験
備考

閉じる

科目名

情報と職業

単位数

2.0

担当者

非常勤講師 山嵜 彰一郎

履修時期

前期（集中）

履修対象

３年

講義形態

講義

概要

ディジタル化された情報がネットワークを介して人や機械の間を行き来するディジタル情報ネットワーク、第４
次産業革命とも呼ばれる産業発展の鍵となるビッグデータの処理などに関係する技術を学習した上で、これ
らの技術の進展が様々なサービスを人間に提供し便利な社会を構築していることと、情報セキュリティや著作
権管理、情報技術の職業への影響と職業訓練など様々な課題を生んでいること学習する。

科目の到達目標

進展している情報技術の概要と、これらの技術が社会にもたらす恩恵と問題、職業への影響に関し、自分の
考えを説明できるようにすることを到達目標とする。

受講要件
履修取消の可否

特になし
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験

講義毎に資料を配布する。授業は次回の授業との関連が強いため、授業中に配布した資料の内容を復習し
ておくこと。
１ 情報の定義と役割
２ 情報のディジタル化
３ 情報のネットワーク化
４ 情報の統計的処理
５ 情報の特徴抽出
６ ビッグデータと社会
７ 意思決定の構造
８ 意思決定の基準
９ ゲーム理論
10 情報セキュリティの概要
11 暗号技術
12 認証技術
13 情報社会と法制度
14 情報技術の職業への影響
15 社会構造の変革と人材育成
実施しない
授業中に複数回実施する演習の総合点をもとに評価を行う。
特になし
情報通信工学を専門とする教員であり、また、公共職業訓練の指導員の育成にも従事している。
1985年3月から2004年3月 (株)東芝に勤務し、情報ネットワーク分野の研究開発と商品開発に従事した実務
経験をもっている。その間、産業構造の変化に応じた従業員の職種転換のための社内教育に従事した実務
経験をもっている。

備考
閉じる

科目名

情報工学実験Ⅰ

単位数

3.0

担当者

情報工学専攻 准教授 井上博之（代表教員）、准教授 市原英行、准教授 大田 知行、准教授 小畑博靖、講
師 新浩一、助教 窪田昌史、助教 児島彰

履修時期

前期

履修対象

３年

講義形態

実験

概要

mbedというマイコンボードを使って、プログラム可能なm3piロボットカー（自走する車）にプログラムを書き込み
動かす。光センサからの値を判断してライントレースを行いながら、照度や温度のセンサ値を測定しなが
らAndroidタブレット端末に測定値や車の状態を送信するようなプログラムを作成する。Android端末ではデー
タを受信し、表示するようなアプリケーションを作成する。さらに、m3piロボットカーをAndroid端末を使ったリモ
コンで操作できるようにする。同時に、走行中に計測したセンサ値をAndroid端末に送信し表示する。
なお、通信はUDPを使った一方通行の無手順を基本とする。実験で学ぶ具体的なスキルとしては、組込みプ
ログラミング（C/C++言語）、Androidプログラミング（Java言語）、マイコンの基礎、センサ値取得、周辺デバイ
ス制御、無線通信、通信プロトコル（TCP/IPや上位プロトコル）、アルゴリズムとデータ構造などがある。

科目の到達目標

簡単なコンピュータのアーキテクチャ（マイコン）、そのプログラミング、通信プロトコル等を、実機を通じて実装
し動かすことで具体的に理解する。利用者（ユーザ）になるためではなく、モノを作る技術や理論を体系的に
習得する。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準

プログラミングIII、コンピュータシステムI を受講していることが望ましい。
否
必修科目のため、履修取消は原則不可です。
事前学修：実験資料(WebClassから取得可能)を読んでおく。また、分からない専門用語などがあれば、調べ
ておく。
事後学修：実験で学んだ内容や取り組んだ課題についてまとめ、レポートを作成する。
1. ガイダンス、mbed開発環境の設定、簡単なプログラムの開発
2. 実験機材の使い方、ネットワーク設定や接続の確認
3. m3piロボットカーの基本的なプログラミングと動作
4. センサからのデータ取得とロボットカーの動作への適用
5. ロボットカーの情報取得、TCP/UDP/IP通信によるPCへの通信(1)
6. ロボットカーの情報取得、TCP/UDP/IP通信によるPCへの通信(2)
7. Android端末によるアプリ開発の基本、ロボットカーからAndroid端末への通信(1)
8. Android端末によるアプリ開発の基本、ロボットカーからAndroid端末への通信(2)
9. Android端末からロボットカーへの通信(1)
10. Android端末からロボットカーへの通信(2)
11. ロボットカーとAndroid端末の双方向通信(1)
12. ロボットカーとAndroid端末の双方向通信(2)
13. Android端末を使ったリモートコントローラの作成、距離センサの補正(1)
14. Android端末を使ったリモートコントローラの作成、距離センサの補正(2)
15. まとめ
実施しない
受講態度、レポートの内容などから総合的に判断する。
なお、秀については発展課題も含めた評価とする。
教科書：
(1) 「mbed/ARM活用事例」 エレキジャック編集部編, CQ出版
また、資料を授業の際に配付する。

教科書等

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験
備考

参考書：
(1) 「Androidアプリ開発の教科書」，齊藤 新三 (著)，山田 祥寛 (監修)，翔泳社
(2) 「TECHNICAL MASTER はじめてのAndroidアプリ開発 第3版」，山田 祥寛 (著)，秀和システム
(3) 「技術レポート作成と発表の基礎技法（改訂版）」，野中謙一郎他著，コロナ社，2018
また、コンピュータ基礎、プログラミングI,II、コンピュータシステム、情報ネットワーク、ネットワークプロトコルな
どの講義で使用した教科書や参考書。
なお、mbedとAndroidについては多くの情報がWebからも入手できる。
担当者の詳しいプロフィールは以下の情報科学研究科のホームページを参照してください。
http://info.hiroshima-cu.ac.jp/about/organization/staff.html
実験内容やレポートなどに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。
教員の所在は、学内サイネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてみてください。
・井上博之：1989年4月～2000年9月 住友電工(株)に勤務（ワークステーションおよび通信機器の研究開発に
従事）、2000年10月～2007年9月 (株)インターネット総合研究所および関連会社に勤務（ネットワーク機器や
インターネットサービスのコンサルティングに従事）
・小畑博靖：2002年4月～2003年3月 KDDI株式会社に勤務（情報システム開発業務に従事）
・窪田昌史：1993年4月～1995年1月 日本IBM株式会社に勤務（情報システム開発業務に従事）

閉じる

科目名

インターンシップ

単位数

2.0

担当者

情報工学科担当全教員（代表：情報工学科 学科長）

履修時期

通年

履修対象

３年

講義形態

実習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

産学連携による創造的人材の育成を目指し、学生が企業等において実習・研修的な就業体験を行う。
講義形態：実習及びプレゼンテーション
実際に業務を体験することで、企業活動について理解する。
実社会で必要なマナーやルールを身につける。
特になし。
否

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

学生は就職学生を通して、災害傷害保険、賠償責任保険に加入しなければならない。
学生は受入先企業等への所定の誓約書を学生事務室に提出する。
チューターにおいて事前研修を実施する。
１．[実施]
自分の専門分野を現場で応用・実践することにより、確かな知識として習得できるほか、学習目的が明確に
なる。
学生は所定の日報を作成し、受入担当者の確認を得る。
２．[報告]
インターンシップが終了したときは、学生は速やかに日報を学科長に提出し、また、終了後所定のレポートを
学科長に提出する。
３．[報告会]
インターンシップ参加者全員による報告会を行う。
参加者：教員、学生
実施しない

評価方法・基準

レポートおよび報告会の発表に基づき、学科長が認定する。

教科書等

情報分室222にあるインターンシップ実施要領を参照のこと。

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種（情報）
【キャリア形成支援科目】
閉じる

科目名

ソフトウェア工学

単位数

2.0

担当者

情報工学専攻 教授 角田 良明

履修時期

前期

履修対象

３年

講義形態

概要

科目の到達目標
受講要件

ネットワークソフトウェアを題材にしてソフトウェア工学について論じる。大規模なソフトウェアを効率的に開発
するための重要な概念として、アーキテクチャ、オープンソフトウェア、サービス設計、サービス実現要素、品
質管理、実装例、コンピュータシミュレーションなどに着目し、それらについて述べる。実用的なソフトウェアを
開発するためにプログラミング技術だけでなくソフトウェアのライフサイクルを構成する要求分析、設計、品質
管理等の技術が必要であることを認識し、これらの技術を活用できる人材を育成することを目的とする。
ソフトウェア工学における要求分析、設計、品質管理等の基礎技術について理解する。
プログラミングⅠ、プログラミングⅡ、プログラミングⅢを受講していることが望ましい。

履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

質疑応答能力を高めるため、受講生は担当教員からの質問に答えるように努める。
１ 序論
２ ネットワークソフトウェアの基礎
３ ネットワークソフトウェア・アーキテクチャ
４ オープンソフトウェア
５ サービス設計
６ ネットワークサービスを実現する要素(サービス制御)
７ ネットワークサービスを実現する要素(サービス管理)
８ ネットワークソフトウェアの品質管理(プロダクト評価)
９ ネットワークソフトウェアの品質管理(プロセス評価)
１０ ネットワークソフトウェアの品質管理(検証技術)
１１ ネットワークソフトウェアの実装例
１２ コンピュータシミュレーション(モデル化)
１３ コンピュータシミュレーション(実行と結果の扱い)
１４ ネットワークソフトウェアの将来展望
１５ まとめ

期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等

試験を課すことによりソフトウェアのライフサイクルを構成する技術の基礎が理解できているかを評価する。
秀、優、良、可、不可の基準は、学生便覧記載のとおりとする。質疑応答も評価に含める。
教科書：角田良明編著「ネットワークソフトウェア」（共立出版）
参考書：中所武司著「ソフトウェア工学」（朝倉書店）
有沢 誠著「ソフトウェア工学」（岩倉書店）
伊藤潔、廣田豊彦、富士隆、熊谷敏、川端亮共著「ソフトウェア工学演習」（オーム社）
1955年広島市生まれ、1975年修道高等学校卒業、1978年広島大学工学部電子工学科卒業、1983年広島大
学大学院工学研究科博士課程システム工学専攻修了（工学博士）、同年国際電信電話株式会社（現在
のKDDI）入社、1991年大阪大学基礎工学部情報工学科助教授、1998年広島市立大学情報科学部情報工学
科教授。詳しくは、ネットワークソフトウェア研究室ホームページ(http://www.nsw.hiroshima-cu.ac.jp)をご参照
下さい。

担当者プロフィール

「授業に関連する実務経験等」
1983年～1991年 国際電信電話株式会社（現在のKDDI）研究所においてソフトウェア工学に関連してネット
ワークソフトウェア技術の研究開発に関する実務経験がある。
「学生の学習指導・支援体制について」
実験内容やレポートなどに関する，学生の個別学習相談を随時受け付けています．
教員の所在は，学内サイネージ等に掲示されていますので，確認の上，研究室を訪ねてみてください．

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種（情報）
閉じる

科目名

マルチメディア通信

単位数

2.0

担当者

情報工学専攻 教授 前田香織

履修時期

前期（第２ターム）

履修対象

3年

講義形態

講義

概要

科目の到達目標

受講要件
履修取消の可否

授業形態：講義・演習
情報化社会のシステムは、コンピュータと通信の融合されたシステムである。本講義ではインターネットプロト
コルを用いたコンピュータネットワークで音声やビデオなどの多様なメディアを伝送するためのネットワーク
アーキテクチャや上位層プロトコルについて学ぶ。また、高品質なストリームを伝送するために超広帯域ネッ
トワーク、高速データ伝送の基礎技術に講義する。授業形態は講義だが、一部議論の回がある。
・IPネットワーク上でマルチメディア情報を伝送するためのネットワークプロトコルの基礎技術を理解する。
・マルチメディア情報を効率的に、かつ信頼性を高めながら伝送するための基礎技術を理解する。
・講義中に質問したり、講師からの問いかけに対して応対ができる
・総合課題では積極的に発表する
ネットワーク層（ＩＰ層）以下に関する基礎技術は理解しているという前提で講義を進めるので、そこまでの内
容を理解しておくこと。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

・講義で使うプリントをe-learningシステム（WebClass）に掲載するので、事前に予習する
・講義の内容を次回の講義に小課題として出題するので、復習をする
1. イントロダクション
2. インターネットプロトコル基礎1（階層構造、IPアドレス、MACアドレス、ARP）
3. インターネットプロトコル基礎2（IPヘッダ、ICMP、ルーティング）
4. トランスポート層プロトコル1（コネクション型通信、TCPヘッダ、UDPヘッダ）
5. トランスポート層プロトコル2 （開設, サービスポート）
6. トランスポート層プロトコル3 （データ転送フェーズ、コネクション解放フェーズ、UDPの動作概要）
7. 総合課題1（発表と議論）
8. 伝送メディア技術（メディアアクセス制御、LAN）
9. 超広帯域ネットワーク1（Ethernetの高速化）
10. 超広帯域ネットワーク2（伝送メディア、スイッチング高速化）
11. マルチメディアデータ伝送の基礎（映像，音声のデジタル化、圧縮、誤り保障など）
12. マルチキャスト通信の基礎 アドレスの使い方、マルチキャストグループ
13. ネットワークアプリケーションプロトコル（DNS, SMTP, HTTPなど）
14. マルチメディア伝送のセキュリティとネットワーク監視
15. ディジタル伝送の入出力デバイスと総合課題2
総合課題の回が他の回と入れ替わることもある。

期末試験実施の有無

実施しない
評価方法：
講義中に出す小課題の結果、講義中の質問や発言の内容、総合課題の内容（討論や試験）、受講態度によ
り、総合的に評価する。特に、講義に対する積極性に関して講義中の質問や総合課題の討論の内容を重視
する。

評価方法・基準

教科書等

達成度の評価基準：
・トランスポートプロトコルの動作、ヘッダについて理解していること
・マルチキャスト通信の基礎技術を理解していること
・マルチメディア情報伝送の基礎技術を理解していること
・広帯域ネットワーク構築のための基礎知識を理解していること
教科書：「コンピュータネットワーク」、池田克夫編著、オーム社
電子テキストを併用（e-learningシステム（WebClass）で講義前にアップロード）する。
プロフィール：http://www.netsci.info.hiroshima-cu.ac.jp/member/staff/maeda

担当者プロフィール

学習の支援体制：
授業内容に関する、学生の個別学習相談を随時受け付けます。
教員の所在は、学内サイネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてみてください。

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種（情報）
閉じる

科目名

テクニカル・リーディング演習

単位数

1.0

担当者

情報工学科担当全教員（代表：情報工学科 学科長）

履修時期

後期

履修対象

３年

講義形態

演習

概要

授業形態：演習
3年前期における，テクニカル・コミュニケーション演習にて学んだ，グローバル社会における英語での技術的
コミュニケーションに加えて，後期のテクニカル・リーディング演習では，情報工学に関わる，より高度な科学
技術に関連したリーディング能力の向上を図る．
特に，4年次の「卒業研究」を履修する際に必要な英語の科学技術論文を読み，理解する能力を伸ばし，およ
び社会で要求されるTOEICのスコアを向上させることを目指す．
授業形態：演習

科目の到達目標

英語で書かれた専門的な技術論文の読解力の向上および情報工学分野における基本的な専門用語の習得
を目的とする．
・科学技術の広い範囲からテキストを設定し，基礎的な内容を読解する．
・訳するだけではなく，文法，構文，文脈などを読み取る・理解できるようになる．

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由

特になし．
否
必修科目のため．

事前・事後学修

予習をするにあたって，事前に日本語 (文) に訳さない．その場で日本語に直すための「準備」をしてくること．
具体的には，
（１）単語の意味の「候補」を調べておく，段落ごとの大まかな意味，流れを確認しておく．
（２）わからないところを確認，整理しておく．

講義内容

１〜１５回とも情報工学に関する論文や解説記事の講読と技術英文に関する読解力の演習を行う．
演習にあたって受講生を複数のグループに分ける．各グループは異なるテーマの英語論文で演習を行う複
数のクラスにて，それぞれ数回ずつ演習を受ける．
各クラスで取りあげるテーマは，コンピュータデザイン，論理回路システム，コンピュータアーキテクチャ，モニ
タリングネットワーク，ネットワークソフトウェア，情報ネットワーク，ネットワーク科学，センサーシステムの各
分野から適切なテーマを取り上げる．

期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等

担当者プロフィール

実施する
各回の受講状況（演習取り組み状況），期末試験等により総合的に評価する．
テーマ別に必要な資料を配布する。
参考書：
平野 進編著「技術英文のすべて」（丸善）
日本物理学会編「科学英語論文のすべて」（丸善）
東大サバイバル英語実行委員会「理系のためのサバイバル英語入門」（講談社）
奈倉理一著「電気・電子・情報通信のための工業英語」（共立出版）
「学生の学習指導・支援体制について」
実験内容やレポートなどに関する，学生の個別学習相談を随時受け付けています．
教員の所在は，学内サイネージ等に掲示されていますので，確認の上，研究室を訪ねてみてください．

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

情報工学実験Ⅱ

単位数

3.0

担当者

情報工学専攻 准教授 市原英行（代表教員）、准教授 井上博之、准教授 大田 知行、准教授 小畑博靖、講
師 新浩一、助教 窪田昌史、助教 児島彰、助教 小林 真

履修時期

後期

履修対象

３年

講義形態

実験

概要

前期で使用したロボットカーのマイコンmbedを、より高機能・高性能なマイコンであるRaspberry Piに置き換
え、高度なリモートコントロールシステムを開発し、複数のロボットカーを遠隔操作することを前提としたコンテ
ストに取り組む。
まず、Rspberry Piを使ったモータ制御、カメラ制御、画像処理、通信技術などの要素技術を習得するため
に、Android端末やPCを利用したプログラミングを行う。これらの要素技術を用いた高度なシステム開発をす
るために、要求仕様分析やテスト手法のなどのシステム開発方法も学ぶ。中間課題として一度コンテストを実
施し、システムの問題点を洗い出す。後半は、さらに画像認識、音声処理技術を用いてコンテストで高得点を
取ることを目的としたシステムの改善を行い、最終課題として再びコンテストを行いその得点を競う。作成した
システムのレポートはWEBを使って発信する。実験で学ぶ具体的なスキルとしては、組込みプログラミング
（Python, C/C++言語）、Androidプログラミング（Java言語）、マイコンの基礎、センサ値取得、周辺デバイス制
御、無線通信、通信プロトコル（TCP/IPや上位プロトコル）、画像処理、音声処理、アルゴリズムとデータ構造
などがある。

科目の到達目標

コンピュータのアーキテクチャ（マイコン）、そのプログラミング、通信プロトコル等を、実機を通じて実装し動か
すことで具体的に理解する。利用者（ユーザ）になるためではなく、モノを作る技術や理論を体系的に習得す
る。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準

プログラミングIII、コンピュータシステムI を受講していることが望ましい。
否
必修科目のため、履修取消は原則不可です。
事前学修：実験資料(It's classから取得可能)を読んでおく。また、分からない専門用語などがあれば、調べて
おく。
事後学修：実験で学んだ内容や取り組んだ課題についてまとめ、レポートを作成する。
１．ガイダンス，ロボットの説明，3piや周辺機器との接続，開発環境の説明，Python の基礎
２．Raspberry Piによるロボットカー制御
３．Raspberry PiとAndroid端末の通信
４．Raspberry Piによるカメラの利用
５．中間課題：システム設計、要求仕様分析
６．中間課題：実装、単体テスト
７．中間課題：統合テスト、デバッグ
８．中間課題：コンテスト（団体戦）
９．中間課題のレビュー，Raspberry Piによる音声処理
10．Raspberry Piによる画像処理、機械学習
11．Raspberry Piによる画像認識
12．最終課題：システム設計、要求仕様分析
13．最終課題：実装、単体テスト
14．最終課題：統合テスト、デバッグ
15．最終課題：コンテスト（団体戦）、プレゼン
実施しない
全出席を前提とし、受講態度、レポートの内容などから総合的に判断する。
なお、秀については発展課題も含めた評価とする。
教科書：
資料を授業の際に配付する。

教科書等

担当者プロフィール

授業に関連する実務経

参考書：
(1) 「Pythonスタートブック」辻真吾著，技術評論社
(2) 「科学技術計算のためのPython入門」中久喜健司著，技術評論社
(3) 「Androidアプリ開発の教科書」，齊藤 新三 (著)，山田 祥寛 (監修)，翔泳社
(4) 「TECHNICAL MASTER はじめてのAndroidアプリ開発 第3版」，山田 祥寛 (著)，秀和システム
(5) 「技術レポート作成と発表の基礎技法（改訂版）」，野中謙一郎他著，コロナ社，2018
また、コンピュータ基礎、プログラミングI,II、コンピュータシステム、情報ネットワーク、ネットワークプロトコルな
どの講義で使用した教科書や参考書。
なお、Raspberry Pi については多くの情報がWebからも入手できる。
担当者の詳しいプロフィールは以下の情報科学研究科のホームページを参照してください。
http://info.hiroshima-cu.ac.jp/about/organization/staff.html
実験内容やレポートなどに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。
教員の所在は、学内サイネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてみてください。
・井上博之：1989年4月～2000年9月 住友電工(株)に勤務（ワークステーションおよび通信機器の研究開発に
従事）、2000年10月～2007年9月 (株)インターネット総合研究所および関連会社に勤務（ネットワーク機器や

験

インターネットサービスのコンサルティングに従事）
・小畑博靖：2002年4月～2003年3月 KDDI株式会社に勤務（情報システム開発業務に従事）
・窪田昌史：1993年4月～1995年1月 日本IBM株式会社に勤務（情報システム開発業務に従事）

備考
閉じる

科目名

知的財産権

単位数

2.0

担当者

社会連携センター 特任教員 島筒 博章

履修時期

前期（夏季集中：１日3コマ×5日）

履修対象

4年

講義形態

講義

概要

殆ど予備知識のない受講生を対象に、知的財産権（特許法、実用新案法、著作権法、意匠法、商標法、種苗
法、不正競争防止法等）の仕組みとその意義を理解することを狙いとして、情報関連分野に携わる者として理
解しておくべ事項について講義します。情報科学分野との関連が深い特許については、グループでの「特許
情報検索によるドローン関連技術マップの作成実習」によって、実務の一端を経験して頂きます。情報化社会
において重要な著作権については、訴訟事例の紹介等も交えて、権利の内容と制限、権利侵害行為等につ
いて講義します。

科目の到達目標

1.知的財産権の仕組み、意義、留意点等について、知的財産にあふれた時代を生きる社会人として必要な知
識を習得する。
2.技術分野での知識財産として重要な特許について、出願手続きとルール、特許権取得要件、ビジネスへの
活用方法を理解し、特許情報検索によって当該分野の技術動向、課題等を効率的に把握することができるよ
うになる。
3.文化、芸術分野での知的財産として重要な著作物について、著作権の内容と制限、権利侵害行為等につ
いて理解する。
4.今後の日本農業、食糧問題に係わる種苗法について、農産物生産の現状、世界的な寡占化の動き等の概
要を理解する。

受講要件
履修取消の可否

特になし
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

関連するニュースを視聴したり、新聞記事等を読んだりする。
１．知的財産権の種類とその性質
２．主要国における知的財産法の成立と発展
３．発明と特許法
４．特許出願と権利化の手続き
５．特許出願書類
６．特許権の効力とビジネスへの活用
７．実用新案法
８．職務発明制度
９．特許庁データベースでの特許情報検索
１０．パテントマップ作成実習
１１．著作物と著作権法、著作権の効力と侵害行為
１２．意匠と意匠法、意匠権の効力と侵害行為
１３．商標と商標法、商標権の効力と侵害行為
１４．種苗法
１５．不正競争防止法と不正競争の類型
１６．大学での知的財産の保有と産学連携
※講義内容の順序は変更することがある。
※講義内容の区切りにおいて、適宜、小テスト（講義時間内でのレポートの作成＆提出）を実施する。
実施しない
受講票、受講態度、受講日毎に作成＆提出するレポート、グループ実習での提出物によって、絶対評価を行
う。
講義初日に、担当教員作成のテキストと補足説明資料を配布する。
必要に応じて、その都度、追加資料を配布する。

担当者プロフィール

社会連携センター 知的財産マネージャー。
機械関連企業の研究所において、新技術・新製品の研究開発に携わる。（計測・制御分野）
公益財団法人ひろしま産業振興機構、国立研究開発法人科学技術振興機構にて、大学研究シーズの発掘・
育成業務に携わる。（2002年5月～2008年3月）

授業に関連する実務経
験

【実務経験：2008年4月～】
技術移転機関（ＴＬＯ）、大学の知的財産部門において、大学研究成果の特許化、特許権の管理、技術移転、
知的財産関連の各種契約締結業務に携わる。

備考

【教職】中・高一種（情報）
閉じる

科目名

企業活動とプロジェクトマネジメント

単位数

2.0

担当者

システム工学専攻 准教授 双紙正和、助教 佐藤康臣、 非常勤講師 大場充、（社団法人PMI日本支部）神庭
弘年、（中央大学）飯尾淳、（株式会社三菱総合研究所）西山聡、（マツダ）白雪峰、（パナソニック・アドバンス
ト・テクノロジー）阿部敏久

履修時期

前期

履修対象

3年次

講義形態

講義

概要

将来、就職活動を控えた学生に対し、現代の企業における仕事がどのように企画・計画・準備・実施されてゆ
くのかのプロセスの大枠を理解させるキャリア形成支援講義とする。この講義では、今日の企業活動形態に
おいて最も一般的なプロジェクトをどのように企画し、どのように計画し、どのように準備し、どのように実施
し、どのように実施結果を検証し、実施後に評価をする場合に必要となる全般的な知識を学ぶ。現代の企業
における仕事がどのように企画・計画・準備・実施されてゆくのかのプロセスの大枠を理解することを通じて就
職活動を控えた時期にある学生のキャリア形成支援にも資する内容とする。プロジェクトマネジメントの基本
知識(PMBoK)を含めて、多くの社会人がよく経験する本質的な問題と解決方法について、経験的に得られて
いる知見を紹介し、自ら考える力を養うことを目指す。また、グローバル人材の育成を目指し、グローバルな
プロジェクトがどのように企画され、実施管理されるかについても理解することを目標にする。本講義は広島
修道大学と協力して同時並行して実施する「連携講義」とし、実務家教員による話題提供を中心に進める。ま
た、約半数回はテレビ会議方式の双方向遠隔講義として実施する。

科目の到達目標

本講義は、主として就職活動を控えた学部３年の学生および、IT系企業で働く専門家としての経験が浅い社
会人に対して、急速にグローバル化が進展する経済の中で、現代の企業(特にIT関連)における仕事がどのよ
うに企画・計画・準備・実施されてゆくのかのプロセスの大枠を理解させ、将来、受講者たちがどのように働
き、どのような問題に遭遇し、どのように考えてそれらの問題を解決してゆくべきかについて、プロジェクトマネ
ジメントに関する基本知識（PMBoK）の習得と、プロジェクトをマネジメントする人材に必要なコンピテンシーに
関する知識を学び、異なる文化的背景をもった人々との協業体験を通じた体験的な学習を含め、これからの
社会人が直面すると思われる本質的な問題と解決方法について、経験的に得られている知見を理解するとと
もに、受講する学生・社会人が意見を交換し、問題解決を体験することで、自ら考える力をもち、グローバル
に活躍できる人材を養成する。

受講要件
履修取消の可否

特になし
可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

事前学修は、予定されている講義内容について、特にテクニカルタームなどを中心に調べておく。また、前の
週に簡単な宿題が出されることがあるので、必ずそれに自ら取り組む。講義では実務家教員の参画を含めて
プロジェクトマネジメントに関する様々なテーマが取り上げられる。講義内容においては、用語の解説以外の
部分について、決まり切った答えがあるわけではなく、有名な説が紹介されるだけであり、その説が正しいこ
とを保証するわけではない。すなわち、さまざまな議論がありうる。そこで、事後学修として、講義内容に関す
る様々な説を調べ、それを自らのキャリアデザインの一助とすべく、まとめておく。
1 プロジェクトマネジメントの概要
2 プロジェクトマネジメントの企画・計画
3 スケジュール・コストマネジメント
4 組織マネジメント
5 リスクマネジメント
6 品質マネジメント
7 ITシステム開発プロジェクト事例
8 コミュニケーションマネジメント
9 オフショアプロジェクト事例
10 ITシステム開発プロジェクト事例
11 地域イベントの企画・計画・実施
12 グローバルプロジェクトマネジメント
13 PMコンピテンシー
14 これからのプロジェクトマネジメント
15 グローバルプロジェクトの重要性と求められる人材
実施しない

評価方法・基準

講義中の議論、演習への参画度、課された問題に対し提出されたレポートの評価(60%)と、期末レポート課題
の成績(40%)によって評価する。特に，講義中の議論に積極的に参加した者には高い評価を与える。

教科書等

教科書：
なし。講義実施に合わせて資料を配布
参考書:
1.「プロジェクトマネジメント知識体系ガイド（PMBOK®ガイド第6版）」、PMI（2018年）
2.「演習と実例で学ぶプロジェクトマネジメント入門 第2版 日本語版PMBOK 第4版対応」、中川正樹監修、飯
尾淳編著、ソフトバンククリエイティブ（2012年）
3.「プロジェクトマネジメントプリンシプル」 PMI編、PMI日本支部監訳 iTEC社
4.「プロジェクト・マネジャーの人間術」 Steven W. Flanners/Ginger Levin（著）、PMI日本支部 監訳 iTEC社
5.「PMツールの実践的活用法」 PMI日本支部 PMツールの実践的活用法プロジェクト（編著）鹿島出版会
双紙正和： システム工学専攻組込みデザイン研究室に所属。情報セキュリティに関する研究・教育に従事し

担当者プロフィール

ている。

授業に関連する実務経
験
備考

【キャリア形成支援科目】
閉じる

科目名

プログラミングⅢ

単位数

2.0

担当者

情報工学専攻 准教授 大田 知行

履修時期

後期

履修対象

情報工学科2年生以上

講義形態

講義

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

Androidプログラミング技術の基礎を学習する
１．Androidプログラミングで用いる統合開発環境の使い方の習得
２．オブジェクト指向に基づくプログラム作成技術の習得
３．Androidプログラミングによる簡単なアプリケーション開発技術の習得
プログラミングIIIとプログラミングIII演習は合わせて受講すること
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

事前学修：事前に配布した資料の指定した範囲を読む．
事後学修：演習で学んだ内容や取り組んだ課題についてまとめ，レポートを作成する．

講義内容

１．Android開発環境とAndroid端末の設定と使い方，アプリケーションの基本，イベント
２．Android Javaとクラス
３．ビュー開発（基本ウィジェット）
４．ビュー開発（複合ウィジェット）
５．ビュー開発（描画）
６．ビュー開発（アニメーション）
７．Android端末による基本的なアプリケーション開発（設計）
８．Android端末による基本的なアプリケーション開発（進捗報告・実装）
９．Android端末による基本的なアプリケーション開発（実装）
１０．インテントの基本
１１．インテント
１２．センサー（加速度センサ）
１３．Android端末による総合的なアプリケーション開発（設計）
１４．Android端末による総合的なアプリケーション開発（進捗報告・実装）
１５．Android端末による総合的なアプリケーション開発（テスト）

期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等

実施しない
全出席を前提とし、受講態度、レポートの内容などから総合的に判断する。なお、秀については発展課題も含
めた評価とする。
教科書：
適宜資料を配布する
参考書：
「Androidアプリ開発の教科書」，齊藤 新三 (著)，山田 祥寛 (監修)，翔泳社
「TECHNICAL MASTER はじめてのAndroidアプリ開発 第3版」，山田 祥寛 (著)，秀和システム
「Javaプログラマ歴20年な人のためのAndroid開発入門」，佐藤滋 (著)，秀和システム
「やさしいJava」 高橋麻奈著, ソフトバンククリエイティブ
「AndroidエンジニアのためのモダンJava」，山田 祥寛 (著)，技術評論社
情報工学専攻ネットワークソフトウェア研究室
http://www.nsw.info.hiroshima-cu.ac.jp/lab/index.php

担当者プロフィール

「学生の学習指導・支援体制について」
授業内容や課題などに関する，学生の個別学習相談を随時受け付けています。
教員の所在は，学内サイネージ等に掲示されていますので，確認の上，研究室を訪ねてみてください．

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種（情報）
閉じる

科目名

プログラミングⅢ演習

単位数

1.0

担当者

情報工学専攻 助教 井上 伸二

履修時期

後期

履修対象

２年

講義形態

演習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

Androidプログラミング技術の基礎を学習する
１．Androidプログラミングで用いる統合開発環境の使い方の習得
２．オブジェクト指向に基づくプログラム作成技術の習得
３．Androidプログラミングによる簡単なアプリケーション開発技術の習得
プログラミングIIIとプログラミングIII演習は合わせて受講すること
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

事前学修：事前に配布した資料の指定した範囲を読む．
事後学修：演習で学んだ内容や取り組んだ課題についてまとめ，レポートを作成する．

講義内容

１．Android開発環境とAndroid端末の設定と使い方，アプリケーションの基本，イベント
２．Android Javaとクラス
３．ビュー開発（基本ウィジェット）
４．ビュー開発（複合ウィジェット）
５．ビュー開発（描画）
６．ビュー開発（アニメーション）
７．Android端末による基本的なアプリケーション開発（設計）
８．Android端末による基本的なアプリケーション開発（進捗報告・実装）
９．Android端末による基本的なアプリケーション開発（実装）
１０．インテントの基本
１１．インテント
１２．センサー（加速度センサ）
１３．Android端末による総合的なアプリケーション開発（設計）
１４．Android端末による総合的なアプリケーション開発（進捗報告・実装）
１５．Android端末による総合的なアプリケーション開発（テスト）

期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等

実施しない
全出席を前提とし，受講態度，レポートの内容などから総合的に判断する．
なお，秀については発展課題も含めた評価とする．
教科書： 適宜資料を配布する．
参考書：
「Androidアプリ開発の教科書」，齊藤 新三 (著)，山田 祥寛 (監修)，翔泳社
「TECHNICAL MASTER はじめてのAndroidアプリ開発 第2版」，山田 祥寛 (著)，秀和システム
「Javaプログラマ歴20年な人のためのAndroid開発入門」，佐藤滋 (著)，秀和システム
「やさしいJava」 高橋麻奈著, ソフトバンククリエイティブ
「AndroidエンジニアのためのモダンJava」，山田 祥寛 (著)，技術評論社
代表担当者：井上 伸二 [情報科学部棟４Ｆ 455号室]

担当者プロフィール

「学生の学習指導・支援体制について」
授業内容や課題などに関する，学生の個別学習相談を随時受け付けています．
教員の所在は，学内サイネージ等に掲示されていますので，確認の上，研究室を訪ねてみてください．
(授業に関連する実務経験など)
井上 伸二：1988年4月～1993年9月 沖電気工業(株)に勤務 (第五世代コンピュータプロジェクトならびに並行
処理に関する研究開発に従事)

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種（情報）
閉じる

科目名

技術者倫理

単位数

2.0

担当者

非常勤講師 丞村 宏

履修時期

前期

履修対象

３年

講義形態

講義

概要

技術者・研究者の判断が社会や環境に与える影響について知り、技術者・研究者が考えておくべき様々な問
題（組織の中で果たす役割、専門家としての倫理、公衆に対する責任等）を考察する。その為、いくつかの事
例を題材にして工学技術と倫理についての理解を深め、社会に対する責任を自覚する能力を養う。

科目の到達目標

技術者・研究者として倫理規定に基づいた判断ができる為の基礎知識（著作権等の知的財産法、PL法、公
益者通報者保護法、不正競争防止法等）を習得し、研究倫理（捏造・改竄・盗用）、情報倫理、技術者倫理
（安全保障貿易管理、軍事研究、内部告発等におけるモラル責任等）に対する技術者責任の基本的概念を
理解出来る。

受講要件
履修取消の可否

特に無し
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

最近5年間、日本国内で発生した事件・事故のうち、技術者・研究者の倫理上、問題があったと思う内容を1つ
とりあげ、その内容に関して（１）具体的な経緯をまとめ、それに対する（２）自分の感想・意見を A4一枚に手
書きで記載し、授業時に提出出来る様、準備しておく事。
授業内で課題を複数回提示する為、指定日に提出する事
１）技術者倫理・研究倫理・企業倫理とは （人工知能（AI）とトロッコ問題）
２）著作権法１（著作権の基礎）
３）著作権法２（他人の著作物を利用する方法（引用の実際））
４）特許法１（特許法の基礎）
５）特許法２（職務発明制度（発明は誰のものか）・ソフトウェア特許）
６）研究倫理（捏造・改竄・盗用）
７）研究倫理（不正競争防止法（営業秘密・ビックデータの取扱））
８）情報倫理（個人情報保護法・プロバイダ責任制限法）、肖像権
９）Winy事件、GDPR（EU一般データ保護規則）
１０）科学者と軍事研究（デュアルユース技術と安全保障貿易管理）
１１）法的責任とモラル責任（品質管理・製造物責任法（PL法）・リコール制度）
１２）内部通報と内部告発（公益通報者保護法）
１３）組織の中の個人の役割
三菱自動車リコール隠し事件、スペースシャトル爆発事件、
オリンパス巨額損失隠し事件、戦後最大の倒産・エアバッグリコール事件等
１４）国際標準化と知的財産権
１５）確認小テスト、各分野における技術倫理
実施しない
平常点、演習レポート、討論内容及び確認小テストで総合的に判断する
各回プリントを配布する
【参考書】
はじめての技術者倫理 未来を担う技術者・研究者のために （講談社）
大学講義 技術者の倫理入門 （丸善出版）

担当者プロフィール

下記の実務経験後、特許庁事業・大学知的財産アドバイザーとして、富山大学、岐阜薬科大学、青森県立保
健大学、八戸工業大学そして広島市立大学に着任。国公私立の各大学（北は札幌市立大学から南は沖縄科
学技術大学院大学まで）における知的財産管理体制・仕組みに対するアドバイス及び実務を行い、現在に至
る。

授業に関連する実務経
験

1976年4月～2005年3月 自動車部品メーカーに勤務（知的財産部門・品質保証部門・技術管理部門等にて、
日米欧知財係争・グローバル品質保証・米国PL訴訟/米国リコール対応等に従事。ISO日本代表エクスパー
トとしての国際標準化活動、JIS制定等の業界活動に参画）

備考
閉じる

科目名

プレゼンテーション技法

単位数

1.0

担当者

情報工学科担当全教員（代表：情報工学科 学科長）

履修時期

前期または後期

履修対象

4年

講義形態

講義

概要

授業形態：講義
プレゼンテーションの技術向上をはかるため、プレゼンを行う時にどのようなシナリオでプレゼンを行うか、場
面場面での適切なプレゼンテーションツールの選び方、プレゼンテーションにおいてどのようなスキルがある
かについて、プレゼンテーション実習を行いながら身につける。

科目の到達目標

自分の内部にある考えやアイディアを他人に理解してもらえなければ、その社会においてその考え、アイディ
アは多くの場合において存在しないのと等価になる。
本講義ではプレゼンテーション実習を通じて、他人に自分の考えやアイディアを理解してもらう方法を勉強し、
組織をリードする技術者、研究者になれる素養を身につけることを目的とする。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

原則として卒業研究Iとあわせて履修すること。
卒業論文発表に必須なので必ず受講すること。
否
必修科目のため．．
本講義の事前学修として、指導教員との研究に関する議論や相談・報告、ゼミでの発表など普段の研究室で
の活動を通じて、どうやったら自分の考えや思いが相手に上手く伝わるかを常に考えて欲しい。
事後学修では、本講義で学んだプレゼンテーション技法を意識して、日々の発表・報告を行い、改善へ向けた
試行錯誤を繰り返して欲しい。
・所属する研究室の教員を中心とする情報工学科の教員より以下の指導（講義、演習、添削など）を受ける。

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等
担当者プロフィール

１．プレゼンテーションとは
２．他者のプレゼンテーションの聴講
３．他者のプレゼンテーションの分析
４．他者のプレゼンテーションの評価
５．プレゼンテーションにおける基本的なスキル
６．プレゼンテーションのシナリオと時間配分
７．プレゼンテーションツールの選び方
８．中間まとめ
９．発表内容・要点の絞り込み
１０．発表資料の提示方法について
１１．聞きやすいスピーチについて考える
１２．聞き手の興味・注意の引き方
１３．聞き手に合わせたプレゼンテーションとは
１４．質疑応答、ディベート、ディスカッション
１５．実践演習
実施しない
中間まとめと実践演習の技能評価により、受講者のプレゼンテーション技能を可視化（点数化）し、
秀：評点 90 〜 100点
優：評点 80 〜 89点
良：評点 70 〜 79点
可：評点 60 〜 69点
不可：評点 59点以下
に従って評価を決定する。
参考書：青木 由直、電子情報通信学会（編集）「情報リテラシーとプレゼンテーション」（コロナ社）
授業内容や課題などに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。
教員の所在は、学内サイネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてみてください。

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

技術文書作成法

単位数

1.0

担当者

情報工学科担当全教員（代表：情報工学科 学科長）

履修時期

前期または後期

履修対象

４年

講義形態

講義

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

学生は研究室に分散配属され、決められた指導教員の指導のもとで技術文書（主として卒業論文）を作成す
るための方法を修得する。
卒業論文をまとめる上で必要となる技術文書作成のための手法を身につける。
原則として卒業研究Ⅱと同時に履修すること（卒業研究着手者に限る）。
卒業論文発表に必須なので必ず受講すること。
否
必修科目のため．
各指導教員の指示に従うこと。
１ 資料収集
２ 文献調査
３ テーマの設定
４ 文書の組み立て
５ パラグラフの構成
６ 文の構造
７ 簡潔な表現
８ 論文概要の記述
９ 本論の書き方
10 結論の書き方
11 図、表の作成法
12 参考文献の引用
13 単位、量記号
14 発表用原稿
15 まとめ
実施しない
卒業研究において執筆する卒業論文を「優秀卒業論文賞」の選定基準にしがたい総合的に評価する。
参考書：高橋昭男「仕事文の書き方」岩波新書

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

卒業研究Ⅰ

単位数

4.0

担当者

情報工学科担当全教員（代表：情報工学科 学科長）

履修時期

前期または後期

履修対象

４年

講義形態

演習

概要

配属された研究室の教員の指導のもとで情報科学に関する研究テーマについて、文献調査、システムや装
置などの設計、作成、評価、そしてシミュレーションと各種実験などを行う。これらの結果を取りまとめて所定
の期日までに卒業論文を作成し、研究成果を発表する。これらにより、情報科学の研究に対する方法の修
得、科学技術論文の書き方および研究発表、討論などの表現方法を学習する。

科目の到達目標

情報科学の研究に対する方法論の修得、科学技術論文の書き方および研究発表におけるプレゼンテーショ
ン技法について実践を通じて学ぶことをねらいとする。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修
講義内容
期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

卒業研究着手を許可されていること。
否
必修科目のため．
各指導教員の指示に従うこと。
１ 卒業論文のテーマを決定する。
２ 指導教員の指導のもとで卒業研究を行う。
実施しない
卒業研究における文献調査、論文輪読、討論、レポート作成、システムや装置などの設計、作成、評価、そし
てシミュレーションと各種実験への取組み内容や進捗状況等を総合評価する。
参考書： 電子情報通信学会編「学術論文の書き方・発表の仕方」（コロナ社）

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

卒業研究Ⅱ

単位数

4.0

担当者

情報工学科担当全教員（代表：情報工学科 学科長）

履修時期

前期または後期

履修対象

４年

講義形態

演習

概要

配属された研究室の教員の指導のもとで情報科学に関する研究テーマについて、文献調査、システムや装
置などの設計、作成、評価、そしてシミュレーションと各種実験などを行う。
これらの結果を取りまとめて所定の期日までに卒業論文を作成し、研究成果を発表する。これらにより、情報
科学の研究に対する方法の修得、科学技術論文の書き方および研究発表、討論などの表現方法を学習す
る。

科目の到達目標

情報科学の研究に対する方法論の修得、科学技術論文の書き方および研究発表におけるプレゼンテーショ
ン技法について実践を通じて学ぶことをねらいとする。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修
講義内容
期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

卒業研究着手を許可されていること。
卒業研究Iを履修していること。
否
必修科目のため．
各指導教員の指示に従うこと。
１
２
３
４

卒業論文のテーマを決定する。
指導教員の指導のもとで卒業研究を行う。
卒業論文を作成し提出する。
研究成果発表会において口頭発表する。

実施しない
卒業研究における文献調査、論文輪読、討論、レポート作成、システムや装置などの設計、作成、評価、そし
てシミュレーションと各種実験、および、それらの成果に基づいて作成する卒業論文と卒業研究発表会にお
ける卒業研究発表から総合的に評価する。
参考書： 電子情報通信学会編「学術論文の書き方・発表の仕方」（コロナ社）

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

観光情報学

単位数

2.0

担当者

講師 目良 和也

履修時期

後期

履修対象

2年生

講義形態

講義

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

観光情報学は、情報の観点から観光を捉える新しい学問分野である。本講義では、観光情報学の基礎と、演
習を通して情報技術の活用方法を学ぶ。演習では、少人数のグループでテキスト情報を利用した観光地イ
メージの分析を行い、成果を発表する。
情報の観点から観光をとらえる考え方を身に付ける。観光関連データベースを活用することができる。
コンピュータの基本的な操作ができること。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

日常生活の中で触れる様々な観光に関する技術動向に興味を持ち、ニュースなどを調査するとともに、問題
点や改善法を考察し、まとめたり話し合ったりする。
1. 観光情報学とは
2. 情報化時代の観光行動
3. 観光情報に関するサービスや研究
4. 観光関連データベース構築に関する取組 COC+観光関連データベース
5. [グループ演習] 広島関連の観光情報を収集してみよう
6. [グループ演習] COC+観光関連データベースに登録するデータを収集しよう
7. テキスト情報を利用した観光地イメージの分析
8. テキストマイニングの基礎：Pythonの基礎
9. テキストマイニングの基礎：クローリングとスクレイピング
10. テキストマイニングの基礎：Pythonを使ったテキストマイニング
11. テキストマイニングの基礎：フリーソフトを使ったテキストマイニング
12. [グループ演習] 観光地イメージを抽出してみよう
13. [グループ演習] 観光地イメージについて分析してみよう
14. 発表資料の作成
15. グループ毎の発表
実施しない
講義中に行うディスカッションや発表、受講態度などの評価点50％、課題に関するレポート等50％で評価し、
それらの合計値を最終評価とする。
なし（参考資料を適宜配布する）
広島市立大学大学院情報科学研究科 講師
感情情報処理，テキストからの情報抽出等の研究に従事。
講義中に示すEメール等の連絡先へ質問することができる。

授業に関連する実務経
験
備考

授業定員を40人とする。定員超過時は書類選考を実施する。（書類選考の詳細は掲示で確認すること）
閉じる

科目名

地域実践演習

単位数

1.0

担当者

知能工学専攻 教授 竹澤 寿幸（代表教員）

履修時期

通年（一部を土日や夏休み期間に集中講義として実施する）

履修対象

3年生

講義形態

演習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

情報科学の専門性を使って地域の課題に取り組む実践的な演習を実施する。
地域の課題について理解を深める。
プログラミングなど情報科学の専門的な技術を課題解決に向け役立てる力を身に付ける。
地域課題の解決に対して学習意欲が高く、自ら積極的に演習ができること。
「地域貢献特定プログラム修得者」を目指していることが望ましい。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

日常生活の中で触れる様々な地域の課題に興味を持ち、ニュースなどを調査するとともに、問題点や改善方
法を考察し、まとめたり話し合ったりする。
＜全体でのガイダンス＞
第1回 演習の概要説明、テーマ説明、テーマの選択
＜テーマごとにグループでの学習・活動＞
第2回～第15回
＜演習テーマ＞
テーマ1：情報工学専攻 西教授、他
広島市における課題として、土砂災害による被害軽減に着目し、前兆現象の一つとして考えられている「土砂
のにおい」をモニタリングすることに実践的に取り組む。ガスモニタリングシステムを実際に構築して、地域住
民のご協力を得ながらフィールド実験を行う。また得られたデータを整理することで、統計的なデータ解析手
法を学ぶ。

講義内容

テーマ2：知能工学専攻 竹澤教授、黒澤助教
実践的な課題として「ペッパーに広島の話をさせよう！カープの話でもOK」を取り上げる。情報科学の専門性
としては音声対話技術とロボットプログラミングを扱う。地域の課題として広島地域の観光やカープを扱う。
テーマ3：システム工学専攻 中田教授
WebページコンテンツあるいはWebアプリケーション作成を題材とし、企画・立案からコンテンツ制作まで、３～
５名程度のグループによる共同作業で実施する。プロジェクト管理をアジャイルソフトウェア開発手法の一つ
である「スクラム」という手法に従って進めることにより、複数名でのソフトウェア開発の進め方を学ぶ。
テーマ4：医用情報科学専攻 増谷教授、他
民間企業・公的機関における企業および社会活動を調査する。その後、実際にその現場を見学し、最終的に
参加者全員による報告会を行い、民間企業・公的機関における課題およびその解決方法について議論す
る。

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験

実施しない
テーマごとに、受講態度、課題に対する発表・レポート等を評価する。
秀・優・良・可・不可の基準は、学生HANDBOOKに記載の通りとする。
教科書：なし
参考書：必要に応じて紹介する。
＜学生の学習指導・支援体制について＞
授業内容や宿題などに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。
教員の所在は、学内サイネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてください。
代表教員（竹澤寿幸）は、1989年から2007年まで（株）国際電気通信基礎技術研究所（ATR）において、音声
翻訳システムの研究開発に従事。

備考
閉じる

科目名

数値計算プログラミング

単位数

2.0

担当者

情報工学専攻 講師 川端 英之

履修時期

後期

履修対象

２年

講義形態

講義

概要

（授業形態：講義）
数値計算とは，コンピュータを用いて数学的問題を数値的に解くことである．本講義では，よく知られた数値
計算アルゴリズムを紹介しつつ，それらをコンピュータ上に実装するためのプログラミングの実際について具
体的に解説する．

科目の到達目標

身の回りの問題をいかに数学的に記述するか，数学的な問題をコンピュータでいかに数値的に解くか，その
基本的な考え方を理解する．また，コンピュータの能力とその限界を踏まえた上で目前の問題をいかに効率
的に解くか，具体的な技法を理解する．

受講要件
履修取消の可否

線形代数や解析学に関する初歩的な知識と，プログラミングについての基本的な知識があることが望まし
い．
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

事前学習：教科書や配布資料の指定範囲を読み，概要を把握しておく．
事後学習：教科書や配布資料の指定範囲を読み，授業で触れた演習内容等を確認しておく．
１．数値処理の環境（浮動小数点表現）
２．数値処理の環境（計算誤差，桁落ち，情報落ち，問題の解き難さ）
３．方程式の求解（二分法，ニュートン法）
４．方程式の求解：プログラミング
５．連立一次方程式の求解（ガウスの消去法，LU分解）
６．連立一次方程式の求解：プログラミング
７．連立一次方程式の求解2（ヤコビ法，ガウスザイデル法）
８．連立一次方程式の求解2：プログラミング
９．前半のまとめ
10．数値積分（台形積分，シンプソン積分，ロンバーグ法）
11．数値積分のプログラミング
12．常微分方程式の数値解法（オイラー法，修正オイラー法，ルンゲクッタ法）
13．常微分方程式の数値解法のプログラミング
14．偏微分方程式の数値解法（有限差分法）
15．線形差分方程式
※授業の順序は変更することがある．
※講義室での講義のほか，演習室を使用したプログラミング演習を含む講義を，ほぼ交互に行う．
（初回に使用する講義室については掲示で連絡する）
※試験期間に別途期末試験を実施する．

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

担当者プロフィール

実施する
講義で扱う諸概念に関する理解度に関して，学期半ばに行う試験や期末試験，授業中の演習，プログラミン
グ課題への取組みを総合して評価する．およその基準は以下の通り：
秀：数学的問題に対し適切な数値解法を選択して実装し，解の善し悪しを説明できる．
優：主要な数値計算アルゴリズムを実装できる．
良：主要な数値計算アルゴリズムに関して，特徴を論じることができる．
可：主要な数値計算アルゴリズムに関して，意味を理解している．
教科書：金谷健一著：数値で学ぶ計算と解析, 共立出版, 2010.
参考書：津田孝夫著: 数値処理プログラミング, 岩波書店, 1988.
堀之内ら著：Cによる数値計算法入門, 第2版新装版, 森北出版, 2015.
高倉葉子著：数値計算の基礎 ---解法と誤差---, コロナ社，2007.
森正武著: 数値解析, 第2版, 共立出版, 2002.
伊理正夫，藤野和建著: 数値計算の常識, 共立出版, 1985.
※資料はWebでも提供する．（URLは別途指示）
プログラミング言語処理系，数値処理プログラミング，関連するツールやライブラリ開発などに関する研究に
従事しています．
授業内容や宿題などに関する，学生の個別学習相談を随時受け付けています．小さなことでも遠慮なくどう
ぞ．（研究室：情報科学部棟5階541号室，E-mail:kawabata@hiroshima-cu.ac.jp）

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

電子回路

単位数

2.0

担当者

情報工学専攻 教授 若林真一，教授 弘中哲夫

履修時期

前期

履修対象

3年

講義形態

講義

概要

本講義では、最初に、集積回路の動作をトランジスタレベルで理解するために、バイポーラトランジスタおよ
びMOSトランジスタの動作原理を学ぶ。次に、アナログ電子回路で重要となる等価回路の概念を理解する。
その後、基本的なアナログ電子回路として増幅回路の設計と解析を学ぶ。さらに、演算増幅器とその応用に
ついて学ぶ。最後に、CMOSディジタル集積回路の基礎としてCMOS論理回路について学ぶ。

科目の到達目標

受講生は集積回路設計のための電子回路の基礎知識を習得する。本講義で習得を目指す電子回路の主な
知識としては、(1)バイポーラトランジスタおよびMOSトランジスタの動作原理、(2)等価回路、(3)増幅回路の設
計と解析、(4)演算増幅器とその応用、(5)CMOS論理回路、である。

受講要件
履修取消の可否

電気回路と論理回路の基礎を理解していることが望ましいが、必須ではない。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等

電子回路は多数の演習問題を解くことで理解が深まる。積極的に復習を行い、テキストの章末演習問題など
を解いてみること。適宜、レポート課題を出すので、指定日時までに提出すること。
１．半導体とダイオード
２．MOSトランジスタ
３．バイポーラトランジスタ
４．電気回路の基礎
５．増幅回路の基本構造
６．等価回路
７．MOSFET基本増幅回路
８．バイポーラトランジスタ基本増幅回路
９．増幅回路の周波数特性
10．帰還回路
11．差動増幅回路
12．演算増幅器
13．CMOS論理ゲート
14．CMOS論理回路の動作速度
15．CMOS論理回路の消費電力
※授業の順序は変更することがある。
※上記とは別に期末試験を実施する。
実施する
課題レポート（10%）と期末試験（90%）で評価する。
教科書：藤井信生「アナログ電子回路の基礎」（オーム社）
教科書以外にも必要に応じて資料を配布し、講義で使用する。
参考書：岩田穆「VLSI工学 ―基礎・設計編―」（コロナ社）
國枝博昭「集積回路設計入門」（コロナ社）
高木茂孝「MOSアナログ電子回路」（昭晃堂）

担当者プロフィール

若林：1979年に米国で出版された「Introduction to VLSI Systems」に感銘を受けて以来、ハードウェア設計、
ハードウェアを用いた組合せ問題の高速解法などを研究テーマとし、現在に至っている。ものごとを深く考え、
新しいものを作り出していく楽しさを学生に伝えられたら、と思っている。
弘中：コンピュータアーキテクチャの研究を主テーマとして理論にとどまらず、新しいものを回路設計技術によ
り実現することに興味を持っている。自分で考えたものを自分で実現する自由さと楽しさを学生に一緒に感じ
てもらいたいと思っている。

授業に関連する実務経
験

実務経験（若林）：1984年4月～1988年6月 日本アイ・ビー・エム（株）東京基礎研究所に勤務（画像処理専用
ハードウェア、並列処理ワークステーションの研究・開発に従事）。

備考

授業内容の質問等は随時受け付けています。質問等がある場合は教員室（若林：情報科学部棟413号室、弘
中：511号室）に来て下さい。
閉じる

科目名

LSI設計演習

単位数

1.0

担当者

情報工学専攻 准教授 市原英行，教授 永山忍

履修時期

前期（第２ターム）

履修対象

3年

講義形態

演習

概要

授業形態：演習形式の講義
主にVerilogハードウェア記述言語（Verilog-HDL）を用いたLSI設計の基礎技術について演習を通じて習得す
る。

科目の到達目標

Verilog-HDLを用いたLSI設計の基礎技術についてプロジェクトベースの演習を通じて習得する。VerilogHDLを用いて簡単な組合せ回路や順序回路が自在に設計できるようになり、要求仕様を意識した設計、およ
び設計が仕様を満たしているかを性能評価で確認ができるようになる。

受講要件

「論理設計」、「コンピュータアーキテクチャＩ」、および「コンピュータアーキテクチャII」を履修し、論理回路やプ
ロセッサの設計について理解していることが望ましい。

履修取消の可否

可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

事前学修としては、各回の授業に関連する内容を「論理設計」や「コンピュータアーキテクチャ」の教科書等で
復習しておくことが望ましい。事後学修では、授業で扱った内容（特にVerilog-HDLの記述方法や論理合成
ツールの使い方）について復習しておくことが望ましい。
１．論理式の記述と簡単な組合せ回路の設計
２．階層設計によるALUの設計
３．レジスタを用いた回路の設計
４．状態遷移機械と順序回路の設計
５．中間まとめ
６．LSI開発企画（プロジェクトベースラーニング）
７．要求定義と仕様検討
８．高位設計
９．機能設計（RTL設計）
10. 論理設計
11．設計検証（論理シミュレーション）
12．LSIの性能評価（タイミング解析）
13．設計変更と機能拡張
14．テスト容易化設計とテスト
15．プレゼンテーション
実施しない

評価方法・基準

設計した内容およびそのレポート・プレゼンテーション等を総合的に勘案して評価する。原則として15回の演
習出席を必須とし、正当な理由なく本演習を欠席、遅刻、早退した場合は単位を認定しない。

教科書等

プロジェクトベースラーニングを念頭においているため、教科書は特に指定しないが、参考書として以下があ
ると便利である：
・浅田邦博編「ディジタル集積回路の設計と試作」、培風館、2000年
・J. Bhasker著、佐々木尚訳「Verilog HLD論理合成入門」、CQ出版社、2002年
・小林優著「入門Verilog HDL記述」、CQ出版社、2005年

担当者プロフィール

授業内容の質問等は随時受け付けています。質問等がある場合はメールなどで担当者に連絡をとってくださ
い。

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

グラフと最適化

単位数

2.0

担当者

教授 井上 智生
講師 上土井 陽子

履修時期

前期

履修対象

3年

講義形態

講義

概要

科目の到達目標

受講要件
履修取消の可否

情報工学，計算機科学のさまざまな分野において利用されている各種の最適化手法・アルゴリズムについ
て，広く概観することを目的とする．特に，組合せ最適化問題に対する各種の解法について述べる．また，発
見的解法，近似解法，NP-完全，NP-困難の概念についても触れる．計算機科学に関する多くの最適化問題
はグラフ上で定義されることが多く，よって，グラフに関する代表的な最適化問題を中心に概説する．この講
義を通じ，VLSI設計やネットワーク接続などの応用分野から発生した対象問題に対するアルゴリズムの本
質，問題を解くための基礎となる理論を理解し，自らが今後取り組む分野での諸問題を効率的に解くアルゴリ
ズムを設計するための基礎を身につけた学生を育成することを目標とする．（授業形態：講義）
最適化問題とそれら問題を解くための基礎となる理論を理解することを目標とする．具体的には
１．最適化問題の難しさの表現法
２．代表的な最適化問題の厳密解法
３．多くの組合せ最適化問題に適用できる発見的解法の動作
を理解し，自らがアルゴリズムを設計できるようになることを目標とする．
「データ構造とアルゴリズムI」を修得していること，「離散数学」，「データ構造とアルゴリズムII」を履修している
ことが望ましい．
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

必要に応じて事前事後学習のための課題を課す．
１．イントロダクションー組合せ最適化問題とはー
２．PとNP，判定問題，問題の帰着（充足可能性問題，巡回セールスマン問題）
３．線形計画問題
４．シンプレックス法
５．ネットワーク理論（１）（最大流問題）
６．ネットワーク理論（２）（最小カット問題）
７．ネットワーク理論（３）（最大マッチング問題）
８．中間まとめ
９．組合せ最適化，近似解法，発見的手法（ナップサック問題）
１０．分枝限定法
１１．切除平面法
１２．動的計画法（最短路問題）
１３．焼きなまし法
１４．遺伝的アルゴリズム
１５．グラフの最適化問題（最小木問題・最小点被覆問題）
※授業の順序は変更することがある．
※上記とは別に期末試験を実施する。
実施する
授業の受講状況や中間試験，期末試験，講義中に行う演習，レポート課題の結果により，総合的に判断す
る．評価基準は次のとおり．
・最適化問題とその定式化（グラフによる表現を含む）およびその複雑度を理解している．
・基本的・代表的な最適化問題の厳密解法を理解している．
・メタヒューリスティックおよび組合せ最適化問題に対するヒューリスティックの動作を理解している．
・種々の組合せ最適化問題に対して適切なアルゴリズムを選択・設計できる．
教科書：穴井宏和,斉藤努共著「今日から使える！組合せ最適化-離散問題ガイドブック-」（講談社）
参考書：久保幹雄著「組合せ最適化とアルゴリズム」（共立出版）
長尾智晴著「最適化アルゴリズム」（昭晃堂）
柳浦睦憲,茨木俊秀共著「組合せ最適化ーメタ戦略を中心としてー」（朝倉書店）
井上 智生：http://rsw.office.hiroshima-cu.ac.jp/Profiles/1/0000087/profile.html
上土井陽子：http://rsw.office.hiroshima-cu.ac.jp/Profiles/3/0000232/profile.html

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験
備考

授業内容や宿題などに関する学生の個別学習相談を随時受け付けています．
下記の問合せ先まで連絡し，アポイントを取ってください．
情報科学部棟7階757号室 E-mail:tomoo@hiroshima-cu.ac.jp
情報科学部棟4階414号室 E-mail:yoko@hiroshima-cu.ac.jp
井上 智生：1990年4月-1992年3月 松下電器産業株式会社 (現パナソニック株式会社)
半導体研究センターに勤務 マイクロプロセッサの開発に従事
【教職】高一種（数学）

閉じる

科目名

システムLSI設計

単位数

2.0

担当者

情報工学専攻 准教授 市原 英行

履修時期

後期（第4ターム）

履修対象

3年

講義形態

講義

概要

科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

システムLSIとは１つの電子機器システムを１つのLSI上に実現するための技術であり、その設計にはハード
ウェアに関する知識だけでなく、LSI上で動作するソフトウェアに関する知識も要求される。本講義ではシステ
ムLSI設計における、上流設計について解説し、さらに現在のシステムLSIを設計上で重要なシステムの信頼
性と安全性について講義する。また、最近のシステムLSI設計の話題を紹介する。
システムLSIを通じてシステム設計の考え方と重要性について理解する。
最新のLSI設計技術に関する知識を修得する。
「CADシステム」とあわせて受講することが望ましい。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

事前学修：公開したスライドによる予習。
事後学修：理解を確認するための課題を課す。
１．イントロダクション
２．システムとLSI
３．システムレベル設計（要求仕様解析，UML）
４．システムレベル設計（機能仕様設計，アーキテクチャ設計，通信設計）
５．設計検証（動的検証）
６．設計検証（静的検証）
７．設計演習（動的検証演習）
８．設計演習（静的検証演習）
９．組込ソフトウェア（組込ソフトウェア向けコンパイラ）
１０．組込ソフトウェア（組込みオペレーティングシステム）
１１．ディペンダブルシステム
１２．フォールトトレラントシステム
１３．セイフティ（安全性，安全・信頼設計）
１４．セイフティ（機能安全，安全度水準）
１５．最近のシステムLSI設計の動向，まとめ
※授業の順序は変更することがある。
※上記とは別に期末試験を実施する。

期末試験実施の有無

実施する

評価方法・基準

事後学修における課題の提出状況（１０％）や期末試験の結果（９０％）により5段階で評価する。評価の基準
は，学生HANDBOOK「試験と成績」における「成績評価」に准する．

教科書等

必要に応じて資料を配付する。
参考書：
藤田昌宏編著，「システムLSI設計工学」，オーム社．
米田友洋，梶原誠司，土屋達弘著，「ディペンダブルシステム-高信頼システム実現の ための耐故障・検証・
テスト技術-」，共立出版.
道上勉，向殿政男著，「信頼性・安全性工学」，オーム社．

担当者プロフィール

コンピュータの設計・テスト、フォールトトレランス、ストカスティックコンピューティングの研究に従事。
「学生の学習指導・支援体制について」
授業内容に関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。
教員の所在は、学内サイネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてみてください。

授業に関連する実務経
験
備考

高一種免（情報）「コンピュータ及び情報処理（実習を含む。）」選択対象科目
閉じる

科目名

CADシステム

単位数

2.0

担当者

情報工学専攻 教授 井上智生

履修時期

後期（第４ターム）

履修対象

情報工学科 3年生

講義形態

講義

概要

授業形態：講義（適宜演習を行う）
大規模集積回路（LSI）の設計における諸問題と、それに対する計算機支援設計（CAD）による解法について
学ぶ。ディジタル回路の設計を中心に、今日の半導体設計における諸問題とLSI-CADの役割を概説
し、CADによる解決のための問題の定式化とそのアルゴリズムについて講義する。

科目の到達目標

計算機支援設計／設計自動化における問題の定式化とその解法について学ぶ。 半導体設計の現状課題を
ふれながら課題解決のための学術的アプローチを理解する。

受講要件

「データ構造とアルゴリズム」、「論理設計」、「グラフと最適化」を修得していることが望ましい。
同タームに開講される「システムLSI設計」とあわせて履修することにより，双方の学習内容に対する理解を深
める。

履修取消の可否

可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

事前・事後学習のための課題を e-learning システム等を通じて提供する。
事前に受講要件に示す科目を復習しておくことを勧める。
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

はじめに：LSI の設計と CAD の役割／最適化設計の考え方／設計フロー
国内外における半導体産業の最新動向
論理合成（多段論理最適化、テクノロジマッピング）
レイアウト合成（配置配線）
高位合成（スケジューリング、演算器・レジスタバインディング）
テスト設計（テスト生成、テスト容易化設計）
設計検証
まとめ：LSI CAD の今後について

※授業の順序は変更することがある。
期末試験実施の有無

実施しない

評価方法・基準

授業中に行う演習（グループ課題を含む）、レポート課題等に基づき総合的に評価する。評価の基準は次の
とおり。
可：半導体設計における種々の課題を理解し、対応する問題の定式化を理解している。
良：定式化された問題に対するアルゴリズムを理解している。
優：個々の問題の本質にあわせたヒューリスティックを理解し、適切に選択することができる。
秀：応用発展した問題に対する解法を考案することができる。

教科書等

授業中に資料を適宜配付する。
参考書：
藤田昌宏編著,「システムLSI設計工学」, オーム社（システムLSI設計と共通）．
藤田昌宏著,「VLSI設計工学 -- SoCにおける設計からハードウェアまで--」, 数理工学社（システムLSI設計と
共通）．

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

詳しくは以下をご覧ください。
http://www.cd.info.hiroshima-cu.ac.jp/~tomoo/
学生の学習指導・支援体制について。
授業内容や課題などに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。
連絡先：情報科学部棟7階757号室 E-mail:tomoo@hiroshima-cu.ac.jp
1990年4月-1992年3月 松下電器産業株式会社 (現パナソニック株式会社)
半導体研究センターに勤務 マイクロプロセッサの開発に従事

備考
閉じる

科目名

集積回路

単位数

2.0

担当者

情報工学専攻 准教授 高橋 賢

履修時期

後期

履修対象

3年次

講義形態

講義

概要

半導体デバイスの原理や構造、製造技術、および特性から、パワーデバイス、センサデバイス、エレクトロル
ミネセンス、レーザ、メモリまでを学ぶ。半導体デバイスを用いた製品は世の中にあふれているが、日常生活
の中で半導体デバイスの存在を意識することはほとんどない。半導体デバイスは故障なく正しく動作すること
が当たり前のように思われており、障害が発生すれば人命や財産に多大な影響を及ぼす機器にも利用され
ている。この講義では、半導体デバイスの動作原理や特性を、また、利用者としての半導体デバイスの応用
方法を学ぶ。

科目の到達目標

論理ゲートのハードウェア化、動作曲線、半導体の種類、空乏層、拡散現象、および、ドリフト現象の説明、エ
ネルギ帯構造を用いてツェナー降伏やショットキー接続などの現象の理解、MOSFETの構造を用いたピンチ
オフやチャネル変調効果の説明、MOSFETを用いた簡単な論理回路の設計、半導体プロセスやパッケージや
実装の説明、および、RFデバイス・パワーデバイス・センサデバイス・エレクトロルミネセンス・レーザ・受光デ
バイス・メモリデバイスについてその構造や特性の説明ができる。

受講要件
履修取消の可否

「解析学I」「情報基礎数学」「通信方式」の単位を取得していることが望ましい。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

事前学修として、教科書の指定範囲を読み、関連するニュースを視聴したり、新聞記事等を読む。また、事後
学修として、講義中に配布されたハンドアウトを復習し、自ら図書館にある関連図書などにより不明点を解決
する。
1. イントロダクション（スイッチ、可変抵抗、論理ゲートのハードウェア化、動作曲線）
2. 接合トランジスタ（真性半導体、外因性半導体、空乏層、拡散現象、ドリフト現象）
3. エネルギ帯構造（エネルギ帯構造、ドナー準位、アクセプタ準位、なだれ降伏、ツェナー降伏）
4. 電界効果トランジスタ（オーム接続、ショットキー接続、JFET、MOSFET、ピンチオフ、チャネル変調効果）
5. MOSトランジスタによる論理回路（high転送とlow転送、ファンアウト、飽和型論理回路、活性型論理回路）
6. 動作速度と消費電力（トランジスタレベル設計、ゲートレベル設計、トーテムポール出力回路、消費電力）
7. 集積回路の構造と製造技術（スケーリング則、MOSトランジスタプロセス、バイポーラトランジスタプロセス、
シリコン貫通ビア）
8. 集積回路の実装（挿入実装型パッケージ、表面実装型パケッケージ、SoC、3D SiP、WSI、リフロー）
9. RFデバイスとパワーデバイス（表面弾性素子、スイッチング動作、IGBT、DMOS、GTOサイリスタ、ラッチ
アップ）
10. センサデバイス（温度センサ、ガスセンサ、磁気センサ、圧力センサ）
11. エレクトロルミネセンス（真性エレクトロルミネセンス、発光中心、注入型エレクトロルミネセンス、禁制帯
幅、青色LED）
12. レーザ（自然放射、誘導放射、DFBレーザ、光ファイバ増幅器、可変波長LD、光集積回路）
13. 受光デバイス（CCDイメージャ、CMOSイメージャ、フォトダイオード、APD、太陽電池）
14. メモリデバイス（セットアップ時間、ホールド時間、SRAM、DRAM、EEPROM、フラッシュメモ
リ、FeRAM、MRAM）
15. まとめ（総復習）
※授業の順序は変更することがある。
※上記とは別に期末試験を実施する。

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

実施する
定期試験とその他課題（レポート提出、小テスト、発表、受講票、授業への積極的参加度、および、自主学
習）を7対3の比重で評価する。これらそれぞれに対し、上述「科目の到達目標」達成度の素点が次に示す評
価内容基準により評点に変換され、広島市立大学履修規程（以下、履修規程と略す。）第11条2項に基づき評
価される。すなわち、評価は絶対評価である。秀: 科目の到達目標を十分達成し、到達目標を超えた極めて
優秀な成果をおさめている。優: 科目の到達目標を十分達成している。良: 科目の到達目標を達成している。
可: 科目の到達目標を最低限達成している。不可: 科目の到達目標を達成していない。不可*: 定期試験を受
験していない、又は定期試験に代わるレポート課題を提出していない、若しくは出席回数が授業の3分の2に
満たない（履修規程第10条3項、および、平成30年12月3日教務委員会決定の広島市立大学成績評価に係る
ガイドライン）。評価は一面的ではなく、履修規程第11条1項に基づき評価ポイントが多面的に設定されてい
る。
教科書：安永 守利，集積回路工学，森北出版，ISBN: 978-4627775718
なお、講義中に必要な資料を配付するので、ノートやメモを用意する必要はない。

担当者プロフィール

https://s-taka.org/ をご覧ください。授業内容などに関する学生の個別学習相談を受け付けています。電子
メールにて面会予約の上、研究室にお越しください。

授業に関連する実務経
験

【実務経験：1992年4月〜1997年3月株式会社日立製作所（陸上移動無線通信システムの研究開発に従
事）、1997年4月〜1999年6月株式会社YRP移動通信基盤技術研究所（次世代無線システムの研究開発に従
事）、1999年7月〜2002年3月株式会社日立製作所（高速無線アクセスシステムの研究開発に従
事）、2002年4月〜2005年3月総務省通信総合研究所（車両間無線通信システムの研究開発に従事）】

備考

【教職】高一種（情報）
閉じる

科目名

ネットワーク設計

単位数

2.0

担当者

情報工学専攻 准教授 高野 知佐， 准教授 舟阪 淳一，准教授 小畑 博靖

履修時期

前期 第１ターム

履修対象

３年

講義形態

講義

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

本講義では，コンピュータネットワーク，情報通信網を中心とした大規模なネットワークの構築技術を学ぶ．
講義の前半では，ルーティング制御，通信プロトコル，セキュリティなど，ネットワークの設計に必要な普遍的
な要素技術のしくみを理解し，後半では確率的に動作する情報ネットワークシステムを理論的に解析・評価す
る知識を習得する．
情報・通信ネットワークについて学習意欲が高く，自ら積極的に受講できること．
講義と合わせて開講される「ネットワーク設計演習」を同一タームで受講すること
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考

・事前学修のための資料を配布するので，必ず授業を受ける前に資料を読み，理解しておくこと．
・授業後は実習した内容をノートに整理するなど理解を深めておくこと．
・授業中に演習問題を解くことで内容の理解が深まるので，積極的に演習問題を解くこと．
１. ガイダンス
週前半（ネットワーク設計の要素技術）
１. ローカルエリアネットワーク（同一セグメント上の通信）
２. 経路制御１（静的ルーティング）
３. 経路制御２（動的ルーティング）
４. トランスポート層制御１（コネクション管理、再送制御）
５. トランスポート層制御２（フロー制御、輻輳制御）
６. ネットワークアプリケーション（DNS）
７. ネットワークセキュリティ（SSH（Secure Shell）による通信とアクセス制限）
週後半（情報ネットワークシステムの解析・評価技術）
１. 疑似乱数と確率的問題
２. 疑似乱数を使った応用問題
３. ランダムウォーク
４. セルオートマトン，伝染モデル
５. 確率分布（一様分布，指数分布，ポアソン分布，正規分布）
６. ランダム到着過程の無記憶性
７. 現象モデル
※上記とは別に期末試験を実施する．
実施する
期末試験および講義・演習の受講状況をもとに総合的に評価する．
講義中に資料を配布
参考書：井上博之『ステップ方式で仕組みを学ぶIPネットワーク設計演習』（近代科学社）
舟阪 http://www.net.info.hiroshima-cu.ac.jp/~funa/official.html
小畑 http://rsw.office.hiroshima-cu.ac.jp/Profiles/4/0000324/profile.html
高野 http://www.netsci.info.hiroshima-cu.ac.jp/takano.html
小畑 博靖：2002年4月〜2003年3月 KDDI株式会社に勤務（情報システム開発業務に従事）
高野 知佐：2000年4月〜2008年3月 NTTアドバンステクノロジ株式会社 トラヒックリサーチセンタに勤務（情報
通信ネットワークの性能評価技術に関する研究開発に従事）
【教職】高一種(情報)
閉じる

科目名

ネットワーク設計演習

単位数

1.0

担当者

担当者 情報工学専攻 准教授 高野 知佐， 准教授 舟阪 淳一，准教授 小畑 博靖

履修時期

前期 第１ターム

履修対象

３年

講義形態

演習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

「ネットワーク設計」と本演習の時間を使って，コンピュータネットワーク，情報通信網を中心とした大規模な
ネットワークの構築技術を学ぶ．
演習問題を解くことにより「ネットワーク設計」の理解を深める．
情報・通信ネットワークについて学習意欲が高く，自ら積極的に受講できること．
本演習と合わせて開講される「ネットワーク設計」を同一タームで受講すること
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験
備考

・事前学修のための資料を配布するので，必ず授業を受ける前に資料を読み，理解しておくこと．
・授業後は実習した内容をノートに整理するなど理解を深めておくこと．
・授業中に演習問題を解くことで内容の理解が深まるので，積極的に演習問題を解くこと．
１. ガイダンス
週前半（ネットワーク設計の要素技術）
１. ローカルエリアネットワーク（同一セグメント上の通信）
２. 経路制御１（静的ルーティング）
３. 経路制御２（動的ルーティング）
４. トランスポート層制御１（コネクション管理、再送制御）
５. トランスポート層制御２（フロー制御、輻輳制御）
６. ネットワークアプリケーション（DNS）
７. ネットワークセキュリティ（SSH（Secure Shell）による通信とアクセス制限）
週後半（情報ネットワークシステムの解析・評価技術）
１. 疑似乱数と確率的問題
２. 疑似乱数を使った応用問題
３. ランダムウォーク
４. セルオートマトン，伝染モデル
５. 確率分布（一様分布，指数分布，ポアソン分布，正規分布）
６. ランダム到着過程の無記憶性
７. 現象モデル
※上記とは別に期末試験を実施する．
実施しない
期末試験，レポートの成績，演習の受講状況をもとに総合的に評価する．
なお本演習の期末試験は「ネットワーク設計」の期末試験で代えるものとする．
講義中に資料を配布
参考書：井上博之『ステップ方式で仕組みを学ぶIPネットワーク設計演習』（近代科学社）
授業内容や宿題などに関する，学生の個別学習相談を適宜受け付けています．
必ずメールで相談日時を確認の上，研究室を訪ねてみてください．
※ 教員の所在は，学内サイネージ等に掲示されています
舟阪 http://www.net.info.hiroshima-cu.ac.jp/~funa/official.html
小畑 http://rsw.office.hiroshima-cu.ac.jp/Profiles/4/0000324/profile.html
高野 http://www.netsci.info.hiroshima-cu.ac.jp/takano.html
小畑 博靖：2002年4月〜2003年3月 KDDI株式会社に勤務（情報システム開発業務に従事）
高野 知佐：2000年4月〜2008年3月 NTTアドバンステクノロジ株式会社 トラヒックリサーチセンタに勤務（情報
通信ネットワークの性能評価技術に関する研究開発に従事）
【教職】高一種(情報)
閉じる

科目名

分散システム

単位数

2.0

担当者

情報工学専攻 教授 石田 賢治（代表教員） 講師 上土井 陽子

履修時期

後期

履修対象

３年

講義形態

講義

概要

授業形態：講義
現在多くの者が利用しているパソコン、タブレットPC、スマートフォンなどは、情報ネットワークを介して各種
サーバやクラウドと接続することにより、SNS（Social Networking Service）などを提供するシステムの一部を
構成している。本講義では、これらのシステムを構成する基本技術である分散システム技術について講述す
る。
内容として、分散システムアーキテクチャ、プロセス、クライアントサーバ、通信、名前付け、同期、一貫性と複
製、フォールトトレラント性、セキュリティなどを扱う。

科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

分散システムアーキテクチャ、プロセス、クライアントサーバ、通信、名前付け、同期、一貫性と複製、フォール
トトレラント性、セキュリティなどの分散システムを構成する要素技術の基礎について理解すること。
学習意欲を持ち、自ら積極的に講義に参加できること。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

受講生への要望関連科目として、情報ネットワーク、情報理論、ネットワークプロトコル、プロトコル設計の受
講が望ましい。また、予習、復習、レポート課題へ対応すること。
１ 分散システムの概要（石田担当）
２ 分散システムの種類（石田担当）
３ 通信（石田担当）
４ 名前付け（石田担当）
５ アーキテクチャ（石田担当）
６ プロセス（石田担当）
７ クライアントサーバ、および、中間まとめ（石田担当）
８ 時計と同期（上土井担当）
９ フォールトトレラント性（上土井担当）
10 セキュリティ（上土井担当）
11 分散ファイルとオブジェクト（上土井担当）
12 分散Webシステム（上土井担当）
13 パーベイシブシステムと分散組み込みシステム（上土井担当）
14 密結合型分散システムにおける排他制御（上土井担当）
15 分散システムアプリケーション事例（上土井担当）
※上記とは別に期末試験を実施する。
実施する
【評価方法】
試験およびレポート等を課し、 1. 前半の成績（50％）、2. 後半の成績（50％）の割合で成績を総合的に評価す
る。 レポートについては完成した物を指定された期限までに提出し、受理される必要がある。 秀、優、良、
可、不可の基準は、学生HANDBOOK記載のとおりとする。

評価方法・基準

【達成度評価の基準】
分散システムを実現している、分散システムアーキテクチャ、プロセス、クライアントサーバ、通信、名前付け、
同期、一貫性と複製、フォールトトレラント性、セキュリティ、分散ファイル、オブジェクト、分散Webシステム、
パーベイシブシステム、分散組み込みシステム、密結合型分散システムなど各要素技術の基礎を理解してい
ること。
教科書等：
水野 忠則 (監修)「分散システム (第2版) (未来へつなぐデジタルシリーズ) 」（共立出版）2019.
必要に応じて資料を配布する。

教科書等

担当者プロフィール

参考書：
眞鍋義文「分散処理システム」（森北出版）2013.
A. S. Tanenbaum and M. Steen (水野他訳)「分散システム -原理とパラダイム 第2版-」（ピアソンエデュケー
ション） 2009.
谷口秀夫 著「並列分散処理」（コロナ社） 2003.
菅原研次「はじめての分散処理システム 基礎からWebアプリケーションまで」（森北出版） 2007.
亀田、山下「分散アルゴリズム」（近代科学社） 1994.
講義内容や課題などに関する質問および相談は随時受け付けています。研究室を訪ねる場合は講義前後
の空き時間や電子メールなどで事前にアポイントメントを取るようにしてください。
プロフィールは以下の通りです。
石田賢治：主に、ネットワーク制御アルゴリズム、アシュアランスシステムに関する研究に従事。情報工学専
攻 情報ネットワーク研究室長。
上土井陽子：主に、データマイニング、クラスタリングに関する研究に従事。情報工学専攻 論理回路システム

研究室所属。
授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

ネットワークソフトウェア演習

単位数

1.0

担当者

情報工学専攻 准教授 大田知行，准教授 河野英太郎

履修時期

後期（第3ターム）

履修対象

3年生以上

講義形態

演習

概要

本演習では，ネットワークを活用したソフトウェアを開発するために必要となるネットワークプログラミング技術
の基本をC言語で学ぶ．

科目の到達目標

ネットワーク上で動く簡単なソフトウェアを利用しながら，ネットワークプロトコルの基本とプログラミング技術を
習得する．

受講要件
履修取消の可否

プログラミングI，IIで学習した内容を理解していることが望ましい．
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

事前学修：事前に配布した資料の指定した範囲を読む．
事後学修：演習で学んだ内容や取り組んだ課題についてまとめ，レポートを作成する．
1
2
3
4
5
6
7
8

ソケットの基礎
TCPソケット（設計）
TCPソケット（実装）
マルチタスク処理（fork）
マルチタスク処理（スレッド&排他制御）
総合演習（設計）
総合演習（実装）
まとめ

実施しない

評価方法・基準

演習中に課題を課すことにより，プログラミング技術が身についているかどうかを評価する．秀，優，良，可，
不可の基準は，学生便覧/学生Handbook記載のとおりであるが，課題に対するレポートの提出状況と内容に
より判断する．

教科書等

【教科書】
必要に応じて資料を配布．
【参考書】
・TCP/IPソケットプログラミング C言語編，Michael J. Donahoo,Kenneth L. Calvert著, 小高 知宏翻訳，オーム
社
・UNIXネットワークプログラミング入門，雪田 修一著，技術評論社
・UNIXネットワークプログラミング〈Vol.1〉ネットワークAPI:ソケットとXTI，W.リチャード スティーヴンス
著，W.Richard Stevens原著，篠田 陽一翻訳，ピアソンエデュケーション
・UNIXネットワークプログラミング〈Vol.2〉IPC:プロセス間通信W.リチャード スティーヴンス著，W.Richard
Stevens 原著，篠田 陽一 翻訳，ピアソンエデュケーション
・基礎からわかるTCP/IP ネットワーク実験 プログラミング―Linux/FreeBSD対応，村山公保著，オーム社
・いまどきのソケットプログラミング－遊んで学ぶ TCP/IPネットワークの奥義，波多浩昭著，日経BP社
情報工学専攻ネットワークソフトウェア研究室
http://www.nsw.info.hiroshima-cu.ac.jp/lab/index.php

担当者プロフィール

「学生の学習指導・支援体制について」
授業内容や課題などに関する，学生の個別学習相談を随時受け付けています．
教員の所在は，学内サイネージ等に掲示されていますので，確認の上，研究室を訪ねてみてください．

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

ワイヤレスネットワーク

単位数

2.0

担当者

情報工学専攻 教授 西 正博

履修時期

後期（第3ターム）

履修対象

３年

講義形態

講義

概要

現在の情報化社会において、携帯電話、無線LAN、衛星通信、テレビ放送などの電波を利用したワイヤレス
ネットワークは欠かすことのできないシステムとなっており、今も発展を続けている。本講義では，ワイヤレス
ネットワークを支える技術として、電波の基礎知識やアンテナおよび電波伝搬の特徴を学び、通信・放送への
電波の応用と様々な無線システムのしくみを学ぶ。

科目の到達目標

電波の基礎知識やアンテナおよび電波伝搬の特徴を学び、通信・放送への電波の応用を学ぶことで、無線
に関連した実践的な知識および技術の習得を目指す。

受講要件

電波やその応用としての通信・放送などのワイヤレスネットワークに対して学習意欲が高く、自ら積極的に受
講できること。

履修取消の可否

可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

与えられた知識の理解のみならず、積極的に情報通信、ワイヤレスネットワークに関する調査・考察を行い、
理解した上で自らの言葉として説明できるエンジニアを目指してほしい。
１． イントロダクション（様々なワイヤレスネットワーク）
２． 電波の性質と伝わり方
３． 平面波と偏波
４． 伝搬のメカニズム（反射，屈折）
５． 伝搬のメカニズム（回折）
６． アンテナの基礎
７． アンテナの放射パターンとゲイン
８． 様々なアンテナの特徴
９． 伝搬損失モデル
１０．無線回線設計
１１．陸上伝搬の影響（ダクト伝搬，山岳回折）
１２．電離層における電波伝搬
１３．衛星放送ネットワーク
１４．モバイル通信ネットワーク
１５．地上ディジタル放送ネットワーク
実施する
期末試験、レポートおよび講義の受講状況をもとに総合的に評価する。
情報通信やワイヤレスネットワークの構成要素を理解し、適切なモデルを利用して電波伝搬やシステム構成
を解析できる能力を評価する。
教科書は特に指定しない。
参考書などは講義の中で随時紹介する。
授業内容や宿題などに関する質問および相談は随時受け付けています。
研究室を訪ねる場合は講義前後の空き時間や電子メールなどで事前にアポイントメントを取るようにしてく

担当者プロフィール

西 正博（情報科学部棟8階853室）
主に、電波サイエンスやセンシングネットワークに関する研究に従事。
情報工学専攻 モニタリングネットワーク研究室に所属。

授業に関連する実務経
験
備考

本講義は、教育職員免許状受領資格取得関係科目の一つであり、高一種（情報）の情報通信ネットワークの
科目区分に属する。
閉じる

科目名

プロトコル設計

単位数

2.0

担当者

角田良明

履修時期

後期

履修対象

３年次

講義形態

講義

概要

本講義では、プロトコル設計や検証に関して講述する。プロトコル設計や検証に関して、簡単なプロトコル例
に沿って説明した後、プロトコルの代表的な機能である、コネクション設定、データ転送、エラーの検出と回
復、フロー制御、ルーティング等の設計と検証の基礎技術について述べる。

科目の到達目標

ネットワークソフトウェアの設計で利用されるプロトコルの設計手法および検証手法について理解する。受講
生は質問すること、及び質問に回答することに努め、質疑応答能力を高める。

受講要件
履修取消の可否

関連科目としてソフトウェア工学、ネットワークプロトコルの受講が望ましい。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

担当者プロフィール

特になし
１ プロトコルの設計と検証とは
２ 簡単なプロトコル
３ プロトコル設計用言語
４ 転送エラーへの対処
５ コネクションの設定
６ エラー検出
７ エラー回復
８ フロー制御
９ トポロジー管理
１０ ルーティング
１１ スイッチング
１２ 輻輳制御
１３ セキュリティ
１４ ブロードキャストとマルチキャスト
１５ まとめ
実施する
〔評価方法〕
積極的参加度、リポート、期末試験により総合的に評価する。秀、優、良、可、不可の基準は、学生便覧記載
のとおりとする。質疑応答も評価に含める。
〔達成度評価の基準〕
１ プロトコルの設計と検証の基本概念を理解していること。
２ プロトコルの設計と検証に関する基礎技術を理解していること。
教科書：角田良明編著「ネットワークソフトウェア」（共立出版）
（ソフトウェア工学で教科書と指定した本を再利用する。）
参考書：Mohamed G. Gouda, “Elements of Network Protocol Design,” John Wiley & Sons, Inc., 1998.
1955年広島市生まれ、1975年修道高等学校卒業、1978年広島大学工学部電子工学科卒業、1983年広島大
学大学院工学研究科システム工学専攻終了（工学博士）、同年国際電信電話株式会社（現在のKDDI）入
社、1991年大阪大学基礎工学部情報工学科助教授、1998年広島市立大学情報科学部情報工学科教授。詳
しくは、ネットワークソフトウェア研究室ホームページ(http://www.nsw.hiroshima-cu.ac.jp)をご参照下さい。
「学生の学習指導・支援体制について」
実験内容やレポートなどに関する，学生の個別学習相談を随時受け付けています。
教員の所在は、学内サイネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてみてください。

授業に関連する実務経
験
備考

1983年～1991年 国際電信電話株式会社（現在のKDDI）研究所においてプロトコル設計に関連してプロトコル
工学技術の研究開発に関する実務経験がある。
【教職】高一種（情報）
閉じる

科目名

電子物性

単位数

2.0

担当者

情報工学専攻 准教授 八方 直久

履修時期

後期（第４ターム）

履修対象

３年

講義形態

講義

概要

授業形態：講義
情報技術を材料面から支える情報物性工学について講義する。量子力学の基礎的部分を使い、物質中、特
に半導体材料内に存在する電子の挙動について、結晶構造やバンド理論を交えて講義する。

科目の到達目標

物性物理の基礎的概念である量子論とそれを半導体に適用する方法を学び、量子論的な基本法則と概念を
理解する。情報科学系学生として必要な物性物理的な考え方、および、それを応用する力を身につける。

受講要件
履修取消の可否

特になし。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

授業では、物性的現象を理解するために数式化、式変形、数値計算等を行う。三角関数、指数関数、複素
数、微積分、連立方程式の解法、微分方程式の解法などの数学的基礎知識と能力を身につけていることが
求められる。理解力向上のために充分なる予習と復習を怠らないこと。
【教育の内容と方法】：物質中の電子の性質を理解させるため、原子の構造から始め、量子力学の基礎、結
晶構造、電子の放出の過程、半導体のエネルギー帯モデル、ブロッホの定理、ｐｎ接合についてバンド理論、
導電率、ホール効果等を含む半導体の電子光物性との順で講義し、誘電体、磁性、超伝導の話題を織り込
む。

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

【授業計画】：
１ 序論（結晶、量子力学の基礎的な話）
２ 結晶結合１（共有結合、イオン結合）
３ 結晶結合２（金属結合、その他）
４ シュレーディンガー方程式
５ 原子の電子構造
６ 自由電子近似
７ 結晶構造分析（Ｘ線回折）
８ バンド構造
９ 半導体物性１（伝導体と価電子帯）
１０ 半導体物性２（不純物準位）
１１ 半導体物性３（磁気効果）
１２ 半導体物性４（格子欠陥）
１３ 半導体物性５（p-n接合）
１４ 半導体物性５（MOS構造）
１５ まとめ
実施しない
講義において提示する小課題やレポート解答に対する評点による総合評価を行う。
【評価の観点】：
（１） 用語、公式、法則、定理等を正確に述べ、説明できることができるか。（知識力と理解力）
（２） 問題の内容を適切に把握し、その問題を解くための公式、法則、定理等を適切に選ぶことができるか。
（把握力と構想力）
（３） 式を正確に変形でき、適切に解くことができるか。（計算力）
（４） 公式、法則、定理等に基づいた論証を適切に展開できるか。（論理力）
【教科書】： 特になし

教科書等

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考

【参考書】：
（１） 佐道恒太郎、「固体物理」、裳華房
（２） 宮入圭一・橋本佳男、「やさしい電子物性」、森北出版
（３） 入江泰三・遠藤三郎、「半導体基礎工学Ⅰ」、工学図書
（４） 入江泰三・遠藤三郎、「半導体基礎工学Ⅱ」、工学図書
（５） 大場勇治郎・池崎和男・桑野博・松本智、「電子物性基礎」、電気学会
（６） 小長井誠、「半導体物性」、培風館
【相談時間】：随時受け付けますが、まずはメール連絡をお願いします。
【連絡先】：メールアドレスは、Web class.の「担当情報」を見て下さい。
自室番号：情報棟４階437号室
電話番号：082－830－1553

閉じる

科目名

光エレクトロニクス

単位数

2.0

担当者

情報工学専攻 講師 藤原 真

履修時期

後期 (第４ターム)

履修対象

３年次

講義形態

講義

概要

科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

光学と電子工学が融合して誕生した光エレクトロニクスは今日通信，情報処理，計測，制御，加工，医療など
幅広い分野で活用される重要な基盤技術となっている。本講義では光波の基本的性質，光と物質の相互作
用，レーザ，発光ダイオード，光ファイバ，受光素子に関する基本的知識と応用について学習する。
(1) 光波の基本的性質，光と物質の相互作用について理解する。
(2) レーザ，発光ダイオード，光ファイバ，受光素子に関する基本的知識を修得する。
(3) 光エレクトロニクスの応用に関する知識を修得する。
「基礎物理学」，「物理学」，「物理化学実験」，「電気磁気学」などの物理系科目を受講していることが望まし
い。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

授業は「学生が教科書を読むこと」を前提にして行う。
したがって，講義の進行に合わせて関連する内容について教科書を読み自分自身で理解を試みる。
また，授業の最後に行った問題演習内容について復習し理解する。
第１回 光エレクトロニクスとは (イントロダクション)
第２回 光波の基本的性質
第３回 光と電磁波
第４回 偏光
第５回 光導波路と光ファイバ
第６回 レーザ光
第７回 レーザ光の発生 (光と物質の相互作用，反転分布)
第８回 中間のまとめ(第１～７回の内容に対する問題演習)
第９回 各種レーザ
第10回 半導体の基本的知識 (光と半導体の相互作用)
第11回 発光ダイオード
第12回 半導体レーザ
第13回 受光素子
第14回 光通信，表示，記録，情報機器，計測，レーザ加工，化学プロセス，医療，エネルギー分野への応用
第15回 期末のまとめ(第９～１４回の内容に対する問題演習)
※授業の進行状況等により内容を変更することがある．
実施しない
毎回授業の最後にその日学習した内容について確認する簡単な問題演習を行う。また，中間と期末のまとめ
として２回の演習を実施する。到達目標の達成度について，平常点(毎回実施の演習を含む)(２０％)，中間の
まとめ(４０％)，期末のまとめ(４０％)により評点を定める．評点に対する評価は広島市立大学履修規
定(第11条)に従って行う。なお，広島市立大学履修規定(第10条)に従い，出席が所定の回数に満たない者に
ついては単位を認定しない。
教科書：藤本晶，「基礎光エレクトロニクス」，森北出版。

教科書等

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験

参考書：佐藤卓蔵，「レーザ」，電気書院。
伊藤國雄，「半導体レーザの基礎マスター」，電気書院。
谷腰欣司，「光センサとその使い方」，日刊工業新聞社。
神保孝志編著，「光エレクトロニクス」，オーム社。
質問等は随時受け付けています。
まずは，メールで問い合わせてください。
WebClassから担当教員宛にメールを送ることができます。
【実務経験：1987年4月～1988年6月 倉敷紡績株式会社技術研究所に勤務(三次元形状計測装置の開発に
従事)】

備考
閉じる

科目名

グラフ理論概論

単位数

2.0

担当者

知能工学 准教授 内田 智之

履修時期

後期

履修対象

2年次

講義形態

講義

概要

科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

グラフ理論は、さまざまな分野において諸問題を理論的に定式化するための数学的道具として用いられ、
システム設計やソフトウェア開発者にとって必要不可欠な基礎概念のひとつである。グラフ理論に基づいた
典型的なアルゴリズムや実際問題への応用例を取り上げ、実際問題をグラフを用いた数学問題として
捉えることができる力および論理的思考力と表現力の育成を目的とする。
数学的表現としてのグラフに関する知識を修得する。また、グラフの活用例について学ぶことにより、より高い
論理的思考力とより実効的な表現力を身に付ける。
特になし。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等

担当者プロフィール

事前・事後学修のために、空欄のある講義資料を１週間前に配布する。さらに、適宜課題を課す。
1. グラフ理論とは（ガイダンスと 数学的基礎）
2. グラフ理論の基礎（部分グラフ・隣接・接続・同形・点次数）
3. グラフ理論の基礎（ウォーク・トレイル・パス・連結性・サイクルおよびグラフ上の演算）
4. グラフ理論の基礎（いろいろなグラフとグラフの行列表現）
5. グラフの諸性質（パス・サイクル・ウォーク）
6. グラフの諸性質（2部グラフとサイクル）
7. グラフの諸性質（単純グラフの最大辺数と最小辺数）
8. グラフの応用1（最短路問題）
9. グラフの巡回性（オイラーグラフとその特徴づけ）
10. グラフの巡回性（ハミルトングラフとその特徴づけ）
11. グラフの応用2（巡回セールスマン問題と中国人郵便配達問題）
12. 木とその性質
13. グラフの応用3（全域木と幅優先・深さ優先）
14. グラフの平面性
15. グラフの彩色
※授業の順序は変更することがある。
※上記とは別に期末試験を実施する。
実施する
定期試験結果を６割、課題の完成度や受講態度等の平常点を４割として総合的に評価する。定期試験では、
講義で学んだ事項について正確に理解しているか、数学表現としてグラフを活用できるかなどについて評価
する。また、課題の完成度や受講態度等では、総合力が必要となる問題が与えられた時に如何に取り組んだ
かについて評価する。
教科書：船曳、内田他著、「情報系工学のためのグラフ理論」（共立出版）
参考書：R.J.ウィルソン著、西関隆夫、西関裕子共訳、「グラフ理論入門」(近代科学社)
参考書：J.A.Bondy, U.S.R.Murty著、立花俊一、奈良知恵、田沢新成共訳、「グラフ理論への入門」（共立出
版）
機械学習研究室に所属し、グラフアルゴリズムおよびグラフマイニングに関する研究に従事しています。
講義内容・課題等に関する個別学習相談は随時受け付けています。

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種(数学): 解析学及び幾何学の応用等についての教育の方法及び技術の習得を目指します。
閉じる

科目名

数理計画法

単位数

2.0

担当者

知能工学専攻 教授 高濱 徹行

履修時期

後期

履修対象

２年次

講義形態

講義

概要

ある条件を満足しながら利益を最大化したり、コストを最小化する問題は最適化問題と呼ばれる。世の中の
多くの問題は最適化問題として定式化できることが多い。本講義では、最適化問題を解く手法として数理計
画法の基礎を理解し、それを応用できる力を身につけることを目的とする。

科目の到達目標

最適化問題を解く際には、問題を定式化する手法を修得し、定式化された問題を解く際に適切なアルゴリズ
ムを選択し、それを使用する能力を養うことが重要である。線形計画問題、ネットワーク計画問題、非線形計
画問題などの定式化とその解法の学習を通じて、最適化問題を解くための能力を身につける。

受講要件
履修取消の可否

線形代数学Ⅰ・Ⅱおよび解析学Ⅰを履修していることが望ましい。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

講義内容への理解を高めるために，事前に教科書を用いて予習しましょう。
また，講義中に出題される練習問題を中心に講義内容を復習しましょう。
１ 数理計画法とは
２ 線形計画モデル
３ シンプレックス法
４ シンプレックス表１ 操作方法
５ シンプレックス表２ 演習
６ ２段階法
７ 双対性
８ 内点法
９ まとめ
10 ネットワーク計画モデル
最大流問題１ フロー増加法
11 最大流問題２ プリフロープッシュ法
12 最小費用流問題１ 負閉路除去法
13 最小費用流問題２ 初期化と負閉路検出
14 非線形計画モデル
制約なし最適化
15 制約付き最適化
※上記とは別に期末試験を実施する。
実施する
受講状況，演習および期末試験の結果に基づき、以下の項目の達成度を評価する。
１ 線形計画モデルおよびその解法を理解していること
２ ネットワーク計画モデルおよびその解法を理解していること
３ 非線形計画モデルを理解していること
４ 上記のモデルの定式化ができ、各解法を用いて問題の最適化が可能なこと
評点に対する評価は学生HAND BOOK（学生便覧）記載の通り。
教科書：福島雅夫「数理計画入門」（朝倉書店）
参考書：今野浩「線形計画法」（日科技連）
今野浩、山下浩「非線形計画法」（日科技連）
藤田浩、今野浩、田辺国志「最適化法（岩波講座応用数学）」（岩波書店）
一森哲男「数理計画法 最適化の手法」（共立出版社）
以下のホームページを参照してください。
http://www.ints.info.hiroshima-cu.ac.jp/takahama/

担当者プロフィール
授業内容や宿題などに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。
教員の所在は、学内サイネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてみてください。
授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

計算論

単位数

2.0

担当者

知能工学専攻 准教授 内田 智之
知能工学専攻 准教授 宮原 哲浩

履修時期

前期

履修対象

３年次

講義形態

講義

概要

計算の原理、コンピュータによる計算の本質を理解した後、一般的なアルゴリズム設計技法を学ぶことで、問
題に対し既知の技法を活用した効率のよいアルゴリズムを設計するための基礎学力を習得する。さらに、計
算可能性理論や計算量理論の基本を理解し、実時間では解くことが難しい問題に対する近似アルゴリズム
やヒューリスティックを概観することで、アルゴリズム設計技能を身に付ける。

科目の到達目標

計算可能性と計算量に関する基礎理論を学ぶことで、自分の考えや主張を他者に論理的に伝える表現力、
アルゴリズム設計能力およびソフトウェアを創造していく力を身に付ける。合わせて、論理的思考力と論理的
表現力を身に付ける。

受講要件
履修取消の可否

特になし。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

事前・事後学修のための講義資料を適宜配布する。参考書やインターネットを活用して講義内容に関する情
報を積極的に収集することで事前学修を行い、講義ノートおよび講義資料の整理を通して事後学修を行う。
１ 計算論入門（前半担当者：准教授 宮原）
２ 原理的な計算可能性
３ 計算可能性理論入門
４ 計算機械
５ Turing機械
６ 万能Turing機械
７ 停止問題の決定不能性
８ アルゴリズムとは（後半担当者：准教授 内田）
９ アルゴリズム設計と解析の基礎
１０ 探索アルゴリズム[探索問題]
１１ 整列アルゴリズム[整列問題]
１２ グラフアルゴリズム[最短路問題]
１３ アルゴリズムの設計手法[分割統治法と動的計画法]
１４ アルゴリズムの設計手法[貪欲アルゴリズムと線形計画法]
１５ アルゴリズムの設計手法[近似アルゴリズムとヒューリスティック]
※授業の順序は変更することがある。
※上記とは別に期末試験を実施する。
実施する

評価方法・基準

定期試験と平常点を用いて総合的に評価する。定期試験により、講義内容の理解度を評価する。
さらに、課題の完成度および受講態度などの平常点により、表現力やアルゴリズム設計技能の有無を評価
する。

教科書等

参考書：
有川節夫、宮野悟著「オートマトンと計算可能性」（培風館）
浅野哲夫・和田幸一・増澤利光 共著 「アルゴリズム論」（オーム社)
R. セジウィック著 野下浩平・星守・佐藤創・田口東 共訳 「アルゴリズム」（近代科学社）
T. Cormen, C. E. Leiserson and R. L. Rivest "Introduction to Algorithms" (The MIT Press)
(浅野哲夫・岩野和生・梅尾博司・山下雅史・和田幸一共訳 「アルゴリズム イントロダクション」(近代科学社))
広瀬貞樹著 「あるごりずむ」（近代科学社)
杉原厚吉・茨木俊秀・浅野孝夫・山下雅史 「アルゴリズム工学 -計算困難問題への挑戦-」（共立出版)

担当者プロフィール

内田 智之：グラフアルゴリズムと機械学習に基づくデータマイニング手法に関する研究に従事。
宮原 哲浩：機械学習とデータマイニングに関する研究に従事。
講義内容・課題等に関する個別学習相談は随時受け付けています。

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種(数学): コンピュータで計算すること・解析学及び幾何学の応用等についての教育の方法及び
技術の習得を目指します。
閉じる

科目名

数理論理学

単位数

2.0

担当者

知能工学専攻 准教授 宮原 哲浩

履修時期

後期

履修対象

２年次

講義形態

講義

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

知識情報処理における知識表現の基礎である、命題論理と述語論理について学ぶ。命題論理及び述語論理
について、構文論、意味論、公理系、基本性質、完全性と健全性などを理解する。
命題論理と述語論理の基本的内容を理解する。
特になし。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

教科書および配布資料を用いて、事前・事後学習を行う。
１ 命題論理入門
２ 命題論理の構文論
３ 命題論理の意味論
４ 命題論理の公理系
５ 命題論理の基本性質
６ 命題論理の完全性と健全性
７ 演習（命題論理）
８ 述語論理入門
９ 述語論理の構文論
10 述語論理の意味論
11 述語論理の公理系
12 述語論理の基本性質
13 述語論理の完全性と健全性
14 演習（述語論理）
15 知識情報処理への応用
※上記とは別に期末試験を実施する。
実施する
講義で説明した内容について理解することを到達目標とする。試験結果、レポート内容、授業参加度に基づ
いて評点を定める。評点に対する評価は学生便覧の通り。
教科書：松本一教他著「IT Text人工知能（改訂２版）」（オーム社）
機械学習とデータマイニングの研究に従事。
授業内容や課題などに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種(数学)
閉じる

科目名

情報ネットワーク

単位数

2.0

担当者

非常勤講師 髙橋 健一

履修時期

後期

履修対象

2年次

講義形態

講義

概要

ネットワークは、情報技術の重要な要素である。本科目では、電気通信技術の基礎、データ通信の仕組みと
働き、プロトコル、ネットワーク技術の基礎概念、ネットワークに関する基礎的な計算方法を学ぶ。演習課題を
解くことで、講義内容の理解を深める。

科目の到達目標

情報ネットワークに関して、さらに専門的な知識や技術を学習するために必要な、電気通信技術やコンピュー
タネットワークの基礎概念、用語、ネットワークシステムに関する基礎的な知識を修得する。また、通信におけ
る通信容量、通信時間に関する基礎的な計算力を身につける。

受講要件
履修取消の可否

コンピュータの基礎概念を理解していることがのぞましい。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等

担当者プロフィール

教科書の指定範囲を読み、わからない点は授業で解決できるようにしておく。
事前・事後学修のため、ｅラーニングシステムで演習問題を解く。
1 概要，通信の発展，構成，形態
2 データの伝送の基礎（構成要素）
3 データの伝送の基礎（伝送速度、伝送時間、構成装置）
4 伝送制御手順（基本型伝送制御手順）
5 伝送制御手順（ハイレベルデータリンク制御手順）
6 ネットワーク方式
7 誤り制御
8 ディジタル通信
9 ネットワークアーキテクチャ（OSI参照モデル）
10 LANの構成（定義，イーサネット，トークンリング）
11 LANの接続方法
12 メディアのアクセス制御
13 TCP/IPとインターネット技術
14 インターネットサービス
15 インターネットの応用
※授業の順序は変更することがある。
※上記とは別に期末試験を実施する。
実施する
10回以上の出席を前提として、演習(20%)、試験（確認試験、期末試験）(80%)により評価する。
ネットワークにおける基礎的な用語、概念、LAN、インターネットにおけるプロトコル、イーサネット、データ通信
の仕組みを理解し、具体的な計算や説明ができることについて達成度に応じて、学生HANDBOOK記載のと
おりの基準で、秀、優、良、可、不可を判定する。
教科書：角谷一成、イエローテールコンピュータ、「基本情報処理技術者合格教本」，技術評論社
参考書：定平譲、須藤智，「平成27年度基本情報処理技術者合格教本」，技術評論社
谷口功，「よくわかる最新通信の基本と仕組み－通信の常識－」，秀和システム
岡嶋裕史，「テクニカルエンジニアネットワーク合格教本」，技術評論社
田坂修二，「情報ネットワークの基礎」，数理工学社
アイテックIT人材教育研究部，「コンピュータシステムの基礎」，アイテック
水澤純一著，電子情報通信学会編，「情報通信ネットワーク」，コロナ社
パターン情報の知識処理等に関した研究を行ってきた。

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種（情報）
閉じる

科目名

オペレーティングシステム

単位数

2.0

担当者

知能工学専攻 准教授 岩根 典之

履修時期

後期

履修対象

２年

講義形態

講義

概要

携帯端末から大規模汎用システムまでハードウェアを使いやすくするために様々なオペレーティングシステム
が開発されている。本講義ではオペレーティングシステムに共通する基本的な概念や技術について説明する
とともに新しい技術も紹介する。

科目の到達目標

使いやすいインタフェースや効率的な処理を提供するためにオペレーティングシステムがどのように実現され
ているか理解するとともに基礎知識を習得する。

受講要件
履修取消の可否

特に無し
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考

事前・事後学修のためのプリント等をeラーニングシステムで配付する。
事前学習として教科書の授業範囲を読んで配布資料に疑問点などを書き込む。
事後学習として教科書を読みなおして配布資料の基本用語を用いてマップを書き込む。
1. オペレーティングシステムの概要
2. プロセスとその管理
3. スケジューリング
4. プロセスの同期
5. プロセス間通信
6. プロセスのデッドロック
7. 中間まとめ
8. 実記憶とその管理
9. 仮想記憶とその管理(動的アドレス変換とフェッチ技法)
10.仮想記憶とその管理(置換え技法と割り付け技法)
11.ファイルシステム(ファイルとその操作)
12.ファイルシステム(ディレクトリの管理)、他（仮想化とクラウド）
13.割り込みの制御とタイマ管理、他（マルチメディア）
14.入出力の制御、他（セキュリティ）
15.仮想化技術、全体まとめ（ケーススタディ）
※授業の順序は変更することがある。
実施する
受講態度とレポート、期末試験で総合的に評価する（受講態度／クイズなど20％、期末テスト80％）。
成績の評価基準は、学生HAND BOOK記載のとおりとする。
教科書：毛利公一著「基礎オペレーティングシステム」（数理工学社）
参考書：A.S.Tanenbaum, "Modern Operating Systems(3e/4e)", (Prentice Hall)
大久保英嗣著「オペレーティングシステムの基礎」（サイエンス社）
松尾啓志著「オペレーティングシステム」（森北出版）
柴山潔著「オペレーティングシステム―OS学－」（近代科学社）
オフィス・アワーを設定しています（時間外も可能な限り受付けます）。
学習システムのモデル化や設計に関する研究に従事。
実務経験：1986年4月～1994年6月 沖電気工業㈱に勤務（ファームウェア開発、AI基礎研究に従事）
【教職】高一種（情報）
閉じる

科目名

コンピュータグラフィックスⅠ

単位数

2.0

担当者

知能工学専攻 講師 馬場 雅志

履修時期

後期

履修対象

2年次

講義形態

講義

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

授業形態：講義
コンピュータグラフィックスに関する基本的な原理，技術を，さまざまな具体例を通じて修得する．
授業形態としては，講義を中心にしつつ，内容に関する演習問題を実施する．
CGプログラミングを学ぶための基礎である，座標変換，投影，モデリング，レンダリングの技術について理解
する．
特に設けないが，線形代数を履修しておくことが望ましい．
行列演算は必須であるので，復習しておくこと．
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考

本講義では，教科書を多用するので，必ず手に入れて欲しい．
【事前学修】授業内容は教科書に沿っているので，事前に教科書を読んでおくこと．
【事後学修】講義中に行った演習問題について，復習し理解を深めること．
１．コンピュータグラフィックスの概要
２．ディジタル画像の基礎
３．２次元座標変換
４．３次元座標変換
５．投影
６．形状表現法
７．曲線，曲面
８．中間まとめ
９．隠面消去
10．陰影付け
11．影付け，大域照明計算
12．マッピング，イメージベーストレンダリング
13．高度なグラフィックス処理
14．アニメーション
15．アプリケーション演習
※上記とは別に期末試験を実施する．
実施する
中間試験，期末試験，講義中に行う演習を総合して評価する．
評点に対する評価は広島市立大学履修規定(第11条)に従って行う．
教科書：コンピュータグラフィックス，CG-ARTS協会発行
【学生の学習指導・支援体制について】
授業内容に関しての学生の個別学習相談は随時受け付けている．
メール等で質問するか，直接研究室に来室して質問することが可能である．
1992年4月～1994年12月 トヨタ自動車株式会社に勤務（システム開発業務に従事）
【教職】高一種免（情報）
情報工学科の教育職員免許状受領資格取得のためには，知能工学科の開設科目（この講義）を他学科履修
する必要があるので注意すること．
閉じる

科目名

データベース

単位数

2.0

担当者

知能工学専攻 教授 田村 慶一

履修時期

前期

履修対象

３年次

講義形態

講義

概要

科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

データベースは情報社会を支える基盤技術の一つであり，社会のあらゆる場所において情報管理のために
必要不可欠なものとなっている。よって，データベースの仕組みを理解することは，情報社会の根底を理解す
ることにあたる。本科目では，データベースの中でも，最も代表的な関係データベースをとり上げ，関係データ
ベースの基本概念，数学的な基礎付けやそのシステムについて講義する。
・データベースの基礎的な項目について理論と実践の両面から学び，データベースの仕組みを修得する。
・関係データベースにおける基本的なデータベース設計と，データベース操作が可能となる。
・情報社会におけるデータベースの役割，データの管理と運用方法について理解できるようになる。
離散数学，コンピュータ基礎，オートマトンと形式言語，データ構造とアルゴリズムⅠ，データ構造とアルゴリ
ズムⅡを受講していることが望ましい。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

・教科書を事前に読み，内容を理解してくる（事前学修）。
・毎回配布する事後学習の練習問題を解く（事後学修）。
１ 講義ガイダンスとデータベースの入門
２ データモデル（データモデリング，E-Rモデル，拡張E-Rモデルなど）
３ 関係データモデル（定義，スーパーキー，候補キー，主キーなど）
４ 関係代数（和・差・積・直積，射影・選択・結合・商，関係代数表現など）
５ 正規化理論の基礎理論（更新時異状，情報無損失分解，関数従属性など）
６ 正規化理論の実践（第２正規形，第３正規形，ボイスコッド正規形など）
７ データベース設計と正規化理論に関する演習
８ 前半のまとめ
９ SQL（単純，結合，入れ子型質問など）
10 SQL（挿入・削除・更新，表定義，権限など）
11 データベース管理システム（３層スキーマ構造，質問処理と最適化）
12 SQLに関する基礎演習
13 SQLの事例演習
14 トランザクション（障害回復，同時実行制御）とセキュリティ管理
15 後半のまとめとデータベースの応用分野
※授業の順序は変更することがある。
※上記とは別に期末試験を実施する。

期末試験実施の有無
評価方法・基準

実施する
成績は，筆記試験（中間試験と期末試験）と平常点（授業態度と練習問題の提出状況）とで総合的に評価す
る。筆記試験８０％，平常点２０％で評価を行う。
評価基準は，成績評価は本学の「成績評価に係るガイドライン」の通りとする。
教科書：
北上 始 (著), 黒木 進 (著), 田村 慶一 (著)「データベースと知識発見」（コロナ社）

教科書等

参考書：
高橋 麻奈「情報処理技術者試験 やさしく学ぶデータベース技術」（翔泳社）
増永 良文「リレーショナルデータベース入門―データモデル・SQL・管理システム (Information&Computing)」
（サイエンス社）
データ工学研究室に所属し，ビッグデータ分析，実社会情報分析や時空間データマイニングに関する研究に
従事。

担当者プロフィール
授業内容や宿題などに関する，学生の個別学習相談を随時受け付けています。
教員の所在は、学内サイネージ等に掲示されていますので，確認の上，研究室を訪ねてみてください。
授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種免（情報）
閉じる

科目名

ディジタル信号処理

単位数

2.0

担当者

知能工学専攻 准教授 古川亮

履修時期

後期

履修対象

２年次

講義形態

講義

概要

科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

音声，画像など自然界おける信号はアナログ信号であるが，これをディジタル信号に変換した後，フィルタリ
ング，パターン認識などの処理を施す「ディジタル信号処理」は，放送・通信や音声信号処理・画像処理など
マルチメディア情報処理において極めて重要な役目を果たしている．
この講義ではディジタル信号の性質とその情報処理法について学ぶ．
毎回，講義内容に関して実施する小テストを自分自身で解くことを通して理解を深める．
基礎的な知識（線形フィルタ，フーリエ級数，フーリエ変換，線形時不変システム，サンプリング定理など）を修
得する．
解析学I，解析学II，情報基礎数学を受講していることが望ましい．
可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

【事前学修】
・解析学I，解析学II，情報基礎数学を復習する．
・教科書や参考書の該当箇所を読み，事前知識を得ておく．
【事後学修】
・講義内容を復習し，理解が不十分なところがあれば，その内容を理解する．
・前回に実施した小テストの解説を参考に，事後学修の復習での理解に不十分なところがあれば補う．
第１回：導入（ディジタル信号処理とは）
第２回：標本化・量子化と離散時間信号
第３回：線形時不変システム・インパルス応答，重ね合わせの原理
第４回：畳み込み，Ｚ変換
第５回：伝達関数，周波数特性
第６回：離散フーリエ変換
第７回：高速フーリエ変換
第８回：中間まとめ
第９回：サンプリング定理
第10回：エイリアシングの発生，原信号の復元
第11回：サンプルホールド回路，AD・DAコンバータ
第12回：オーバーサンプリング，アンチエイリアシング
第13回：時間周波数解析
第14回：短時間フーリエ変換の性質，窓関数
第15回：２次元フーリエ変換，画像処理
※上記とは別に期末試験を実施する．
実施する
小テスト（10%），中間まとめ（40%），期末試験（50%）に基づいて評価する．
秀，優，良，可，不可の基準は学生便覧に記載の通りとする．
教科書：貴家 仁志「ディジタル信号処理」（オーム社）
参考書：浜田 望「よくわかる信号処理」（オーム社）
金谷 健一「これなら分かる応用数学教室ー最小二乗法からウェブレットまでー」（共立出版）
古川亮：画像処理やバーチャルリアリティ技術、特に3次元計測および3次元モデリングに関する研究に従
事．知能工学専攻 画像メディア工学・ＣＧ研究室所属．

担当者プロフィール

【学生の学習指導・支援体制について】
授業内容や宿題などに関する質問および相談は随時受け付けていますが，研究室には不在の時も多いた
め，研究室を訪ねる場合は講義前後の空き時間や電子メールなどで事前にアポイントメントを取るようにして
ください．

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種（情報）
閉じる

科目名

数値解析

単位数

2.0

担当者

知能工学専攻 教授 竹澤 寿幸

履修時期

後期

履修対象

2年

講義形態

講義

概要

科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

科学技術計算に必要となる数値解析について、数値計算、アルゴリズムとその計算機インプリメンテーション
について説明する。数値計算のアルゴリズムを理解し、問題に対する適切な解法が選択でき、必要な計算精
度や誤差を見積もれることを目指す。
数値計算のアルゴリズムについて理解する。
問題に対する適切な解法が選択できるようになる。
必要な計算精度や誤差を見積もれるようになる。
「解析学I」「線形代数学I」「プログラミングI」を受講していることが望ましい。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等
担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考

教科書の指定範囲を読み，ノートに整理する。
事後学修のための課題を課す。
１． 講義の概要、イントロダクション
２． 数の表現と誤差
３． 非線形方程式（１）ニュートン法
４． 非線形方程式（２）ニュートン法の実行
５． 連立一次方程式（１）ガウスの消去法
６． 連立一次方程式（２）ＬＵ分解
７． 関数近似（１）最小二乗近似
８． 関数近似（２）ラグランジュ補間
９． 関数近似（３）ニュートン補間
１０．数値積分（１）台形公式
１１．数値積分（２）シンプソンの公式
１２．常微分方程式（１）オイラー法
１３．常微分方程式（２）ホイン法とルンゲ・クッタ法
１４．常微分方程式（３）連立微分方程式と高階微分方程式
１５．まとめ
※上記とは別に期末試験を実施する。
実施する
演習、レポート、試験により総合的に評価する。
（１）数値計算のアルゴリズムを理解していること
（２）問題に対して適切な解法を選択できること
（３）必要な計算精度を理解し、誤差を見積もれること
評点に対する評価は学生HAND BOOK（学生便覧）記載の通り。
教科書：栗原正仁著「わかりやすい数値計算入門」（ムイスリ出版）
＜学生の学習指導・支援体制について＞
授業内容や宿題などに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。
教員の所在は、学内サイネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてみてください。
1989年から2007年まで（株）国際電気通信基礎技術研究所（ATR）において、音声翻訳システムの研究開発
に従事。
【教職】高一種（数学）
閉じる

科目名

コンパイラ

単位数

2.0

担当者

知能工学専攻 准教授 岩根 典之

履修時期

前期

履修対象

３年

講義形態

講義

概要

コンパイラは人間にわかりやすいプログラミング言語で記述されたプログラムを機械語のプログラムに変換す
るプログラムである。本講義ではコンパイラにおける基本的な考え方や原理、および実現法について学ぶ。ま
た、必要に応じてコンピュータ演習を取り入れる。

科目の到達目標

コンパイラ設計上の注意点や工夫すべき点を理解するとともに、コンピュータ言語やオペレーティングシステ
ムなど、コンピュータをより深く理解できるようになる。
・コンパイラの基本的な機能と構造を十分理解していること。
・コンパイラの基本機能の仕組みを理解していること。
・簡単なコンパイラの構成要素を設計（プログラミング）できること。

受講要件

コンピュータ基礎、プログラミング、データ構造とアルゴリズム、オートマトンと形式言語を履修していることが
望ましい。

履修取消の可否

可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考

事前・事後学修のためのプリント等をeラーニングシステムで配付する。
事前学習として教科書の授業範囲を読んで配布資料に疑問点などを書き込む。
事後学習として教科書を読みなおして配布資料の基本用語を用いてマップを書き込む。
授業で取り上げられる考え方やアルゴリズムは実際にプログラミングして動作を確かめる。
１ コンパイラの概要（プログラミング言語とその処理系）
２ プログラミング言語と文法
３ 字句解析（正規表現と有限オートマトン）
４ 字句解析（字句解析プログラム
５ 構文解析とは
６ 構文解析（再帰的下向き構文解析）
７ 構文解析（LR構文解析の基本）
８ 構文解析（LR構文解析の実際，構文解析プログラム）
９ 意味解析
10 コードの実行環境
11 コード生成（算術式）
12 コード生成（論理式）
13 まとめ（最適化）
※授業の順序は変更することがある。
※上記とは別に期末試験を実施する。
実施する
受講態度とレポート、期末試験で総合的に評価する（受講態度／小テストなどとレポート20％、期末テス
ト80％）。
成績の評価基準は、学生HAND BOOK記載のとおりとする。
教科書：湯浅太一著「コンパイラ」（オーム社）
参考書：A.V.Aho他著、原田賢一訳「コンパイラ原理・技法・ツール」（サイエンス社）
佐々政孝著「プログラミング言語処理系」（岩波書店）
中田育男著「コンパイラの構成と最適化」（朝倉書店）
オフィス・アワーを設定しています（時間外も可能な限り受付けます）。
学習システムのモデル化や設計に関する研究に従事。
実務経験：1986年4月～1994年6月 沖電気工業㈱に勤務（ファームウェア開発、AI基礎研究に従事）
【教職】高一種（情報）
閉じる

科目名

情報セキュリティ

単位数

2.0

担当者

知能工学専攻 講師 岡本勝

履修時期

前期

履修対象

3年

講義形態
概要

科目の到達目標
受講要件

情報システムの開発・管理・運用において，情報セキュリティに関する知識は必須となりつつある．
本講義では，情報セキュリティに関する基礎知識，情報セキュリティ対策技術について述べる．
また，課題，レポートを併用して，授業内容の理解を深める．
なお，授業は講義形式で実施する．
情報セキュリティにおける基礎的な技術・知識を習得すること．
授業内容をもとに新しい事例・技術について調べられるようになること．
情報セキュリティ概論（システム工学科開設授業）を受講している学生，およびその単位を取得している学生
の受講は認めない．
「コンピュータ基礎」，「情報ネットワーク」を受講していることが望ましい．

履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

教科書の講義に関連する内容を事前に予習する．
事後学修のための課題を出す．
講義内容：
1. 情報セキュリティとは
2. 情報セキュリティの基礎概念
3. 情報ネットワーク技術
4. 情報セキュリティにおける脅威
5. マルウェアによる脅威
6. 情報セキュリティにおける脆弱性
7. 情報セキュリティ手法の実践
8. 基本セキュリティ技術の総括
9. 侵入検知・防御
10. アクセス制御と認証
11. 認証システム
12. 暗号
13. 情報セキュリティ対策技術
14. 現在の情報セキュリティ分野における事例と対策
15. まとめ
その他、講義期間中に話題となった事例に基づいた情報セキュリティの現状について解説を行う予定．

期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等

中間試験（40％），期末試験（40％），講義中の課題および事後学修課題のレポート（20％）に基づいて成績を
評価する．
優，良，可，不可の基準は，学生便覧記載のとおりとする．
なお，試験結果・レポートなどが特に優れている場合は秀とする．
教科書：
情報処理教科書 情報処理安全確保支援士2019年版（翔泳社）
下記アドレスを参照
http://rsw.office.hiroshima-cu.ac.jp/Profiles/9/0000831/profile.html

担当者プロフィール

学生の学習指導・支援体制：
授業内容や課題などに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。教員の所在は、学内サイ
ネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてみてください。

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種（情報）の選択科目です。
閉じる

科目名

情報理論

単位数

2.0

担当者

知能工学科 教授 三村和史

履修時期

前期

履修対象

3年次

講義形態

講義

概要

情報理論は通信やデータ圧縮の基礎を与える理論である。
本講義では情報理論の基本的な概念を理解する。

科目の到達目標

情報理論についての基礎的な知識や考え方を身につける。

受講要件
履修取消の可否

特になし。
確率統計を履修していることが望ましい。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等

担当者プロフィール

「確率統計」および「解析学Ⅰ」を履修していることが望ましい．
第1回 情報理論の概要
第2回 情報の表現
第3回 確率の基礎
第4回 情報量
第5回 情報量の性質
第6回 情報源のモデルとエントロピーレート
第7回 典型系列とその性質
第8回 前半のまとめ
第9回 情報源の符号化
第10回 ハフマン符号
第11回 LZ符号
第12回 通信路のモデルと通信路容量
第13回 通信路符号化定理
第14回 誤り訂正符号
第15回 後半のまとめ
実施する
試験、レポート、平常点に基づいて評点を定める。
評点に対する評価は、広島市立大学履修規定に則って行う。
教科書：植松友彦著，「イラストで学ぶ情報理論の考え方」，講談社．
参考書：小林欣吾，森田啓義共著「情報理論講義」，培風館．
参考書：今井秀樹著「情報理論」，昭晃堂．
参考書：嵩忠雄著「情報と符号の理論入門」，昭晃堂．
参考書：T. M. Cover & J. A. Thomas, Elements of Information Theory, 2nd ed., John Wiley.
情報理論と統計物理の研究に従事。
授業内容や宿題などに関する学生の個別学習相談を随時受け付けています。
学内サイネージ等で所在を確認のうえ研究室を訪ねてください。

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種（数学）
閉じる

科目名

記号処理プログラミング

単位数

2.0

担当者

知能工学専攻 准教授 宮原 哲浩

履修時期

前期

履修対象

３年次

講義形態

講義

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

人工知能、知識情報処理を実現する際に必要となる記号処理プログラミングについての講義を行う。人工知
能用プログラミング言語として普及している、関数型プログラミング言語 Lispと論理型プログラミング言語
Prologによるプログラミング法を学ぶ。
LispとPrologで基本的なプログラムを作成する能力を身に付ける。
特になし。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

事前・事後学習のためのプリントを配布する。
１．Lispプログラミング入門(Lisp)
２．リスト
３．関数の定義
４．演習
５．論理式と条件式
６．制御構造
７．Lispのリスト処理関数
８．Prologプログラミング入門(Prolog)
９．述語の定義
１０ 複合項とパターンマッチ
１１．Prologのリスト処理
１２．演習
１３．データベース検索とバックトラック
１４．宣言的意味と手続き的意味
１５．総合演習
実施しない
LispとPrologで基本的なプログラミングができることを到達目標とする。レポートと授業参加度に基づいて評点
を定める。評点に対する評価は学生便覧の通り。
参考書：湯浅太一、萩谷昌己著「Common Lisp入門」岩波書店
参考書：Bratko著「Prologへの入門」近代科学社
参考書：後藤滋樹著「記号処理プログラミング」岩波書店
機械学習とデータマイニングの研究に従事。
授業内容や課題などに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種(情報)
閉じる

科目名

情報と職業

単位数

2.0

担当者

非常勤講師 山嵜 彰一郎

履修時期

前期（集中）

履修対象

３年

講義形態

講義

概要

ディジタル化された情報がネットワークを介して人や機械の間を行き来するディジタル情報ネットワーク、第４
次産業革命とも呼ばれる産業発展の鍵となるビッグデータの処理などに関係する技術を学習した上で、これ
らの技術の進展が様々なサービスを人間に提供し便利な社会を構築していることと、情報セキュリティや著作
権管理、情報技術の職業への影響と職業訓練など様々な課題を生んでいること学習する。

科目の到達目標

進展している情報技術の概要と、これらの技術が社会にもたらす恩恵と問題、職業への影響に関し、自分の
考えを説明できるようにすることを到達目標とする。

受講要件
履修取消の可否

特になし
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験

講義毎に資料を配布する。授業は次回の授業との関連が強いため、授業中に配布した資料の内容を復習し
ておくこと。
１ 情報の定義と役割
２ 情報のディジタル化
３ 情報のネットワーク化
４ 情報の統計的処理
５ 情報の特徴抽出
６ ビッグデータと社会
７ 意思決定の構造
８ 意思決定の基準
９ ゲーム理論
10 情報セキュリティの概要
11 暗号技術
12 認証技術
13 情報社会と法制度
14 情報技術の職業への影響
15 社会構造の変革と人材育成
実施しない
授業中に複数回実施する演習の総合点をもとに評価を行う。
特になし
情報通信工学を専門とする教員であり、また、公共職業訓練の指導員の育成にも従事している。
1985年3月から2004年3月 (株)東芝に勤務し、情報ネットワーク分野の研究開発と商品開発に従事した実務
経験をもっている。その間、産業構造の変化に応じた従業員の職種転換のための社内教育に従事した実務
経験をもっている。

備考
閉じる

科目名

知能工学実験Ⅰ

単位数

3.0

担当者

実験I-1: 准教授 岩根 典之（代表教員），助教 黒澤 義明
実験I-2: 准教授 原 章，准教授 宮原 哲浩

履修時期

前期

履修対象

３年次

講義形態

実験

概要

実験I-１（メディア学習実験）
ロボット（機械）が画像や映像などのメディアを通して物体を検出／認識し，認識内容に従って行動を決定す
るための学習アルゴリズムの体得を目指す．実験では，検出器と認識器の精度を検証する個人実験に加
え，オンラインによる議論を通した共同実験を行う．検出／認識器の学習には，カスケード学習や深層学習を
用いるため，検出精度と認識精度を向上させる方法を，個人実験やグループ討議を通して考えることや，作
成物をプレゼンする能力を鍛えることも実験目的とする．
実験I-２（人工知能プログラミング実験）
人工知能の理論的基礎技術である，問題の表現，その探索的解法を実験を通して理解するとともに，ゲーム
のアルゴリズムを設計・実装することにより，その理解を深める．このため，人工知能用言語のひとつであ
るLispを用いることによりその言語系の演習を兼ねる．

科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

人工知能関連の講義内容の理解を深めて，関連する機械学習に関する知識の体験的習得やプログラミング
技術を修得する．
「人工知能」と「記号処理プログラミング」を受講していることが望ましい．
否
必修科目のため．
CとLispでプログラムを作れることが必要である．また，自ら積極的にプログラミングに取り組むことを希望す
る．
実験I-１（メディア学習実験）
１ 自律型ロボット構築の基礎
２ 検出器作成の基礎
３ 認識器作成の基礎
４ 検出/認識器作成の実践（対象の選定，データ収集など）
５ 検出/認識器作成の実践（検出器と認識器の構築，精度検証など）
６ 検出/認識器作成の実践（通信，ロボット動作との統合など）
７ 検出/認識器作成の実践（改良）

講義内容

８ メディア学習から人工知能プログラミングに向けて
実験I-２（人工知能プログラミング実験）
９ Lisp言語演習（基本課題）
１０Lisp言語演習（応用課題）
１１コンピュータオセロ環境の実装
１２ゲーム木探索方法の実装
１３クライアント・サーバモデルによるネットワーク対戦の実現
１４ゲーム木探索方法の改良
１５評価関数の改良

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

実施しない
授業への参加度およびレポートなどの提出物により，評価する．
全ての実験に積極的に取り組み，全てのレポートなどの提出物を提出すること．
実験Ⅰ－１（メディア学習実験）実験の手引書を配布する．
実験Ⅰ－２（人工知能プログラミング実験）実験の手引書を配布する．
参考書：野中謙一郎他著，技術レポート作成と発表の基礎技法（改訂版），コロナ社，2018
学生の学習指導・支援体制についてはそれぞれの実験時間に伝えます．

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

岩根：学習システムのモデル化や設計に関する研究に従事．
黒澤：発話意図研究，アパレル情報推薦研究に従事．
原： 進化計算論，群知能，マルチエージェントシステムの研究に従事．
宮原：機械学習とデータマイニングの研究に従事．
実務経験（岩根）1986年4月～1994年6月 沖電気工業㈱に勤務（AI基礎研究に従事）

備考
閉じる

科目名

インターンシップ

単位数

2.0

担当者

知能工学科 担当全教員（代表教員：知能工学科 学科長）

履修時期

通年

履修対象

３年次

講義形態

概要

企業や公的機関において実習、研修を行い、実社会と直接係る就業体験をする。実習期間は２週間程度で
ある。
インターンシップ終了後は、参加者全員による報告会を行い、実習の内容、社会で求められている技術や能
力について発表する。
授業形態：実習

科目の到達目標

企業や公的機関において実習、研修を行い、実社会と直接係る就業体験をすることによって、社会で求めら
れている技術や能力を知り、大学における勉強および将来の就職活動に役立てる。

受講要件

特になし。

履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

学生は事務局の就職キャリヤ形成ラインを通して、災害傷害保険、賠償責任保険に加入しなければならな
い。
学生は受け入れ企業等への所定の誓約書を学部事務室に提出する。
チュータ―において事前研修を実施する。
１．[実施]
自分の専門分野を現場で応用・実践することにより、確かな知識として習得できるほか、学習目的が明確に
なる。
学生は、所定の日報を作成し、受け入れ担当者の確認を得る。
２．[報告]

講義内容

インターンシップが終了したときは、学生は、速やかに日報を学科長に提出し、また、終了後、所定のレポート
を学科長に提出する。
３．[報告会]
インターンシップ参加者全員による報告会を行う。
参加者：教員、学生

期末試験実施の有無
評価方法・基準

単位の認定は、受け入れ先の実習計画書、受け入れ先による学生の評価、学生の実習日誌と報告書、イン
ターンシップ報告会での発表内容、質疑討論の状況などにより総合的に評価する。
秀・優・良・可・不可の基準は、学生便覧記載のとおりとする。

教科書等

教科書：なし
参考書：必要に応じて紹介する。
専攻事務室にあるインターンシップ実施要領を参照のこと。

担当者プロフィール

授業内容や宿題などに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。
各担当教員と個別にアポイントを取って下さい。

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種（情報）
【キャリア形成支援科目】

閉じる

科目名

最適化理論

単位数

2.0

担当者

知能工学専攻 准教授 岩田一貴

履修時期

後期

履修対象

3年次

講義形態

講義

概要

科目の到達目標

受講要件
履修取消の可否

最適化問題とは、要するに「ある関数を最小化するような解を求めよ」という問題である。情報科学における
諸問題は、最適化問題として定式化されることが多いので、最適化問題の解法（最適化法）は情報科学で重
要な役割を果たしている。講義では、最適化法に関する数学を、直観的な理解を大切にしながら、できるだけ
論理的な飛躍がないように丁寧に解説する。解説の際には、解析学と線形代数学の理解が不十分な学生の
ために、必要に応じてそれらの復習も行いたい。さらに、情報科学との繋がりを考慮し、最適化法の数学だけ
でなく、簡単な最適化問題に帰着させるための定式化の工夫の仕方なども伝えたい。
1.
2.
3.
4.
5.

凸関数の判定の仕方を理解する
制約なし最適化問題の最適性条件を理解する
制約つき最適化問題の最適性条件を理解する
線形計画問題における単体法と双対問題を理解する
変分問題の最適性条件を理解する

解析学I・IIおよび線形代数学I・IIを履修済みであること。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

事前に教科書の指定範囲を予習して、わからない点を明確にしておくこと。講義後には講義内容について復
習し、練習問題を積極的に解くことによって、理解を深めるとよい。
第1回：凸関数の性質
第2回：凸関数の判定
第3回：制約なし最適化問題：最適性条件
第4回：制約なし最適化問題：局所最適解の求め方
第5回：制約つき最適化問題：等式制約が一つの場合
第6回：制約つき最適化問題：等式制約が複数の場合
第7回：制約つき最適化問題：不等式制約
第8回：制約つき最適化問題：不等式制約と等式制約
第9回：線形計画問題：単体法
第10回：線形計画問題：双対問題
第11回：線形計画問題：双対定理の証明
第12回：変分問題
第13回：固定端問題の最適性条件
第14回：制約つき変分問題の最適性条件
第15回：まとめ
※授業の順序は変更することがある。
※試験期間に別途期末試験を実施する。
実施する
科目の到達目標の達成度合いを期末試験の結果で評価する。評点に対する評価は、学生HANDBOOKにお
ける成績評価に記載されているとおりとする。
教科書：関口良行、はじめての最適化、近代科学社、2014
参考書：金谷健一、これなら分かる最適化数学、共立出版、2005
2005年京都大学大学院情報学研究科博士後期課程修了。博士（情報学）。専門分野は数理工学。
授業に関する個別学習相談は随時受け付けている。担当者の所在は、学内サイネージ等に掲示されている
ので、確認の上、居室（情報棟710）を訪ねてほしい。

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

感性情報処理

単位数

2.0

担当者

知能工学専攻 教授 松原 行宏

履修時期

後期

履修対象

３年次

講義形態

講義

概要

科目の到達目標

受講要件
履修取消の可否

感性情報処理の入門として，人工知能の基礎技術である問題解決，探索，知識表現，推論，
感性情報処理，感性工学を学び，それらを活用したエキスパートシステムの基礎を学習
する．またLispを取り上げ，記号処理プログラミングの基礎的な考え方を学ぶ．
人工知能に関する基礎技術と応用システム，感性情報処理，感性工学への応用について，
3年間のまとめとして学ぶ．問題解決，探索，知識表現，推論の基本的手法を習得し
それに関する記号処理プログラミングを理解すること，感性情報処理や感性工学のシステムの理解，
診断のためのルールベース構築の方法を理解することが到達目標である．
「人工知能」「記号処理プログラミング」を受講していることが望ましい．
Lisp言語の基礎知識を復習しておくこと．
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

担当者プロフィール

必要に応じて事前事後学修のための課題を課す．
１．人工知能の歩みと主要分野
２．問題解決と知識表現
３．状態空間とグラフ表現／問題の還元／分解
４．系統的な探索法／知識を用いる探索法
５．人工知能言語とLISP
６．記憶モデルと知識表現／フレーム／意味ネットワーク
７．プロダクションシステム
８．Common Lispプログラミング演習
９．感性工学と感性情報
10．知識情報処理と感性情報処理
11．感性工学と知識表現
12．感性工学と知識獲得
13．感性工学とエキスパートシステム
14．感性工学演習
15．知識情報処理と感性情報処理のまとめと総合演習
※授業の順序は変更することがある。
※上記とは別に期末試験を実施する。
実施する
授業の受講状況を勘案し，レポート（3割），期末試験（7割）によって
エキスパートシステムの基礎技術（問題解決、探索、知識表現、推論）
と記号処理プログラミング，感性情報処理の手法を理解していることを
判定する．
上記の重みで評点を算出し，
秀：評点 90 ～ 100点
優：評点 80 ～ 89点
良：評点 70 ～ 79点
可：評点 60 ～ 69点
不可：評点 59点以下
に従って評価を与える．
教科書：特になし．適宜プリントを配布する．
参考書：
前田隆、青木文夫「新しい人工知能 基本編」（オーム社）
長町三生、松原行宏、ほか「商品開発と感性」（海文堂）
長町三生「感性工学のおはなし」（日本規格協会）
授業内容や宿題などに関する，学生の個別学習相談を随時受け付けています．
下記問合せ先まで連絡し，アポイントを取って下さい．
松原行宏 問合せ先：情報科学部棟6階653号室 E-mail:matsubar@hiroshima-cu.ac.jp

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

知能工学実験Ⅱ

単位数

3.0

担当者

実験II-1: 准教授 宮崎 大輔，講師 馬場 雅志
実験II-2: 准教授 黒木 進（代表教員），助教 鈴木 祐介

履修時期

後期

履修対象

3年次

講義形態

実験

概要

科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

実験Ⅱ－１（コンピュータグラフィックス実験）
コンピュータグラフィックス（CG）とは、計算機内部に保持する３次元形状モデルから２次元の画像を生成する
技術である。Java言語を利用したプログラミングを通して、CGに関する知識・原理の理解をより深める。
実験Ⅱ－２（データマイニング実験）
大量のテキスト集合を分析し有用な情報を得ることを目指すことをテキストマイニングという。テキストマイニ
ングのプログラムを作って分析する過程を通して理解を深める。
コンピュータグラフィックスに関する基本的な知識・原理を習得し、３次元ＣＧプログラミングによる演習を通
じ、基本的なＣＧ画像作成技法を身につける。
また、テキストマイニングを例題としてビッグデータの解析に必要となる考え方や手法を身につける。
「知能工学実験Ⅰ」の単位を取得していることが望ましい。同時に、講義科目「コンピュータグラフィックスⅠ、
Ⅱ」と「データマイニング」を受講していることが望ましい。
否
必修科目のため。
教科書をよく読み、実験内容について予習する。
大学の演習室等を利用し、授業時間外もプログラミング演習課題に取り組む。
実験Ⅱ－１（コンピュータグラフィックス実験）(第1～7週) (古川、宮崎、馬場)
１
２
３
４
５
６
７

講義内容

講義の概要と導入、座標変換、マトリックス、３次元の表示
ポリゴンモデル、隠面消去
光学的モデルとシェーディング
レイトレーシング法
マッピング
形状表現
自由作品制作

中間まとめ(第8週) (全担当教員)
実験Ⅱ－２（データマイニング実験）(第9～15週) (黒木、鈴木)
１ 統計解析プログラミング(変数、制御構造)
２ 統計解析プログラミング(関数)
３ 自然言語処理プログラミング
４ パターン発見
５ クラスタリングと視覚化
６ テキスト分類
７ テキスト判別

期末試験実施の有無

実施しない
実験Ⅱ－１および実験Ⅱ－２の評価をもとに合否判定し、両方の実験で合格と判定された場合に単位を認定
する。
各実験の評価基準は以下の通りである。

評価方法・基準

評価方法
レポートなどの提出物により、評価する。
評価基準
全ての実験に出席し、レポートなどの提出物をすべて提出すること(必要条件であり、加点要素ではありませ
ん)。
課題の出題意図をくみ取り、的確な内容のレポートを提出すること。

教科書等

実験Ⅱ－１（コンピュータグラフィックス実験）
教科書：
小笠原祐治：Javaによる簡単実習３次元CG入門、森北出版
参考書：
コンピュータグラフィックス編集委員会編：コンピュータグラフィックス、画像情報教育振興協会（CG-ARTS協
会）
野中謙一郎（他）：技術レポート作成と発表の基礎技法（改訂版）、コロナ社
実験Ⅱ－２（データマイニング実験）
教科書：
資料を配布する。
参考書：
石田基広：Ｒによるテキストマイニング入門第２版、森北出版

野中謙一郎(他)：技術レポート作成と発表の基礎技法（改訂版）、コロナ社
授業内容や宿題などに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。
教員の所在は学内サイネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてみてください。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

黒木：マルチメディアデータベースの研究に従事。
宮崎：コンピュータグラフィックス研究室に所属し、コンピュータグラフィックスの研究に従事。
馬場：コンピュータグラフィックス研究室に所属し、高精細なＣＧの研究に従事。
古川：画像メディア工学研究室に所属し、画像処理による３次元計測、およびＣＧモデル作成の研究に従事。
鈴木：機械学習研究室に所属し、機械学習とデータマイニングへの応用に関する研究に従事。

馬場：1992年4月～1994年12月 トヨタ自動車株式会社に勤務（システム開発業務に従事）

備考
閉じる

科目名

知的財産権

単位数

2.0

担当者

社会連携センター 特任教員 島筒 博章

履修時期

前期（夏季集中：１日3コマ×5日）

履修対象

4年

講義形態

講義

概要

殆ど予備知識のない受講生を対象に、知的財産権（特許法、実用新案法、著作権法、意匠法、商標法、種苗
法、不正競争防止法等）の仕組みとその意義を理解することを狙いとして、情報関連分野に携わる者として理
解しておくべ事項について講義します。情報科学分野との関連が深い特許については、グループでの「特許
情報検索によるドローン関連技術マップの作成実習」によって、実務の一端を経験して頂きます。情報化社会
において重要な著作権については、訴訟事例の紹介等も交えて、権利の内容と制限、権利侵害行為等につ
いて講義します。

科目の到達目標

1.知的財産権の仕組み、意義、留意点等について、知的財産にあふれた時代を生きる社会人として必要な知
識を習得する。
2.技術分野での知識財産として重要な特許について、出願手続きとルール、特許権取得要件、ビジネスへの
活用方法を理解し、特許情報検索によって当該分野の技術動向、課題等を効率的に把握することができるよ
うになる。
3.文化、芸術分野での知的財産として重要な著作物について、著作権の内容と制限、権利侵害行為等につ
いて理解する。
4.今後の日本農業、食糧問題に係わる種苗法について、農産物生産の現状、世界的な寡占化の動き等の概
要を理解する。

受講要件
履修取消の可否

特になし
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

関連するニュースを視聴したり、新聞記事等を読んだりする。
１．知的財産権の種類とその性質
２．主要国における知的財産法の成立と発展
３．発明と特許法
４．特許出願と権利化の手続き
５．特許出願書類
６．特許権の効力とビジネスへの活用
７．実用新案法
８．職務発明制度
９．特許庁データベースでの特許情報検索
１０．パテントマップ作成実習
１１．著作物と著作権法、著作権の効力と侵害行為
１２．意匠と意匠法、意匠権の効力と侵害行為
１３．商標と商標法、商標権の効力と侵害行為
１４．種苗法
１５．不正競争防止法と不正競争の類型
１６．大学での知的財産の保有と産学連携
※講義内容の順序は変更することがある。
※講義内容の区切りにおいて、適宜、小テスト（講義時間内でのレポートの作成＆提出）を実施する。
実施しない
受講票、受講態度、受講日毎に作成＆提出するレポート、グループ実習での提出物によって絶対評価を行
う。
講義初日に、担当教員作成のテキストと補足説明資料を配布する。
必要に応じて、その都度、追加資料を配布する。

担当者プロフィール

社会連携センター 知的財産マネージャー。
機械関連企業の研究所において、新技術・新製品の研究開発に携わる。（計測・制御分野）
公益財団法人ひろしま産業振興機構、国立研究開発法人科学技術振興機構にて、大学研究シーズの発掘・
育成業務に携わる。（2002年5月～2008年3月）

授業に関連する実務経
験

【実務経験：2008年4月～】
技術移転機関（ＴＬＯ）、大学の知的財産部門において、大学研究成果の特許化、特許権の管理、技術移転、
知的財産関連の各種契約締結業務に携わる。

備考

【教職】中・高一種（情報）
閉じる

科目名

企業活動とプロジェクトマネジメント

単位数

2.0

担当者

システム工学専攻 准教授 双紙正和、助教 佐藤康臣、 非常勤講師 大場充、（社団法人PMI日本支部）神庭
弘年、（中央大学）飯尾淳、（株式会社三菱総合研究所）西山聡、（マツダ）白雪峰、（パナソニック・アドバンス
ト・テクノロジー）阿部敏久

履修時期

前期

履修対象

3年次

講義形態

講義

概要

将来、就職活動を控えた学生に対し、現代の企業における仕事がどのように企画・計画・準備・実施されてゆ
くのかのプロセスの大枠を理解させるキャリア形成支援講義とする。この講義では、今日の企業活動形態に
おいて最も一般的なプロジェクトをどのように企画し、どのように計画し、どのように準備し、どのように実施
し、どのように実施結果を検証し、実施後に評価をする場合に必要となる全般的な知識を学ぶ。現代の企業
における仕事がどのように企画・計画・準備・実施されてゆくのかのプロセスの大枠を理解することを通じて就
職活動を控えた時期にある学生のキャリア形成支援にも資する内容とする。プロジェクトマネジメントの基本
知識(PMBoK)を含めて、多くの社会人がよく経験する本質的な問題と解決方法について、経験的に得られて
いる知見を紹介し、自ら考える力を養うことを目指す。また、グローバル人材の育成を目指し、グローバルな
プロジェクトがどのように企画され、実施管理されるかについても理解することを目標にする。本講義は広島
修道大学と協力して同時並行して実施する「連携講義」とし、実務家教員による話題提供を中心に進める。ま
た、約半数回はテレビ会議方式の双方向遠隔講義として実施する。

科目の到達目標

本講義は、主として就職活動を控えた学部３年の学生および、IT系企業で働く専門家としての経験が浅い社
会人に対して、急速にグローバル化が進展する経済の中で、現代の企業(特にIT関連)における仕事がどのよ
うに企画・計画・準備・実施されてゆくのかのプロセスの大枠を理解させ、将来、受講者たちがどのように働
き、どのような問題に遭遇し、どのように考えてそれらの問題を解決してゆくべきかについて、プロジェクトマネ
ジメントに関する基本知識（PMBoK）の習得と、プロジェクトをマネジメントする人材に必要なコンピテンシーに
関する知識を学び、異なる文化的背景をもった人々との協業体験を通じた体験的な学習を含め、これからの
社会人が直面すると思われる本質的な問題と解決方法について、経験的に得られている知見を理解するとと
もに、受講する学生・社会人が意見を交換し、問題解決を体験することで、自ら考える力をもち、グローバル
に活躍できる人材を養成する。

受講要件
履修取消の可否

特になし
可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

事前学修は、予定されている講義内容について、特にテクニカルタームなどを中心に調べておく。また、前の
週に簡単な宿題が出されることがあるので、必ずそれに自ら取り組む。講義では実務家教員の参画を含めて
プロジェクトマネジメントに関する様々なテーマが取り上げられる。講義内容においては、用語の解説以外の
部分について、決まり切った答えがあるわけではなく、有名な説が紹介されるだけであり、その説が正しいこ
とを保証するわけではない。すなわち、さまざまな議論がありうる。そこで、事後学修として、講義内容に関す
る様々な説を調べ、それを自らのキャリアデザインの一助とすべく、まとめておく。
1 プロジェクトマネジメントの概要
2 プロジェクトマネジメントの企画・計画
3 スケジュール・コストマネジメント
4 組織マネジメント
5 リスクマネジメント
6 品質マネジメント
7 ITシステム開発プロジェクト事例
8 コミュニケーションマネジメント
9 オフショアプロジェクト事例
10 ITシステム開発プロジェクト事例
11 地域イベントの企画・計画・実施
12 グローバルプロジェクトマネジメント
13 PMコンピテンシー
14 これからのプロジェクトマネジメント
15 グローバルプロジェクトの重要性と求められる人材
実施しない

評価方法・基準

講義中の議論、演習への参画度、課された問題に対し提出されたレポートの評価(60%)と、期末レポート課題
の成績(40%)によって評価する。特に，講義中の議論に積極的に参加した者には高い評価を与える。

教科書等

教科書：
なし。講義実施に合わせて資料を配布
参考書:
1.「プロジェクトマネジメント知識体系ガイド（PMBOK®ガイド第6版）」、PMI（2018年）
2.「演習と実例で学ぶプロジェクトマネジメント入門 第2版 日本語版PMBOK 第4版対応」、中川正樹監修、飯
尾淳編著、ソフトバンククリエイティブ（2012年）
3.「プロジェクトマネジメントプリンシプル」 PMI編、PMI日本支部監訳 iTEC社
4.「プロジェクト・マネジャーの人間術」 Steven W. Flanners/Ginger Levin（著）、PMI日本支部 監訳 iTEC社
5.「PMツールの実践的活用法」 PMI日本支部 PMツールの実践的活用法プロジェクト（編著）鹿島出版会
双紙正和： システム工学専攻組込みデザイン研究室に所属。情報セキュリティに関する研究・教育に従事し

担当者プロフィール

ている。

授業に関連する実務経
験
備考

【キャリア形成支援科目】
閉じる

科目名

プログラミングⅢ

単位数

2.0

担当者

知能工学専攻 教授 田村 慶一

履修時期

後期

履修対象

２年次

講義形態

講義

概要
科目の到達目標

受講要件
履修取消の可否

Java言語の文法について解説するとともに，オブジェクト指向によるプログラム作成について講義する。
・オブジェクト指向の基本的な考え方を身につける。
・オブジェクト指向に基づくプログラム作成の考え方を身につける。
・Java言語の文法を習得し，簡単なプログラムを作成できるようになる。
・Javaプログラムを読んで，内容を理解できるようになる。
プログラミングI, プログラミングI演習，プログラミングII, プログラミングII演習の単位を取得していることが望ま
しい。
また，講義に演習は含まれていません。プログラミングIII演習を併せて受講してください。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

・プログラミングIIIの教科書の指定範囲を読み，掲載してあるサンプルプログラムに目を通す（事前学修）。
・教科書の練習問題を解く（事後学修）。
1. Javaプログラミング入門，クラスの基本
2. リテラル，変数，式，メソッド
3. 制御構造
4. 配列
5. クラスの利用
6. ファイル入出力
7. 前半まとめ
8. クラスの基本機能
9. クラスの応用機能
10. 継承
11. 抽象クラス，インターフェース
12. コレクションと総称型
13. 例外処理
14. パッケージ構成
15. 後半まとめ
※授業の順序は変更することがある。
※上記とは別に期末試験を実施する。
実施する
Java言語の文法およびJavaプログラムに関する中間試験，期末試験の成績と授業態度により評価する。
成績評価は本学の「成績評価に係るガイドライン」のとおりとする。
教科書： 高橋 麻奈「やさしいJava」（ソフトバンククリエイティブ）
Webページ（http://rsw.office.hiroshima-cu.ac.jp/Profiles/4/0000314/profile.html）に掲載されています。

担当者プロフィール

講義内容に関する，学生の個別相談を随時受け付けています。
教員の所在は，学内サイネージ等に掲示されていますので，確認の上，研究室を訪ねてみてください。

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種免（情報）
閉じる

科目名

プログラミングⅢ演習

単位数

1.0

担当者

知能工学専攻 教授 田村 慶一， 助教 森 康真

履修時期

後期

履修対象

２年次

講義形態

演習

概要
科目の到達目標

受講要件
履修取消の可否

プログラミングIIIの講義で学んだオブジェクト指向プログラミング言語であるJava言語について，プログラミン
グの演習を通して理解を深める。
・オブジェクト指向に基づくプログラム作成の考え方を身につける。
・Javaプログラムの作成，実行，テストとデバッグの手順を身につける。
・Java言語で簡単なプログラムを作成できるようになる。
・プログラミングI, プログラミングI演習，プログラミングII, プログラミングII演習の単位を取得していることが望
ましい。
・プログラミングIIIを受講していることを前提に演習を実施するため，プログラミングIIIが未履修の場合は，プ
ログラミングIIIと併せて受講すること。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等

担当者プロフィール

・プログラミングIIIの教科書の指定範囲を読み，掲載してあるサンプルプログラムを動かす（事前学修）。
・演習で用いたサンプルプログラムを各自で変更し，新しいプログラムを作成してみる（事後学修）。
1. Javaプログラミング入門，クラスの基本
2. リテラル，変数，式，メソッド
3. 制御構造
4. 配列
5. クラスの利用
6. ファイル入出力
7. 前半のまとめ（統合開発環境と中間課題）
8. クラスの基本機能
9. クラスの応用機能
10. 継承
11. 抽象クラス，インターフェース
12. コレクションと総称型
13. 例外処理
14. 後半のまとめ（パッケージ構成）
15. 後半のまとめ（最終課題）
※授業の順序は変更することがある。
実施しない
すべての演習課題について，そのレポートが受理されることが単位取得の最低条件である。
評価は提出されたレポートの評点と演習態度で行い，成績評価は本学の「成績評価に係るガイドライン」の通
りとする。
プログラミングIIIの教科書である「高橋 麻奈『やさしいJava』（ソフトバンククリエイティブ）」を必ず持参するこ
と。
演習資料は毎回配布します。
田村：データ工学研究室に所属し，ビッグデータ分析，実社会情報分析や時空間データマイニングに関する
研究に従事。
森： データ工学研究室に所属し，主に知識情報処理の研究に従事。
演習内容に関する，学生の個別相談を随時受け付けています。
教員の所在は，学内サイネージ等に掲示されていますので，確認の上，研究室を訪ねてみてください。

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種免（情報）
閉じる

科目名

技術者倫理

単位数

2.0

担当者

非常勤講師 丞村 宏

履修時期

前期

履修対象

３年

講義形態

講義

概要

技術者・研究者の判断が社会や環境に与える影響について知り、技術者・研究者が考えておくべき様々な問
題（組織の中で果たす役割、専門家としての倫理、公衆に対する責任等）を考察する。その為、いくつかの事
例を題材にして工学技術と倫理についての理解を深め、社会に対する責任を自覚する能力を養う。

科目の到達目標

技術者・研究者として倫理規定に基づいた判断ができる為の基礎知識（著作権等の知的財産法、PL法、公
益者通報者保護法、不正競争防止法等）を習得し、研究倫理（捏造・改竄・盗用）、情報倫理、技術者倫理
（安全保障貿易管理、軍事研究、内部告発等におけるモラル責任等）に対する技術者責任の基本的概念を
理解出来る。

受講要件
履修取消の可否

特に無し
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

最近5年間、日本国内で発生した事件・事故のうち、技術者・研究者の倫理上、問題があったと思う内容を1つ
とりあげ、その内容に関して（１）具体的な経緯をまとめ、それに対する（２）自分の感想・意見を A4一枚に手
書きで記載し、授業時に提出出来る様、準備しておく事。
授業内で課題を複数回提示する為、指定日に提出する事
１）技術者倫理・研究倫理・企業倫理とは （人工知能（AI）とトロッコ問題）
２）著作権法１（著作権の基礎）
３）著作権法２（他人の著作物を利用する方法（引用の実際））
４）特許法１（特許法の基礎）
５）特許法２（職務発明制度（発明は誰のものか）・ソフトウェア特許）
６）研究倫理（捏造・改竄・盗用）
７）研究倫理（不正競争防止法（営業秘密・ビックデータの取扱））
８）情報倫理（個人情報保護法・プロバイダ責任制限法）、肖像権
９）Winy事件、GDPR（EU一般データ保護規則）
１０）科学者と軍事研究（デュアルユース技術と安全保障貿易管理）
１１）法的責任とモラル責任（品質管理・製造物責任法（PL法）・リコール制度）
１２）内部通報と内部告発（公益通報者保護法）
１３）組織の中の個人の役割
三菱自動車リコール隠し事件、スペースシャトル爆発事件、
オリンパス巨額損失隠し事件、戦後最大の倒産・エアバッグリコール事件等
１４）国際標準化と知的財産権
１５）確認小テスト、各分野における技術倫理
実施しない
平常点、演習レポート、討論内容及び確認小テストで総合的に判断する
各回プリントを配布する
【参考書】
はじめての技術者倫理 未来を担う技術者・研究者のために （講談社）
大学講義 技術者の倫理入門 （丸善出版）

担当者プロフィール

下記の実務経験後、特許庁事業・大学知的財産アドバイザーとして、富山大学、岐阜薬科大学、青森県立保
健大学、八戸工業大学そして広島市立大学に着任。国公私立の各大学（北は札幌市立大学から南は沖縄科
学技術大学院大学まで）における知的財産管理体制・仕組みに対するアドバイス及び実務を行い、現在に至
る。

授業に関連する実務経
験

1976年4月～2005年3月 自動車部品メーカーに勤務（知的財産部門・品質保証部門・技術管理部門等にて、
日米欧知財係争・グローバル品質保証・米国PL訴訟/米国リコール対応等に従事。ISO日本代表エクスパー
トとしての国際標準化活動、JIS制定等の業界活動に参画）

備考
閉じる

科目名

技術英語演習Ⅰ

単位数

1.0

担当者

知能工学専攻 准教授 原 章
知能工学専攻 講師 岡本 勝

履修時期

後期

履修対象

3年次（2012年度以降入学生）

講義形態

演習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容
期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

科学技術論文などを読むための基礎として，英語の読解力や語彙力などの英語力を強化する．
読解力・語彙力の訓練にはコンピュータネットワークを利用したe-Learningを利用する．
定期的にそれまで学習内容をふり返り，英語力の習得状況を確認する（復習テスト）．
e-Learningを通して英語力を強化し，専門分野の英語論文を読解できるようになる．
進級，進学に必要なTOEICスコア以上の得点を獲得する．
特になし．
否
必修科目のため．
英語の読解力・語彙力を向上させるため，過去に取り組んだ演習課題およびそれに関連する英語ボキャブラ
リ問題を繰り返し復習する．コンピュータネットワークを通してe-Learningシステムにアクセスすることにより，
場所・時間によらず積極的に復習に取り組む．
第1週 ガイダンス，e-Learning演習
第2週～第15週 e-Learning演習，復習テスト他
科学技術に関する英文を読み，設問に解答する演習を行う．演習課題などは毎回指示する．
また，上記英文に関連する英語ボキャブラリ問題にも取り組む．
実施しない
演習態度，設問に対する正解率，英語ボキャブラリ問題への取り組み状況，復習テストの成績などにより総
合的に評価する．成績の評価基準は学生HAND BOOK記載のとおりとする．
教科書：なし（e-Learning教材）
原：計算知能研究室に所属．進化計算や群知能に関する研究に従事．
岡本：学習工学研究室所属．統計的学習モデルの開発とヒューマンインタフェースへの応用に従事．
授業内容に関する学生の個別学習相談を随時受け付けています．
教員の所在は学内サイネージ等に掲示されていますので，確認の上，研究室を訪ねてみてください．

授業に関連する実務経
験
備考

遅刻・欠席のないようにしてください．問題意識を持って主体的に取り組んでください．
閉じる

科目名

ソフトウェア工学概説

単位数

2.0

担当者

情報科学研究科 知能工学専攻 准教授 原 章

履修時期

後期

履修対象

３年次

講義形態

講義

概要

科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

ソフトウェアの重要性，規模の増大に伴い，その信頼性，保守性の向上が求められている．この実現には，プ
ログラミング技術のみならず，開発の上流過程である仕様設計や，実装における品質管理やテストといったソ
フトウェア工学に関する一連の流れが重要となる．そこで，本講義では，ソフトウェアの要求定義・設計・プロ
グラミング・テスト・運用・保守に関する基礎技術を中心に講義する．演習では，アプリケーション開発を題材
に，講義で得た知識を活用することにより，ソフトウェア工学の重要性を体得する．
・ソフトウェアの要求定義・設計・プログラミング・テスト・運用・保守に関する知識，基礎技術を体系的に理解
する．
・講義で得た知識を活用して，オリジナルのアプリケーションを作成する．
特に無し．
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

・アプリケーション開発の演習では，Javascript，HTML等を使用する．課題に取り組むにあたりプログラミング
言語の文法等の基礎知識が不足している点があれば，授業中に提示する参考書等を利用して独習するなど
自発的に予習・復習に取り組む．
・講義で得た知識を活用して，各自オリジナリティのあるアプリケーションの作成に意欲的に取り組む．
１．ソフトウェア工学の概要とソフトウェアプロセスモデル
２．要求分析
３．モデル化・統一モデリング言語
４．アーキテクチャ・設計
５．実装・コーディング規約
６．テスト工程
７．保守・プロジェクトマネジメント
８．アプリケーション開発の基礎（開発環境）
９．アプリケーション開発の基礎（イベント処理）
10．アプリケーション開発の基礎（データ入力）
11．アプリケーション開発の基礎（画面描画）
12．アプリケーション開発の基礎（データ保存）
13．オリジナルアプリケーションの開発（設計）
14．オリジナルアプリケーションの開発（実装・テスト）
15．講義のまとめ
※上記とは別に期末試験を実施する．

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

担当者プロフィール

実施する
試験（50%）とレポート（40%）の成績および各回の授業参加度（10%）により評価する．
試験では，ソフトウェア工学に関する基礎技術を理解できているかを評価する．
また，レポートでは，ソフトウェア工学に関する基礎技術を活用してアプリケーションを開発する能力を評価す
る．
上記の重みで評点を算出し，学生HANDBOOK記載の基準に従って成績を判定する．
資料を作成し配布する．参考書等は講義中に文献を適宜示す．
2002年東京工業大学総合理工学研究科博士課程修了．博士（工学）．2002年広島市立大学情報科学部助
手．2007年同大講師．2010年より同大准教授．知能システム研究室に所属し，主に進化計算論，群知能に関
する研究に従事．
学生の学習指導・支援体制：
授業内容や課題などに関する学生の個別学習相談を随時受け付けています．教員の所在は学内サイネー
ジ等に掲示されていますので，確認の上，研究室を訪ねてみてください．

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種（情報）
閉じる

科目名

プレゼンテーション技法

単位数

1.0

担当者

知能工学科 担当全教員（代表教員：知能工学科 学科長）

履修時期

前期

履修対象

４年次

講義形態

演習

概要

プレゼンテーションの技術向上をはかるため、プレゼンを行う時にどのようなシナリオでプレゼンを行うか、場
面場面での適切なプレゼンテーションツールの選び方、プレゼンテーションにおいてどのようなスキルがある
かについて、プレゼンテーション実習を行いながら身につける（ゼミ形式）。

科目の到達目標

自分の内部にある考えやアイディアを他人に理解してもらえなければ、その社会においてその考え、アイディ
アは多くの場合において存在しないのと等価になる。本講義ではプレゼンテーション実習を通じて、他人に自
分の考えやアイディアを理解してもらう方法を勉強し、組織をリードする技術者、研究者になれる素養を身に
つける。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

担当者プロフィール

原則として卒業研究Iと同時に履修すること。
否
卒業論文発表に必須なので必ず受講すること。
学習内容、研究経過、研究結果などを的確に伝えるために、事前に資料を作成し、プレゼンテーションの練習
を行う。
また、プレゼンテーションに対する指導に沿って資料を修正し、プレゼンテーション方法を改善する。
第１回～第15回
下記の１項目以上について、毎週、配属された研究室において教員より指導を受ける。
１．プレゼンテーションの原稿作り方
２．会話・討論によるプレゼンテーション
３．発表・講演での質疑応答
実施しない
研究室内での教員による技能評価により、成績を総合的に評価する。
教科書：なし
参考書：砂原善文著「科学者のための研究発表のしかた」（朝倉書店）
電子情報通信学会編「学術論文の書き方・発表の仕方」（コロナ社）
野中謙一郎他著「技術レポート作成と発表の基礎技法（改訂版）」（コロナ社）
授業内容や宿題などに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。
教員の所在は学内サイネージ等に掲示されていますので、確認のうえ研究室を訪ねてください。

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

技術英語演習Ⅱ

単位数

1.0

担当者

知能工学科 担当全教員（代表教員：教授（学科長））

履修時期

前期または後期

履修対象

４年次

講義形態

演習

概要

英語で書かれた科学技術論文や解説記事、マニュアルを読むために必要な基礎的知識やその際の注意事
項について、実際の文献を通して体得する。特に、各研究室で履修する卒業研究において必要な英語の科
学技術論文を理解するための読解力の養成と訓練を行う。また，英語の技術文書を書くスキルと英語でのプ
レゼンテーションのスキルを習得し，グローバルに活躍するIT技術者としての訓練を行う．本演習では学生を
各研究室で分担して指導する（ゼミ形式）。

科目の到達目標

情報科学分野における基本的な専門用語を習得するとともに、英語で書かれた専門的な技術論文の読解力
と英作文の能力を身につける。また，英語でのプレゼンテーションのスキルも身に付ける．

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容
期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

担当者プロフィール

技術英語演習Ⅰを履修しておくことが望ましい。
否
必修であるので履修取消は想定していない。
不明な専門用語があれば、直ぐに調べた上で、その意味をメモ書きするなどし、いつでも使えるようにしてお
いてください。また、その専門用語が、皆さんにとって既知となっている専門用語とどのような関係にあるのか
も少しずつ把握しておくことが重要です。
第１回 概要および知能工学に関する論文、解説記事の講読，技術文書の執筆
第２回～第14回 知能工学に関する論文、解説記事の講読，技術文書の執筆
第15回 知能工学に関する論文、解説記事の講読，技術文書の執筆およびプレゼンテーション
実施しない
受講状況、発表、レポート等により総合的に評価する。
教科書：各研究室で必要な資料を配布する。
参考書：平野 進編著「技術英文のすべて」（丸善）
日本物理学会編「科学英語論文のすべて」（丸善）
東大サバイバル英語実行委員会「理系のためのサバイバル英語入門」（講談社）
授業内容や宿題などに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。
教員の所在は学内サイネージ等に掲示されていますので、確認のうえ研究室を訪ねてみてください。

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

技術文書作成法

単位数

1.0

担当者

知能工学科 担当全教員（代表教員：知能工学科 学科長）

履修時期

前期または後期

履修対象

４年次

講義形態

演習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等

担当者プロフィール

教員の指導のもとで技術文書（主として卒業論文）を作成するための方法論を修得する（ゼミ形式）。
技術論文を書くための作法を習得し、文書作成の実践力を身につける。
原則として卒業研究Ⅱと同時に履修すること。
否
必修であるので履修取消は想定していない。
不明な専門用語があれば、直ぐに調べた上で、その意味をメモ書きするなどし、いつでも使えるようにしてお
いてください。また、その専門用語が、皆さんとって既知となっている専門用語とどのような関係にあるのかも
少しずつ把握しておくことが重要です。
第１回 資料収集
第２回 文献調査
第３回 テーマの設定
第４回 文書の組み立て
第５回 パラグラフの構成
第６回 文の構造
第７回 簡潔な表現
第８回 論文概要の記述
第９回 本論の書き方
第10回 結論の書き方
第11回 図、表の作成法
第12回 参考文献の引用
第13回 単位、量記号
第14回 発表用原稿
第15回 まとめ
実施しない
受講状況、発表、レポート等により総合的に評価する。
教科書：なし
参考書：木下是雄著「理科系の作文技術」（中央公論社）
日本物理学会編「科学英語論文のすべて」（丸善）
高橋昭雄著「仕事文の書き方」（岩波書店）
野中健一郎他著，技術レポート作成と発表の基礎技法（改訂版），コロナ社，2018
授業内容や宿題などに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。
教員の所在は、学内サイネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてみてください。

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

卒業研究Ⅰ

単位数

4.0

担当者

知能工学科 担当全教員（代表教員：知能工学科 学科長）

履修時期

前期または後期

履修対象

４年次

講義形態

演習

概要

教員の指導のもとで情報科学に関する研究テーマについて、文献調査、システム設計、システム作成、シス
テム評価などを行う（ゼミ形式）。

科目の到達目標

情報科学の研究に対する方法論、科学技術論文の書き方および研究発表におけるプレゼンテーション技法
について実践を通じて学ぶ。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容
期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

担当者プロフィール

卒業研究着手を許可されていること。
否
必修であるので履修取消は想定していない。
事前にゼミのための資料を準備する。
ゼミにおける教員の指導内容に従い、研究内容を適宜見直しながら研究を進める。
第１回～第15回
下記について配属された研究室において教員より指導を受ける。
１．卒業論文のテーマを決定する。
２．教員の指導のもとで，毎週，卒業研究を行う。
実施しない
卒業研究への取組み内容や進捗状況等を総合評価する。
卒業研究では、これまでの受け身の授業や学生実験とは、大きく異なり、皆さん自身が前に進もうとする行動
力が極めて重要になります。指導教員と十分に相談した上で、自ら考え、自ら行動してください。皆さんがこれ
までに学んできた知識だけでは解けない未知の問題が数多く出現すると思いますが、不足する知識を補う学
力と未知の問題を解く能力は十分にあります。高い目標と十分な思索をもとに、未知の問題に恐れることな
く、挑戦してください。
教科書：なし
参考書：砂原善文著「科学者のための研究発表のしかた」（朝倉書店）
電子情報通信学会編「学術論文の書き方・発表の仕方」（コロナ社）
野中健一郎他著，技術レポート作成と発表の基礎技法（改訂版），コロナ社，2018
授業内容や宿題などに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。
教員の所在は、学内サイネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてみてください。

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

卒業研究Ⅱ

単位数

4.0

担当者

知能工学科 担当全教員（代表教員：知能工学科 学科長）

履修時期

前期または後期

履修対象

４年次

講義形態

演習

概要

教員の指導のもとで情報科学に関する研究テーマについて、文献調査、システム設計、システム作成、シス
テム評価などを行う。
これらの結果をとりまとめて卒業論文を作成し、研究成果を口頭発表する（ゼミ形式）。

科目の到達目標

情報科学の研究に対する方法論、科学技術論文の書き方および研究発表におけるプレゼンテーション技法
について実践を通じて学ぶ。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

担当者プロフィール

卒業研究着手を許可されていること。
卒業研究Iの単位を修得していること。
否
必修であるので履修取消は想定していない。
事前にゼミのための資料を準備する。
ゼミにおける教員の指導内容に従い、研究内容を適宜見直しながら研究を進める。
第１回～第15回
下記について配属された研究室において教員より指導を受ける。
１．卒業論文のテーマを決定する。
２．教員の指導のもとで，毎週，卒業研究を行う。
３．卒業論文を作成し提出する。
４．卒業研究発表会において口頭発表する。
実施しない
卒業研究への取組み内容や進捗状況等を総合評価する。
卒業研究では、これまでの受け身の授業や学生実験とは、大きく異なり、皆さん自身が前に進もうとする行動
力が極めて重要になります。指導教員と十分に相談した上で、自ら考え、自ら行動してください。皆さんがこれ
までに学んできた知識だけでは解けない未知の問題が数多く出現すると思いますが、不足する知識を補う学
力と未知の問題を解く能力は十分にあります。高い目標と十分な思索をもとに、未知の問題に恐れることな
く、挑戦してください。
教科書：なし
参考書：砂原善文著「科学者のための研究発表のしかた」（朝倉書店）
電子情報通信学会編「学術論文の書き方・発表の仕方」（コロナ社）
野中健一郎他著，技術レポート作成と発表の基礎技法（改訂版），コロナ社，2018
授業内容や宿題などに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。
教員の所在は、学内サイネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてみてください。

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

観光情報学

単位数

2.0

担当者

講師 目良 和也

履修時期

後期

履修対象

2年生

講義形態

講義

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

観光情報学は、情報の観点から観光を捉える新しい学問分野である。本講義では、観光情報学の基礎と、演
習を通して情報技術の活用方法を学ぶ。演習では、少人数のグループでテキスト情報を利用した観光地イ
メージの分析を行い、成果を発表する。
情報の観点から観光をとらえる考え方を身に付ける。観光関連データベースを活用することができる。
コンピュータの基本的な操作ができること。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

日常生活の中で触れる様々な観光に関する技術動向に興味を持ち、ニュースなどを調査するとともに、問題
点や改善法を考察し、まとめたり話し合ったりする。
1. 観光情報学とは
2. 情報化時代の観光行動
3. 観光情報に関するサービスや研究
4. 観光関連データベース構築に関する取組 COC+観光関連データベース
5. [グループ演習] 広島関連の観光情報を収集してみよう
6. [グループ演習] COC+観光関連データベースに登録するデータを収集しよう
7. テキスト情報を利用した観光地イメージの分析
8. テキストマイニングの基礎：Pythonの基礎
9. テキストマイニングの基礎：クローリングとスクレイピング
10. テキストマイニングの基礎：Pythonを使ったテキストマイニング
11. テキストマイニングの基礎：フリーソフトを使ったテキストマイニング
12. [グループ演習] 観光地イメージを抽出してみよう
13. [グループ演習] 観光地イメージについて分析してみよう
14. 発表資料の作成
15. グループ毎の発表
実施しない
講義中に行うディスカッションや発表、受講態度などの評価点50％、課題に関するレポート等50％で評価し、
それらの合計値を最終評価とする。
なし（参考資料を適宜配布する）
広島市立大学大学院情報科学研究科 講師
感情情報処理，テキストからの情報抽出等の研究に従事。
講義中に示すEメール等の連絡先へ質問することができる。

授業に関連する実務経
験
備考

授業定員を40人とする。定員超過時は書類選考を実施する。（書類選考の詳細は掲示で確認すること）
閉じる

科目名

地域実践演習

単位数

1.0

担当者

知能工学専攻 教授 竹澤 寿幸（代表教員）

履修時期

通年（一部を土日や夏休み期間に集中講義として実施する）

履修対象

3年生

講義形態

演習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

情報科学の専門性を使って地域の課題に取り組む実践的な演習を実施する。
地域の課題について理解を深める。
プログラミングなど情報科学の専門的な技術を課題解決に向け役立てる力を身に付ける。
地域課題の解決に対して学習意欲が高く、自ら積極的に演習ができること。
「地域貢献特定プログラム修得者」を目指していることが望ましい。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

日常生活の中で触れる様々な地域の課題に興味を持ち、ニュースなどを調査するとともに、問題点や改善方
法を考察し、まとめたり話し合ったりする。
＜全体でのガイダンス＞
第1回 演習の概要説明、テーマ説明、テーマの選択
＜テーマごとにグループでの学習・活動＞
第2回～第15回
＜演習テーマ＞
テーマ1：情報工学専攻 西教授、他
広島市における課題として、土砂災害による被害軽減に着目し、前兆現象の一つとして考えられている「土砂
のにおい」をモニタリングすることに実践的に取り組む。ガスモニタリングシステムを実際に構築して、地域住
民のご協力を得ながらフィールド実験を行う。また得られたデータを整理することで、統計的なデータ解析手
法を学ぶ。

講義内容

テーマ2：知能工学専攻 竹澤教授、黒澤助教
実践的な課題として「ペッパーに広島の話をさせよう！カープの話でもOK」を取り上げる。情報科学の専門性
としては音声対話技術とロボットプログラミングを扱う。地域の課題として広島地域の観光やカープを扱う。
テーマ3：システム工学専攻 中田教授
WebページコンテンツあるいはWebアプリケーション作成を題材とし、企画・立案からコンテンツ制作まで、３～
５名程度のグループによる共同作業で実施する。プロジェクト管理をアジャイルソフトウェア開発手法の一つ
である「スクラム」という手法に従って進めることにより、複数名でのソフトウェア開発の進め方を学ぶ。
テーマ4：医用情報科学専攻 増谷教授、他
民間企業・公的機関における企業および社会活動を調査する。その後、実際にその現場を見学し、最終的に
参加者全員による報告会を行い、民間企業・公的機関における課題およびその解決方法について議論す
る。

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験

実施しない
テーマごとに、受講態度、課題に対する発表・レポート等を評価する。
秀・優・良・可・不可の基準は、学生HANDBOOKに記載の通りとする。
教科書：なし
参考書：必要に応じて紹介する。
学生の学習指導・支援体制について＞
授業内容や宿題などに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。
教員の所在は、学内サイネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてください。
代表教員（竹澤寿幸）は、1989年から2007年まで（株）国際電気通信基礎技術研究所（ATR）において、音声
翻訳システムの研究開発に従事。

備考
閉じる

科目名

人工知能

単位数

2.0

担当者

非常勤講師 髙橋 健一

履修時期

前期

履修対象

3年次

講義形態

講義

概要

人工知能は人間の知能をモデル化し、人間の知能をコンピュータシステム上に実現することを目標とした尽き
ることのない分野であり、その間に生み出された技術蓄積を習得することが講義の目的である。まず、人工知
能研究の歴史と開発されたシステムについてコンピュータの歴史的状況と合わせて、概要を学ぶ。次に、基
本的な計算と表現のモデルである状態空間探索、述語論理の基礎を学ぶ。さらに、知識を用いた問題解決
およびデータ分析の技術を修得し、演習問題に応用できるようになることを目指す。演習課題を解くことで、講
義で学んだことを確実にする。

科目の到達目標

人工知能分野に関する基礎的な知識として、人工知能の歴史と開発されたシステム、専門用語、基礎概念、
さまざまな問題解決技術を修得する。また、演習課題を通して知識を用いた問題解決の技術を応用できるよ
うな力を身につける。

受講要件
履修取消の可否

離散数学、数理論理学、確率統計等を受講していることが望ましい。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書の指定範囲を読み、わからない点を授業で解決できるようにしておく。
事前・事後学修のため、ｅラーニングシステムで演習問題を解く。
事後学修として、演習課題を課す。
1 授業の概要、人工知能およびコンピュータの歴史-12 人工知能およびコンピュータの歴史-23 状態空間探索（状態空間モデル、探索アルゴリズム）
4 状態空間探索（最良優先探索、A*法）
5 状態空間探索（ゲーム木の探索、Min-Max法、α-β法）
6 論理と証明（述語論理）
7 論理と証明（導出）
8 問題解決（プロダクションシステム）
9 問題解決（プロダクションシステムとRETEネットワーク）
10 非単調論理（デフォルト論理）
11 非単調論理（デフォルト論理）の応用
12 エージェントシステム
13 強化学習（Q学習）
14 例題による学習（決定木）
15 例題による学習（決定木）の課題の解法
※授業の順序は変更することがある。
※上記とは別に期末試験を実施する。
実施する
10回以上の出席を前提として、以下の達成度基準に基づき、演習(20%)、試験（確認試験、期末試験）(80%)の
合計で評価する。
秀、優、良、可、不可の基準は、学生HANDBOOK記載のとおりとする。
１ 状態空間探索の各手法の特徴を理解して、問題解決に応用できること。
２ 述語論理の基礎知識を理解しており、論理を用いた証明ができること。
３ 導出を理解しており、問題解決に適用できること。
４ 種々の推論方式について理解していること。
５ 種々の推論方式について熟知し、具体的な課題に適用して結論を導くことができること。

教科書等

教科書：木下哲男「人工知能と知識処理」（朝倉書店）
参考書：新田克己「知識と推論」（サイエンス社）
太原育夫「人工知能の基礎知識」（近代科学社）
古川康一「人工知能基礎論」（オーム社）
安西祐一郎「認識と学習」（岩波書店）
長尾真「知識と推論」（岩波書店）
萩野達也「知識処理論」（産業図書）

担当者プロフィール

パターン情報の知識処理に関した研究を行ってきた。

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種（情報）
閉じる

科目名

データマイニング

単位数

2.0

担当者

知能工学専攻 准教授 黒木 進

履修時期

前期

履修対象

３年次

講義形態

講義

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

大規模なデータベースから有用な「規則や知識」を発見することの重要性が高まっている．そしてデータベー
スからの知識発見において中心的な役割を演じているのがデータマイニングである．データマイニングの主
要なテーマである（１）頻出パターン抽出，（２）クラス分類，（３）クラスタリング，について代表的な処理方法に
ついて学ぶ．
講義と演習を通して，データマイニングに必要な思考方法を身に付ける．
「データ構造とアルゴリズムⅠ」，「データ構造とアルゴリズムⅡ」，「データベース」を受講していることが望ま
しい．
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

授業の前に教科書をよく読み，不明な点を明確にする．
関連するニュースや新聞記事などを読み，幅広く知識を身に付ける．
コンピュータを使ってデータマイニングを実際に行ってみる．
１．はじめに（応用事例紹介やデータウェアハウスなど）
２．決定木学習（１） 情報利得に基づく場合
３．決定木学習（２） 情報利得比に基づく場合
４．ルール学習
５．ナイーブベイズ学習
６．階層的クラスタリング
７．非階層的クラスタリング（１） K-means法
８．非階層的クラスタリング（２） Fuzzy C-means法
９．中間まとめ
１０．サポートベクトルマシン（１） 線形サポートベクトルマシン
１１．サポートベクトルマシン（２） カーネルトリック
１２．サポートベクトルマシン（３） ソフトマージンサポートベクトルマシン
１３．相関ルール（１） 多頻度アイテム集合と相関ルール
１４．相関ルール（２） アプリオリアルゴリズム
１５．位置情報への応用
新型肺炎の影響で授業回数が15回に達しない場合、不足分は課題研究により代替する。
※上記とは別に期末試験を実施する。

期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等

担当者プロフィール

実施する
テストと宿題の成績により評価する．
以下の項目を評価基準とし，その達成度合いに応じて評価する．
・データマイニングの基礎概念について説明できること．
・データマイニングの技法を用いて問題を分析できること．
教科書：北上・黒木・田村（著）「データベースと知識発見」（コロナ社）
参考書：元田・津本・山口・沼尾（著）「IT Text データマイニングの基礎」情報処理学会編集（オーム社）
武田・梅村・藤井（訳）「Webマイニング」（共立出版）
大北（訳）「サポートベクターマシン」（共立出版）
豊田（著）「データマイニング入門」（東京図書）
授業内容やレポートなどに関する，学生の個別学習相談を随時受け付けています．
教員の所在は，学内サイネージ等に掲示されていますので，確認の上，研究室を訪ねてみてください．
黒木 進：マルチメディアデータベースの研究に従事．

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

機械学習

単位数

2.0

担当者

知能工学専攻 教授 高濱 徹行

履修時期

後期

履修対象

３年次

講義形態

講義

概要

人間の重要な能力として、学習能力がある。この学習能力をコンピュータ上で実現する研究分野が機械学習
である。本講義では、ニューラルネットワーク、決定木などの知識表現および誤差逆伝播法や遺伝的アルゴリ
ズムなどの学習アルゴリズムについて学ぶ。

科目の到達目標

様々な機械学習のアルゴリムを修得することにより、事例からの規則性の抽出やシステムの最適化などの情
報システム分野において必須となる応用力を身につける。

受講要件
履修取消の可否

「人工知能」を受講しておくことが望ましい。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

講義内容への理解を高めるために，事前に教科書やWeb検索を用いて予習しましょう。
また，講義中に出題された課題を中心に講義内容を復習しましょう。
第１回 機械学習とは
第２回 ニューラルネットワーク１（神経回路網）
第３回 ニューラルネットワーク２（パーセプトロン）
第４回 ニューラルネットワーク３（誤差逆伝播法）
第５回 ニューラルネットワーク４（ホップフィールドモデル）
第６回 ニューラルネットワーク５（連想記憶）
第７回 競合学習（ベクトル量子化）
第８回 中間まとめ
第９回 帰納学習１（概念学習）
第10回 帰納学習２（バージョン空間）
第11回 帰納学習３（決定木の学習）
第12回 帰納学習４（ベイズ分類）
第13回 群知能
第14回 遺伝的アルゴリズム
第15回 教師なし学習（自己組織化マップ）
※授業の順序は変更することがある。
※上記とは別に期末試験を実施する。
実施する
受講状況、演習および期末試験の結果に基づき以下の評価基準の達成度を評価する。
１ 誤り訂正学習、誤差逆伝播法、ホップフィールドモデルを理解していること
２ 学習ベクトル量子化を理解していること
３ バージョン空間、決定木学習、ベイズ分類を理解していること
４ 群知能，遺伝的アルゴリズム，自己組織化マップを理解していること
５ 上記の各学習法の特徴や相違点を把握し、実際の問題やデータに対して各学習アルゴリズムを適用でき
ること
評点に対する評価は学生HAND BOOK（学生便覧）記載の通り。
教科書：坂和正敏、田中雅博著「ニューロコンピューティング入門」（森北出版）
参考書：P.H.Winston 「Artificial Intelligence」（Addison-Wesley）
T.M.Mitchell 「Machine Learning」（McGraw-Hill）
安西裕一郎「認識と学習」（岩波書店）
以下のホームページを参照してください。
http://www.ints.info.hiroshima-cu.ac.jp/takahama/

担当者プロフィール
授業内容や宿題などに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。
教員の所在は、学内サイネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてみてください。
授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

情報検索

単位数

2.0

担当者

知能工学専攻 准教授 梶山朋子

履修時期

後期

履修対象

3年

講義形態

講義

概要

情報検索とは，ユーザの情報要求を満たすような情報を知識源から見つけ出すことである．本講義では，情
報検索の基礎理論について解説するとともに，Web検索やスパムメールフィルタリングなどの日常的に利用さ
れている情報検索技術を紹介する．また，プライバシーや著作権など，情報検索にまつわる諸問題について
も言及する．

科目の到達目標

情報検索に関する基本的な技術や理論を学ぶだけでなく，実際に情報検索システムを構築する上での課題
や，情報検索にまつわる諸問題についても学ぶことにより，情報検索に関する幅広い知識を習得する．

受講要件
履修取消の可否

特になし．
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準

事前学修のための資料，および，事後学修のための演習問題を配布する．
1 情報検索の歴史
2 情報検索の基礎（索引付け）
3 情報検索の基礎（類似度の計算）
4 大規模な知識源を対象とした情報検索
5 情報検索システムの性能評価
6 情報フィルタリング
7 情報推薦
8 言語横断検索
9 関連語の自動収集と検索質問拡張
10 地理情報検索
11 マルチメディア検索
12 情報探索プロセスのモデル
13 情報検索インタフェース
14 情報の可視化
15 情報検索と著作権，プライバシー，情報源の質と信頼性
実施する
演習問題および期末試験の結果に基づき理解度を判定し，評価を行う．
教科書：
特になし．適宜，資料を配付する．

教科書等

参考書：
「情報検索の基礎」C.D.Manningほか著，岩野和生ほか訳，共立出版
「情報検索のためのユーザインタフェース」M.A.Hearst著，角谷和俊ほか訳，共立出版
講義内容や演習課題に関する個別学習相談を随時受け付けます．

担当者プロフィール

知能工学科 社会情報学研究室に所属．主に情報検索，ヒューマンコンピュータインタラクション，感性情報処
理に関する研究に従事．
http://www.cm.info.hiroshima-cu.ac.jp/index.html

授業に関連する実務経
験
備考

[教職] 高一種(情報)
閉じる

科目名

コンピュータグラフィックスⅡ

単位数

2.0

担当者

知能工学専攻 准教授 宮崎 大輔

履修時期

前期

履修対象

3年

講義形態

演習

概要

（授業形態：講義，演習．※各回とも，講義をおこなったのち，演習をおこなう．）
C言語を利用したプログラミングを通して，コンピュータグラフィックス(CG)に関する知識・原理の理解をより深
める．OpenGLという3次元グラフィックスライブラリを用いた演習では，リアルタイムCGを描画するプログラム
の作成法を学習する．プログラミング演習課題を通して，CGプログラミングのための問題解決能力を養う．

科目の到達目標

・CGプログラミングを通じ，コンピュータグラフィックスに関する基本的な知識・原理を習得する．
・特定の分野（CG分野）におけるプログラミング演習を通じ，C言語によるプログラミング能力の応用力を向上
させる．
・CG作品を制作するための目標を自ら設定し，その目標を達成するために自主的にプログラミング演習に取
り組むことで，問題解決能力を向上させる．

受講要件

C言語でのプログラミング能力を前提とする．コンピュータグラフィックスⅠを履修しておくことが望ましいが，コ
ンピュータグラフィックスⅠの履修を前提とはしない．

履修取消の可否

可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

授業の初回に，OpenGLを用いたプログラミング環境を自宅のパソコン上で構築する方法を教える．大学の演
習室および自宅のパソコンを利用し，授業時間外もプログラミング演習課題に取り組む．

講義内容

1. OpenGLの基本
2. 二次元図形の描画
3. マウスとキーボード
4. 太陽系のCG
5. 歩行ロボットのCG
6. プログラミング作品制作：OpenGLの活用
7. 発展課題：スーパーボールのCG，ビリヤードのCG，テキストの表示，アルファブレンディング
8. プログラミング作品制作：コードレビュー
9. 発展課題：テクスチャマッピング，obj形状モデルファイル，鏡面反射，地球儀のCG，BGMの再生
10. プログラミング作品制作：要件定義
11. プログラミング作品制作：基本設計
12. プログラミング作品制作：詳細設計
13. プログラミング作品制作：単体テスト・結合テスト
14. プログラミング作品プレゼン
15. 関連技術紹介：OpenCV，WebGL，Processing，Python ，Unity，Maya，Shade，Blender，MMD，POV-Ray

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

実施しない
レポートの結果に基づいて評点を定める．評点に対する評価は学生HAND BOOKの通り．
教科書：特になし．講義資料を適宜配付する．
参考書：橋本洋志・小林裕之著，図解OpenGLによる３次元CGアニメーション，オーム社
授業内容や宿題などに関する，学生の個別学習相談を随時受け付けています．
教員の所在は，学内サイネージ等に掲示されていますので，確認の上，研究室を訪ねてみてください．

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種（情報）
閉じる

科目名

画像情報処理

単位数

2.0

担当者

古川 亮・宮崎 大輔

履修時期

後期

履修対象

３年次

講義形態

講義

概要

科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

画像処理に関する基礎的な技術を基礎から幅広く講義し，画像・映像の入力や処理，認識についてより深く
学び，研究するための基礎を築く．
画像処理技術は特定の理論に基づいた単一の技術ではなく，様々な目的を達成するために多様な手法が組
み合わされて構成されている．したがって学ぶべき事項も数多くあるが，むやみに高度な内容に深入りするこ
となく画像処理技術全体の概観が得られるよう，受講生がセンサから基礎的な画像処理，応用までの各分野
をバランスよく習得することを到達目標とする．
特になし．
可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

デジタル技術の進展によりテレビがデジタル放送に移行するなど，様々な分野に画像処理技術が進出し高度
化してきている．もちろんデジタルカメラや携帯電話など，日頃我々が利用している機器でもカメラ画像の情
報処理が行われ，新たな機能がどんどん付加されてきている．画像処理を遠い世界の難しい理論と考えず身
近なものととらえ，それらの機器がどのような仕組みで動作しているのかなどについて疑問を持ち，また，近
年の動向をインターネット等で調べるなどの事前・事後学修に取り組んで欲しい．
1. 画像処理とはなにか（パターンと記号）
2. カメラの概要と歴史
3. レンズの基礎１（レンズの画角と明るさ）
4. レンズの基礎２（ピントとぼけ）
5. 画像センサ（撮像素子の種類と性質）
6. 画像のデータ表現
7. ２値画像処理（二値化，膨張・収縮，ラベリング，オイラー数）
8. 濃淡画像処理（たたみ込みフィルタ演算）
9. ３次元計測（奥行き計測，形状計測）の概要
10. カメラの幾何学１（ステレオカメラとエピポーラ幾何）
11. カメラの幾何学２（カメラパラメータ行列とその較正）
12. 人間の視覚と光の関係（波長，色覚，色空間と色度）
13. 光の反射と陰影
14. 動画像処理・映像処理
15. 画像処理のまとめ
※上記とは別に期末試験を実施する．
実施する
演習課題と期末試験により評点を計算し，90点以上に秀，80点以上に優，70点以上に良，60点以上に可を与
える．
参考書
・「ディジタル画像処理」，CGーARTS協会，2006．
古川亮：画像処理やバーチャルリアリティ技術、特に3次元計測および3次元モデリングに関する研究に従
事．知能工学専攻 画像メディア工学・ＣＧ研究室所属．

担当者プロフィール

宮崎大輔：コンピュータビジョン，特に物理ベースビジョンの研究に従事．知能工学専攻 画像メディア工
学・CG研究室所属．
【学生の学習指導・支援体制について】
授業内容や宿題などに関する質問および相談は随時受け付けていますが，研究室には不在の時も多いた
め，研究室を訪ねる場合は講義前後の空き時間や電子メールなどで事前にアポイントメントを取るようにして
ください．

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種（情報）
閉じる

科目名

パターン認識

単位数

2.0

担当者

教授 三村 和史

履修時期

前期

履修対象

3年次

講義形態

講義

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

パターン認識の基本となる統計的な機械学習の手法について学ぶ。
パラメトリック法とノンパラメトリック法の基礎的な事項について解説する。
パターン認識に関する概念を理解して手法を習得し、手法を応用できるようになる。
特になし。
確率統計を履修していることが望ましい。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

担当者プロフィール

事前に教科書等を用いて予習する。
講義中に出題された課題を中心に復習する。
第1回 概要
第2回 準備（線形代数，確率統計，幾何）
第3回 パラメトリック法（最尤推定法（導入））
第4回 パラメトリック法（最尤推定法（性質））
第5回 パラメトリック法（最尤推定法（モデル選択））
第6回 パラメトリック法（最尤推定法（混合ガウスモデル））
第7回 パラメトリック法（線形判別分析と応用例）
第8回 中間まとめ
第9回 パラメトリック法（ベイズ推定法（導入））
第10回 パラメトリック法（ベイズ推定法（手法））
第11回 パラメトリック法（ベイズ推定法（モデル選択））
第12回 ノンパラメトリック法（カーネル密度推定法）
第13回 ノンパラメトリック法（最近傍密度推定法）
第14回 ノンパラメトリック法（ガウス過程と応用例）
第15回 まとめ
実施する
期末試験およびその他（レポートと平常点）に基づいて評価する。
教科書：杉山将，「統計的機械学習」，オーム社，2009．
参考書：石井健一郎他，「わかりやすいパターン認識」，オーム社，1998．
参考書：石井健一郎他，「続わかりやすいパターン認識」，オーム社，2014．
参考書：岡谷貴之，「深層学習」，講談社，2015．
情報理論と統計物理の研究に従事。
授業内容や宿題などに関する個別学習相談を随時受け付けています。
学内サイネージ等で所在を確認のうえ研究室を訪ねてください。

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種（数学）
閉じる

科目名

自然言語処理

単位数

2.0

担当者

知能工学専攻 教授 竹澤 寿幸

履修時期

後期

履修対象

３年

講義形態

講義

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

コンピュータによる言語処理の基本事項について講義する。形態素解析と構文解析の理解に重点を置き、音
声認識や機械翻訳等の問題も取り上げる。人間の言語、すなわちテキストと音声の理解に対するコンピュー
タ処理の方法と問題を理解することを目指す。
人間の言語、すなわちテキストと音声の理解に対するコンピュータ処理の方法と問題を理解する。
「オートマトンと形式言語」を受講していることが望ましい。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験

事前・事後学修のためのプリントを配布する（課題を課す）。
関連するニュースを視聴したり，新聞記事等を読んだりする。
１． 講義の概要、イントロダクション
２． 形態素解析（１）自然言語を構成する単位
３． 形態素解析（２）基本アルゴリズム
４． 構文解析（１）文脈自由文法
５． 構文解析（２）基本アルゴリズム
６． 意味解析
７． 辞書とコーパス
８． 文脈解析
９． 対話処理
１０．音声認識（１）音声の基本的性質
１１．音声認識（２）確率的音声認識モデル
１２．言語モデル
１３．機械翻訳（１）伝統的機械翻訳から統計的機械翻訳へ
１４．機械翻訳（２）語に基づく統計的機械翻訳
１５．機械翻訳（３）句に基づく統計的機械翻訳
※上記とは別に期末試験を実施する。
実施する
適宜実施する演習と期末試験の結果を総合的に評価する。
（１）基礎技術の形態素解析と構文解析を理解していること
（２）応用技術の音声認識の基礎と言語モデルを理解していること
評点に対する評価は学生HAND BOOK（学生便覧）記載の通り。
教科書：なし
参考書：長尾真編「自然言語処理」（岩波書店）
黒橋禎夫・柴田知秀共著「自然言語処理概論」（サイエンス社）
情報処理学会編集「IT Text 音声認識システム改訂2版」（オーム社）
荒木雅弘著「イラストで学ぶ音声認識」（講談社）
＜学生の学習指導・支援体制について＞
授業内容や宿題などに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。
教員の所在は、学内サイネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてみてください。
1989年から2007年まで（株）国際電気通信基礎技術研究所（ATR)において、音声翻訳システムの研究開発
に従事。

備考
閉じる

科目名

医用画像処理

単位数

2.0

担当者

医用情報科学専攻 教授 増谷佳孝

履修時期

後期

履修対象

３年次以上

講義形態

講義

概要

医用画像処理は一般の画像処理，CGなどの応用である一方，画像データや対処すべき問題の特殊性により
独自の発展を遂げてきたともいえる．本講義では，処理の対象となる医用画像の知識，処理の基本技法のみ
ならず，医療・医学上の問題に対する解決法となる実際の処理まで幅広い知識の獲得を目的とする．また，３
回の実習により実際の医用画像を使用した基本技法のプログラミング技術の習得も行う．

科目の到達目標

・多様な医用画像について知識を習得する
・医療・医学上の問題とその画像処理による解決法について学ぶ
・一般の２次元画像の画像処理を多次元に拡張した処理技法，および多次元特有の処理技法について理解
する
・フリーウェアImage Jのマクロ機能により医用画像処理の基本技法のプログラミングを習得する

受講要件
履修取消の可否

特になし
可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

・講義内容をノートにまとめ，さらに詳しい内容を参考書で調べる
・フリーウェアImage Jを使って画像処理に慣れる
・画像処理の技法で使用される線形代数学，解析学，確率統計などの関連事項を復習する
・画像情報処理，コンピュータグラフィクス，パターン認識などの講義で習った技術との関連性について整理
する
第１回 概論
第２回 医用画像の表示と可視化
第３回 実習１（３次元医用画像データに触れる）
第４回 ３次元画像フィルタと画像特徴
第５回 ３次元形状の処理と表現
第６回 画像レジストレーション（Ⅰ）幾何変換モデルによる手法
第７回 画像レジストレーション（Ⅱ）変位ベクトル場による手法
第８回 中間まとめ
第９回 実習２（３次元医用画像処理プログラミング：基礎）
第10回 多次元画像の処理と解析
第11回 解剖学的構造物・形状などの知識表現
第12回 領域抽出（Ⅰ）データ駆動型の手法
第13回 領域抽出（Ⅱ）形状モデル・アトラスに基づく手法
第14回 実習３（３次元医用画像処理プログラミング：応用）
第15回 画像診断および外科手術・放射線治療の支援技術
（第16回 期末試験）
実施する
授業参加度（２０％），試験（４０％）およびレポート（４０％）により評点を計算する．評価基準は学生便覧に記
載の通り．
参考書：日本医用画像工学会 監修 医用画像工学ハンドブック
医用画像工学研究室に所属．拡散MRIなどの多次元医用画像の解析と処理，計算機による医用画像理解の
基礎理論と応用の研究に従事．

担当者プロフィール
※講義の内容や学習方法に関する質問・相談は随時受け付けています．メールあるいは教授室に来訪して
の質問・相談が可能です。教授室へ来訪する場合は事前にメールで日時について相談してください．
授業に関連する実務経
験
備考

2001年12月〜2014年３月 東大病院に勤務（臨床画像データの処理・解析に従事）．
（医用情報科学科のみ）【教職】高一種（情報）
閉じる

科目名

偏微分方程式

単位数

2.0

担当者

教授 藤坂 尚登

履修時期

前期

履修対象

３年次

講義形態

講義

概要

科目の到達目標

受講要件
履修取消の可否

授業形態：講義
理工学分野で現れる偏微分方程式の基本的性質やその解法について学ぶ．特に，応用上重要な２階線形
偏微分方程式である放物型，双曲型，楕円型の各方程式の物理的意味とその解法について講述する．
この講義を通して履修者は少なくとも以下の能力を獲得する．
(1) 空間的に分布する物理量の変動がいくつかの型の偏微分方程式で記述されることを理解する
(2) 双曲型方程式の解法を習得する
(3) 放物型方程式の解法を習得する
(4) 楕円型方程式の解法を習得する
(5) 線形作用素の固有値と固有関数について理解する
解析学IIと常微分方程式を履修済みであること．
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等

事前学修：
教科書を読み分からない点を整理しておくこと．
事後学修：
教科書の章末問題や，授業で与えられた課題を解くこと
１． 物理系を記述する偏微分方程式の導出（１）
２． 物理系を記述する偏微分方程式の導出（２）
３． 双曲型波動方程式 〜無限区間における波動〜
４． 双曲型波動方程式 〜有限区間における波動〜
５． 双曲型波動方程式 〜２，３次元空間における波動〜
６． １〜５週に関する演習と理解度の確認
７． 方物型拡散方程式 〜基本解，初期値問題〜
８． 方物型拡散方程式 〜有限区間における解〜
９． 方物型拡散方程式 〜多次元空間における解〜
１０． ラプラス方程式とポアソン方程式 〜境界値問題〜
１１． ラプラス方程式とポアソン方程式 〜固有値問題〜
１２． ラプラス方程式とポアソン方程式 〜ポアソン方程式〜
１３． ７〜１２週に関する演習と理解度の確認
１４． 線形作用素の固有値と固有関数（１）
１５． 線形作用素の固有値と固有関数（２）
実施する
講義のねらいに記述した能力を学習者が修得したかどうかを，(到達目標(1)(2)に達しているかを測る)第６週
目の演習，(到達目標(3),(4)に達しているかを測る)第１３週目の演習，および期末試験により総合的に評価す
る．評点は100点満点とし，60点未満を不可，60点以上70点未満を可，70以上80点未満を良，80点以上を
優，90点以上で特に優秀であると教員が認めた場合を秀とする．
教科書：神保秀一著「偏微分方程式入門」（共立出版）
参考書：矢吹治一著「偏微分方程式の基礎と応用」（サイエンス社）
授業の全体像を把握してもらえるよう，要点を記載した資料を配布する．

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験

1983-1997年の期間内の約10年間に大崎電気工業(株)等にてマイクロストリップ高周波回路や平面アンテナ
の設計に際してコンピュータを援用して双曲型偏微分方程式の求解を行った経験を持つ．

備考
閉じる

科目名

応用幾何学

単位数

2.0

担当者

システム工学専攻 准教授 廣門正行

履修時期

後期

履修対象

2年次

講義形態

講義

概要

システムを数理的に構築したり考察したりする際に重要である「ベクトル解析」関連の基礎事項について講義
します. 「ベクトル解析」は物理現象を詳しく記述する際に不可欠な道具の一つです. また時間とともに変化し
ていく数理モデルを考えるときにも必要です.

科目の到達目標

ベクトル場・スカラー場に関する微分演算や積分公式を幾何学的に理解し, それらに関する具体的な計算が
出来るようになるこを目標とします.

受講要件
履修取消の可否

「解析学I」, 「解析学II」, 「線形代数学I」, 「線形代数学II」を履修していること.
更に「常微分方程式」を学んでおくと理解の幅が広がります.
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

段階を踏んで学べば, 十分理解出来る内容です. 授業ノートを整理するとともに, 授業にて配付する演習問題
に積極的に取り組むことを希望します.
第1回 ベクトルの内積, 外積, ベクトル値関数の微分
第2回 曲線の接ベクトル, 面積ベクトル
第3回 曲面, 接平面, 法線ベクトル
第4回 線積分
第5回 面積分
第6回 体積分
第7回 場の微分演算(1)
第8回 場の微分演算(2)
第9回 中間まとめ
第10回 場の微分演算(3)
第11回 積分公式(1)
第12回 積分公式(2)
第13回 積分公式(3)
第14回 応用(1)
第15回 応用(2)
実施する
中間試験(30%程度), 期末試験(50%程度), および毎回の小テストとレポート(20%程度)により評価します. 詳しく
は1回目の講義時に伝えます.
教科書 小林亮・高橋大輔著, ベクトル解析入門, 東京大学出版会.
参考図書は随時お知らせします.
専門は代数幾何学です. 極小モデルプログラム, グレブナー基底等に興味を持っています.

担当者プロフィール

学生の学習指導・支援体制:
授業内容やレポート問題などに関する学生の質問等を随時受け付けます.

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種 (数学)
閉じる

科目名

電子回路Ⅰ

単位数

2.0

担当者

システム工学専攻 講師 神尾武司

履修時期

後期

履修対象

２年

講義形態

講義

概要

電気・電子技術の急速な発達に伴って，この方面の技術者に対する高度な技術的要求は益々強くなってい
る．こうした要求に応えるためには，電気系の基礎知識をしっかりと身につけることが必須である．そこで本講
義では，アナログ電子回路の基礎と応用について講義する．

科目の到達目標

・トランジスタなどの半導体素子とその基本構成について理解する．
・電子回路の基本構成要素に関する知識に基づいて，増幅器，発振器などの回路とその特性について理解
する．

受講要件
履修取消の可否

必須ではないが，電気回路を履修済みであることが望ましい．
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

・講義スライドをWeb Classにアップロードするので，予習・復習に適宜活用する．
・課題を通じて講義内容を復習し，次の講義に望む．
第１回 電源と信号源
第２回 信号の増幅と増幅器のモデル
第３回 ダイオード
第４回 バイポーラトランジスタ
第５回 バイポーラトランジスタ増幅器
第６回 接地方式
第７回 電力増幅器および演習
第８回 中間まとめ
第９回 小信号解析
第10回 MOSトランジスタ
第11回 MOSトランジスタを用いた回路
第12回 演算増幅器
第13回 負帰還回路
第14回 発振器
第15回 演習およびまとめ
実施する
受講態度，課題，試験により総合的に評価する．これらの合計得点が90点以上かつ積極的に取り組んでいる
場合「秀」評価，80点以上で「優」評価，70点以上で「良」評価，60点以上で「可」評価，59点以下で「不可」評
価とする．なお，欠席が6回に達したとき，または中間・期末試験に欠席したときは「欠席」評価とする．
教科書：末次 正，堀尾喜彦 著「電子回路基礎ノート」（コロナ社）
参考書：藤井信生 著「アナログ電子回路‐集積回路時代の‐」（昭晃堂）
担当者：プロフィール：
通信・信号処理研究室に所属し，主に，学習理論，最適化手法，放送電波品質の理論解析に関する研究に
従事．

担当者プロフィール
学生の学習指導・支援体制：
授業内容や宿題などに関する質問および相談は随時受け付けていますが，研究室を訪ねる場合は授業前
後の空き時間や電子メールなどで事前にアポイントメントを取るようにしてください．
授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種(情報)
閉じる

科目名

情報ネットワーク

単位数

2.0

担当者

情報工学専攻 准教授 舟阪淳一

履修時期

後期

履修対象

2年

講義形態

講義

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

本講義ではネットワーク技術について基礎から最近の動向までを概説する。
まず基礎となる要素技術について述べたのち、インターネットで主に用いられている
通信技術を解説する。最後にこれらの技術の発展形としての最近の動向に触れる。
情報ネットワークの動作を理解し、最近の技術動向について詳しく知るための足がかりを
得ることを目標とする。
関連科目として情報理論の受講が望ましい。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等

担当者プロフィール

教科書には事前に目を通し、講義後には配布プリントと教科書を合わせて内容の再確認を望む。
1. ネットワーク技術の概要
2. マルチメディア情報の表現と符号化
3. ディジタル伝送技術
4. ディジタル交換技術
5. モバイル通信
6. 通信プロトコル
7. アクセスネットワーク
8. ローカルエリアネットワーク
9. 中間まとめ
10. TCP/IP
11. ルーチング技術
12. マルチメディアネットワーク
13. ネットワークセキュリティ
14. 新しいネットワーク技術
15. 総まとめ
実施する
試験の結果を総合的に評価する。
評点に対する評価は学生HANDBOOKの通り。
教科書：
宮保憲治・田窪昭夫・武川直樹・八槇博史「ネットワーク技術の基礎【第２版】」（森北出版）2015
必要に応じて資料を配布
参考書：
加藤聰彦著「コンピュータサイエンス教科書シリーズ10 インターネット」（コロナ社）2012
井関文一ほか著「情報ネットワーク概論」（コロナ社）2014
水野忠則監修「未来へつなぐデジタルシリーズ27 コンピュータネットワーク概論」（共立出版）2014
宇野新太郎著「情報通信ネットワークの基礎」（森北出版）2016
学生の学習指導・支援体制について：
授業内容や宿題などに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。
教員の所在は、学内サイネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてみてください。
http://www.net.info.hiroshima-cu.ac.jp/~funa/official.html

授業に関連する実務経
験
備考

【教職（必修科目）】高一種(情報)
閉じる

科目名

コンピュータグラフィックスⅠ

単位数

2.0

担当者

知能工学専攻 准教授 宮崎 大輔

履修時期

後期

履修対象

２年

講義形態

講義

概要

（授業形態：講義．※各回とも，講義をおこなったのち，演習をおこなう．）
コンピュータグラフィックスの基本的な原理と知識を講義する．また，演習課題も課す．コンピュータグラフィッ
クスの計算問題に取り組むことで，コンピュータグラフィックス技術の習得と，コンピュータグラフィックスに必
要な線形代数の能力の強化をおこなう．

科目の到達目標

・コンピュータグラフィックスの知識の基礎を身に付け，演習を通してそれを応用するための技術を学ぶ．
・座標変換の演習を通じて，特定の分野（CG分野）における線形代数の知識・技術の応用方法を学び，数学
の基礎力を向上させることで，様々な応用分野に活用できる数学能力を身に付ける．
・コンピュータグラフィックスのアルゴリズムを演習を通して真に理解し，アルゴリズムの本質を理解することで
その応用にも対応できる柔軟な思考力を身に付ける．

受講要件
履修取消の可否

特に設けないが，線形代数を履修し，行列演算が出来る必要があるので，復習しておくこと．
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

事前・事後学修のためのプリントを配布する．
1．コンピュータグラフィックスの概要
2．デジタル画像の表現
3．２次元座標変換
4．３次元座標変換
5．投影変換
6．Zバッファ法
7．中間まとめ
8．曲線
9．CSG表現とメタボール
10．拡散反射と鏡面反射
11．レイトレーシング法
12．テクスチャマッピング
13．総合演習
14．文書執筆演習
15．CG演習
※上記とは別に期末試験を実施する．
実施する

評価方法・基準

中間試験，期末試験，講義中に行う演習，宿題を総合して評価する．評点に対する評価は学生HAND
BOOKの通り．

教科書等

教科書：特になし．講義資料を適宜配付する．
参考書：コンピュータグラフィックス，CG-ARTS協会
魏大名・先田和弘・R.Durikovic・向井信彦・C.Vilbrandt著，IT Text コンピュータグラフィックス，オーム社

担当者プロフィール

授業内容や宿題などに関する，学生の個別学習相談を随時受け付けています．
教員の所在は，学内サイネージ等に掲示されていますので，確認の上，研究室を訪ねてみてください．

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種（情報）
閉じる

科目名

情報理論

単位数

2.0

担当者

システム工学専攻 准教授 双紙 正和

履修時期

後期

履修対象

2年次

講義形態

講義

概要

情報理論は，情報通信システムの基礎理論であり，情報を如何に効率よくかつ高い信頼性で表現・伝達する
かを追究するものである．
本講義では，情報通信システムのモデル，情報量，エントロピー，情報源符号化，通信路符号化等の情報理
論の基本的な概念を理解することを目標とする．

科目の到達目標

情報理論の基本的な知識と理論を修得する．具体的には，離散情報システムにおける，情報源符号化定理
および通信路符号化定理を理解する．

受講要件
履修取消の可否

確率，解析の基本的な知識を持っていること．
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準

事前学修として，先週の内容を復習しておく．また，教科書の該当箇所を読んでおく．事後学修として，講義
内容を復習する．その際，少なくとも，講義中に扱った例題を自分で必ず解く．自分で解いてみなければ決し
て理解できない．
1. 情報理論概論
2. 情報源のモデル
3. 情報源の統計的表現
4. マルコフ情報源
5. 通信路モデル
6. 情報源符号化の基礎
7. 符号木とクラフトの不等式
8. 中間まとめ
9. 平均符号長の限界，ハフマン符号
10. 情報源符号化定理
11. 相互情報量
12. 相互情報量の性質
13. 通信路容量
14. 通信路符号化の基礎
15. 通信路符号化定理
実施する
中間まとめやレポート等の評価で40%，期末試験（100点満点）60%の割合で，
学生便覧記載の基準に従って，成績を評価する．

教科書等

教科書：
今井秀樹，「情報理論」オーム社
参考書：
宮川洋，「情報理論」 (電気通信大学講座第39巻) コロナ社
岩垂（編）．「情報伝送と符号の理論」オーム社
今井秀樹，「情報・符号・暗号の理論」（電子情報通信レクチャーシリーズ）コロナ社
T. Cover and J. Thomas, "Elements of Information Theory" (2nd Ed.), Wiley-Interscience
D. J. C. MacKay, "Information Theory, Inference and Learning Algorithms", Cambridge University Press

担当者プロフィール

システム工学専攻組込みデザイン研究室に所属．情報セキュリティに関する研究・教育に従事している．

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種（数学）
閉じる

科目名

制御工学

単位数

2.0

担当者

教授 小野 貴彦

履修時期

前期

履修対象

３年

講義形態

講義

概要

制御とは、その対象となるシステムが望ましい振る舞いをするように操作し続けることである。その理論は、
古典制御、現代制御、ポスト現代制御の順に体系化されてきた。この講義では、制御工学の基礎を学ぶこと
を目的とし、1950年代に体系化された古典制御について講述する。まず、システムの振る舞いを数式で表現
し、代表的な入力に対する応答の求め方や安定性について学ぶ。続いて、フィードバック制御によって安定化
するための条件、およびその実現方法について学ぶ。

科目の到達目標

動的システムの解析法とフィードバック制御系の設計法に関する基礎知識を習得し、簡単な構造のシステム
に対して制御系が構築できる応用力を身につける。

受講要件
履修取消の可否

解析学Ⅰ、解析学Ⅱ、常微分方程式を履修していることが望ましい。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

事後学習のための課題を出す。課題は指定した日時までに提出する。

講義内容

1 シーケンス制御とフィードバック制御
2 動的システムのモデル化
3 信号の伝達
4 ラプラス変換
5 常微分方程式とラプラス変換
6 ラプラス逆変換と展開定理
7 ブロック線図と等価変換
8 フィードバック制御系の定常特性
9 フィードバック制御系の過渡特性
10 周波数応答の表現方法：ベクトル軌跡
11 周波数応答の表現方法：ボード線図
12 フィードバック制御系の安定判別：ナイキストの安定判別法
13 フィードバック制御系の安定判別：ボード線図を用いた安定判別法
14 制御系の安定度：位相余有、ゲイン余有、特性補償
15 PID調節器

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等
担当者プロフィール

実施する
成績は、学生HANDBOOKに記載されている基準に従って、試験結果、課題の達成状況、授業態度に基づい
て判定する。試験では、以下に関する基礎的な知識と応用力を問う。
１．動的システムの数学モデルを求められるか。
２．連続時間システムの安定判別ができるか。
３．代表的な入力に対して動的システムの時間応答が求められるか。
４．フィードバック制御系を構築できるか。
５．周波数領域でシステムの振る舞いを説明できるか。
教科書：佐藤和也ほか 「はじめての制御工学」（講談社）
参考書：木村英紀 「制御工学の考え方」（講談社）
Webページ（http://www.ics.info.hiroshima-cu.ac.jp/ono/）を参照。
授業内容に関する質問や相談は随時受けつけていますが、居室を訪ねる場合には、授業前後の空き時間や
電子メールなどで事前にアポイントメントを取るようにしてください。

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種（情報）
閉じる

科目名

メカトロニクスⅠ

単位数

2.0

担当者

システム工学専攻 准教授 小嵜 貴弘

履修時期

後期

履修対象

２年

講義形態

講義

概要

科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

メカトロニクスとは，機械工学と電子工学の融合技術の呼称である．メカトロニクスは，電子制御や情報技術
により様々な機械の知能化・高機能化を図ることを目的としている．本講義では，メカトロニクスシステムを設
計する上で必要となる機械工学，電子工学の基礎理論に加え，メカトロニクスシステムの基本的な構成要素
であるアクチュエータ及びその制御技術，センサによる計測技術等についても概説する．また，理論の理解を
深めるため，コンピュータを利用した演習も実施する．
機械システムのモデリングのための基礎理論，主なアクチュエータ・センサに関する基礎知識，駆動回路に
関する基礎知識，コンピュータ制御の基本概念といったメカトロニクスの基礎を習得することを目標とする．
「常微分方程式」を履修済みであることが望ましい．
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

配付資料の指定範囲を読む．
1. イントロダクション
2. 機械の強度設計
3. モデリング手法（運動方程式）
4. モデリング手法（回転体の運動）
5. 振動系の解析
6. コンピュータ・シミュレーション
7. アクチュエータとセンサ
8. 計測データの処理
9. 信号処理
10.古典制御理論
11.現代制御理論
12.デジタル制御
13.メカトロニクス応用（システム設計）
14.メカトロニクス応用（解析・実装）
15.メカトロニクス応用（検証）
実施する
【評価の方法】
各回の演習，レポート，期末試験により総合的に評価する．
【評価の基準】
メカトロニクスに関する基本事項についての理解度．
秀～不可の判定については，学生 HANDBOOK 記載の基準に従って行う．

教科書等

教科書：
資料を配付する．
参考書：
土谷武士，深谷健一：メカトロニクス入門 第２版，森北出版
高森年：メカトロニクス，オーム社

担当者プロフィール

学習指導・支援について：
授業内容等に関する質問・相談を随時受け付けています．

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

電気電子計測

単位数

2.0

担当者

システム工学専攻 講師 中山 仁史

履修時期

前期

履修対象

３年

講義形態

講義

概要

電気電子計測では、電圧、電流、インピーダンスなどを用いた電気量に加え、物理量や化学量なども電気量
に変換して対象における所望の量を計測する技術である。本講義では、必要な電気電子の基礎また原理か
ら計測技術について学ぶ。
授業形態:講義

科目の到達目標

電気電子の基礎を理解した上で、測定対象や利用する計測技術の原理を考慮した電気電子計測に必要な
知識や計測方法を習得する。

受講要件
履修取消の可否

電子回路Ⅰを履修していることが望ましい。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

ノート等に書き留めた講義内容や講義中の演習問題を予習また復習して理解する。
１ 計測の基礎
２ 雑音
３ 測定と標準
４ アナログ量とディジタル量
５ 電圧と電流の測定（１）
６ 電圧と電流の測定（２）
７ インピーダンスの計測
８ 周波数と位相の測定
９ 電力の測定（１）
１０ 電力の測定（２）
１１ 磁気の測定（１）
１２ 磁気の測定（２）
１３ まとめ
上記とは別に期末試験を実施する。なお、今年度に限り期末試験をレポート等で評価する可能性がある。

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

実施する
授業での到達目標が達成され、必要な電気電子の基礎知識と測定対象や利用する計測技術の原理を考慮
した計測技術の選択や設計の理解度を評価する。成績は期末試験や演習等により総合的に評価する。
授業毎に教材を配布する。
研究室：サウンドデザイン研究室 （情報科学部棟８４３室)
【学習指導・支援について】
オフィスアワー等に限らず、授業等に関する相談を随時受け付ける。学内サイネージ等で所在を確認の上、
研究室を訪ねること。

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

ソフトウエア工学概論

単位数

2.0

担当者

システム工学専攻 准教授 島和之

履修時期

後期（第４ターム）

履修対象

２年

講義形態

演習

概要

授業形態：講義、演習
ソフトウェア開発において仕様書を書き、設計し、テストするための基礎知識を講義で学びながらコンピュータ
を用いた演習を行います。
実務経験のない学生にとっては馴染みの薄い問題ですが、将来IT系または組込み系のソフトウェア製品を開
発する企業に就職し、技術者として働くために最低必要な実践的知識を学びます。
これらの知識は、インターンシップに参加する場合や企業の専門家と議論する場合、事前に理解しておいた
方が良い有用な知識です。

科目の到達目標

ソフトウェア開発作業に関する科学的・技術的知識を理解し、体系的・定量的手法を応用できることを目標と
します。

受講要件

「コンピュータ基礎」「プログラミングI」「プログラミングII」「オートマトンと形式言語」を受講済みであることが望
ましいです。

履修取消の可否

可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

必要に応じて事前事後学修のための課題を課します。
1. オリエンテーション
2. 形式仕様記述
3. 抽象データ型とデータ抽象化
4. 構造化設計と構造化プログラミング
5. ソフトウェア信頼度成長モデル
6. テストカバレッジ
7. プログラムスライス
8. データフローテスト
9. 情報化社会とソフトウェア工学
10. 中間まとめ
11. ソフトウェア開発モデル
12. ソフトウェアの要求分析
13. ソフトウェアの設計と情報隠蔽
14. 関数型プログラミング
15. ソフトウェアのテスト
※上記とは別に期末試験を行います。
実施する
講義中の質疑，レポート，試験などを総合的に判断し、評価します。
教科書：講義の進行に合わせて資料を配布します。
参考書：講義中に文献を適宜指示します。
授業内容や宿題などに関する学生の個別学習相談を随時受け付けています。
教員の所在は学内サイネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてみてください。
http://www.sos.info.hiroshima-cu.ac.jp/~shima/

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種（情報）
閉じる

科目名

最適化手法

単位数

2.0

担当者

講師 池田徹志

履修時期

前期

履修対象

３年次

講義形態

講義

概要

与えられた制約条件の下で、ある目的関数を最大または最小にする解を求めることを最適化問題（数理計画
問題）といい、この問題を解く方法を最適化法（数理計画法）という。また、入力に対して所望の出力が得られ
るように、関数のパラメータをデータに基づいて推定する方法を機械学習といい、最適化法の重要な応用の１
つである。この講義の前半では、数理計画問題の中でも線形計画問題、ネットワーク計画問題、非線形計画
問題を取り上げ、その代表的な解法について学ぶ。後半では、機械学習の中でも教師あり学習、教師無し学
習について代表的な手法を取り上げ、原理と活用方法について学ぶ。

科目の到達目標

前半では線形計画法、ネットワーク計画法、非線形計画法の理論、解法手順を理解する。さらに、現実の問
題を最適化問題として定式化し、その問題に対応した解法手順に従って解けるようになることを目的とする。
後半では最小２乗法、多項式回帰、識別、主成分分析、ニューラルネットワークの原理について理解し、簡単
な例題に対して手法を適用して解けるようになることを目的とする。

受講要件
履修取消の可否

解析学Ⅰ、解析学Ⅱ、線形代数学Ⅰ、線形代数学Ⅱ、確率統計を履修済みであることが望ましい。
特に、行列の演算、階数、固有値、偏微分の計算などに関する知識を必要とする。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

事後学修のための課題を出す（課題は指定した日時までに提出する）。
１．数理計画法（標準形と幾何学的解法）
２．線形計画法（最適性条件・シンプレックス法の導入）
３．線形計画法（シンプレックス法の解法）
４．ネットワーク計画法 (最短経路問題)
５．ネットワーク計画法 (最大流問題)
６．非線形計画法（最急降下法）
７．非線形計画法（ニュートン法）
８．非線形計画法（制約つき問題）
９．中間まとめ
１０．機械学習（導入）
１１．教師あり学習（多項式回帰）
１２．教師あり学習（線形識別・ロジスティック回帰）
１３．教師あり学習（ニューラルネットワーク）
１４．教師なし学習（主成分分析）
１５．まとめ
講義は受講生の理解度や進度に応じて進め、状況に応じて内容を適宜変更する。

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

実施する
成績は、学生HANDBOOKに記載されている基準に従って、試験結果、課題の達成状況、授業態度に基づい
て判定する。
教科書：なし
参考書：尾形わかは 「数理計画法」（オーム社）
資料を配布する．講義内容により適宜，参考書・参考文献を紹介する。
Webページ（http://www.robotics.info.hiroshima-cu.ac.jp/）を参照。

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験

授業内容に関する質問や相談は随時受けつていますが、居室を訪ねる場合には、授業前後の空き時間や電
子メールなどで事前にアポイントメントを取るようにしてください。
2009年～2016年（株）国際電気通信基礎技術研究所に勤務（人物行動の学習アルゴリズムおよび知能ロ
ボットの研究開発に従事）

備考
閉じる

科目名

情報セキュリティ概論

単位数

2.0

担当者

システム工学専攻 准教授 双紙 正和

履修時期

後期

履修対象

３年次

講義形態

講義

概要

情報セキュリティは，安全で信頼できる情報化社会を創造するための基盤技術である．そのため，情報セ
キュリティの対象とする分野は，暗号理論，ソフトウェア，ハードウェア，ネットワーク等非常に多岐に渡り，体
系的な理解が必要となる．本講義では，情報セキュリティ全般における，基本的な理論と技術を学ぶ．

科目の到達目標

情報セキュリティ全般に渡る，基本的な理論と技術を身につける．具体的な項目としては，アクセス制御，暗
号理論の基礎，認証，鍵管理，ネットワークセキュリティ，ソフトウェアセキュリティ，Webセキュリティがあげら
れる．

受講要件

技術的には，コンピュータシステム，ソフトウェア，ネットワーク等の知識があること，理論的には，代数の基礎
知識があることが望ましい（いずれも必須ではない）．

履修取消の可否

可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準

事前学修としては，講義内容を予習しておく．また，講義で学ぶ内容に関する，実際のセキュリティインシデン
トなどを調べておく．事前学修としては，講義内容を必ず自分で復習する．特に暗号理論などは難しいため，
講義の際に解いた例題を必ず自分でも解きなおす．
1. 情報セキュリティとは
2. アクセス制御
3. 暗号概論
4. 共通鍵暗号，ハッシュ関数
5. 公開鍵暗号の基礎
6. 公開鍵暗号の構成
7. ディジタル署名
8. 中間まとめ
9. 秘密分散
10. 認証
11. 鍵管理
12. ネットワークセキュリティ
13. ソフトウェアセキュリティ
14. Webセキュリティ
15. 侵入検出
実施する
中間まとめやレポート等の評価で40%，期末試験（100点満点）で60%の割合で，学生便覧記載の基準に従っ
て，成績を評価する．
教科書：
特に指定しない

教科書等

担当者プロフィール

参考書：
宮地，菊池（編）．情報セキュリティ (IT Text)．オーム社
齋藤．マスタリングTCP/IP 情報セキュリティ編．オーム社
Mark Stamp, "Information Security: Principles and Practice", Wiley-Interscience
M. Bishop, "Computer Security: Art and Science", Addison-Wesley
岡本．暗号理論入門（第2版）．共立出版．
システム工学専攻組込みデザイン研究室に所属．情報セキュリティに関する研究・教育に従事している．

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種（情報）
閉じる

科目名

電子回路Ⅱ

単位数

2.0

担当者

教授 藤坂尚登

履修時期

前期

履修対象

３年

講義形態

講義

概要

科目の到達目標

受講要件
履修取消の可否

現在の電子機器の高性能・高機能、高信頼性、小型・低価格は集積回路技術により支えられている。集積回
路の設計はプロセス設計と回路設計およびそれらの検証に大別される。ここでは回路設計に焦点を絞り、ア
ナログ・ディジタル両集積回路を設計するための回路設計技法の基礎を講義する。（授業形態：講義）
受講生は下記のアナログ・ディジタル集積回路を設計するための基礎を習得する。
・基本増幅回路の直流解析と小信号解析の方法
・仕様を満足する電流源、差動増幅回路の設計手順
・与えられた論理関数をCMOS複合回路により実現する手順
・CMOS論理ゲートの動作速度の推定法
・フリップフロップやメモリセルの回路構成の理解
電気回路、電子回路 I を履修済みであることが望ましい。
可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

事前学修：
・演習問題を事前に配布するので予習しておくこと
事後学修：
・復習として、配布する講義用スライドをもとに授業の要点を整理すること
・演習問題として取り上げる回路を異なるパラメータで設計し、仕様を満足させるような復習に取り組むこと
Ⅰ．バイポーラアナログ回路編
第１回 エミッタ接地回路直流解析復習
第２回 エミッタ接地回路小信号解析復習
第３回 電流源回路の解析
第４回 電流源回路の設計と演習
第５回 差動増幅回路の解析
第６回 差動増幅回路の設計と演習
第７回 アナログ集積回路の復習と理解度の確認
Ⅱ．CMOSディジタル回路編
第８回 CMOS集積回路の構造
第９回 組み合わせ論理回路：双対性と双補性
第１０回 組み合わせ論理回路：複合回路の設計演習
第１１回 フリップフロップ
第１２回 スイッチング速度の解析
第１３回 スイッチング速度の解析演習
第１４回 マイクロプロセッサの回路構成
第１５回 ディジタル集積回路の復習と理解度の確認
実施する
・基本増幅回路の直流解析と小信号解析
・与えられた仕様を満足する電流源、差動増幅回路の設計
・与えられた論理関数をCMOS複合回路により実現
・CMOS論理ゲートの動作速度
・フリップフロップやメモリセルの回路構成の理解
に関して毎回の講義中の質問や演習問題、期末試験で問い、それらの解答状況を総合し、
下記の基準に従って評価する。
秀：評点 90 〜 100点
優：評点 80 〜 89点
良：評点 70 〜 79点
可：評点 60 〜 69点
不可：評点 59点以下
講義資料：講義内容をまとめたプリントを配布する。
参考書：アナログ電子回路 － 集積回路時代の － 、藤井信生著、昭晃堂
ディジタル集積回路入門、小林隆夫・高木茂孝、昭晃堂

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考

1983-1997年の期間内の約10年間に大崎電気工業(株)等において無線通信，光通信システム用集積回路，
高周波回路の設計に従事
【教職】高一種（情報）
閉じる

科目名

コンピュータグラフィックスⅡ

単位数

2.0

担当者

知能工学専攻 准教授 古川 亮

履修時期

前期

履修対象

3年

講義形態

講義

概要

科目の到達目標

受講要件
履修取消の可否

コンピュータグラフィックス(以下CG)作成ツールによるCG作品制作や、3次元グラフィックスライブラリを利用し
たCG描画プログラミングについて、演習形式で学ぶ。CG作成ツールとして、レイトレーシングソフトPOVRayと、モデリング―レンダリング統合ソフトBlenderを、グラフィックスライブラリとしてOpenGLを取り上げ
る。POV-Ray、Blender、OpenGLで、各自作品を制作し、プレゼンテーション形式で発表する。
コンピュータグラフィックスの基本的な知識・テクニックを習得する。
POV-Ray、Mayaを駆使して、CGの自由作品を制作する。
OpenGLを利用して、インタラクティブなCGプログラムを制作する。
制作した作品について、プレゼンテーション形式で発表する。
演習を通じて習得した知識や技術について、プレゼンテーション形式で発表する。
プログラミング演習を行うため、C言語でのプログラム作成が可能なこと。
コンピュータグラフィックスⅠを履修しておくこと。
可

履修取消不可の理由
事前学修：POV-Ray、Blender、OpneGLについて、インターネットで基礎知識を得ておく。
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等

担当者プロフィール

事後学修：独自の作品制作を行うため、必要に応じて自習時間に作品制作を進める。
作品発表と、習得した技術の発表の準備を自習時間に行う。
第１回 講義の概要と導入
第２回 BlenderによるCG作成：基本操作
第３回 BlenderによるCG作成：モデリング
第４回 BlenderによるCG作成：作品制作
第５回 POV-RayによるCG作成：基本操作
第６回 POV-RayによるCG作成：モデリング
第７回 POV-RayによるCG作成：作品制作
第８回 POV-Ray, Blender：作品制作
第９回 POV-Ray, Blender：作品発表
第１０回 OpenGLプログラミング：２次元図形の描画、座標系と座標軸
第１１回 OpenGLプログラミング：マウスとキーボード
第１２回 OpenGLプログラミング：３次元図形の描画、アニメーション
第１３回 OpenGLプログラミング：隠れ面消去、陰影付け
第１４回 OpenGLプログラミング：作品制作
第１５回 OpenGLプログラミング：作品発表
※ 期末試験は実施しない。
※ 作品発表では、受講者が制作した作品について、各自が発表する。
※ 作品制作で受講者が得た知識・技術を、適宜、受講者が発表する。（毎回の講義で行か、作品発表とまと
めて行うか、受講人数によって決める）
実施しない
期末試験は実施せず、提出されたCG作品、作品発表、知識・技術発表によって評価する。CG作品の到達
度、利用された技術、また、それらの技術を分かりやすく発表できるかを評価する。評価においては、学生同
士の相互評価も取り入れる。
教科書：床井浩平著、GLUT/freeglutによる OpenGL入門、工学社
参考書：CG-ARTS協会、コンピュータグラフィックス
橋本洋志他著、OpenGLによる3次元CGアニメーション、オーム社
CG-ARTS協会、POV-Rayによる3次元CG制作 -モデリングからアニメーションまで古川：画像処理による3次元計測、およびCGモデル作成の研究に携わっています。
http://rsw.office.hiroshima-cu.ac.jp/Profiles/1/0000060/profile.html
学生の学習指導・支援体制：
授業内容や課題などに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。教員の所在は、学内サイ
ネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてみてください。

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種（情報）
閉じる

科目名

ソフトコンピューティング

単位数

2.0

担当者

准教授 村田佳洋

履修時期

後期

履修対象

３年次

講義形態

講義

概要

授業形態：講義
コンピュータは機械的な計算は得意であるが、問題が
曖昧性を含む場合、あるいは処理アルゴリズムが状況に
依存して動作するような場合を苦手としており、しばしば
人間の直感的な判断に劣る結果を示す。
脳の働きや自然界の知恵などを参考に、これら問題を
コンピュータに解かせるための様々な手法について
講義する。

科目の到達目標

組合せ最適化問題を通じて、現実世界の問題を
コンピュータ上で取り扱うための基礎知識を学ぶ。
進化アルゴリズムを中心に、複雑な組合せ最適化問題を
解く技能を学ぶ。ファジイ理論をはじめとした
ソフトコンピューティング分野の概略を学ぶ。
ゲーム理論を通じて、複数の主体が存在するときの
問題の取り扱い方について学ぶ。

受講要件
履修取消の可否

データ構造とアルゴリズムIおよびII、プログラミングIおよびIIを
履修済みであることが望ましい。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

事前・事後学修のためのプリントを配付する（課題を課す）。
１．ソフトコンピューティング概論
２．組合せ最適化問題とその定式化(1/2)
３．組合せ最適化問題とその定式化(2/2)
４．組合せ最適化アルゴリズム
５．遺伝アルゴリズム(1/3)
６．遺伝アルゴリズム(2/3)
７．遺伝アルゴリズム(3/3)
８．ニッチング法と多目的最適化問題
９．ジョブショップスケジューリングと焼きなまし(SA)法
１０．タブーサーチと自律分散システム
１１．ゲーム理論(1/2)
１２．ゲーム理論(2/2)
１３．機械学習とニューラルネットワーク
１４．ファジィ集合論
１５．まとめ
※授業の順序は変更することがある。

期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等

実施しない
科目の到達目標の達成度合いについて，受講状況、発表、レポートにより評点を与える。
評価項目は講義内容のとおりである。
評点に対する評価は履修規定のとおり。
必要に応じて資料を配布する．
参考書：岩田彰編「IUシリーズ ソフトコンピューティング」（オーム社出版局）
参考書：Sadiq M. Sait and abib Youssef著，白石洋一訳
「組合せ最適化アルゴリズムの最新手法―基礎から工学応用まで」
（丸善株式会社）
村田佳洋 問い合わせ先：情報科学部棟8階820室

担当者プロフィール

授業内容や宿題などに関する学生の個別学習相談を，随時受け付ける．
教員の所在は，学内サイネージ等に掲示されているため，確認の上，研究室を訪ねてみること．

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

外書講読演習Ⅰ

単位数

1.0

担当者

システム工学専攻担当 全教員（代表教員：講師 中山 仁史）

履修時期

後期

履修対象

３年次

講義形態

講義

概要

情報科学分野はもちろん，ほぼすべての工学分野における最新の文献は英語で発表される．本講義では英
語で書かれたシステム工学の専門分野に関する論文や技術文書を読み解く能力を身につけるための講義お
よび演習を行う．
学生は４つのグループに分かれ，ローテーションの形で各研究室グループでの演習を行う．

科目の到達目標

システム工学の専門分野に関する文書を読み解く能力を身につける．研究内容に触れることにより，専門分
野に関する知識を身につける．また研究現場を訪れることにより，進路選択のための知識を身につける.

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

特になし
否
必修科目のため．
事前・事後学修のための資料を配付する．初回のガイダンスにおいて，全講義分の資料を配布するため荷物
の量に注意すること．予習内容は英訳や事前レポートが主体である．
第１回．講義ガイダンス（講師 中山 仁史）
第２回．第１研究室グループ
第３回．第１研究室グループ
第４回．第１研究室グループ
第５回．第２研究室グループ
第６回．第２研究室グループ
第７回．第２研究室グループ
第８回．第３研究室グループ
第９回．第３研究室グループ
第１０回．第３研究室グループ
第１１回．第４研究室グループ
第１２回．第４研究室グループ
第１３回．第４研究室グループ
第１４回．技術文書の講読（講師 中山 仁史）
第１５回．まとめ（講師 中山 仁史）
実施しない
科目の到達目標の達成度合いについて，受講状況，発表，レポートにより評点を与える．
評価項目は講義内容のとおりである．
評点に対する評価は履修規定のとおり．
必要に応じて資料を配布する．
代表教員：中山 仁史 問い合わせ先：情報科学部棟８階８４３室

担当者プロフィール

授業内容や宿題などに関する学生の個別学習相談を，随時受け付ける．
教員の所在は，学内サイネージ等に掲示されているため，確認の上，研究室を訪ねてみること．

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

情報と職業

単位数

2.0

担当者

非常勤講師 山嵜 彰一郎

履修時期

前期（集中）

履修対象

３年

講義形態

講義

概要

ディジタル化された情報がネットワークを介して人や機械の間を行き来するディジタル情報ネットワーク、第４
次産業革命とも呼ばれる産業発展の鍵となるビッグデータの処理などに関係する技術を学習した上で、これ
らの技術の進展が様々なサービスを人間に提供し便利な社会を構築していることと、情報セキュリティや著作
権管理、情報技術の職業への影響と職業訓練など様々な課題を生んでいること学習する。

科目の到達目標

進展している情報技術の概要と、これらの技術が社会にもたらす恩恵と問題、職業への影響に関し、自分の
考えを説明できるようにすることを到達目標とする。

受講要件
履修取消の可否

特になし
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験

講義毎に資料を配布する。授業は次回の授業との関連が強いため、授業中に配布した資料の内容を復習し
ておくこと。
１ 情報の定義と役割
２ 情報のディジタル化
３ 情報のネットワーク化
４ 情報の統計的処理
５ 情報の特徴抽出
６ ビッグデータと社会
７ 意思決定の構造
８ 意思決定の基準
９ ゲーム理論
10 情報セキュリティの概要
11 暗号技術
12 認証技術
13 情報社会と法制度
14 情報技術の職業への影響
15 社会構造の変革と人材育成
実施しない
授業中に複数回実施する演習の総合点をもとに評価を行う。
特になし
情報通信工学を専門とする教員であり、また、公共職業訓練の指導員の育成にも従事している。
1985年3月から2004年3月 (株)東芝に勤務し、情報ネットワーク分野の研究開発と商品開発に従事した実務
経験をもっている。その間、産業構造の変化に応じた従業員の職種転換のための社内教育に従事した実務
経験をもっている。

備考
閉じる

科目名

システム工学実験Ⅰ

単位数

3.0

担当者

システム工学専攻 講師 池田徹志（代表教員）、准教授 桑田精一、准教授 小嵜貴弘、准教授 島和之、准教
授 双紙正和、准教授 福島勝、准教授 満上育久、准教授 村田佳洋、講師 神尾武司、講師 中山仁史、講師
脇田航、助教 厚海慶太、助教 川本佳代、助教 小作敏晴、助教 齊藤充行、助教 佐藤康臣、助教 高井博
之、助教 高橋雄三、助教 辻勝弘

履修時期

前期

履修対象

３年次

講義形態

実験

概要

マイクロコンピュータ(MPU)を搭載したシステムとして二輪走行ロボットを取り上げる。はじめにハードウエアを
製作し、そのハードウエアに所望の機能を与えるプログラミングを行う。

科目の到達目標

MPU搭載システムの開発プロセス、および制御工学や電子回路など講義から学んだ要素技術を統合する過
程を体験する。またロボットとロボットに指示を与える人間とのインタフェースの構築法についても学ぶ。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

特になし。
否
必修科目のため
・事前に手引書を読んで実験内容を十分に把握した上で、主体的に実験に取り組むこと。
・結果の良否を判定しながらロボットの製作を進められるように、基礎原理を事前によく理解しておくこと。
・レポートでは、報告者が実験結果に関する解釈および考察を自分自身の言葉で述べること。
第１回 イントロダクション（本実験の概要）
第２回 自律移動ロボットの概要とディジタル速度制御
第３回 プロセス間通信（クライアント／サーバモデルによるプロセス間通信の実装）
第４回 プロセス間通信（クライアント／サーバモデルによるプロセス間通信のデータ収集と評価）
第５回 プロセス間通信（キーボード制御システムの構成）
第６回 プロセス間通信（キーボード制御システムの統計的評価）
第７回 グラフィカルユーザインタフェース（目視可能な位置にあるロボットに対するコントローラの作成）
第８回 グラフィカルユーザインタフェース（目視不能な位置にあるロボットに対するコントローラの作成）
第９回 グラフィカルユーザインタフェース（コントローラのマニュアルの作成と評価）
第10回 グラフィカルユーザインタフェース（評価に基づくコントローラの修正）
第11回 ロボット走行コンテスト（設計と実装）
第12回 ロボット走行コンテスト（コンテスト１）
第13回 ロボット走行コンテスト（設計および走行結果の発表）
第14回 ロボット走行コンテスト（コンテスト２）
第15回 総括
実験は受講生の理解度や進度に応じて進め、状況に応じて内容を適宜変更する。

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

実施しない
実践を通して得た各要素技術とシステム開発に関する理解度を、1) 実験への取組み姿勢、2) レポート、3) コ
ンテスト結果、を基に総合的に評価する。
全ての実験に取り組み、かつ、全てのレポートが受理されることを合格の必要条件とする。
実験の手引書を配布する。
代表教員：池田徹志 問い合わせ先：情報科学部棟7階740室
各実験パートの担当者が授業内容や宿題などに関する質問および相談を随時受け付けていますが、研究室
を訪ねる場合は授業前後の空き時間や電子メールなどで事前にアポイントメントを取るようにしてください。

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

インターンシップ

単位数

2.0

担当者

システム工学科 担当全教員（代表教員：システム工学科 学科長）

履修時期

通年

履修対象

3年生

講義形態

実習

概要

科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

企業や公的機関において実習、研修を行い、実社会と直接係る就業体験をする。実習期間は２週間程度で
ある。
インターンシップ終了後は、参加者全員による報告会を行い、実習の内容、社会で求められている技術や能
力をまとめる。
（授業形態：実験・実習）
受講生は企業や公的機関において実習、研修を行い、実社会と直接係る就業体験をする。
この体験を通して、受講生は社会で求められている技術や能力を知る。
また、受講生は体験から大学の勉学や将来の就職活動に役立つ要素を抽出する。
所定の手続きにより研修先が決まること。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

学生は事務局の就職キャリヤ形成ラインを通して、災害傷害保険、賠償責任保険に加入しなければならな
い。
学生は受け入れ企業等への所定の誓約書を学部事務室に提出する。
チュータ―において事前研修を実施する。
１．[実施]
自分の専門分野を現場で応用・実践することにより、確かな知識として習得できるほか、学習目的が明確に
なる。
学生は、所定の日報を作成し、受け入れ担当者の確認を得る。

講義内容

２．[報告]
インターンシップが終了したときは、学生は、速やかに日報を学科長に提出し、また、終了後、所定のレポート
を学科長に提出する。
３．[報告会]
インターンシップ参加者全員による報告会を行う。
参加者：教員、学生

期末試験実施の有無
評価方法・基準

実施する
単位の認定は、受け入れ先の実習計画書、受け入れ先による学生の評価、学生の実習日誌と報告書、イン
ターンシップ報告会での発表内容、質疑討論の状況などにより総合的に評価する。
優・良・可・不可の基準は、学生便覧記載のとおりとする。

教科書等

教科書：なし
参考書：必要に応じて紹介する。
専攻事務室にあるインターンシップ実施要領を参照のこと。

担当者プロフィール

インターンシップに関する相談は、チュータ―等の教員と連絡をとって行って下さい。

授業に関連する実務経
験
備考

【キャリア形成支援科目】
閉じる

科目名

音響システム工学

単位数

2.0

担当者

システム工学専攻 教授 石光俊介

履修時期

後期

履修対象

３年

講義形態

講義

概要

音響システム工学では、音を対象にした信号処理、解析、特徴抽出、パターン認識を行うことにより、情報科
学に必要なそれらの能力を実践的に数学的に理解することを目的としている．授業形態は座学により行う．

科目の到達目標

信号処理、特徴抽出、パターン認識の基礎となる数学や手法を理解し、それらを組み合わせることによって
解析システム設計ができること

受講要件
履修取消の可否

線形代数学I、線形代数学II、確率と統計を履修していることが望ましい。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準

音の仕組みを少し考えてみてほしい。そして問題意識を持って講義に参加してほしい。
１．音響システム工学序説
２．聴覚の特徴、ヘルムホルツの共鳴説
３．音の印象の統計的評価手法、意味微分法、因子分析
４．心理音響指標、ラウドネス，シャープネスの計算
５．シャノンの標本化定理，たたみ込み演算
６．双一次ｚ変換
７．LMS法とその応用
８．中間まとめ
９．非協和度と音階の等比級数
１０．ウェーブレットと時間周波数解析
１１．特徴の正規化と主成分分析，パーセプトロンの学習則とその応用
１２．Widrow-Hoffの手法，SVM，K-NN法とその応用
１３．ニューラルネットワーク，ベイズの定理
１４．隠れマルコフモデルと認識システムの評価
※上記とは別に学年末試験を実施する．
実施する
中間まとめ30%，学年末試験40%，演習30%にて評価する．

教科書等

必要に応じ，資料を配付する
参考書等
石光俊介他「生産システム工学」朝倉出版、C.M.ビショップ「パターン認識と機械学習」シュプリンガー・ジャパ
ン，荒木雅弘「フリーソフトで作る音声認識システム」森北出版

担当者プロフィール

システム工学専攻に所属。サウンドデザイン研究室にてサウンドデザインや信号処理など音響に関わる研究
を行っている．企業にて音響システムの研究開発を7年間経験し，音響システム関連の特許も持つ．

授業に関連する実務経
験

サウンドデザイン研究室にてサウンドデザインや信号処理など音響に関わる研究を行っている．企業にて音
響システムの研究開発を7年間経験し，音響システム関連の特許も持つ．

備考

【教職】数学
閉じる

科目名

数値計算法

単位数

2.0

担当者

システム工学専攻 講師 岡山 友昭

履修時期

前期

履修対象

３年次

講義形態

講義

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

科学技術計算において共通に必要とされる数値計算法に関する数学的基礎、原理、公式の導出の仕方など
を学習する。また、代表的な数値計算法をアルゴリズムをもとにコンピュータに実装し、各種の問題を解く演
習を通して応用力を養う。
講義と演習を通じ、コンピュータによる計算・解析法に関する正しい知識と応用力を身につける。
解析学、線形代数学、常微分方程式を受講していることが望ましい。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等
担当者プロフィール

毎回のレポートに取り組むこと。
1 イントロダクション
2 数の表現と誤差
3 数値計算の落とし穴のパターン
4 数値微分
5 Newton法
6 小規模な連立1次方程式の扱い
7 大規模な連立1次方程式の扱い
8 中間まとめ
9 数列の加速
10 補間（関数近似）
11 最小二乗法
12 簡易版数値積分
13 改良版数値積分
14 常微分方程式の数値解法
15 固有値問題の数値解法
実施しない
【評価の方法】
各回で出題するコンピュータを用いた演習のレポートによって評価する。
【評価の基準】
各種の数値計算法の原理と付随する定理、計算方法、コンピュータ実装の仕方についての理解度。
秀～不可の判定については、「学生HANDBOOK」記載の基準に従って行う。
教科書：櫻井鉄也「MATLAB/Scilabで理解する数値計算」（東京大学出版会）
専門は数値解析です。関数解析や複素解析を道具として高性能計算に取り組んでいます。
講義内容や演習などに関する学生の個別学習相談を、随時受け付けます。授業や会議、
あるいは出張などで不在のことがあるので、メールなどで面会の予約をしてください。

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種（数学）
閉じる

科目名

外書講読演習Ⅱ

単位数

1.0

担当者

システム工学専攻担当 全教員（代表教員：学科長）

履修時期

前期

履修対象

４年

講義形態

演習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

情報科学分野はもちろん、ほぼすべての工学分野における最新の文献は英語で発表される。本講義では英
語で書かれた所属研究室の研究分野に関する論文や技術文書を読み解く能力を身につけるための講義お
よび演習を行う。（授業形態：演習）
受講生は所属研究室の研究分野に関する文書を読み解き、簡潔に書く能力を身につける。
外書講読演習Iを履修していることが望ましい。
否
必修科目のため
事前に配布される資料を読んで、内容を把握しておく。
１．講義ガイダンス
２．技術文書の講読
３．技術文書の講読
４．技術文書の講読
５．技術文書の講読
６．技術文書の講読
７．技術文書の講読
８．技術文書の講読
９．技術文書の講読
１０．技術文書の講読
１１．技術文書の講読
１２．技術文書の講読
１３．技術文書の講読
１４．技術文書の講読
１５．まとめ
実施する
演習、小テスト、レポートなどにより総合的に評価する。
必要に応じて資料を配布する。
所属研究室の教員と学習に関する相談を行って下さい。

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

システム工学実験Ⅱ

単位数

3.0

担当者

システム工学専攻 准教授 満上育久（代表教員）， 准教授 桑田精一，准教授 小嵜貴弘，准教授 島和之，准
教授 双紙正和，准教授 福島勝，准教授 村田佳洋，講師 池田徹志，講師 神尾武司，講師 中山仁史，講師
脇田航，助教 厚海慶太，助教 川本佳代，助教 小作敏晴，助教 齊藤充行，助教 佐藤康臣，助教 高井博
之，助教 高橋雄三，助教 辻勝弘

履修時期

後期

履修対象

３年

講義形態

実験

概要

システム工学実験Ⅰで作成した移動ロボットを使い、ロボットの位置姿勢計測のための画像計測ソフトウェ
ア、画像データを用いた擬似的な Global Positioning System (GPS)、ロボットの位置制御のためのフィード
バック制御系を製作する。さらに、Unified Modeling Language (UML) を援用し, 与えられたコンテスト課題を効
率的に処理する機能をロボットに与える。授業は、実験の形態で実施する。

科目の到達目標

システム工学実験Ⅰで作成した移動ロボットを教材として、画像処理、通信方式、自動制御などのさらに高度
な要素技術を統合したシステム開発を体験することで、情報処理システム開発におけるノウハウやチームで
課題に取り組む際のコミュニケーション能力や協調性を身に付ける。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

システム工学実験Ⅰを履修していること。
否
必修科目のため
・事前に手引書を読んで実験内容を十分に把握した上で、主体的に実験に取り組むこと。
・結果の良否を判定しながらロボットの製作を進められるように、基礎原理を事前によく理解しておくこと。
・レポートでは、報告者が実験結果に関する解釈および考察を自分自身の言葉で述べること。
第１回 後期イントロダクション
第２回 画像処理による移動物体の位置・姿勢計測（画像の二値化と特徴量計算）
第３回 画像処理による移動物体の位置・姿勢計測（カラー情報の利用と物体識別）
第４回 画像処理による移動物体の位置・姿勢計測（ロボットの姿勢計算）
第５回 グローバルポジショニングシステム（BPSK，ハミング符号）
第６回 グローバルポジショニングシステム（スペクトル拡散通信）
第７回 グローバルポジショニングシステム（測位システムの構築）
第８回 グローバルポジショニングシステム（移動ロボットの測位）
第９回 移動ロボットの位置制御（回転制御系の構成）
第１０回 移動ロボットの位置制御（移動制御系の構成）
第１１回 移動ロボットの位置制御（追従制御系の構成）
第１２回 ユニファイドモデリングランゲージとコンテスト準備
第１３回 コンテスト準備
第１４回 自律走行コンテスト
第１５回 総括
各実験パートの担当者については、第１回のイントロダクションにて紹介する。

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

実施しない
・講義内容に掲げた各要素技術とその統合、理論と実際のシステムとの関係、システム開発に対する理解度
や課題解決能力を、1)実験への取組み姿勢、2)レポート、3)コンテスト結果、を基に総合的に評価する。
・全ての実験に取り組み、かつ、全てのレポートが受理されることを合格の必要条件とする。
実験の手引書を配布する。
代表教員：満上育久 問い合わせ先：情報科学部棟7階723室
各実験パートの担当者が授業内容や宿題などに関する質問および相談を随時受け付けていますが、研究室
を訪ねる場合は授業前後の空き時間や電子メールなどで事前にアポイントメントを取るようにしてください。

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

知的財産権

単位数

2.0

担当者

社会連携センター 特任教員 島筒 博章

履修時期

前期（夏季集中：１日3コマ×5日）

履修対象

4年

講義形態

講義

概要

殆ど予備知識のない受講生を対象に、知的財産権（特許法、実用新案法、著作権法、意匠法、商標法、種苗
法、不正競争防止法等）の仕組みとその意義を理解することを狙いとして、情報関連分野に携わる者として理
解しておくべ事項について講義します。情報科学分野との関連が深い特許については、グループでの「特許
情報検索によるドローン関連技術マップの作成実習」によって、実務の一端を経験して頂きます。情報化社会
において重要な著作権については、訴訟事例の紹介等も交えて、権利の内容と制限、権利侵害行為等につ
いて講義します。

科目の到達目標

1.知的財産権の仕組み、意義、留意点等について、知的財産にあふれた時代を生きる社会人として必要な知
識を習得する。
2.技術分野での知識財産として重要な特許について、出願手続きとルール、特許権取得要件、ビジネスへの
活用方法を理解し、特許情報検索によって当該分野の技術動向、課題等を効率的に把握することができるよ
うになる。
3.文化、芸術分野での知的財産として重要な著作物について、著作権の内容と制限、権利侵害行為等につ
いて理解する。
4.今後の日本農業、食糧問題に係わる種苗法について、農産物生産の現状、世界的な寡占化の動き等の概
要を理解する。

受講要件
履修取消の可否

特になし
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

関連するニュースを視聴したり、新聞記事等を読んだりする。
１．知的財産権の種類とその性質
２．主要国における知的財産法の成立と発展
３．発明と特許法
４．特許出願と権利化の手続き
５．特許出願書類
６．特許権の効力とビジネスへの活用
７．実用新案法
８．職務発明制度
９．特許庁データベースでの特許情報検索
１０．パテントマップ作成実習
１１．著作物と著作権法、著作権の効力と侵害行為
１２．意匠と意匠法、意匠権の効力と侵害行為
１３．商標と商標法、商標権の効力と侵害行為
１４．種苗法
１５．不正競争防止法と不正競争の類型
１６．大学での知的財産の保有と産学連携
※講義内容の順序は変更することがある。
※講義内容の区切りにおいて、適宜、小テスト（講義時間内でのレポートの作成＆提出）を実施する。
実施しない
受講票、受講態度、受講日毎に作成＆提出するレポート、グループ実習での提出物によって、絶対評価を行
う。
講義初日に、担当教員作成のテキストと補足説明資料を配布する。
必要に応じて、その都度、追加資料を配布する。

担当者プロフィール

社会連携センター 知的財産マネージャー。
機械関連企業の研究所において、新技術・新製品の研究開発に携わる。（計測・制御分野）
公益財団法人ひろしま産業振興機構、国立研究開発法人科学技術振興機構にて、大学研究シーズの発掘・
育成業務に携わる。（2002年5月～2008年3月）

授業に関連する実務経
験

【実務経験：2008年4月～】
技術移転機関（ＴＬＯ）、大学の知的財産部門において、大学研究成果の特許化、特許権の管理、技術移転、
知的財産関連の各種契約締結業務に携わる。

備考

【教職】中・高一種（情報）
閉じる

科目名

企業活動とプロジェクトマネジメント

単位数

2.0

担当者

システム工学専攻 准教授 双紙正和、助教 佐藤康臣、 非常勤講師 大場充、（社団法人PMI日本支部）神庭
弘年、（中央大学）飯尾淳、（株式会社三菱総合研究所）西山聡、（マツダ）白雪峰、（パナソニック・アドバンス
ト・テクノロジー）阿部敏久

履修時期

前期

履修対象

3年次

講義形態

講義

概要

将来、就職活動を控えた学生に対し、現代の企業における仕事がどのように企画・計画・準備・実施されてゆ
くのかのプロセスの大枠を理解させるキャリア形成支援講義とする。この講義では、今日の企業活動形態に
おいて最も一般的なプロジェクトをどのように企画し、どのように計画し、どのように準備し、どのように実施
し、どのように実施結果を検証し、実施後に評価をする場合に必要となる全般的な知識を学ぶ。現代の企業
における仕事がどのように企画・計画・準備・実施されてゆくのかのプロセスの大枠を理解することを通じて就
職活動を控えた時期にある学生のキャリア形成支援にも資する内容とする。プロジェクトマネジメントの基本
知識(PMBoK)を含めて、多くの社会人がよく経験する本質的な問題と解決方法について、経験的に得られて
いる知見を紹介し、自ら考える力を養うことを目指す。また、グローバル人材の育成を目指し、グローバルな
プロジェクトがどのように企画され、実施管理されるかについても理解することを目標にする。本講義は広島
修道大学と協力して同時並行して実施する「連携講義」とし、実務家教員による話題提供を中心に進める。ま
た、約半数回はテレビ会議方式の双方向遠隔講義として実施する。

科目の到達目標

本講義は、主として就職活動を控えた学部３年の学生および、IT系企業で働く専門家としての経験が浅い社
会人に対して、急速にグローバル化が進展する経済の中で、現代の企業(特にIT関連)における仕事がどのよ
うに企画・計画・準備・実施されてゆくのかのプロセスの大枠を理解させ、将来、受講者たちがどのように働
き、どのような問題に遭遇し、どのように考えてそれらの問題を解決してゆくべきかについて、プロジェクトマネ
ジメントに関する基本知識（PMBoK）の習得と、プロジェクトをマネジメントする人材に必要なコンピテンシーに
関する知識を学び、異なる文化的背景をもった人々との協業体験を通じた体験的な学習を含め、これからの
社会人が直面すると思われる本質的な問題と解決方法について、経験的に得られている知見を理解するとと
もに、受講する学生・社会人が意見を交換し、問題解決を体験することで、自ら考える力をもち、グローバル
に活躍できる人材を養成する。

受講要件
履修取消の可否

特になし
可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

事前学修は、予定されている講義内容について、特にテクニカルタームなどを中心に調べておく。また、前の
週に簡単な宿題が出されることがあるので、必ずそれに自ら取り組む。講義では実務家教員の参画を含めて
プロジェクトマネジメントに関する様々なテーマが取り上げられる。講義内容においては、用語の解説以外の
部分について、決まり切った答えがあるわけではなく、有名な説が紹介されるだけであり、その説が正しいこ
とを保証するわけではない。すなわち、さまざまな議論がありうる。そこで、事後学修として、講義内容に関す
る様々な説を調べ、それを自らのキャリアデザインの一助とすべく、まとめておく。
1 プロジェクトマネジメントの概要
2 プロジェクトマネジメントの企画・計画
3 スケジュール・コストマネジメント
4 組織マネジメント
5 リスクマネジメント
6 品質マネジメント
7 ITシステム開発プロジェクト事例
8 コミュニケーションマネジメント
9 オフショアプロジェクト事例
10 ITシステム開発プロジェクト事例
11 地域イベントの企画・計画・実施
12 グローバルプロジェクトマネジメント
13 PMコンピテンシー
14 これからのプロジェクトマネジメント
15 グローバルプロジェクトの重要性と求められる人材
実施しない

評価方法・基準

講義中の議論、演習への参画度、課された問題に対し提出されたレポートの評価(60%)と、期末レポート課題
の成績(40%)によって評価する。特に，講義中の議論に積極的に参加した者には高い評価を与える。

教科書等

教科書：
なし。講義実施に合わせて資料を配布
参考書:
1.「プロジェクトマネジメント知識体系ガイド（PMBOK®ガイド第6版）」、PMI（2018年）
2.「演習と実例で学ぶプロジェクトマネジメント入門 第2版 日本語版PMBOK 第4版対応」、中川正樹監修、飯
尾淳編著、ソフトバンククリエイティブ（2012年）
3.「プロジェクトマネジメントプリンシプル」 PMI編、PMI日本支部監訳 iTEC社
4.「プロジェクト・マネジャーの人間術」 Steven W. Flanners/Ginger Levin（著）、PMI日本支部 監訳 iTEC社
5.「PMツールの実践的活用法」 PMI日本支部 PMツールの実践的活用法プロジェクト（編著）鹿島出版会
双紙正和： システム工学専攻組込みデザイン研究室に所属。情報セキュリティに関する研究・教育に従事し

担当者プロフィール

ている。

授業に関連する実務経
験
備考

【キャリア形成支援科目】
閉じる

科目名

常微分方程式

単位数

2.0

担当者

教授 小野 貴彦

履修時期

前期

履修対象

２年

講義形態

講義

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

理工学分野で現れる物理現象の多くは微分方程式で説明できる。この講義では、主として線形常微分方程
式を取り上げ、その基本的性質と解法について学ぶ。また、簡単な物理現象を常微分方程式で記述し、それ
を解くことで、現象を定量的に解析する能力を養う。
線形常微分方程式を解く能力を修得する。
解析学Ⅰと解析学Ⅱの単位を取得していること。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

事後学修のための課題を出す。課題は指定した日時までに提出する。
１ 微分方程式と物理現象、モデリング
２ １階常微分方程式（変数分離形）
３ １階線形微分方程式
４ 全微分方程式
５ 積分因子
６ 定数係数の線形微分方程式 （同次方程式と基本解）
７ 〃 （初期値問題）
８ 応用例と中間まとめ
９ 定数係数の線形微分方程式（ロンスキアン）
10 〃 （非同次方程式の解法Ⅰ：定数変化法）
11 〃 （非同次方程式の解法Ⅱ：記号解法）
12 〃 （非同次方程式の解法Ⅲ：未定係数法）
13 〃 （非同次方程式の解法：まとめ）
14 〃 （連立微分方程式Ⅰ：同次方程式の解法）
15 〃 （連立微分方程式Ⅱ：非同次方程式の解法）
実施する
成績は、学生HANDBOOKに記載されている基準に従って、試験の結果、課題の達成状況、授業態度に基づ
いて判定する。試験では、講義で取り上げた常微分方程式の解法および応用力を問う。
教科書：藤本淳夫著「常微分方程式」（裳華房）
Webページ（http://www.ics.info.hiroshima-cu.ac.jp/ono/）を参照。
授業内容に関する質問や相談は随時受けつけていますが、居室を訪ねる場合には、授業前後の空き時間や
電子メールなどで事前にアポイントメントを取るようにしてください。

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種（数学）
閉じる

科目名

技術者倫理

単位数

2.0

担当者

非常勤講師 丞村 宏

履修時期

前期

履修対象

３年

講義形態

講義

概要

技術者・研究者の判断が社会や環境に与える影響について知り、技術者・研究者が考えておくべき様々な問
題（組織の中で果たす役割、専門家としての倫理、公衆に対する責任等）を考察する。その為、いくつかの事
例を題材にして工学技術と倫理についての理解を深め、社会に対する責任を自覚する能力を養う。

科目の到達目標

技術者・研究者として倫理規定に基づいた判断ができる為の基礎知識（著作権等の知的財産法、PL法、公
益者通報者保護法、不正競争防止法等）を習得し、研究倫理（捏造・改竄・盗用）、情報倫理、技術者倫理
（安全保障貿易管理、軍事研究、内部告発等におけるモラル責任等）に対する技術者責任の基本的概念を
理解出来る。

受講要件
履修取消の可否

特に無し
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

最近5年間、日本国内で発生した事件・事故のうち、技術者・研究者の倫理上、問題があったと思う内容を1つ
とりあげ、その内容に関して（１）具体的な経緯をまとめ、それに対する（２）自分の感想・意見を A4一枚に手
書きで記載し、授業時に提出出来る様、準備しておく事。
授業内で課題を複数回提示する為、指定日に提出する事
１）技術者倫理・研究倫理・企業倫理とは （人工知能（AI）とトロッコ問題）
２）著作権法１（著作権の基礎）
３）著作権法２（他人の著作物を利用する方法（引用の実際））
４）特許法１（特許法の基礎）
５）特許法２（職務発明制度（発明は誰のものか）・ソフトウェア特許）
６）研究倫理（捏造・改竄・盗用）
７）研究倫理（不正競争防止法（営業秘密・ビックデータの取扱））
８）情報倫理（個人情報保護法・プロバイダ責任制限法）、肖像権
９）Winy事件、GDPR（EU一般データ保護規則）
１０）科学者と軍事研究（デュアルユース技術と安全保障貿易管理）
１１）法的責任とモラル責任（品質管理・製造物責任法（PL法）・リコール制度）
１２）内部通報と内部告発（公益通報者保護法）
１３）組織の中の個人の役割
三菱自動車リコール隠し事件、スペースシャトル爆発事件、
オリンパス巨額損失隠し事件、戦後最大の倒産・エアバッグリコール事件等
１４）国際標準化と知的財産権
１５）確認小テスト、各分野における技術倫理
実施しない
平常点、演習レポート、討論内容及び確認小テストで総合的に判断する
各回プリントを配布する
【参考書】
はじめての技術者倫理 未来を担う技術者・研究者のために （講談社）
大学講義 技術者の倫理入門 （丸善出版）

担当者プロフィール

下記の実務経験後、特許庁事業・大学知的財産アドバイザーとして、富山大学、岐阜薬科大学、青森県立保
健大学、八戸工業大学そして広島市立大学に着任。国公私立の各大学（北は札幌市立大学から南は沖縄科
学技術大学院大学まで）における知的財産管理体制・仕組みに対するアドバイス及び実務を行い、現在に至
る。

授業に関連する実務経
験

1976年4月～2005年3月 自動車部品メーカーに勤務（知的財産部門・品質保証部門・技術管理部門等にて、
日米欧知財係争・グローバル品質保証・米国PL訴訟/米国リコール対応等に従事。ISO日本代表エクスパー
トとしての国際標準化活動、JIS制定等の業界活動に参画）

備考
閉じる

科目名

プレゼンテーション技法

単位数

1.0

担当者

システム工学科 担当全教員（代表教員：システム工学科 学科長）

履修時期

後期

履修対象

４年生

講義形態

実習

概要

科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

自分のアイデアや研究成果を他者に分かりやすく伝えることは非常に重要である。特に口頭でのコミニュ
ケーションとしてのプレゼンテーションを上手に行なうことは、科学者や技術者にとって重要な能力である。こ
れは訓練によって身に付く能力であるから、基礎的な理論を理解するとともに、卒業研究での報告等で、日常
的な訓練が必要である。（授業形態：実験・実習）
受講生は下記の能力を実践を通して養成する。
・研究の成果を、与えられた時間内に、分かりやすく，論理的に、説得力をもって説明できる
・この訓練を通して、他者とのコミニュケーションを円滑に行う
卒業研究Ⅱと同時に履修すること。
否
必修科目のため
・指導教員への卒業研究に関するプレゼンテーションを準備する
・卒業研究の発表を準備する
以下の項目を、配属された研究室において、研究指導内容に応じて再構成して実施する。

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準

1 ガイダンスと概要説明。プレゼンテーションの重要性について
2 情報の分析、整理と構造化
3 キーワードと論理構造の明示
4 プレゼンテーションの条件に応じた情報の取捨選択と全体構成，ミニ演習
5 プレゼンテーションソフトの効果的な使い方 １
6 プレゼンテーションソフトの効果的な使い方 ２
7 話し方と姿勢，ミニ演習
8 効果的な情報伝達と「論理的」に話すこと
9 調査・提案報告
10 学術研究報告１
11 学術研究報告２
12 発表練習
13 発表練習
14 発表練習
15 まとめ
実施する
各研究室でプレゼンテーションの実習を行い、レポート、到達度などを総合的に評価します。
教科書：なし

教科書等

担当者プロフィール

参考書：
「理系のための口頭発表術」 ロバート・R・H・アンホルト著、講談社
「理科系のための実践英語プレゼンテーション」 廣岡慶彦 著、朝倉書店
指導教員に卒業研究に関するプレゼンテーションを定期的に行い、評価を受けて下さい。

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

技術文書作成法

単位数

1.0

担当者

システム工学科 担当全教員（代表教員：システム工学科 学科長）

履修時期

前期または後期

履修対象

４年生

講義形態

講義

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

指導教員の指導のもとで、技術文書（主として卒業論文）を作成するための方法論を取得する。（授業形態：
実験・実習）
受講生は下記の項目を実践を通して学び、養成する。
・技術論文を作成するための作法
・文書作成の実践力
原則として卒業研究Ⅱと同時に履修すること。
否
必修科目のため
・指導教員との卒業研究に関するディスカッションのための資料を作成する
・卒業論文の内容，章立てなどを検討する
１ 資料収集
２ 文献調査
３ テーマの設定
４ 文書の組み立て
５ パラグラフの構成
６ 文の構造
７ 簡潔な表現
８ 論文概要の記述
９ 本論の書き方
１０ 結論の書き方
１１ 図，表の作成法
１２ 参考文献の引用
１３ 単位，量記号
１４ 発表用原稿（１）
１５ 発表用原稿（２）
実施する
演習、発表、レポート等、到達度などにより総合的に評価する。
教科書：なし
参考書：木下是雄著「理科系の作文技術」（中央公論社）
日本物理学会編「科学英語論文のすべて」（丸善）
髙橋昭雄著「仕事文の書き方」（岩波書店）
指導教員に提出した文書の添削を定期的に受けて下さい．

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

卒業研究Ⅰ

単位数

4.0

担当者

システム工学科 担当全教員（代表教員：システム工学科 学科長）

履修時期

前期または後期

履修対象

４年生

講義形態

演習

概要

科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

決められた教員の指導のもとで、情報科学に関する研究テーマについて文献調査、理論的研究、システム設
計、システム作成、シミュレーション、実験装置の設計製作、実験などを行なう。これらの結果を取りまとめて
卒業論文を作成し、研究成果を発表する。（授業形態：実験・実習）
受講生は下記の項目を実践を通して学び、修得する。
・情報科学の研究に対する方法論(文献調査、理論構築、シミュレーション、試作、実験、分析)
・科学技術論文の作成および研究発表におけるプレゼンテーション技法
３年次までに規定の単位を取得し、卒業研究着手を許可されていること。
否
必修科目のため
指導教員とのディスカッションの前後に，文献調査、理論構築、シミュレーション、試作、実験、分析を主体的
に実施する．
１ 指導教員の指導のもとに、卒業論文の研究テーマを決定する。

講義内容

２～１３ 指導教員の指導のもとに、各研究テーマについて理論的研究や解析を行ない、システム作成、シミュ
レーション、実験などを含めて各自研究を行う。
１４ 所定の期日までに各研究室で実施する卒業研究成果の中間発表のアブストラクトを作成して提出する。
１５ 各研究室で実施する卒業研究成果の中間表会において口頭発表する。

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

実施する
各研究室での実習課題、卒業研究中間発表会、研究成果、到達度などを総合的に評価します。
教科書：なし
研究活動の方法、成果、課題などに関するディスカッションを指導教員と定期的に行って下さい。

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

卒業研究Ⅱ

単位数

4.0

担当者

システム工学科 担当全教員（代表教員：システム工学科 学科長）

履修時期

前期または後期

履修対象

４年生

講義形態

実験

概要

科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

決められた教員の指導のもとで、情報科学に関する研究テーマについて文献調査、理論的研究、システム設
計、システム作成、シミュレーション、実験装置の設計製作、実験などを行なう。これらの結果を取りまとめて
卒業論文を作成し、研究成果を発表する。（授業形態：実験・実習）
受講生は下記の項目を実践を通して学び，修得する。
・情報科学の研究に対する方法論(文献調査、理論構築、シミュレーション、試作、実験、分析)
・科学技術論文の作成および研究発表におけるプレゼンテーション技法
３年次までに規定の単位を取得し、卒業研究着手を許可されていること。
否
必修科目のため
指導教員とのディスカッションの前後に、文献調査、理論構築、シミュレーション、試作、実験、分析を主体的
に実施する。
１～１３ 指導教員の指導のもとに、各研究テーマについて理論的研究や解析を行ない、システム作成、シミュ
レーション、実験などを含めて各自研究を行う。

講義内容

１４ 所定の期日までに卒業論文とそのアブストラクトを作成して提出する。
１５ 研究成果発表会において口頭発表する。

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

実施する
各研究室での実習課題、卒業論文、、卒業研究発表会、研究成果、到達度などを総合的に評価します。
教科書：なし
研究活動の方法、成果、課題などに関するディスカッションを指導教員と定期的に行って下さい。

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

観光情報学

単位数

2.0

担当者

講師 目良 和也

履修時期

後期

履修対象

2年生

講義形態

講義

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

観光情報学は、情報の観点から観光を捉える新しい学問分野である。本講義では、観光情報学の基礎と、演
習を通して情報技術の活用方法を学ぶ。演習では、少人数のグループでテキスト情報を利用した観光地イ
メージの分析を行い、成果を発表する。
情報の観点から観光をとらえる考え方を身に付ける。観光関連データベースを活用することができる。
コンピュータの基本的な操作ができること。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

日常生活の中で触れる様々な観光に関する技術動向に興味を持ち、ニュースなどを調査するとともに、問題
点や改善法を考察し、まとめたり話し合ったりする。
1. 観光情報学とは
2. 情報化時代の観光行動
3. 観光情報に関するサービスや研究
4. 観光関連データベース構築に関する取組 COC+観光関連データベース
5. [グループ演習] 広島関連の観光情報を収集してみよう
6. [グループ演習] COC+観光関連データベースに登録するデータを収集しよう
7. テキスト情報を利用した観光地イメージの分析
8. テキストマイニングの基礎：Pythonの基礎
9. テキストマイニングの基礎：クローリングとスクレイピング
10. テキストマイニングの基礎：Pythonを使ったテキストマイニング
11. テキストマイニングの基礎：フリーソフトを使ったテキストマイニング
12. [グループ演習] 観光地イメージを抽出してみよう
13. [グループ演習] 観光地イメージについて分析してみよう
14. 発表資料の作成
15. グループ毎の発表
実施しない
講義中に行うディスカッションや発表、受講態度などの評価点50％、課題に関するレポート等50％で評価し、
それらの合計値を最終評価とする。
なし（参考資料を適宜配布する）
広島市立大学大学院情報科学研究科 講師
感情情報処理，テキストからの情報抽出等の研究に従事。
講義中に示すEメール等の連絡先へ質問することができる。

授業に関連する実務経
験
備考

授業定員を40人とする。定員超過時は書類選考を実施する。（書類選考の詳細は掲示で確認すること）
閉じる

科目名

地域実践演習

単位数

1.0

担当者

知能工学専攻 教授 竹澤 寿幸（代表教員）

履修時期

通年（一部を土日や夏休み期間に集中講義として実施する）

履修対象

3年生

講義形態

演習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

情報科学の専門性を使って地域の課題に取り組む実践的な演習を実施する。
地域の課題について理解を深める。
プログラミングなど情報科学の専門的な技術を課題解決に向け役立てる力を身に付ける。
地域課題の解決に対して学習意欲が高く、自ら積極的に演習ができること。
「地域貢献特定プログラム修得者」を目指していることが望ましい。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

日常生活の中で触れる様々な地域の課題に興味を持ち、ニュースなどを調査するとともに、問題点や改善方
法を考察し、まとめたり話し合ったりする。
＜全体でのガイダンス＞
第1回 演習の概要説明、テーマ説明、テーマの選択
＜テーマごとにグループでの学習・活動＞
第2回～第15回
＜演習テーマ＞
テーマ1：情報工学専攻 西教授、他
広島市における課題として、土砂災害による被害軽減に着目し、前兆現象の一つとして考えられている「土砂
のにおい」をモニタリングすることに実践的に取り組む。ガスモニタリングシステムを実際に構築して、地域住
民のご協力を得ながらフィールド実験を行う。また得られたデータを整理することで、統計的なデータ解析手
法を学ぶ。

講義内容

テーマ2：知能工学専攻 竹澤教授、黒澤助教
実践的な課題として「ペッパーに広島の話をさせよう！カープの話でもOK」を取り上げる。情報科学の専門性
としては音声対話技術とロボットプログラミングを扱う。地域の課題として広島地域の観光やカープを扱う。
テーマ3：システム工学専攻 中田教授
WebページコンテンツあるいはWebアプリケーション作成を題材とし、企画・立案からコンテンツ制作まで、３～
５名程度のグループによる共同作業で実施する。プロジェクト管理をアジャイルソフトウェア開発手法の一つ
である「スクラム」という手法に従って進めることにより、複数名でのソフトウェア開発の進め方を学ぶ。
テーマ4：医用情報科学専攻 増谷教授、他
民間企業・公的機関における企業および社会活動を調査する。その後、実際にその現場を見学し、最終的に
参加者全員による報告会を行い、民間企業・公的機関における課題およびその解決方法について議論す
る。

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験

実施しない
テーマごとに、受講態度、課題に対する発表・レポート等を評価する。
秀・優・良・可・不可の基準は、学生HANDBOOKに記載の通りとする。
教科書：なし
参考書：必要に応じて紹介する。
＜学生の学習指導・支援体制について＞
授業内容や宿題などに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。
教員の所在は、学内サイネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてください。
代表教員（竹澤寿幸）は、1989年から2007年まで（株）国際電気通信基礎技術研究所（ATR）において、音声
翻訳システムの研究開発に従事。

備考
閉じる

科目名

現代制御理論

単位数

2.0

担当者

システム工学専攻 准教授 小嵜 貴弘

履修時期

後期

履修対象

３年

講義形態

講義

概要

状態空間での表現を用いた場合、目的とする制御の可否判断、制御対象の内部情報に基づくシステム設計
を行うことができる。本講義では、安定性、可制御性、可観測性の概念を中心とした線形システムの基礎理
論と、状態方程式を用いたフィードバック制御システムの設計理論について学習する。また、コンピュータを利
用した演習により理解を深める。

科目の到達目標

状態空間におけるシステムの記述、安定性等の判定、状態フィードバック制御系の設計といった現代制御理
論の基礎を習得することを目標とする。

受講要件
履修取消の可否

「制御工学」を履修済みであることが望ましい。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書、配付資料の指定範囲を読む。
1 イントロダクション
2 状態変数、状態方程式
3 状態方程式の解
4 システム設計１：状態方程式
5 安定性
6 可制御性
7 可観測性
8 システム設計２：解析
9 座標変換
10 状態フィードバック制御
11 システム設計３：制御基礎
12 オブザーバ
13 サーボ系
14 デジタル制御
15 システム設計４：制御応用
実施する
【評価の方法】
各回の演習、レポート、期末試験により総合的に評価する。
【評価の基準】
状態空間におけるシステムの記述、安定性等の判定、状態フィードバック制御系の設計についての理解度。
秀～不可の判定については，学生 HANDBOOK 記載の基準に従って行う。
教科書：中野道雄・美多 勉「制御基礎理論」（コロナ社）

教科書等
参考書：森泰親「わかりやすい現代制御理論」（森北出版）
担当者プロフィール

学習指導・支援について：
授業内容等に関する質問・相談を随時受け付けています。

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

メカトロニクスⅡ

単位数

2.0

担当者

システム工学専攻 教授 李 仕剛、助教 小作 敏晴

履修時期

前期

履修対象

３年

講義形態

講義

概要

メカトロニクスとは，機械工学と電子工学の融合技術の呼称である．メカトロニクスは，電子制御や情報技術
により様々な機械の知能化・高機能化を図ることを目的としている．本講義では，メカトロニクスシステムを設
計する上で必要となる機械工学，電子工学の理論に加え，メカトロニクスシステムの構成要素であるアクチュ
エータ及びセンサによる計測技術等についても講義する．また，理論の理解を深めるため，コンピュータを利
用した演習も実施する．
授業形態:講義

科目の到達目標

機械システムのモデリング，アクチュエータ・センサに関する知識，駆動回路に関する知識，コンピュータ制御
の方法といったメカトロニクスシステムを設計・開発するための知識を習得することを目標とする．

受講要件
履修取消の可否

「メカトロニクスⅠ」，「機械力学」を履修済みであることが望ましい．
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

担当者プロフィール

教科書の指定範囲を読む．
第１回： 序論
第２回： メカトロニクスのためのシステム論その１：システムとは、モデリング、システムのアナロジー
第３回： メカトロニクスのためのシステム論その２：システムの特性と解析
第４回： センサ
第５回： アクチュエータ
第６回： コンピュータ
第７回： 機械設計
第８回： メカトロニクスシステムの応用—倒立振子：MATLAB入門
第９回： メカトロニクスシステムの応用—倒立振子：MATLABによる制御系設計
第１０回：メカトロニクスシステムの応用—倒立振子：制御系検証
第１１回：機械の知能化—ロボットビジョンその１：カメラモデルと画像生成
第１２回：機械の知能化—ロボットビジョンその２：画像からの特徴抽出
第１３回：機械の知能化—ロボットビジョンその３：画像から３次元の復元
第１４回：機械の知能化—人工知能
第１５回：全体まとめ
実施する
【評価の方法】
演習，レポート，期末試験により総合的に評価する．
【評価の基準】
メカトロニクスシステムの設計・構築に必要な知識についての理解度．
秀～不可の判定については，学生 HANDBOOK 記載の基準に従って行う．
教科書：
古田勝久：メカトロニクス概論（改訂２版），Ohmsa.
参考書：
W. Bolton, Mechatronics: Electronic Control Systems in Mechanical and Engineering (6th Edition), 2016.
「ディジタル画像処理」，CGーARTS協会，2015．
李 仕剛： システム工学科メカトロニクス工学研究室に所属し、ロボットビジョンとマンマシンインターフェースに
関する研究に従事する。
小作 敏晴： システム工学科メカトロニクス工学研究室に所属し、機械工学に関する研究に従事する。
学習指導・支援について：
授業内容等に関する質問・相談を随時受け付けています．

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

ロボティクスⅠ

単位数

2.0

担当者

システム工学専攻 教授 岩城敏

履修時期

前期

履修対象

３年生

講義形態

講義

概要

ロボットの構成要素と構造を概観した後，２リンクアームと差動2輪ロボットを例題に、運動学・動力学・制御等
のロボット工学の基礎に関して、様々な演習を行いながら講義を進める．

科目の到達目標

ロボット工学の最重要技術である、運動学・動力学・制御等に関して、２リンクアームと差動2輪ロボットを例題
として説明できるようにする。

受講要件
履修取消の可否

線形代数IおよびII，解析学IおよびII，微分方程式，情報基礎数学を修得していることが望ましい．
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

事前・事後学修のためのプリントを配布する（課題を課す）。

講義内容

1.概論
2.ロボットの構成要素と構造
3.センサとアクチュエータ
4.２リンクアームの運動学１（位置）
5.２リンクアームの運動学２（速度）
6.２リンクアームの運動学３（ヤコビアン）
7.２リンクアームの運動学４（力）
8.２リンクアームの動力学１（ニュートン力学の復習）
9.２リンクアームの動力学２（ラグランジアンの導入）
10.２リンクアームの動力学３（ラグランジアンの演習）
11.２リンクアームの運動制御１（関節独立制御系）
12.２リンクアームの運動制御２（カルテシアン座標制御系）
13.差動2輪ロボットの運動学
14.差動2輪ロボットの制御
15.まとめ
＊上記とは別に期末試験を実施する。

期末試験実施の有無

実施する

評価方法・基準

期末試験・レポートにより総合的に評価する。試験は科目の到達目標に沿って出題される。評価基準は学生
便覧に記されているとおりである。

教科書等

教科書: 特になし．
参考書：絵ときでわかるロボット工学（オーム社）、ロボット制御の実際（コロナ社）、ロボティクス（日本機械学
会）
http://www.robotics.info.hiroshima-cu.ac.jp/

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験

授業内容や宿題など、個別学習相談を随時受け付けています。いつでも気軽にメール下さい。
教員の所在は、学内サイネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてみてください。
実務経験：1984年４月-2007年３月、NTTに勤務（研究開発に従事）

備考
閉じる

科目名

ディジタル制御

単位数

2.0

担当者

教授 小野 貴彦

履修時期

後期

履修対象

３年次

講義形態

講義

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

近年のLSI技術の発達により、制御システムの多くが、ディジタルコンピュータで制御されるようになった。この
講義では、ディジタル制御を実現するための基礎知識の修得とそれを応用する能力を養う。講義の前半で
は、ディジタル信号と離散時間システムに関する基礎知識を学ぶ。後半では、ディジタルコントローラの設計と
性能解析の方法を学ぶ。
ディジタル制御系の性能解析とコントローラの設計に関する基礎知識を修得し，応用力を身に付ける。
特になし。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等
担当者プロフィール

事後学修のための課題を出す。課題は指定した日時までに提出する。
１． ディジタル制御の概要
２． 信号とシステムの数学的表現
３． たたみ込みとZ変換
４． 伝達関数
５． モデルの相互変換
６． 離散時間システムの安定性
７． AD/DA変換とサンプリング定理
８． コントローラの動作周波数の選定
９． 離散化
１０．ディジタルコントローラ設計（サブシステムの求め方）
１１．ディジタルコントローラ設計（サーボ制御）
１２．ディジタルコントローラ設計（安定化制御）
１３．周波数解析（DFTとFFT）
１４．周波数解析（ゲインと位相）
１５．フィルタ
実施する
成績は、学生HANDBOOKに記載されている基準に従って、試験結果、課題の達成状況、授業態度に基づい
て判定する。試験では、以下に関する基礎的な知識と応用力を問う。
１．離散時間システムの安定判別ができるか。
２．ディジタルコントローラの設計手順および実装法を理解しているか。
３．与えられた制御仕様を満たすようにコントローラを設計できるか。
教科書：太田正哉著 「例解 ディジタル信号処理入門」（コロナ社）
Webページ（http://www.ics.info.hiroshima-cu.ac.jp/ono/）を参照。
授業内容に関する質問や相談は随時受けつけていますが、居室を訪ねる場合には、授業前後の空き時間や
電子メールなどで事前にアポイントメントを取るようにしてください。

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

ロボティクスⅡ

単位数

2.0

担当者

システム工学専攻 教授 岩城敏

履修時期

後期

履修対象

３年生

講義形態

講義

概要

授業形態：講義。ロボティクスⅠの復習後、前半は剛体の位置と姿勢の表現方法、多リンク機構の運動学に
ついて講義する。後半は、多リンク機構のヤコビ行列と静力学について講義する。

科目の到達目標

多自由度リンク機構解析の基礎である同次変換行列・DHパラメータを用いて、運動学・逆運動学の基本知識
を習得する。

受講要件
履修取消の可否

ロボティクスⅠ単位の取得
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験

事前・事後学修のためのプリントを配布する（課題を課す）。
１．ロボットの最新情報とロボティクスⅠの復習
２．剛体の位置と姿勢の表現方法１（剛体の姿勢と回転行列）
３．剛体の位置と姿勢の表現方法２（同次変換行列の導入）
４．剛体の位置と姿勢の表現方法３（同次変換行列の性質）
５．剛体の位置と姿勢の表現方法４（同次変換行列の演習）
６．多リンク機構の運動学１（DHパラメータの導入）
７．多リンク機構の運動学２（2リンクアームのDHパラメータ計算）
８．多リンク機構の運動学３（5リンクアームのDHパラメータ計算）
９．多リンク機構の運動学４（速度ベクトルの導入）
１０．多リンク機構の運動学５（回転行列の導関数計算）
１１．多リンク機構の運動学６（ヤコビ行列の導出）
１２．剛体の静力学１（平面上剛体のつり合い）
１３．剛体の静力学２（ヤコビ行列による力とトルクの変換）
１４．剛体の静力学３（剛体に加わる等価な力演習）
１５．まとめ
＊上記とは別に期末試験を実施する。
実施する
中間まとめチェック・期末試験・レポートにより総合的に評価する。試験は科目の到達目標に沿って出題され
る。評価基準は学生便覧に記されているとおりである。
毎回プリント配布。参考書：ロボット制御の実際（コロナ社）
http://www.robotics.info.hiroshima-cu.ac.jp/
授業内容や宿題などに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。
教員の所在は、学内サイネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてみてください。
実務経験：1984年４月-2007年３月、NTTに勤務（研究開発に従事）

備考
閉じる

科目名

通信工学Ⅰ

単位数

2.0

担当者

システム工学専攻 講師 神尾武司

履修時期

前期

履修対象

3年

講義形態

講義

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

コンピュータネットワークの発展と普及により通信システムは極めて重要な技術となっている．本講義では，
情報通信工学における基本的技術の理解を深めることを目的とする．特に，フーリエ変換，変調方式を重点
的かつ丁寧に講義する．
・情報通信工学における基本的技術を理解する．
・通信工学に限らず多くの分野で重要な数学的技法であるフーリエ変換を確実に理解する．
特になし．
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

・講義スライドをWeb Classにアップロードするので，予習・復習に適宜活用する．
・課題を通じて講義内容を復習し，次の講義に望む．
第１回 通信システム概論：通信システムの基本構成，正弦波信号
第２回 信号波の解析(1)：フーリエ級数展開
第３回 信号波の解析(2)：複素フーリエ級数展開
第４回 信号波の解析(3)：フーリエ変換
第５回 信号波の解析(4)：フーリエ変換の性質
第６回 信号波の解析(5)：連続時間システム，および演習
第７回 中間まとめ
第８回 振幅変調(AM)(1)：AM信号の定義，スペクトル，電力効率
第９回 振幅変調(AM)(2)：AM信号の生成，AM信号の復調，AM変調の改良
第10回 周波数変調(FM)(1)：位相変調(PM)と周波数変調(FM)の関係，狭帯域FMと広帯域FM，電力効率
第11回 周波数変調(FM)(2)：FM信号の生成，FM信号の復調
第12回 アナログ変調と雑音
第13回 パルス変調(1)：パルス変調の種別，パルス振幅変調(PAM)，標本化定理，パルス符号変調(PCM)，
直線量子化
第14回 パルス変調(2)：非直線量子化，符号化と復号化，PCMにおける雑音，再生中継
第15回 多重通信方式および演習
実施する
受講態度，課題，試験により総合的に評価する．これらの合計得点が90点以上かつ積極的に取り組んでいる
場合「秀」評価，80点以上で「優」評価，70点以上で「良」評価，60点以上で「可」評価，59点以下で「不可」評
価とする．なお，欠席が6回に達したとき，または中間・期末試験に欠席したときは「欠席」評価とする．
植松友彦・松本隆太郎 著「基本を学ぶ 通信工学」（オーム社），
その他，必要に応じて資料を配布する．
担当者プロフィール：
通信・信号処理研究室に所属し，主に，学習理論，最適化手法，放送電波品質の理論解析に関する研究に
従事．

担当者プロフィール
学生の学習指導・支援体制：
授業内容や宿題などに関する質問および相談は随時受け付けていますが，研究室を訪ねる場合は授業前
後の空き時間や電子メールなどで事前にアポイントメントを取るようにしてください．
授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種(情報)
閉じる

科目名

人間工学

単位数

2.0

担当者

システム工学専攻 教授 石光俊介

履修時期

前期

履修対象

3年

講義形態

講義

概要

機器の利用や作業環境において、人間のあり方・特性を基本にして、使いやすく、快適で、疲労の少ない、安
全な、機器・環境・作業を作り出すための考え方、手法、知識について講義する。なお，毎回そのときのテー
マに応じたレポートを課し，優秀なものは次の時間の冒頭で紹介する．授業形態は座学により行う．

科目の到達目標

人間の形態および機能に関する主な特性を知り、機器・環境・作業について人間との関わりにおいて考慮す
べき視点とそれらに関係する知識・手法を習得する。そのことにより、人間工学的見地から企画や批評、改
善、提案する能力を養う。

受講要件
履修取消の可否

特になし．
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

毎回のレポートを楽しみつつ参加してほしい。是非講義中に取り上げられる内容を考えてほしい。新聞・テレ
ビなどの情報や日常生活において、人間工学的視点で物事を見てみることも大切である。
１ 人間工学序論
２ 人間工学のアプローチ
３ 人体の仕組み
４ 人間の形態・運動機能特性と設計I
５ 人間の形態・運動機能特性と設計II
６ 人間の感覚・反応特性と設計I
７ 人間の感覚・反応特性と設計II
８ 聴覚と視覚とインタフェース
９ ヒューマンエラーと信頼設計I
10 ヒューマンエラーと信頼設計II
11 官能検査と感性工学
12 自動車と人間工学
13 高齢者・障害者と人間工学
14 ユニバーサルデザイン
15 まとめ
※上記とは別に学年末試験を実施する．

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

実施する
学年末試験50%、レポート評価50%にて評価する。
教科書：石光・佐藤「人間工学の基礎」養賢堂

担当者プロフィール

システム工学専攻に所属．サウンドデザイン研究室にてサウンドデザインや信号処理など音響に関わる研究
を行っている．企業にて7年間，インタフェースや心地よさの観点から人間工学に基づく開発に携わり，カー
オーディオなどにそれが活かされている．

授業に関連する実務経
験

サウンドデザイン研究室にてサウンドデザインや信号処理など音響に関わる研究を行っている．企業にて7年
間，インタフェースや心地よさの観点から人間工学に基づく開発に携わり，カーオーディオなどにそれが活か
されている．

備考
閉じる

科目名

オブジェクト指向技術

単位数

2.0

担当者

システム工学専攻 准教授 島 和之

履修時期

後期（第３ターム）

履修対象

２年

講義形態

演習

概要

科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

授業形態：講義、演習
大規模なソフトウェアを分業で設計し、実装するための技術であるオブジェクト指向の設計とプログラミングを
習得し、実社会で応用のできる人材を育成することを目的とします。
講義で設計言語UMLを学び、コンピュータを用いた演習でJava言語のプログラムを実装します。
簡単なクラスをソフトウェア部品として設計し、実装するところから始まり、徐々に高度で複雑なクラスの設計
と実装へと進みます。
オブジェクト指向設計およびオブジェクト指向プログラミングの基礎知識を習得し、概念を理解する。
「コンピュータ基礎」「プログラミングI」「プログラミングII」「オートマトンと形式言語」を受講済みであることが望
ましいです。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

担当者プロフィール

必要に応じて事前事後学修のための課題を課します。
1. オリエンテーション
2. オブジェクト指向言語の概要
3. UMLとクラス図
4. 情報隠蔽とカプセル化
5. メソッドとOverload
6. 継承とOverride
7. パッケージ
8. イベント処理
9. クラスとインスタンス
10. 中間まとめ
11. スーパークラスとサブクラス
12. ユースケース図とシーケンス図
13. アニメーション
14. 並行処理と排他制御
15. デザインパターン
※上記とは別に期末試験を行います。
実施する
講義中の質疑、演習課題、レポート、試験によって評価します。
教科書：講義の進行に合わせて順次ウェブ上に資料を公開します。
参考書：高橋 麻奈「やさしいJava」（ソフトバンククリエイティブ）
Java Platform, Standard Edition 6 API
http://java.sun.com/javase/ja/6/docs/ja/api/
授業内容や宿題などに関する学生の個別学習相談を随時受け付けています。
教員の所在は学内サイネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてみてください。
http://www.sos.info.hiroshima-cu.ac.jp/~shima/

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種（情報）
閉じる

科目名

通信工学Ⅱ

単位数

2.0

担当者

教授 藤坂 尚登

履修時期

後期

履修対象

３年

講義形態

講義

概要

科目の到達目標

受講要件
履修取消の可否

近年の帯域圧縮技術と集積回路技術の急速な進展に支えられて通信技術は大きく進歩し、生活に不可欠な
社会インフラとなっている。本講義では、ディジタル無線通信技術に焦点を当て、コンピュータ解析や演習を
交えながら、通信の本質が十分理解できるよう毎回の授業を進めていく。（授業形態：講義）
受講生は下記のようなディジタル通信系に関する方式および通信品質の定量化について理解する．
・ナイキスト基準について理解する
・さまざまな変復調方式を実現する通信系の構成を理解する
・雑音環境下における通信誤り率の推定できるようになる
・フェージングによるコンスタレーションの変動を理解する
通信工学Ⅰを履修していることが望ましい。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

事前学習：
演習問題を事前に配布するので授業までに解いてみること
事後学修：
配布する講義用スライドをもとに授業の要点を整理すること
１ ディジタル通信概観
２ 通信工学のための数学，信号の表現
３ ナイキスト基準
４ 変調方式
５ 波形整形
６ 復調方式
７ ディジタル無線通信系の構成に関する演習
８ 前半（１〜７回）の復習と理解度の確認
９ 直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）
10 雑音の統計的性質
11 雑音環境下の通信
12 フェージングとそのモデル化
13 フェージング環境下の通信
14 ディジタル無線通信系の評価に関する演習
15 後半（９〜１４回）の復習と理解度の確認
実施する
演習形式で行う無線通信系の解析と評価(７，15回目)，理解度確認テスト，期末試験の結果を総合して受講
者の
・ナイキスト基準
・さまざまな変復調方式を実現する通信系の構成
・雑音環境下における通信誤り率
・フェージングによるコンスタレーションの変動
に対する理解度を数値化し，下記の基準に従って評価する。
秀：評点 90 〜 100点
優：評点 80 〜 89点
良：評点 70 〜 79点
可：評点 60 〜 69点
不可：評点 59点以下
講義資料：講義内容をまとめたプリントを配布する。
参考書：高畑文雄編著「ディジタル無線通信入門」培風館

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考

1983-1997年の期間内の約10年間に大崎電気工業(株)等において無線通信，光通信システムの開発に従事
【教職】高一種（情報）
閉じる

科目名

リアルタイムシステム

単位数

2.0

担当者

システム工学専攻 教授 中田 明夫

履修時期

後期

履修対象

3年

講義形態

講義

概要

授業形態：講義
時間通りに情報を処理することを要求されるシステムのことをリアルタイムシステムと呼ぶ．プラント監視シス
テム，航空管制システムなどがリアルタイムシステムの例に挙げられる．最近では，ネットワークを通じた音
声や動画像の配信，さらには，携帯電話に代表されるような，機器にコンピュータが組み込まれたシステム
（組込みシステム）においても時間通りの動作が要求されるなど，リアルタイムシステムはますます身近に登
場するようになってきている．よいリアルタイムシステムを作るためには，ただコンピュータの性能を上げれば
よいのではなく，製造コストや消費電力をできるだけ抑えつつ，時間通りの動作を保証するという難しい課題
を解決する必要がある．本講義ではそのようなリアルタイムシステムの設計および検証技術の概要について
紹介する．

科目の到達目標

リアルタイムシステムの設計・検証技術の基礎となるリアルタイムスケジューリング理論，および，時間オート
マトンによるリアルタイムシステムのモデル化手法および検証技術について理解する．

受講要件

「コンピュータ基礎」「プログラミングI」「プログラミングII」「オートマトンと形式言語」を受講済みであることが望
ましい．

履修取消の可否

可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等

必要に応じて事前事後学修のための課題を課す．
1.リアルタイムシステムとは
2.リアルタイムスケジューリング問題
3.固定優先度のスケジューリング
4.動的優先度のスケジューリング
5.非周期的タスクのスケジューリング
6.タスク間に依存関係が存在する場合のスケジューリング
7.過負荷のリアルタイムシステムのスケジューリング
8.順序制約がある場合のスケジューリング
9.マルチプロセッサスケジューリング
10.状態遷移モデルによる並行システムのモデル化
11.時相論理による検証性質の記述
12.並行システムのモデル検査
13.時間オートマトンによるリアルタイムシステムのモデル化
14.時間オートマトンのモデル検査
15.まとめ
※授業の順序は変更することがある．
※上記とは別に期末試験を実施する．
実施する
受講状況，期末試験により総合的に評価する．
原則として，毎回の授業時に資料を配布する．必要に応じて以下の参考書も参照すること：
参考書：白川洋充，竹垣盛一：「リアルタイムシステムとその応用」，朝倉書店．
参考書：Francis Cottet, Joelle Delacroix, Claude Kaiser, and Zoubir Mammeri:"Scheduling in Real-Time
Systems", John Wiley & Sons.
参考書：Edmund M. Clarke, Jr., Orna Grumberg, and Doron Peled："Model Checking", MIT Press.
参考書：藤倉俊幸：「組み込みソフトウェアの設計＆検証」，CQ出版社．
中田明夫: 組込みデザイン研究室に所属し，
主に組込みシステム，リアルタイムシステム，ソフトウェア設計検証技術などの研究に従事．

担当者プロフィール

授業内容や宿題などに関する，学生の個別学習相談を随時受け付けています．
下記問合せ先まで連絡し，担当教員と個別にアポイントを取って下さい．
問い合わせ先： 情報科学部棟8階821室 E-mail:nakata@hiroshima-cu.ac.jp

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

ヒューマンインタフェース

単位数

2.0

担当者

システム工学専攻 准教授 満上 育久

履修時期

後期

履修対象

３年

講義形態

講義

概要

ヒューマンインタフェースの考え方の基礎から応用を講義する．ヒューマンインタフェースの基本的な考え方お
よびその重要性，人間とコンピュータをつなぐインタフェースの意義などについて学ぶ．その上で，インタ
フェースの設計や評価の方法について学び，学生自ら体験する．講義は，学生にも積極的に発言を促しなが
ら進行する．

科目の到達目標

人間とコンピュータ間のスムーズな情報伝達に必要な要素を理解し，インタフェースを設計する際の考え方を
理解する．

受講要件
履修取消の可否

特になし．
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

身の回りのインタフェースデザインについて意識を向け，講義で得た知識と対応付けて考えることで，理解を
深める．
1.インタフェースとは？
2.人間とコンピュータの特徴、違い
3.人間とコンピュータの役割分担
4.入力装置としてのインタフェース
5.入力GUI
6.出力装置としてのインタフェース
7.出力GUI
8.人間と計算機のインタラクション
9.計算機を用いた人間同士のインタラクション
10.インタフェースの設計
11.インタフェースの設計演習
12.インタフェースの評価
13.インタフェースの評価演習
14.インタフェース設計・評価実習
15.まとめ
実施する
平常点(30%)，中間レポート(20%)，期末試験(50%)の合計で評価する．「インタフェース」の言葉の意味，インタ
フェースに望まれること，インタフェースの設計と評価の基本的な考え方を理解していることを合格の条件と
する．
特になし．
担当者のプロフィールは以下のWebページを参照．
http://www.sys.info.hiroshima-cu.ac.jp/mitsugami

担当者プロフィール
質問や相談は随時受け付けています．ただし，居室を訪ねる場合には電子メールで事前にアポイントメントを
取ってください．
授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種（情報）
閉じる

科目名

機械力学

単位数

2.0

担当者

システム工学専攻 教授 石光俊介

履修時期

2年

履修対象

後期

講義形態

講義

概要

機械力学とは，機械や構造物の動的な動きを取り扱う学問で，動力学の一つの分野と位置付けられる．動力
学は，材料力学のような静力学に比べると，時間や慣性力というファクターが入ってくることから一般に難しい
と受け止められている．しかしながら，動力学は驚くほど少ない基本原理の上に成り立っている学問であり，
論理的な思考ができるようになれば，わずかな知識でロボティックスをはじめ広範囲の応用ができるようにな
る．この授業では，動的問題を解析するのに必要な幾つかの数学的手法を学習する．問題を解く方法は一つ
ではない．複数の解法を修得し，問題に応じてそれを使い分けることができるようになることが望ましい．多く
の例題と演習を解くことを通して，動力学の基本法則が機械の振動問題を解くのにどのように使われるのか
を学ぶ．授業形態は座学により行う．

科目の到達目標

ニュートンの運動第二法則とエネルギー保存の法則が完全に理解でき，運動方程式の導出に自由に使いこ
なせること．1自由度系，２自由度系の振動についての基本が理解できること．

受講要件
履修取消の可否

解析学、常微分方程式、物理学概論、基礎物理学、物理学を履修していることが望ましい.
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

演習を通して実力を身につけ、共振などの物理現象を数式から表現できるようになって欲しい.単に講義を聴
いているだけでは理解したことにはならないので，問題を自分で解いてみることを通して，実戦的な解析能力
を養うことを主眼において講義する.
1．単位と計算，振動の複素数表示
2. 運動の法則と質点の運動
3. 慣性モーメントと剛体の運動
4. ニュートンの運動第二法則とエネルギー保存の法則
5. １自由度不減衰系の自由振動（ばね系、質点系）
6. １自由度不減衰系の自由振動（剛体系、等価モデル）
7. 中間まとめ
8. 減衰のある１自由度系の自由振動
9. 不減衰系の強制振動
10. 粘性減衰系の強制振動
11．変位による強制振動
12．過渡応答
13．２自由度系の自由振動
14．２自由度系の強制振動
15．まとめ
※上記とは別に学年末試験を実施する．
実施する
中間まとめ30%，学年末試験40%，演習30%にて評価する．
佐藤／岡部／岩田共著 演習機械振動学 サイエンス社

担当者プロフィール

システム工学専攻に所属。サウンドデザイン研究室にてサウンドデザインや信号処理など音響に関わる研究
を行っている．企業にて7年間，機械力学の分野の内，自動車の騒音振動制御の開発に携わった実績があ
る．

授業に関連する実務経
験

サウンドデザイン研究室にてサウンドデザインや信号処理など音響に関わる研究を行っている．企業にて7年
間，機械力学の分野の内，自動車の騒音振動制御の開発に携わった実績がある．

備考
閉じる

科目名

電気磁気学

単位数

2.0

担当者

医用情報科学専攻 教授 樋脇 治

履修時期

後期

履修対象

２年

講義形態

講義

概要

電磁気学は、電気工学・電子工学・通信工学・情報科学を学ぶ上で基礎となる学問である。電磁気現象をイ
メージし、それを数式で表現することを学習する。

科目の到達目標

電磁気現象をイメージし、それを数式として定量的に表現し理解できる能力を習得する。電磁気学の本質で
あるマクスウェルの方程式を理解することを目標とする。

受講要件
履修取消の可否

基礎物理学、物理学を履修済みであることが望ましい。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

教科書の指定範囲を読み、ノートに整理する。 講義中にノートに書き留めた内容を読み返し理解する。講義
中に行なった演習問題を十分理解する。
1. 電磁気学の歴史とその意義
2. 静電気力
3. 電場
4. ガウスの法則
5. 電位
6. 導体
7. 誘電体
8. 電流と回路
9. 静電場
10. 静磁場、ビオ・サバールの法則
11. ベクトルポテンシャル
12. 磁性体
13. 電磁誘導
14. 変位電流
15. マクスウェルの方程式
上記とは別に期末試験を実施する
実施する
授業での到達目標が達成され、電磁気現象を理解し数式で表現できる能力が習得できたかどうかを評価す
る。成績は、期末試験等により評価する。評価基準は、学生便覧に記載の通りとする。
【教科書】前野昌弘、「よくわかる電磁気学」、東京図書
研究室： 脳情報科学研究室 （情報科学部棟５６３室)
【学習指導・支援について】
授業等に関する相談を随時受け付けています。学内サイネージ等で所在を確認の上、研究室を訪ねてくださ
い。

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

アナログ信号処理

単位数

2.0

担当者

医用情報科学専攻 准教授 福田 浩士

履修時期

後期

履修対象

2年次以上

講義形態

講義

概要

心電計などの医療機器では生体の情報を電気信号として取得しているが，生体電気信号は微弱であるため
ノイズの影響を受けやすい．そのため，生体信号を処理する上で重要なことは，生体信号のノイズを取り除
き，信号生成源に関する有用な情報を取り出すことである．生体信号はアナログ回路により検出されるため，
生体信号を適切に計測・処理するシステムを設計するためには，アナログ信号とアナログシステムについて
の基礎理論を修得しなければならない．本講義ではアナログ信号処理システムを設計する上で必要な数学
的な理論を学ぶとともに，アナログ信号処理システムを実現するための電気・電子回路の基礎について学
ぶ．

科目の到達目標

アナログ信号処理の基礎を理解し，対象や状況に応じた適切な信号処理を行える能力を修得することを目的
とする．

受講要件
履修取消の可否

解析学I，解析学II，情報基礎数学，電気回路の単位を取得していることが望ましい．
可

履修取消不可の理由
【事前学修】
講義資料を読み，理解できた内容と理解できなかった内容をノートに整理する．
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

【事後学修】
講義内容を復習し，講義中に理解できなかった内容を理解する．
演習課題を解くことで理解を深める．
第1回 信号とシステム
第2回 極形式による正弦波と余弦波の表現
第3回 複素フーリエ級数
第4回 フーリエ変換
第5回 フーリエ変換の性質
第6回 ラプラス変換
第7回 ラプラス変換の性質
第8回 逆ラプラス変換
第9回 システムの応答と畳み込み積分
第10回 線形システムの表現方法
第11回 アナログ回路の過渡特性
第12回 アナログ回路の周波数特性
第13回 アナログフィルタ
第14回 オペアンプを用いたフィルタ回路
第15回 まとめ
実施する

評価方法・基準

課題レポート，期末試験の結果に基づいて総合的に評価する．評点は100点満点とし，60点未満を不
可，60点以上70点未満を可，70以上80点未満を良，80点以上を優，90点以上で特に優秀であると教員が認
めた場合を秀とする．

教科書等

適宜資料を配付する．
参考書：
・石井六哉 著，「信号と処理（上）」，コロナ社，2008. ISBN 978-4-339-01354-2
・佐藤俊輔，吉川昭，木竜徹 著， 日本エム・イー学会編「生体信号処理の基礎」，コロナ社，2004．ISBN 4339-07132-3
・小川吉彦 著，「信号処理の基礎―アナログ・ディジタル線形システム解析―」，朝倉書店，1991. ISBN 4254-22128-2
・Hwei P. Hus著 「マグロウヒル大学演習 信号処理（Ⅰ）」，オーム社，1998，ISBN 4274131378
・Hwei P. Hus著 「マグロウヒル大学演習 信号処理（Ⅱ）」，オーム社，1998，ISBN 4274131432
・石村園子 著「やさしく学べる ラプラス変換・フーリエ解析 増補版」，共立出版株式会社，2010, ISBN
432001944X
・内山明治，村野靖 著，絵ときでわかるオペアンプ回路，オーム社，2003，ISBN 4-274-03535-2

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験
備考

【学生の学習指導・支援体制について】
講義内容に関する，学生の個別学習相談を随時受け付けている．
教員の所在は，学内サイネージ等に掲示されているので，確認の上，来訪のこと．事前にメール等でアポイン
トメントを取っておくと良い．

閉じる

科目名

プログラミングⅢ

単位数

2.0

担当者

医用情報科学専攻 准教授 中野 靖久

履修時期

後期

履修対象

2年

講義形態

講義

概要

科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

授業形態：実習を含む講義形式
プログラミングIやプログラミングIIで学んだ知識を基に、C言語の発展系であるC++の基本的な文法を学び、こ
れを応用して数値解析のためのクラスライブラリを作成したり、グラフィカル・ユーザー・インターフェー
ス(GUI)のクラスライブラリを用いてGUIプログラミングを行ったりすることができるようになるための知識と技術
を学ぶ。実際の応用問題としては、複素数クラスを用いた代数方程式の解法、マトリックスクラスを用いた線
形代数問題の解法、GUIを用いた入出力、グラフの描画などを扱う。
C++の基本的な文法を理解し、それを応用して課題のプログラムを記述できるようになることを目標とする。
「プログラミングI」及び「プログラミングII」を受講していること。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

【事前学修】次回の講義内容に関する事柄を事前に調べて理解を深めておく。
【事後学修】講義で習ったC++の文法や数値解析のアルゴリズムを復習し、出題されたプログラミング課題に
取り組むことで理解を深める。
1. C++とオブジェクト指向
2. クラス
3. 継承
4. オーバーロード
5. 仮想関数
6. 値渡しと参照渡し
7. vectorクラスとcomplexクラス
8. 代数方程式の解法
9. matrixクラスの構築
10. 連立方程式の解法
11. 線形最小二乗法
12. QtのGUIクラスライブラリ
13. メニューとウィジェット
14. グラフの描画
15. まとめ
※上記とは別に期末試験を実施する
実施する
以下の基準に従い、課題40点、期末試験60点の割合で評価します。
【課題】プログラミングの課題を提出し、与えられた課題を実行できているかを評価します。
【期末試験】講義の内容を理解しているかを問う試験の成績を評価します。
参考書：
「A Tour of C++」Bjarne Stroustrup、Addison-Wesley
ヒトの視覚、特に色覚を中心にそのメカニズムを解明し、産業や医用に応用する研究を行っています。

担当者プロフィール

授業内容や宿題などに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。
教員の所在は、学内サイネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてみてください。

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

電気電子計測

単位数

2.0

担当者

医用情報科学専攻 教授 樋脇 治

履修時期

前期

履修対象

３年

講義形態

講義

概要

計測・測定技術に関する知識は、電気電子情報工学の分野のみならず、物理・化学・医学・生物学等の広い
分野で必要とされる。本講義では、電圧・電流・電力・磁束密度等の基本的な電気磁気量および抵抗・コンデ
ンサ容量・インダクタンス・インピーダンス等の測定法について学ぶ。

科目の到達目標

電気電子計測の基礎を理解し、測定対象や測定状況に応じた適切な計測を行える能力を習得することを目
的とする。

受講要件
履修取消の可否

「電気回路」を履修していることが望ましい。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

担当者プロフィール

ノートに書き留めた講義内容を読み返し理解する。講義中に行なう演習問題を十分理解する。
１ 電気電子計測の基礎
２ 統計的な性質と処理
３ 単位と標準
４ 利得
５ 指示計器
６ 直流計測
７ 交流計測
８ ディジタル計測
９ 電圧・電流・電力の測定
10 抵抗・インピーダンスの測定
11 インダクタンス・コンデンサ容量の測定
12 磁気量の測定と磁気センサ
13 信号波形の観測と周波数・位相の測定
14 差動増幅器
15 ノイズ対策
上記とは別に期末試験を実施する
実施する
授業での到達目標が達成され、電気電子計測に関する基礎を理解し、測定対象や測定状況に応じた適切な
計測法を自ら選択、設計できる能力が習得できたかどうかを評価する。成績は、期末試験等により評価す
る。評価基準は、学生便覧に記載の通りである。
参考書：廣瀬明「電気電子計測」（数理工学社）
参考書：南谷晴之・山下久直「よりわかる電気電子計測」（オーム社）
研究室： 脳情報科学研究室 （情報科学部棟５６３室)
【学習指導・支援について】
授業等に関する相談を随時受け付けています。学内サイネージ等で所在を確認の上、研究室を訪ねてくださ
い。

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種（情報）
閉じる

科目名

企業活動とプロジェクトマネジメント

単位数

2.0

担当者

システム工学専攻 准教授 双紙正和、助教 佐藤康臣、 非常勤講師 大場充、（社団法人PMI日本支部）神庭
弘年、（中央大学）飯尾淳、（株式会社三菱総合研究所）西山聡、（マツダ）白雪峰、（パナソニック・アドバンス
ト・テクノロジー）阿部敏久

履修時期

前期

履修対象

3年次

講義形態

講義

概要

将来、就職活動を控えた学生に対し、現代の企業における仕事がどのように企画・計画・準備・実施されてゆ
くのかのプロセスの大枠を理解させるキャリア形成支援講義とする。この講義では、今日の企業活動形態に
おいて最も一般的なプロジェクトをどのように企画し、どのように計画し、どのように準備し、どのように実施
し、どのように実施結果を検証し、実施後に評価をする場合に必要となる全般的な知識を学ぶ。現代の企業
における仕事がどのように企画・計画・準備・実施されてゆくのかのプロセスの大枠を理解することを通じて就
職活動を控えた時期にある学生のキャリア形成支援にも資する内容とする。プロジェクトマネジメントの基本
知識(PMBoK)を含めて、多くの社会人がよく経験する本質的な問題と解決方法について、経験的に得られて
いる知見を紹介し、自ら考える力を養うことを目指す。また、グローバル人材の育成を目指し、グローバルな
プロジェクトがどのように企画され、実施管理されるかについても理解することを目標にする。本講義は広島
修道大学と協力して同時並行して実施する「連携講義」とし、実務家教員による話題提供を中心に進める。ま
た、約半数回はテレビ会議方式の双方向遠隔講義として実施する。

科目の到達目標

本講義は、主として就職活動を控えた学部３年の学生および、IT系企業で働く専門家としての経験が浅い社
会人に対して、急速にグローバル化が進展する経済の中で、現代の企業(特にIT関連)における仕事がどのよ
うに企画・計画・準備・実施されてゆくのかのプロセスの大枠を理解させ、将来、受講者たちがどのように働
き、どのような問題に遭遇し、どのように考えてそれらの問題を解決してゆくべきかについて、プロジェクトマネ
ジメントに関する基本知識（PMBoK）の習得と、プロジェクトをマネジメントする人材に必要なコンピテンシーに
関する知識を学び、異なる文化的背景をもった人々との協業体験を通じた体験的な学習を含め、これからの
社会人が直面すると思われる本質的な問題と解決方法について、経験的に得られている知見を理解するとと
もに、受講する学生・社会人が意見を交換し、問題解決を体験することで、自ら考える力をもち、グローバル
に活躍できる人材を養成する。

受講要件
履修取消の可否

特になし。
可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

事前学修は、予定されている講義内容について、特にテクニカルタームなどを中心に調べておく。また、前の
週に簡単な宿題が出されることがあるので、必ずそれに自ら取り組む。講義では実務家教員の参画を含めて
プロジェクトマネジメントに関する様々なテーマが取り上げられる。講義内容においては、用語の解説以外の
部分について、決まり切った答えがあるわけではなく、有名な説が紹介されるだけであり、その説が正しいこ
とを保証するわけではない。すなわち、さまざまな議論がありうる。そこで、事後学修として、講義内容に関す
る様々な説を調べ、それを自らのキャリアデザインの一助とすべく、まとめておく。
1 プロジェクトマネジメントの概要
2 プロジェクトマネジメントの企画・計画
3 スケジュール・コストマネジメント
4 組織マネジメント
5 リスクマネジメント
6 品質マネジメント
7 ITシステム開発プロジェクト事例
8 コミュニケーションマネジメント
9 オフショアプロジェクト事例
10 ITシステム開発プロジェクト事例
11 地域イベントの企画・計画・実施
12 グローバルプロジェクトマネジメント
13 PMコンピテンシー
14 これからのプロジェクトマネジメント
15 グローバルプロジェクトの重要性と求められる人材
実施しない

評価方法・基準

講義中の議論、演習への参画度、課された問題に対し提出されたレポートの評価(60%)と、期末レポート課題
の成績(40%)によって評価する。特に，講義中の議論に積極的に参加した者には高い評価を与える。

教科書等

教科書：
なし。講義実施に合わせて資料を配布
参考書:
1.「プロジェクトマネジメント知識体系ガイド（PMBOK®ガイド第6版）」、PMI（2018年）
2.「演習と実例で学ぶプロジェクトマネジメント入門 第2版 日本語版PMBOK 第4版対応」、中川正樹監修、飯
尾淳編著、ソフトバンククリエイティブ（2012年）
3.「プロジェクトマネジメントプリンシプル」 PMI編、PMI日本支部監訳 iTEC社
4.「プロジェクト・マネジャーの人間術」 Steven W. Flanners/Ginger Levin（著）、PMI日本支部 監訳 iTEC社
5.「PMツールの実践的活用法」 PMI日本支部 PMツールの実践的活用法プロジェクト（編著）鹿島出版会
双紙正和： システム工学専攻組込みデザイン研究室に所属。情報セキュリティに関する研究・教育に従事し

担当者プロフィール

ている。

授業に関連する実務経
験
備考

【キャリア形成支援科目】
閉じる

科目名

情報と職業

単位数

2.0

担当者

非常勤講師 山嵜 彰一郎

履修時期

前期（集中）

履修対象

３年

講義形態

講義

概要

ディジタル化された情報がネットワークを介して人や機械の間を行き来するディジタル情報ネットワーク、第４
次産業革命とも呼ばれる産業発展の鍵となるビッグデータの処理などに関係する技術を学習した上で、これ
らの技術の進展が様々なサービスを人間に提供し便利な社会を構築していることと、情報セキュリティや著作
権管理、情報技術の職業への影響と職業訓練など様々な課題を生んでいること学習する。

科目の到達目標

進展している情報技術の概要と、これらの技術が社会にもたらす恩恵と問題、職業への影響に関し、自分の
考えを説明できるようにすることを到達目標とする。

受講要件
履修取消の可否

特になし
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験

講義毎に資料を配布する。授業は次回の授業との関連が強いため、授業中に配布した資料の内容を復習し
ておくこと。
１ 情報の定義と役割
２ 情報のディジタル化
３ 情報のネットワーク化
４ 情報の統計的処理
５ 情報の特徴抽出
６ ビッグデータと社会
７ 意思決定の構造
８ 意思決定の基準
９ ゲーム理論
10 情報セキュリティの概要
11 暗号技術
12 認証技術
13 情報社会と法制度
14 情報技術の職業への影響
15 社会構造の変革と人材育成
実施しない
授業中に複数回実施する演習の総合点をもとに評価を行う。
特になし
情報通信工学を専門とする教員であり、また、公共職業訓練の指導員の育成にも従事している。
1985年3月から2004年3月 (株)東芝に勤務し、情報ネットワーク分野の研究開発と商品開発に従事した実務
経験をもっている。その間、産業構造の変化に応じた従業員の職種転換のための社内教育に従事した実務
経験をもっている。

備考
閉じる

科目名

ディジタル信号処理

単位数

2.0

担当者

准教授 青山 正人

履修時期

前期

履修対象

3年次

講義形態

講義

概要

ディジタル信号処理は、計算機あるいはディジタル機器内に存在するディジタルデータを処理するための技
術であり、現代の情報化社会を支える基礎技術として大変重要である。本講義は、多くの基本的な例題を取
り上げ、基礎事項を着実に理解することを重視しながら進める。最終的には、時間ー周波数領域変換やシス
テムの周波数領域表現などディジタルデータに対する処理方法を修得することを目的とする。

科目の到達目標

ディジタル信号に対する基礎的な信号処理についての知識を身に付けることを目標とする。以下に具体的な
到達目標を示す。
1. インパルス応答、たたみ込み、z変換、伝達関数などを理解し、システムの出力信号が計算できる。
2. ディジタル信号を扱うシステムを解析できる。

受講要件
履修取消の可否

解析学Ⅰ、解析学Ⅱ、情報基礎数学、アナログ信号処理を受講していることが望ましい。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

ディジタル信号に対する時間―周波数領域変換、システムの周波数領域表現などの信号処理方法を身に付
けることを目指して、本学問に関連する数学的な表現方法、及びそれらの基になっている振動周波数などの
物理的な意味を、教科書、参考書を用いて予習する。また講義配布資料・講義後に行う演習課題等もあわせ
て復習する。
第1回 概論
第2回 信号とシステムの数学的表現
第3回 差分方程式
第4回 インパルス応答と線形時不変システム
第5回 たたみ込み
第6回 z変換
第7回 z変換の性質、逆z変換
第8回 伝達関数
第9回 伝達関数を用いた出力信号の計算法、システムの安定性
第10回 信号の成分分析
第11回 離散フーリエ変換
第12回 高速フーリエ変換、周波数解析
第13回 離散時間フーリエ変換
第14回 離散時間システムの周波数領域表現
第15回 ディジタルフィルタ、総括
※上記とは別に期末試験を実施する。
実施する
授業中に実施する演習、期末試験の結果から総合的に判定する。評価基準には、学生ハンドブック記載の
成績評価基準を用いる。
教科書：太田 正哉「例解 ディジタル信号処理入門」（コロナ社）
参考書：岩田 彰「ディジタル信号処理」（オーム社）
参考書：萩原 将文「ディジタル信号処理」（森北出版）
医用画像を対象にしたコンピュータ支援診断に関する研究に従事。

担当者プロフィール

【学生の学習指導・支援体制について】
授業内容に関する、学生の個別学習相談を随時受け付けている。
事前にメールでアポイントメントを取ってから、来訪すること。

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種（情報）
閉じる

科目名

技術者倫理

単位数

2.0

担当者

非常勤講師 丞村 宏

履修時期

前期

履修対象

３年

講義形態

講義

概要

技術者・研究者の判断が社会や環境に与える影響について知り、技術者・研究者が考えておくべき様々な問
題（組織の中で果たす役割、専門家としての倫理、公衆に対する責任等）を考察する。その為、いくつかの事
例を題材にして工学技術と倫理についての理解を深め、社会に対する責任を自覚する能力を養う。

科目の到達目標

技術者・研究者として倫理規定に基づいた判断ができる為の基礎知識（著作権等の知的財産法、PL法、公
益者通報者保護法、不正競争防止法等）を習得し、研究倫理（捏造・改竄・盗用）、情報倫理、技術者倫理
（安全保障貿易管理、軍事研究、内部告発等におけるモラル責任等）に対する技術者責任の基本的概念を
理解出来る。

受講要件
履修取消の可否

特に無し
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

最近5年間、日本国内で発生した事件・事故のうち、技術者・研究者の倫理上、問題があったと思う内容を1つ
とりあげ、その内容に関して（１）具体的な経緯をまとめ、それに対する（２）自分の感想・意見を A4一枚に手
書きで記載し、授業時に提出出来る様、準備しておく事。
授業内で課題を複数回提示する為、指定日に提出する事
１）技術者倫理・研究倫理・企業倫理とは （人工知能（AI）とトロッコ問題）
２）著作権法１（著作権の基礎）
３）著作権法２（他人の著作物を利用する方法（引用の実際））
４）特許法１（特許法の基礎）
５）特許法２（職務発明制度（発明は誰のものか）・ソフトウェア特許）
６）研究倫理（捏造・改竄・盗用）
７）研究倫理（不正競争防止法（営業秘密・ビックデータの取扱））
８）情報倫理（個人情報保護法・プロバイダ責任制限法）、肖像権
９）Winy事件、GDPR（EU一般データ保護規則）
１０）科学者と軍事研究（デュアルユース技術と安全保障貿易管理）
１１）法的責任とモラル責任（品質管理・製造物責任法（PL法）・リコール制度）
１２）内部通報と内部告発（公益通報者保護法）
１３）組織の中の個人の役割
三菱自動車リコール隠し事件、スペースシャトル爆発事件、
オリンパス巨額損失隠し事件、戦後最大の倒産・エアバッグリコール事件等
１４）国際標準化と知的財産権
１５）確認小テスト、各分野における技術倫理
実施しない
平常点、演習レポート、討論内容及び確認小テストで総合的に判断する
各回プリントを配布する
【参考書】
はじめての技術者倫理 未来を担う技術者・研究者のために （講談社）
大学講義 技術者の倫理入門 （丸善出版）

担当者プロフィール

下記の実務経験後、特許庁事業・大学知的財産アドバイザーとして、富山大学、岐阜薬科大学、青森県立保
健大学、八戸工業大学そして広島市立大学に着任。国公私立の各大学（北は札幌市立大学から南は沖縄科
学技術大学院大学まで）における知的財産管理体制・仕組みに対するアドバイス及び実務を行い、現在に至
る。

授業に関連する実務経
験

1976年4月～2005年3月 自動車部品メーカーに勤務（知的財産部門・品質保証部門・技術管理部門等にて、
日米欧知財係争・グローバル品質保証・米国PL訴訟/米国リコール対応等に従事。ISO日本代表エクスパー
トとしての国際標準化活動、JIS制定等の業界活動に参画）

備考
閉じる

科目名

外書講読演習Ⅰ

単位数

1.0

担当者

講師 齋藤 徹

履修時期

前期

履修対象

３年次

講義形態

演習

概要

医用情報科学の基礎となる学問分野の英語教材（Life: The Science of BiologyおよびThe C Programming
Language）を翻訳し、その内容を発表することを通じて、とくに卒業研究に必要な英文読解力を養成する講読
演習である。また、基礎的な英語の語彙力を含めた英語力を強化する。

科目の到達目標

医用情報科学科に所属する担当教員の指導により、英語で書かれた科学技術文書を読んで理解する力を養
い、卒業研究を行うための基礎となる英文読解力を身につける。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由

特になし
Life:The Science of Biologyで扱う内容は同時期開講の『分子生物学』でも取り扱う。
否
必修科目のため
【事前学修】
事前に配布した英語教材を翻訳し、内容の理解に務める。

事前・事後学修
【事後学修】
演習で取り扱った箇所を再度読み込み、英文読解能力の向上を図ると共に、内容の理解を深める。

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

担当者プロフィール

第１回 イントロダクションおよび英語教材（Life:The Science of Biology）の講読演習
第２回 英語教材（Life:The Science of Biology）の講読演習
第３回 英語教材（Life:The Science of Biology）の講読演習
第４回 英語教材（Life: The Science of Biology）の講読演習
第５回 英語教材（Life:The Science of Biology）の講読演習
第６回 英語教材（Life:The Science of Biology）の講読演習
第７回 英語教材（Life:The Science of Biology）の講読演習
第８回 英語教材（Life:The Science of Biology）の講読演習
第９回 英語教材（Life:The Science of Biology）の講読演習
第１０回 英語教材（The C Programming Language）の講読演習
第１１回 英語教材（The C Programming Language）の講読演習
第１２回 英語教材（The C Programming Language）の講読演習
第１３回 英語教材（The C Programming Language）の講読演習
第１４回 英語教材（The C Programming Language）の講読演習
第１５回 英語教材（The C Programming Language）の講読演習及びまとめ
実施しない
受講態度、発表内容、レポート等により総合的に評点を定める。評点に対する評価は広島市立大学履修規
程(第11条)に従って行う。
担当教員が適宜教材資料を配布する。
専門は理論化学。量子化学計算を用いたバイオインスパイアード触媒の研究や計算方法の開発をしていま
す。
【学生の学習指導・支援体制について】
実験内容やレポートなどに関する，学生の個別学習相談を随時受け付けている。
教員の所在は、学内サイネージ等に掲示されているので、確認の上、来訪のこと。事前にメール等でアポイン
トメントを取っておくと良い。

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

医用情報科学実験Ⅰ

単位数

3.0

担当者

医用情報科学専攻 准教授 福田 浩士（代表教員），准教授 青山 正人，講師 香田 次郎，講師 長谷川 義大

履修時期

前期

履修対象

3年次

講義形態

実験

概要

筋電計，心電計，脳波計，脈波計といった医療の現場で用いられている医療機器の基礎技術について学ぶ．
医療機器のハードウェア的な基礎技術としては，筋電計および光学式脈波計の製作を通して，ノイズに埋も
れた微弱な生体信号を検出する回路について学ぶ．ソフトウェア的な基礎技術としては，生体信号をコン
ピュータに取り込むためのA/D変換のプログラミング技法について学ぶ．

科目の到達目標

医用情報科学は，ヒトや他の生物あるいはその組織や細胞といった生体システムと医療機器に導入されてい
るコンピュータ，機械，電子機器など工学システムの仲立ちをする分野である．よって，医用情報科学の技術
者には，生体システムが有する種々の情報を計測・解析して生体機能を解明する能力と，生体システムの計
測・解析で得られた知見に基づいて医療に役立つ新しい工学システムを開発する能力が求められる．医用情
報科学実験Iでは，生体システムが有する情報を計測するためのハードウェアの基礎とソフトウェアの基礎を
習得する．

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由

電気回路，アナログ信号処理，プログラミングIII，医用プログラミング，情報ネットワークの単位を習得してい
ることが望ましい．また，同時期開講のディジタル信号処理，電気電子計測を受講することが望ましい．
否
必修科目のため．
【事前学修】
(1) 実験テキストを読んでおく．
(2) 実験原理について理解できた部分と理解できていない部分をノートに整理しておく．
(3) 実験方法をノートに整理し，実験内容を把握する．

事前・事後学修

【事後学修】
(1) 実験原理について理解できていない部分について文献などを参考に理解する．
(2) 実験データを整理する．
(3) 実験原理をふまえて実験結果について考察する．
(4) 報告書にまとめる．
【オンライン授業】
(1) アナログ回路シミュレーションの基礎
実験I-1：生体電気信号の計測技術
(2) 反転増幅回路，非反転増幅回路のシミュレーション
(3) 差動増幅回路，計装アンプのシミュレーション
(4) アナログフィルタのシミュレーション
(5) 筋電計回路のシミュレーション

講義内容

実験I-2：光電式脈波計の作製
(6) LED点灯回路のシミュレーション
(7) フォトトランジスタ検出回路，包絡線復調回路のシミュレーション
(8) フィルタ回路のシミュレーション
(9) 脈波の検出と加速度脈波への変換のシミュレーション
実験I-3：A/D変換プログラミング
(10) 統合開発環境(Qt)の構築
(11) A/D変換の基礎プログラムの作成
(12) データ取得プログラムの作成
【対面授業（予定）】
(13) 筋電計回路のプリント基板への実装（実験I-1）
(14) 脈波計の実装，脈波・加速度脈波の計測（実験I-2）
(15) 実機による信号の取り込み（実験I-3）

期末試験実施の有無

実施しない

評価方法・基準

受講態度とレポートにより総合的に判断し，80点以上を優，70～79点を良，60～69点を可，60点未満を不可
とする．90点以上の学生の中で特に優秀であると全教員が認めた学生は秀とする．
なお，原則として，全出席，全レポートの受理を単位認定の条件とする．

教科書等

テーマごとに実験の手引書を配付する．
以下のような作文技術に関する参考書を熟読した上でレポートを作成すること．
木下是雄著 「理科系の作文技術」中公新書 1981 (ISBN 978-4121006240)
野中謙一郎他著 「技術レポート作成と発表の基礎技法（改訂版）」 コロナ社 2018 (ISBN 978-4-339-078152)

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考

【学生の学習指導・支援体制について】
実験内容やレポートなどに関する，学生の個別学習相談を随時受け付けている．
相談はメール，WebClassの掲示板で受け付ける．
長谷川：2008年4月～2015年3月 キヤノン株式会社に勤務（医療デバイスの開発に従事）
医用情報科学実験で習得する技術は，医用の分野のみならず，幅広い分野で応用されている技術である．
卒業研究ではもちろんのこと，就職してからも役に立つので，積極的に取り組むこと．
閉じる

科目名

情報ネットワーク

単位数

2.0

担当者

医用情報科学専攻 教授 田中 宏和

履修時期

後期

履修対象

２年

講義形態

講義

概要

無線、有線の通信手段によって情報が伝達されるネットワークを総称して情報ネットワークと呼び、インター
ネット、モバイル通信システムなど、情報ネットワークは現代社会基盤の一部となっている。情報ネットワーク
の技術分野はアーキテクチャ、サービス、品質、制御、運用管理、セキュリティなど、多岐にわたる。本講義で
はネットワークの基本的な構成と要素技術、及びいくつかの具体的なシステム構成例について学習する。

科目の到達目標

情報ネットワークは一般に階層化された通信モデルを有しており、階層毎に機能分担されている。各階層に
おける機能とそれぞれの機能を実現するために必要な技術について習得することを目的とする。

受講要件
履修取消の可否

特になし。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

予習と復習を行うこと。
第1回 ネットワークの基礎
第2回 信号のディジタル変換
第3回 変復調技術
第4回 通信路容量
第5回 雑音と誤り率
第6回 フェージング
第7回 誤り制御技術（誤り訂正の基礎とブロック符号）
第8回 誤り制御技術（畳み込み符号）
第9回 誤り制御技術（自動再送要求）
第10回 多重化技術
第11回 多元接続技術（FDMA、TDMA）
第12回 多元接続技術（CDMA、OFDMA）
第13回 ランダムアクセス技術
第14回 広帯域通信技術
第15回 ネットワークアーキテクチャ
※授業の順序は変更することがある。
※理解度促進のため、適宜演習を行うことがある。
※上記とは別に期末試験を実施する。

期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等

実施する
授業態度、授業中の演習、期末試験（レポート含）の結果から総合的に判定します。
評価基準は、学生便覧に記載の通りとする。
講義に必要な資料は適宜配布。
教科書：特に指定しないが下記の参考書を予習・復習の資料として役立てること。
参考書：岡育夫「ディジタル通信の基礎」（森北出版株式会社）２００９.
宮保、田窪、武川、八槇「ネットワーク技術の基礎」（森北出版）２００７.
田坂修二「情報ネットワークの基礎［第２版］」（数理工学社）２０１３.
【担当者プロフィール】
http://rsw.office.hiroshima-cu.ac.jp/Profiles/13/0001262/profile.html

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験
備考

【学生の学習指導・支援体制について】
授業内容や宿題などに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。教員の所在は、学内サイ
ネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてみてください。
20年以上にわたり企業で情報通信関連の研究開発に従事．
【教職】高一種（情報）
閉じる

科目名

外書講読演習Ⅱ

単位数

1.0

担当者

教授 鷹野 優、教授 増谷 佳孝、教授 樋脇 治、教授 田中 宏和、准教授 釘宮 章光、准教授 青山 正人、准
教授 藤原 久志、准教授 福田 浩士、講師 齋藤 徹、講師 長谷川 義大（代表教員：医用情報科学科 学科
長）

履修時期

後期

履修対象

３年次

講義形態

演習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由

「授業形態：演習」医用情報科学の基礎となる五つの学問分野（バイオ情報学、医用画像工学、医用ロボッ
ト、脳情報科学、医用情報通信）の英語教材を翻訳し、その内容を発表することなどを通じて、とくに卒業研究
に必要な英文読解力を養成する購読演習である。
医用情報科学科を構成する各研究室の担当教員の指導により、英語で書かれた科学技術文書を読んで理
解する力を養い、医用情報科学の基礎となる五つの学問分野における英文読解力を身につける。
とくになし
否
必修科目のため
【事前学修】
事前に配布した英語教材を翻訳し、内容の理解に務める。

事前・事後学修
【事後学修】
演習で取り扱った箇所を再度読み込み、英文読解能力の向上を図ると共に、内容の理解を深める。

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

第1回 イントロダクションと英語教材（無線通信関連の英文論文の前半部）の講読演習（担当 田中）
第2回 英語教材（無線通信関連の英文論文の後半部）の講読演習（担当 田中）
第3回 英語教材（無線通信関連の英文論文）の理解度テスト（担当 田中）
第4回 英語教材（自然科学に関するニュース）の講読演習（担当 齋藤）
第5回 英語教材（自然科学に関するニュース）の講読演習（担当 齋藤）
第6回 英語教材（自然科学に関するニュース）の講読演習（担当 齋藤）
第7回 英語教材（医用画像機器の歴史に関する動画資料）のリスニング・翻訳演習（担当 増谷）
第8回 英語教材（医用画像に関する教科書）の講読演習１（担当 藤原）
第9回 英語教材（医用画像に関する教科書）の講読演習２（担当 青山）
第10回 英語教材（メカニクスに関する教科書）の講読演習（担当 長谷川）
第11回 英語教材（メカニクスに関する教科書）の講読演習（担当 長谷川）
第12回 英語教材（メカニクスに関する教科書）の講読演習（担当 長谷川）
第13回 英語教材（TED Talk「A monkey that controls a robot with its thoughts. No, really.」）の講読演習（担
当 樋脇）
第14回 英語教材（Transforms in Signals and Systems）の講読演習（担当 福田）
第15回 英語教材（Transforms in Signals and Systems）の講読演習（担当 福田）
実施しない
受講態度、発表内容、レポート等により総合的に評点を定める。評点に対する評価は広島市立大学履修規
程(第11条)に従って行う。
担当教員が適宜教材資料を配布する。
【学生の学習指導・支援体制について】
実験内容やレポートなどに関する，学生の個別学習相談を随時受け付けている。
教員の所在は、学内サイネージ等に掲示されているので、確認の上、来訪のこと。事前にメール等でアポイン
トメントを取っておくと良い。

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

医用情報科学実験Ⅱ

単位数

3.0

担当者

医用情報科学専攻 准教授 福田 浩士（代表教員），准教授 中野 靖久，准教授 藤原 久志，講師 常盤 達
司，講師 齋藤 徹

履修時期

後期

履修対象

3年次

講義形態

実験

概要

まず，医療機器で用いられている組込型の計測システムとデータ集中管理システムの基礎技術についてタブ
レット端末，マイコンボード，Linuxワークステーションを用いて構築する．次に，赤外線式距離センサを用いた
センサのキャリブレーション方法と，センサで取得した距離情報に連動するコンピュータグラフィックスを作成
する．最後に，生体信号データを処理・解析するディジタル信号処理ソフトウェアを作成する．

科目の到達目標

医用情報科学は，ヒトや他の生物あるいはその組織や細胞といった生体システムと医療機器に導入されてい
るコンピュータ，機械，電子機器など工学システムの仲立ちをする分野である．よって，医用情報科学の技術
者には，生体システムが有する種々の情報を計測・解析して生体機能を解明する能力と，生体システムの計
測・解析で得られた知見に基づいて医療に役立つ新しい工学システムを開発する能力が求められる．医用情
報科学実験IIでは，医療に役立つ新しい工学システムを開発するためのハードウェアの基礎とソフトウェアの
基礎を習得する．

受講要件

電気回路，アナログ信号処理，プログラミングIII，医用プログラミング，情報ネットワーク，電気電子計測，ディ
ジタル信号処理の単位を習得していることが望ましい．

履修取消の可否
履修取消不可の理由

否
必修科目のため．
【事前学修】
(1) 実験テキストを読んでおく．
(2) 実験原理について理解できた部分と理解できていない部分をノートに整理しておく．
(3) 実験方法をノートに整理し，実験内容を把握する．

事前・事後学修

【事後学修】
(1) 実験原理について理解できていない部分について文献などを参考に理解する．
(2) 実験データを整理する．
(3) 実験原理をふまえて実験結果について考察する．
(4) 報告書にまとめる．
実験II-1：遠隔医療システムの構築 (担当 中野，齋藤)
(1) マイコンボードのA/D変換ポートによる電圧データの取得
(2) Bluetoothによるマイコンボード⇔タブレット間無線通信
(3) タブレット端末のグラフィックプログラミング
(4) TCP/IPによるタブレット⇔ホストコンピュタプロセス間通信
(5) 遠隔脈拍モニタシステムの作製①
(6) 遠隔脈拍モニタシステムの作製②

講義内容

実験II-2：センサ情報の取得とコンピュータグラフィックス(CG)の基礎（担当 常盤，齋藤）
(7) 実験装置の組み立て．センサの入出力特性の計測・解析①
(8) センサの入出力特性の計測・解析②
(9) Open GLプログラムの作成
(10) センサ情報を用いたOpen GLプログラムの作成
実験II-3：ディジタル信号処理プログラミング（担当 藤原，齋藤）
(11) 信号データのファイル入出力プログラム
(12) 信号データ生成プログラム
(13) 離散フーリエ変換プログラム
(14) IIRフィルタプログラム（ローパスフィルタ，ハイパスフィルタ）
(15) 作成したプログラムによる信号データ（筋電，脳波など）の処理

期末試験実施の有無

実施しない

評価方法・基準

受講態度とレポートにより総合的に判断し，80点以上を優，70～79点を良，60～69点を可，60点未満を不可
とする．90点以上の学生の中で特に優秀であると全教員が認めた学生は秀とする．
なお，原則として，全出席，全レポートの受理を単位認定の条件とする．

教科書等

テーマごとに実験の手引書を配付する．
以下のような作文技術に関する参考書を熟読した上でレポートを作成すること．
木下是雄著 「理科系の作文技術」中公新書 1981 (ISBN 978-4121006240)
野中謙一郎他著 「技術レポート作成と発表の基礎技法（改訂版）」 コロナ社 2018 (ISBN 978-4-339-078152)

担当者プロフィール

【学生の学習指導・支援体制について】
実験内容やレポートなどに関する，学生の個別学習相談を随時受け付けている．
教員の所在は，学内サイネージ等に掲示されているので，確認の上，来訪のこと．事前にメール等でアポイン
トメントを取っておくと良い．

授業に関連する実務経
験
備考

医用情報科学実験で習得する技術は，医用の分野のみならず，幅広い分野で応用されている技術である．
卒業研究ではもちろんのこと，就職してからも役に立つので，積極的に取り組むこと．
閉じる

科目名

インターンシップ

単位数

2.0

担当者

医用情報科学科 全教員（代表教員：医用情報科学科 学科長）

履修時期

通年

履修対象

３年次

講義形態

実習

概要

科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

企業や公的機関において実習、研修を行い、実社会と直接係る就業体験をする。実習期間は２週間程度で
ある。インターンシップ終了後は、参加者全員による報告会を行い、実習の内容、社会で求められている技術
や能力をまとめる。
企業や公的機関において実習することで企業活動を理解する。
社会で求められている技術や能力を理解し大学における学問の意義を理解する。
実社会を就業体験することで進路決定に役立てる。
特になし
否
実習・研修先にて受け入れ準備をして頂く都合上、中途の取り消しは不可とする。
学生は事務局の就職キャリヤ形成ラインを通して、災害傷害保険、賠償責任保険に加入しなければならな
い。
学生は受け入れ企業等への所定の誓約書を学部事務室に提出する。
チュータ―において事前研修を実施する。
１．[実施]
自分の専門分野を現場で応用・実践することにより、確かな知識として習得できるほか、学習目的が明確に
なる。
学生は、所定の日報を作成し、受け入れ担当者の確認を得る。
２．[報告]

講義内容

インターンシップが終了したときは、学生は、速やかに日報を学科長に提出し、また、終了後、所定のレポート
を学科長に提出する。
３．[報告会]
インターンシップ参加者全員による報告会を行う。
参加者：教員、学生

期末試験実施の有無
評価方法・基準

実施しない
単位の認定は、受け入れ先の実習計画書、受け入れ先による学生の評価、学生の実習日誌と報告書、イン
ターンシップ報告会での発表内容、質疑討論の状況などにより総合的に評価する。
秀・優・良・可・不可の基準は、学生ハンドブック記載のとおりとする。

教科書等

教科書：なし
参考書：必要に応じて紹介する。
専攻事務室にあるインターンシップ実施要領を参照のこと。

担当者プロフィール

【学生の学習指導・支援体制について】
学生の個別学習相談を随時受け付けています。
教員の所在は、学内サイネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてください。

授業に関連する実務経
験
備考

【キャリア形成支援科目】
閉じる

科目名

知的財産権

単位数

2.0

担当者

社会連携センター 特任教員 島筒 博章

履修時期

前期（夏季集中：１日3コマ×5日）

履修対象

4年

講義形態

講義

概要

殆ど予備知識のない受講生を対象に、知的財産権（特許法、実用新案法、著作権法、意匠法、商標法、種苗
法、不正競争防止法等）の仕組みとその意義を理解することを狙いとして、情報関連分野に携わる者として理
解しておくべ事項について講義します。情報科学分野との関連が深い特許については、グループでの「特許
情報検索によるドローン関連技術マップの作成実習」によって、実務の一端を経験して頂きます。情報化社会
において重要な著作権については、訴訟事例の紹介等も交えて、権利の内容と制限、権利侵害行為等につ
いて講義します。

科目の到達目標

1.知的財産権の仕組み、意義、留意点等について、知的財産にあふれた時代を生きる社会人として必要な知
識を習得する。
2.技術分野での知識財産として重要な特許について、出願手続きとルール、特許権取得要件、ビジネスへの
活用方法を理解し、特許情報検索によって当該分野の技術動向、課題等を効率的に把握することができるよ
うになる。
3.文化、芸術分野での知的財産として重要な著作物について、著作権の内容と制限、権利侵害行為等につ
いて理解する。
4.今後の日本農業、食糧問題に係わる種苗法について、農産物生産の現状、世界的な寡占化の動き等の概
要を理解する。

受講要件
履修取消の可否

特になし
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

関連するニュースを視聴したり、新聞記事を読んだりする。
１．知的財産権の種類とその性質
２．主要国における知的財産法の成立と発展
３．発明と特許法
４．特許出願と権利化の手続き
５．特許出願書類
６．特許権の効力とビジネスへの活用
７．実用新案法
８．職務発明制度
９．特許庁データベースでの特許情報検索
１０．パテントマップ作成実習
１１．著作物と著作権法、著作権の効力と侵害行為
１２．意匠と意匠法、意匠権の効力と侵害行為
１３．商標と商標法、商標権の効力と侵害行為
１４．種苗法
１５．不正競争防止法と不正競争の類型
１６．大学での知的財産の保有と産学連携
※講義内容の順序は変更することがある。
※講義内容の区切りにおいて、適宜、小テスト（講義時間内でのレポートの作成＆提出）を実施する。
実施しない
受講票、受講態度、受講日毎に作成＆提出するレポート、グループ実習での提出物によって、絶対評価を行
う。
講義初日に、担当教員作成のテキストと補足説明資料を配布する。
必要に応じて、その都度、追加資料を配布する。

担当者プロフィール

社会連携センター 知的財産マネージャー。
機械関連企業の研究所において、新技術・新製品の研究開発に携わる。（計測・制御分野）
公益財団法人ひろしま産業振興機構、国立研究開発法人科学技術振興機構にて、大学研究シーズの発掘・
育成業務に携わる。（2002年5月～2008年3月）

授業に関連する実務経
験

【実務経験：2008年4月～】
技術移転機関（ＴＬＯ）、大学の知的財産部門において、大学研究成果の特許化、特許権の管理、技術移転、
知的財産関連の各種契約締結業務に携わる。

備考

【教職】中・高一種（情報）
閉じる

科目名

プレゼンテーション技法

単位数

1.0

担当者

医用情報科学科 全教員（代表：医用情報科学科 学科長）

履修時期

前期または後期

履修対象

４年次

講義形態

実習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修
講義内容
期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

プレゼンテーションにおける「シナリオ作成」「プレゼンテーション資料作成」「プレゼンテーション資料を用いた
発表」など、プレゼンテーションに関する一連の能力を実習形式で学ぶ。
研究の成果を、与えられた時間内に、分かりやすく，論理的に、説得力をもって説明できる。
討論の場において、的確にコミニュケーションできる。
卒業論文発表に必須なので必ず受講すること。また、原則として卒業研究Iと同じ履修期に履修すること。
否
必修科目のため。
指導教員の指示を受けること。
下記について配属された研究室において教員より指導を受ける。
１．プレゼンテーション原稿・シナリオの作成法
２．プレゼンテーションツールの使用法
３．発表・講演・討論等におけるプレゼンテーション手法
実施しない
研究室内での教員による技能評価により、成績を総合的に評価する。
適宜、資料等を配布する。
【学生の学習指導・支援体制について】
随時、配属された研究室の指導教員に質問・相談を行うこと。

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

技術文書作成法

単位数

1.0

担当者

医用情報科学科 全教員（代表：医用情報科学科 学科長）

履修時期

前期または後期

履修対象

４年次

講義形態

実習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

指導教員の指導のもとで、技術文書（主として卒業論文）を作成するための方法論を取得する。
技術論文作成の方法論を理解し、実践的に技術論文を作成できる。
原則として卒業研究Ⅱと同時に履修すること。
否
必修科目のため。
指導教員の指示を受けること。
１ 資料収集
２ 文献調査
３ テーマの設定
４ 文書の組み立て
５ パラグラフの構成
６ 文の構造
７ 簡潔な表現
８ 論文概要の記述
９ 本論の書き方
１０ 結論の書き方
１１ 図，表の作成法
１２ 参考文献の引用
１３ 単位，量記号
１４ 発表用原稿
１５ まとめ
実施しない
受講態度、発表、レポート等により総合的に評価する。
適宜、資料等を配布する。
【学生の学習指導・支援体制について】
随時、配属された研究室の指導教員に質問・相談を行うこと。

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

卒業研究Ⅰ

単位数

4.0

担当者

医用情報科学科 全教員（代表：医用情報科学科 学科長）

履修時期

前期または後期

履修対象

４年次

講義形態

実習

概要

科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修
講義内容
期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

配属研究室の教員の指導のもとで、情報科学に関する研究テーマをついて、文献調査、システム及び装置
設計、作製、評価、シミュレーションなどの研究を行う。また、これらの内容についての報告（文書作成、口頭
発表など）を行う。上記一連の課題を克服することで、情報科学研究に対する方法論、科学技術論文の書き
方および研究発表、討論などの表現方法を学習する。
情報科学研究に対する方法論を理解できる。
科学技術論文が作成でき、研究発表、討論などができる。
卒業研究着手を許可されていること。
否
必修科目のため。
指導教員の指示を受けること。
１ 指導教員と話し合い、研究テーマを決定する。
２ 指導教員の指導のもとで研究を実施する。
３ 研究報告（文書作成、口頭発表など）を行う。
実施しない
卒業研究における文献調査、論文輪読、討論、レポート作成、システムや装置などの設計、作成、評価、そし
てシミュレーションと各種実験への取組み内容や進捗状況等を総合評価する。
適宜、資料等を配布する。
【学生の学習指導・支援体制について】
随時、配属された研究室の指導教員に質問・相談を行うこと。

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

卒業研究Ⅱ

単位数

4.0

担当者

医用情報科学科 全教員（代表：医用情報科学科 学科長）

履修時期

前期または後期

履修対象

４年次

講義形態

実習

概要

科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修
講義内容
期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

配属研究室の教員の指導のもとで、情報科学に関する研究テーマをついて、文献調査、システム及び装置
設計、作製、評価、シミュレーションなどの研究を行う。また、これらの内容を卒業論文として纏めるとともに、
その成果を発表会にて口頭にて説明する。上記一連の課題を克服することで、情報科学研究に対する方法
論、科学技術論文の書き方および研究発表、討論などの表現方法を学習する。
情報科学研究に対する方法論を理解できる。
科学技術論文が作成でき、研究発表、討論などができる。
卒業研究着手を許可されていること。
卒業研究Iを履修していること。
否
必修科目のため。
指導教員の指示を受けること。
１
２
３
４

指導教員と話し合い、研究テーマを決定する。
指導教員の指導のもとで研究を実施する。
卒業論文、卒業論文要旨を作成し提出する。
研究成果発表会において口頭発表する。

実施しない
卒業研究における文献調査、論文輪読、討論、レポート作成、システムや装置などの設計、作成、評価、そし
てシミュレーションと各種実験、および、それらの成果に基づいて作成する卒業論文と卒業研究発表会にお
ける卒業研究発表から総合的に評価する。
適宜、資料等を配布する。
【学生の学習指導・支援体制について】
随時、配属された研究室の指導教員に質問・相談を行うこと。

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

医用情報科学概論

単位数

2.0

担当者

医用情報科学科 全教員 (代表教員：臨床情報医工学プログラム実行委員長)

履修時期

前期

履修対象

２年

講義形態

講義

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

「バイオ情報学」、「医用画像工学」、「医用ロボット」、「脳情報科学」、「医用情報通信」といった医療と情報科
学の融合領域について、基礎から最先端研究までを網羅した講義を行なう。
本講義では、医療と情報科学の融合領域に関する知識を習得することを目的とする。
医用情報科学科の学生であること。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験

各回の担当教員の指示を受け、課題レポートに取り組むこと。事前に配布される講義資料をベースに予習を
すること。
１ バイオ情報学1（生体分子の構造・相互作用・機能）（鷹野）
２ バイオ情報学2（バイオインフォマティックスとコンピュータプログラム）（中野）
３ バイオ情報学3（バイオセンサー）（釘宮）
４ 医用画像工学１（バイオメディカルイメージング技術）（藤原）
５ 医用画像工学２（多次元医用画像の処理と解析）（増谷）
６ 医用画像工学３（医用画像診断支援）（青山）
７ 医用ロボット１（マイクロ工学を基盤とした医用デバイス・システム）（式田）
８ 医用ロボット２（マイクロ工学を基盤としたいつでもどこでもセンシング）（長谷川）
９ 脳情報科学１（脳システム）（樋脇）
10 脳情報科学２（ニューロリハビリテーション）（常盤）
11 脳情報科学３（ブレインマシンインタフェース）（福田）
12 医用情報通信１（ボディエリアネットワーク)（田中）
13 医用情報通信２（電磁界解析)（伊藤）
実施しない
レポート、小テスト等による。秀、優、良、可、不可の基準は、学生便覧記載のとおりとする。
事前に講義資料を配布する。
【学生の学習指導・支援体制について】
授業等に関する相談を随時受け付けています。学内サイネージ等で教員の所在を確認の上、研究室を訪ね
てください。
長谷川：2008年4月~2015年3月 キヤノン（株）に勤務（MEMS技術を用いた医療デバイスの開発に従事）
増谷：2001年12月〜2014年３月 東大病院に勤務（臨床画像データの処理・解析に従事）

備考
閉じる

科目名

医用データサイエンス

単位数

2.0

担当者

医用情報科学専攻 教授 増谷佳孝

履修時期

前期

履修対象

３年次以上

講義形態

講義

概要

科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

医療・医学におけるデータを正しく扱うことは「根拠に基づく医療（EBM : Evidence-Based Medicine）」，そして
これをサポートする情報科学・技術においても重要な基礎である．医療におけるツールとしての統計解析の
基礎から，画像解析や機械学習によるパターン認識処理への応用までをカバーする本講義では，医療・医学
のデータ処理を対象とした知識の習得のみならず，ソフトウェアツールの利用による実践技術を実習におい
て学ぶことを目的とする．
・医療・医学におけるデータを正しく扱うための基礎知識および理論を習得する
・フリーウェア「R」を利用してデータ解析の基礎理論および基本技法を学ぶ
・画像解析や機械学習などの応用例を通して医療・医学におけるデータ解析の実例を理解する
線形代数学Ⅰ・Ⅱ，解析学Ⅰ・Ⅱ，確率統計を受講していることが望ましい．
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験

・講義内容をノートにまとめ，さらに詳しい内容を参考書で調べる
・フリーウェア「R」およびMicrosoft Excelによるデータ解析に慣れる
・データ解析、特に統計解析に必須の線形代数学，解析学，確率統計などの関連事項を復習する
第１回 ガイダンス・講義の概要
第２回 数学的準備
第３回 単変量統計と検定
第４回 検定における諸問題と解決法
第５回 生存時間解析
第６回 多変量解析
第７回 検査・診断の評価
第８回 機械学習とパターン認識
第９回 画像統計解析
第10回 ＜実習＞Rの基礎・単変量統計と検定
第11回 ＜実習＞線形単回帰・重回帰
第12回 ＜実習＞ROC解析
第13回 ＜実習＞パターン認識
（第14回 予備）
実施しない
レポートおよび小テストなどにより評価を行う.
評価基準は学生便覧に記載の通り．
（参考書）
ダレル・ハフ：統計でウソをつく法（ブルーバックス）：講談社
新谷歩：今日から使える医療統計：医学書院
山田剛史ほか：Rによるやさしい統計学：オーム社
ペーター，ダルガード：Rによる医療統計学：丸善出版
石井健一郎ほか：わかりやすいパターン認識：オーム社
医用画像工学研究室に所属．拡散MRIなどの多次元医用画像の解析と処理，計算機による医用画像理解の
基礎理論と応用の研究に従事．
※講義の内容や学習方法に関する質問・相談は随時受け付けています．メールあるいは教授室に来訪して
の質問・相談が可能です．教授室へ来訪する場合は事前にメールで日時について相談してください．
2001年12月〜2014年３月 東大病院に勤務（臨床画像データの処理・解析に従事）．

備考
閉じる

科目名

観光情報学

単位数

2.0

担当者

講師 目良 和也

履修時期

後期

履修対象

2年生

講義形態

講義

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

観光情報学は、情報の観点から観光を捉える新しい学問分野である。本講義では、観光情報学の基礎と、演
習を通して情報技術の活用方法を学ぶ。演習では、少少人数のグループでテキスト情報を利用した観光地イ
メージの分析を行い、成果を発表する。
情報の観点から観光をとらえる考え方を身に付ける。観光関連データベースを活用することができる。
コンピュータの基本的な操作ができること。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

日常生活の中で触れる様々な観光に関する技術動向に興味を持ち、ニュースなどを調査するとともに、問題
点や改善法を考察し、まとめたり話し合ったりする。
1. 観光情報学とは
2. 情報化時代の観光行動
3. 観光情報に関するサービスや研究
4. 観光関連データベース構築に関する取組 COC+観光関連データベース
5. [グループ演習] 広島関連の観光情報を収集してみよう
6. [グループ演習] COC+観光関連データベースに登録するデータを収集しよう
7. テキスト情報を利用した観光地イメージの分析
8. テキストマイニングの基礎：Pythonの基礎
9. テキストマイニングの基礎：クローリングとスクレイピング
10. テキストマイニングの基礎：Pythonを使ったテキストマイニング
11. テキストマイニングの基礎：フリーソフトを使ったテキストマイニング
12. [グループ演習] 観光地イメージを抽出してみよう
13. [グループ演習] 観光地イメージについて分析してみよう
14. 発表資料の作成
15. グループ毎の発表
実施しない
講義中に行うディスカッションや発表、受講態度などの評価点50％、課題に関するレポート等50％で評価し、
それらの合計値を最終評価とする。
なし（参考資料を適宜配布する）
広島市立大学大学院情報科学研究科 講師
感情情報処理，テキストからの情報抽出等の研究に従事。
講義中に示すEメール等の連絡先へ質問することができる。

授業に関連する実務経
験
備考

授業定員を40人とする。定員超過時は書類選考を実施する。（書類選考の詳細は掲示で確認すること）
閉じる

科目名

地域実践演習

単位数

1.0

担当者

知能工学専攻 教授 竹澤 寿幸（代表教員）

履修時期

通年（一部を土日や夏休み期間に集中講義として実施する）

履修対象

3年生

講義形態

演習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

情報科学の専門性を使って地域の課題に取り組む実践的な演習を実施する。
地域の課題について理解を深める。
プログラミングなど情報科学の専門的な技術を課題解決に向け役立てる力を身に付ける。
地域課題の解決に対して学習意欲が高く、自ら積極的に演習ができること。
「地域貢献特定プログラム修得者」を目指していることが望ましい。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

日常生活の中で触れる様々な地域の課題に興味を持ち、ニュースなどを調査するとともに、問題点や改善方
法を考察し、まとめたり話し合ったりする。
＜全体でのガイダンス＞
第1回 演習の概要説明、テーマ説明、テーマの選択
＜テーマごとにグループでの学習・活動＞
第2回～第15回
＜演習テーマ＞
テーマ1：情報工学専攻 西教授、他
広島市における課題として、土砂災害による被害軽減に着目し、前兆現象の一つとして考えられている「土砂
のにおい」をモニタリングすることに実践的に取り組む。ガスモニタリングシステムを実際に構築して、地域住
民のご協力を得ながらフィールド実験を行う。また得られたデータを整理することで、統計的なデータ解析手
法を学ぶ。

講義内容

テーマ2：知能工学専攻 竹澤教授、黒澤助教
実践的な課題として「ペッパーに広島の話をさせよう！カープの話でもOK」を取り上げる。情報科学の専門性
としては音声対話技術とロボットプログラミングを扱う。地域の課題として広島地域の観光やカープを扱う。
テーマ3：システム工学専攻 中田教授
WebページコンテンツあるいはWebアプリケーション作成を題材とし、企画・立案からコンテンツ制作まで、３～
５名程度のグループによる共同作業で実施する。プロジェクト管理をアジャイルソフトウェア開発手法の一つ
である「スクラム」という手法に従って進めることにより、複数名でのソフトウェア開発の進め方を学ぶ。
テーマ4：医用情報科学専攻 増谷教授、他
民間企業・公的機関における企業および社会活動を調査する。その後、実際にその現場を見学し、最終的に
参加者全員による報告会を行い、民間企業・公的機関における課題およびその解決方法について議論す
る。

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験

実施しない
テーマごとに、受講態度、課題に対する発表・レポート等を評価する。
秀・優・良・可・不可の基準は、学生HANDBOOKに記載の通りとする。
教科書：なし
参考書：必要に応じて紹介する。
＜学生の学習指導・支援体制について＞
授業内容や宿題などに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。
教員の所在は、学内サイネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてください。
代表教員（竹澤寿幸）は、1989年から2007年まで（株）国際電気通信基礎技術研究所（ATR）において、音声
翻訳システムの研究開発に従事。

備考
閉じる

科目名

分子生物学

単位数

2.0

担当者

情報科学研究科 医用情報科学専攻 教授 鷹野 優（代表教員）
情報科学研究科 医用情報科学専攻 講師 香田 次郎

履修時期

前期

履修対象

３年

講義形態

講義

概要

分子生物学の飛躍的な進展は工学，医学，農学などに大きく貢献してきた。また，近年の各種生物のゲノム
解読以降，その膨大な情報の処理と活用を目的として，情報科学と生物学の学際領域であるバイオインフォ
マティクスやシステム生物学といった新たな学問分野も誕生している。本講義では遺伝情報の発現，細胞の
動態，バイオテクノロジー技術の機構について講義する。

科目の到達目標

生物学を専門としない学生がバイオインフォマティクスや情報医工学を専攻する際に必要な分子生物学やバ
イオテクノロジーの基礎学識を習得する。
ゲノム解析や組換えDNA実験とICTとの関連，健康や医療との関わりについて理解する。
私語などの他の受講生の迷惑となる行動をしないこと。

受講要件
「基礎化学」，「基礎生化学」，「化学」と「生物学」を履修済みであること。
履修取消の可否

可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

事前学修：問題集の指定範囲を課題として課す。テキストを読み，単語を調べ，理解し難い箇所を明らかにし
ておく。
事後学修：問題集の指定範囲を課題として課す。
1. 複製（担当 鷹野）
2．転写（担当 鷹野）
3. 転写調節（担当 鷹野）
4．遺伝暗号，リボソーム，アミノアシルtRNA合成（担当 鷹野）
5. 翻訳機構（担当 鷹野）
6．タンパク質の立体構造形成，輸送と分解（担当 鷹野）
7. DNAの組換え，損傷と修復，突然変異（担当 鷹野）
8. 中間まとめ（担当 鷹野）
9. 細胞周期の制御，細胞骨格，細胞接着，細胞運動，細胞内輸送（担当 香田）
10. シグナル伝達（担当 香田）
11. 細胞のがん化（担当 香田）
12. 遺伝子組換え（担当 香田）
13. ゲノム解析（担当 香田）
14. タンパク質解析（担当 香田）
15．バイオテクノロジーの医療への応用（担当 香田）
※授業の順序は変更することがある。
※上記とは別に期末試験を実施する。

期末試験実施の有無
評価方法・基準

実施する
分子生物学，バイオテクノロジーに関する基礎知識の修得度を記述式試験により，分子生物学の分野におけ
る問題の認識と整理，調査・研究の達成度，講義への取り組み方をレポートなどにより総合的に評価する。こ
れらの評価項目を点数化して，広島市立大学履修規程にしたがって評価する。
教科書：田村隆明著「わかる！身につく！生物・生化学・分子生物学 改訂2版」（南山堂）（基礎生化学，生物
学のテキスト）
鈴木孝仁監修「三訂版 視覚でとらえるフォトサイエンス生物図録」（数研出版）（生物学で使用，全員持参する
こと）
数研出版編集部編「四訂版 リードLightノート生物基礎」（数研出版）（生物学で使用，全員持参すること）
数研出版編集部編「三訂版 リードLightノート生物」（数研出版）（生物学で使用，全員持参すること）
※資料集，問題集が改訂される可能性があるため別途指示する。

教科書等

参考書：
(1)長野 敬，牛木辰男監修「サイエンスビュー 生物総合資料 四訂版」（実教出版）
(2)鈴木孝仁，本川達雄，鷲谷いづみ著「新課程 チャート式シリーズ 新生物 生物基礎・生物」（数研出版）
(3)B. Albertsら著，中村桂子，松原謙一監訳「細胞の分子生物学 第6版」（ニュートンプレス）
(4)美宅成樹著「分子生物学入門」（岩波新書）
(5)D. Sadava他著，石崎泰樹，丸山敬監訳「カラー図解 アメリカ版 大学生物学の教科書 第2巻 分子遺伝学」
（講談社）
(6)D. Sadava他著，石崎泰樹，丸山敬監訳「カラー図解 アメリカ版 大学生物学の教科書 第3巻 分子生物学」
（講談社）
医用情報科学専攻 バイオ情報学研究室のホームページ
http://www.bio.info.hiroshima-cu.ac.jp
をご覧下さい。

担当者プロフィール

【学生の学習指導・支援体制について】
学生の個別学習相談は随時受け付ける。
事前にメール等で日程調整のうえ，学内サイネージ等に掲示されている教員所在で在室を確認して来訪する
こと。

授業に関連する実務経
験
備考

http://www.bis.info.hiroshima-cu.ac.jp/Curriculum_Sequence_2013.pdf
閉じる

科目名

医用ロボット工学

単位数

2.0

担当者

医用情報科学専攻 教授 式田光宏

履修時期

後期

履修対象

3年次以上

講義形態

講義

概要

ロボット工学は，静力学，動力学，材料力学，制御工学，センサ・アクチュエータ工学などの幅広い基礎学問
からなる総合領域の学問であり，医用ロボットは医療福祉分野で活用されている情報機械システムという位
置付けとなる．本講義では，先ず，ロボット工学における基礎となる，ロボットアームの運動学および力学，機
械要素（センサ，アクチュエータを含む），ロボット制御について学び，最後にロボット工学の医用応用につい
て理解する．

科目の到達目標

ロボット工学の概念，構成要素，システム構成を理解し，それに基づく機構学，力学，運動学，センサやアク
チュエータなどを理解する．またロボット工学の医用への可能性について理解する．

受講要件
履修取消の可否

解析学，線形代数学，機械工学，制御工学を修得していることが望ましい．
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

本学問に関連する数学的な表現方法を予習する．また講義配布資料・講義後に行う演習課題を復習する．
第1回 医用ロボット工学の概要
第2回 ロボット工学のための基礎数学及び力学
第3回 ロボットアームの運動学1：ロボットアームの機構，姿勢の表現，順運動学
第4回 ロボットアームの運動学2：逆運動学，ヤコビ行列，特異姿勢
第5回 ロボットアームの力学1：力のつりあい，材料強度，慣性モーメント
第6回 ロボットアームの力学2：ロボットアームの静力学と動力学
第7回 ロボットアームの力学3：ロボットアームの動力学，逆動力学と順動力学
第8回 ロボットの機械要素1：固定要素，回転要素，回転の伝達要素，直道の伝達要素
第9回 ロボットの機械要素2：減速機，ばねとダンパ
第10回 ロボットの機械要素3：アクチュエータ（電動，油圧，空圧）
第11回 ロボットの機械要素3：センサ（位置センサ，力センサ，近接近センサ）
第12回 ロボット制御1：ロボットのモデル化，制御系の構成
第13回 ロボット制御2：フィードバック制御
第14回 ロボット工学の医用福祉応用
第15回 総括，演習に対する解説
※授業の順序は変更することがある．
※上記とは別に期末試験を実施する．
実施する
授業中に実施する演習（課外課題），定期試験の結果から総合的に判定します．評価基準には，学生便覧記
載の成績評価基準を適用します．上記の方法にて，講義内容をほぼ理解していることを確認し，それが達成
していれば単位が認定されます．
参考書：絵ときでわかるロボット工学（オーム社）

担当者プロフィール

授業内容や宿題などに関する，学生の個別学習相談を随時受け付けています．教員の所在は学内サイネー
ジ等に掲示されていますので，確認の上，研究室を訪ねてください．

授業に関連する実務経
験

実務経験：1990年4月～1995年2月 株式会社日立製作所に勤務（MEMSシステムに関する研究開発に従事）

備考
閉じる

科目名

生体情報工学

単位数

2.0

担当者

医用情報科学専攻 教授 樋脇 治

履修時期

後期

履修対象

３年

講義形態

講義

概要

今日の情報処理技術の発展は目覚ましいが、柔軟性や学習能力等の面では生体の情報処理能力に遠く及
ばない。新しい情報処理技術の開発において、脳をはじめとする生体のもつ情報処理機構に学ぶ点は多い。
また、コンピュータ等の機器を有効かつ安全に使いこなすためには生体の特性を理解しておく必要がある。
本講義では、生体の情報処理メカニズムについての基礎知識と工学的応用について学ぶ。

科目の到達目標

工学の立場から生体の機能を理解し、人間や生体の特性に適応した工学のあり方を考え、生体機能を手本
とする技術を発想することのできる素養を身につけることを目的とする。

受講要件
履修取消の可否

特になし。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

担当者プロフィール

ノートに書き留めた講義内容を読み返し理解する。講義中に行なう演習問題を十分理解する。
1 序論（生体情報工学とは）
2 生体の電気現象
3 ニューロンの信号
4 シナプス
5 神経回路
6 ニューロンのモデル
7 神経回路のモデル
8 筋の制御
9 運動の制御
10 視覚系の情報処理（網膜の構造と機能）
11 視覚系の情報処理（中心視・周辺視，眼球運動）
12 聴覚系の情報処理
13 触覚系の情報処理
14 脳とコンピュータ
15 脳情報の計測、ブレインマシンインタフェース
上記とは別に期末試験を実施する
実施する
授業での到達目標が達成され、生体情報処理の基礎知識、工学的な応用についての考察能力が習得でき
たかどうかを評価する。成績は、期末試験等により評価する。評価基準は、学生便覧に記載の通りとする。
参考書：赤沢堅造「生体情報工学」（東京電機大学出版局）
参考書：星宮 望・石井直宏・塚田 稔・井出英人「生体情報工学」（森北出版）
研究室： 脳情報科学研究室 （情報科学部棟５６３室)
【学習指導・支援について】
授業等に関する相談を随時受け付けています。学内サイネージ等で所在を確認の上、研究室を訪ねてくださ
い。

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

生物学

単位数

2.0

担当者

情報科学研究科 医用情報科学専攻 講師 香田 次郎

履修時期

後期

履修対象

２年

講義形態

講義

概要

医用情報科学は人類の健康，医療や福祉に貢献するために，自然科学，情報，工学が融合した学際的融合
領域である。本講義では，医用情報科学の基礎となる生物学の基礎事項について，人類の健康と医療に念
頭をおきながら講義する。

科目の到達目標

高等学校で生物を履修しなかった学生が生物学の基礎学識を習得する。
人類の健康，医療と福祉に貢献するために修得した生物学の学識を医用工学や医用情報科学に応用するこ
とができるようになる。

受講要件
履修取消の可否

私語などの他の受講生の迷惑となる行動をしないこと。
化学に関連する素養として，「基礎化学」，「化学」を履修済みであること。
生物に関する素養として，「基礎生化学」を履修済みであること。
細胞と分子，代謝，遺伝情報の発現は「基礎生化学」および「分子生物学」で扱う。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

事前学習：問題集の指定箇所を課題として課す。テキストを読み，単語を調べ，理解し難い箇所を明らかにし
ておく。
事後学習：問題集の指定箇所を課題として課す。
1．生殖
2．動物の配偶子形成と受精，初期発生
3．細胞の分化と形態形成，植物の配偶子形成と発生
4. 組織，血液，器官
5．遺伝
6．神経系
7．内分泌系
8．免疫系
9．視覚，聴覚，平衡覚
10．味覚，嗅覚
11．植物の環境応答1（発芽の調節，成長の調節）
12．植物の環境応答2（環境変化に対する応答，花芽形成・結実の調節）
13．生物群集と生態系
14．生物の起源と進化
15. 生物の系統
※授業の順序は変更することがある。
※上記とは別に期末試験を実施する。

期末試験実施の有無
評価方法・基準

実施する
生物学に関する基礎知識の修得度を期末試験により，生物学の各分野における問題の認識と整理，調査・
研究の達成度，講義への取り組み方をレポート，小テストやアンケートなどにより総合的に評価する。これら
の評価項目を点数化して，広島市立大学履修規程にしたがって評価する。
教科書：田村隆明著「わかる！身につく！生物・生化学・分子生物学 改訂2版」（南山堂）（基礎生化学のテキ
スト）
鈴木孝仁監修「三訂版 視覚でとらえるフォトサイエンス生物図録」（数研出版）（全員持参すること）
数研出版編集部編「三訂版 リードLightノート生物」（数研出版）（全員持参すること）
※資料集，問題集は改訂されることがあるので別途指示する。

教科書等

参考書：
(1)長野 敬，牛木辰男監修「サイエンスビュー 生物総合資料 四訂版」（実教出版）
(2)鈴木孝仁，本川達雄，鷲谷いづみ著「新課程 チャート式シリーズ 新生物 生物基礎・生物」（数研出版）
(3)B. Albertsら著，中村桂子，松原謙一監訳「細胞の分子生物学 第6版」（ニュートンプレス）
(4)M.F. ベアー，B.W. コノーズ，M.A. パラディーソ著，加藤宏司，後藤薫，藤井聡，山崎良彦監訳「神経科学－
脳の探究－」（西村書店）
医用情報科学専攻 バイオ情報学研究室のホームページ
http://www.bio.info.hiroshima-cu.ac.jp
をご覧下さい。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経

【学生の学習指導・支援体制について】
学生の個別学習相談は随時受け付ける。
事前にメール等で日程調整のうえ，学内サイネージ等に掲示されている教員所在で在室を確認して来訪する
こと。

験
備考
閉じる

科目名

制御工学

単位数

2.0

担当者

医用情報科学専攻 教授 式田光宏

履修時期

前期

履修対象

３年次

講義形態

講義

概要

科目の到達目標

受講要件
履修取消の可否

制御理論は，与えられたシステムが意図した動作をするように制御系を設計する学問で，具体的には，その
ための種々な手法を数学を用いて体系的に表現及び解析します．従って，制御理論は，「数学によるシステ
ムのモデル表現」，「システム特性の解析」，「制御装置の設計」とからなります．本講義を通して，上記制御
理論の概念を学ぶとともに，一連の「表現」「解析」「設計」を修得することを目的とします．
制御工学における基礎理論を理解することを目標とする．以下に具体的な到達目標を示す．
(1)ラプラス変換を用いてシステムを数学的にモデル化できる．
(2)伝達関数など用いてシステムの特性（周波数応答など）を解析できる．また制御系の安定性を判別でき
る．
(3)制御系に対する設計指針を説明できる．
常微分方程式及びラプラス変換を履修していることが望ましい．
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

制御理論を体系的（「表現」「解析」「設計」）に修得することを目指して，本学問に関連する数学的な表現方法
を予習する．また講義配布資料・講義後に行う演習課題を復習する．
第1回 制御の概念及び適用例
第2回 ラプラス変換
第3回 システム特性の伝達関数表現（1次系）
第4回 システム特性の伝達関数表現（1次系，2次系）
第5回 システム特性の伝達関数表現（２次系・高次系）
第6回 システム特性の伝達関数表現（ブロック線図）
第7回 周波数応答特性（周波数伝達関数，ボード線図）
第8回 周波数応答特性（ボード線図：各種要素）
第9回 周波数応答特性（ボード線図，ベクトル軌跡，他）
第10回 安定性（定義，代数的安定判別法_ラウスの安定判別法）
第11回 安定性（代数的安定判別法_フルビッツの安定判別法）
第12回 安定性（フィードバック制御系の安定判別法）
第13回 制御系の評価指標
第14回 制御系の設計
第15回 総括，演習に対する解説
※上記とは別に期末試験を実施する．
実施する
授業中に実施する演習（課外課題），定期試験の結果から総合的に判定します．評価基準には，学生ハンド
ブック記載の成績評価基準を適用します．上記の方法にて，講義内容をほぼ理解していることを確認し，それ
が達成していれば単位が認定されます．
参考書：吉川恒夫「古典制御論」（コロナ社）
参考書：中野 道雄，美多 勉「制御基礎理論」（コロナ社）

担当者プロフィール

授業内容や宿題などに関する，学生の個別学習相談を随時受け付けています．教員の所在は学内サイネー
ジ等に掲示されていますので，確認の上，研究室を訪ねてください．

授業に関連する実務経
験

実務経験：1990年4月～1995年2月 株式会社日立製作所に勤務（MEMSシステムに関する研究開発に従事）

備考
閉じる

科目名

生物工学

単位数

2.0

担当者

情報科学研究科 医用情報科学専攻 准教授 釘宮 章光

履修時期

後期

履修対象

３年

講義形態

講義

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

バイオテクノロジーに関する基礎的事項から、医療機器、医薬品の開発や再生医療などの応用分野につい
て理解することを目的とする。
医療機器や医薬品、人工臓器などを開発、製造するための生物工学の基礎・応用的学識を身につける。
基礎化学、基礎生化学、生物工学Ⅰを履修していることが望ましい。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

教科書の指定範囲を読み、毎回ノートに整理してくること。
1. 生命工学の基礎［1］：細胞，代謝，発生，分化，増殖
2. 生命工学の基礎［2］：遺伝子と遺伝情報
3. 核酸の性質と基本操作
4. 組換えDNAをつくり，細胞に入れる
5. 遺伝子工学
6. タンパク質工学
7. 糖鎖工学
8. 脂質工学
9. 組成を変えた細胞や新しい動物をつくる
10. 医療における生命工学の利用
11. 一次産業で使われるバイオ技術
12. 生命反応や生物素材を利用･模倣する
13. バイオセンサー
14. バイオミメティクス
15. 環境問題やエネルギー問題に取り組む
※上記とは別に期末試験を実施する

期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等

担当者プロフィール

実施する
平常点、期末試験および小テストや発表により評価を行う。評価の配分は100点満点中、期末試験を50点、
平常点や小テスト、発表などを50点として評価する。評価基準には学生ハンドブック記載の成績評価基準を
適用する。
しくみからわかる 生命工学
裳華房
田村隆明 著
ISBN 978-4-7853-5227-1
H07
H07
H08
H13
H13
H22
H27

東京大学大学院工学系研究科化学生命工学専攻修士課程修了
フランス国コンピエーヌ工科大学留学
広島市立大学情報科学部助手
工学博士（東京大学）
広島市先端科学技術研究所次長
広島市立大学社会連携センター准教授
現職

【学生の学習指導・支援体制について】
授業内容などに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。教員の所在は、情報科学部棟の学
内サイネージ等に掲示されていますので、確認の上、情報棟630研究室を訪ねてみてください。
授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

バイオメカニクス

単位数

2.0

担当者

医用情報科学専攻 教授 式田光宏

履修時期

後期

履修対象

３年次

講義形態

講義

概要

バイオメカニクスはからだの諸機能を力学的に解析する学際領域の学問です．本講義を通して，生物物理的
な側面からからだを俯瞰できる知識力及び解析力を修得することを目的とします．

科目の到達目標

からだの諸機能を力学的に解析できる知識力を身に付けることを目標とする．以下に具体的な到達目標を示
す．
(1)力学を用いてからだの静止・運動状態を解析できる．
(2)材料力学を用いてからだを構成している材料の変形挙動を解析できる．
(3)流体力学を用いて体内における気体・液体の流れを解析できる．

受講要件
履修取消の可否

特になし
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等

からだの諸機能を力学，材料力学，流体力学などを用いて解析する力を身に付けることを目指して，その基
礎となる物理学及び応用物理学を体系的に予習・復習する．また講義配布資料・講義後に行う演習課題等も
あわせて復習する．
第1回 慨要，標準人及びスケーリング
第2回 からだの静力学：力，トルク，平衡，てこの動作，前腕
第3回 からだの静力学：ヒップ，腰，触覚
第4回 からだの動作： 運動学，立位姿勢，歩行
第5回 からだの動作： ランニング
第6回 からだの動作： 跳躍，投球，衝突
第7回 からだの機械的性質：構成材料，弾性
第8回 からだの機械的性質：材料の変形
第9回 からだの機械的性質：粘弾性，骨折
第10回 体内における流体力学：流体圧と流体流れ
第11回 体内における流体力学：流体圧と流体流れ，拡散
第12回 心臓血管系：循環器系の慨要，物理
第13回 肺と呼吸：肺の構造及び物理
第14回 肺と呼吸：呼吸の物理
第15回 総括，演習に対する解説
※上記とは別に期末試験を実施する．
実施する
授業中に実施する演習（課外課題），定期試験の結果から総合的に判定します．評価基準には，学生ハンド
ブック記載の成績評価基準を適用します．上記の方法にて，講義内容をほぼ理解していることを確認し，それ
が達成していれば単位が認定されます．
参考書：Irving P. Herman （訳：斉藤太朗，高木建次）「翻訳 人体物理学（Physics of the Human Body）」
（NTS）
参考書：「生体工学」（日本機械学会編）
参考書：牧川 方昭，吉田正樹「運動のバイオメカニクス」（コロナ社）

担当者プロフィール

授業内容や宿題などに関する，学生の個別学習相談を随時受け付けています．教員の所在は学内サイネー
ジ等に掲示されていますので，確認の上，研究室を訪ねてください．

授業に関連する実務経
験

実務経験：1990年4月～1995年2月 株式会社日立製作所に勤務（MEMSシステムに関する研究開発に従事）

備考
閉じる

科目名

人間工学

単位数

2.0

担当者

システム工学専攻 教授 石光俊介

履修時期

前期

履修対象

3年

講義形態

講義

概要

機器の利用や作業環境において、人間のあり方・特性を基本にして、使いやすく、快適で、疲労の少ない、安
全な、機器・環境・作業を作り出すための考え方、手法、知識について講義する。なお，毎回そのときのテー
マに応じたレポートを課し，優秀なものは次の時間の冒頭で紹介する．授業形態は座学により行う．

科目の到達目標

人間の形態および機能に関する主な特性を知り、機器・環境・作業について人間との関わりにおいて考慮す
べき視点とそれらに関係する知識・手法を習得する。そのことにより、人間工学的見地から企画や批評、改
善、提案する能力を養う。

受講要件
履修取消の可否

特になし
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

毎回のレポートを楽しみつつ参加してほしい。是非講義中に取り上げられる内容を考えてほしい。新聞・テレ
ビなどの情報や日常生活において、人間工学的視点で物事を見てみることも大切である。
１ 人間工学序論
２ 人間工学のアプローチ
３ 人体の仕組み
４ 人間の形態・運動機能特性と設計I
５ 人間の形態・運動機能特性と設計II
６ 人間の感覚・反応特性と設計I
７ 人間の感覚・反応特性と設計II
８ 聴覚と視覚とインタフェース
９ ヒューマンエラーと信頼設計I
10 ヒューマンエラーと信頼設計II
11 官能検査と感性工学
12 自動車と人間工学
13 高齢者・障害者と人間工学
14 ユニバーサルデザイン
15 まとめ
※上記とは別に学年末試験を実施する．
実施する
学年末試験50%、レポート評価50%にて評価する。
教科書：石光・佐藤「人間工学の基礎」養賢社

担当者プロフィール

システム工学専攻に所属．サウンドデザイン研究室にてサウンドデザインや信号処理など音響に関わる研究
を行っている．企業にて7年間，インタフェースや心地よさの観点から人間工学に基づく開発に携わり，カー
オーディオなどにそれが活かされている．

授業に関連する実務経
験

サウンドデザイン研究室にてサウンドデザインや信号処理など音響に関わる研究を行っている．企業にて7年
間，インタフェースや心地よさの観点から人間工学に基づく開発に携わり，カーオーディオなどにそれが活か
されている．

備考
閉じる

科目名

分子生物学Ⅰ

単位数

1.0

担当者

情報科学研究科 医用情報科学専攻 教授 鷹野 優

履修時期

前期（第１ターム）

履修対象

３年

講義形態

講義

概要

分子生物学の飛躍的な進展は工学，医学，農学などに大きく貢献してきた。また，近年の各種生物のゲノム
解読以降，その膨大な情報の処理と活用を目的として，情報科学と生物学の学際領域であるバイオインフォ
マティクスやシステム生物学といった新たな学問分野も誕生している。分子生物学Ⅰでは遺伝情報の発現に
ついて，分子生物学Ⅱでは細胞の動態およびバイオテクノロジー技術の機構について講義する。

科目の到達目標

生物学を専門としない学生がバイオインフォマティクスや情報医工学を専攻する際に必要な分子生物学やバ
イオテクノロジーの基礎学識を習得する。
ゲノム解析や組換えDNA実験とICTとの関連，健康や医療との関わりについて理解する。
私語などの他の受講生の迷惑となる行動をしないこと。

受講要件
「基礎化学」，「基礎生化学」，「化学」と「生物学」を履修済みであること。
履修取消の可否

可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

事前学修：問題集の指定範囲を課題として課す。テキストを読み，単語を調べ，理解し難い箇所を明らかにし
ておく。
事後学修：問題集の指定範囲を課題として課す。
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

複製
転写
転写調節
遺伝暗号，リボソーム，アミノアシルtRNA合成
翻訳機構
タンパク質の立体構造形成，輸送と分解
DNAの組換え，損傷と修復，突然変異

※授業の順序は変更することがある。
※上記とは別に期末試験を実施する。
期末試験実施の有無
評価方法・基準

実施する
分子生物学，バイオテクノロジーに関する基礎知識の修得度を記述式試験により，分子生物学の分野におけ
る問題の認識と整理，調査・研究の達成度，講義への取り組み方をレポートなどにより総合的に評価する。こ
れらの評価項目を点数化して，広島市立大学履修規程にしたがって評価する。
教科書：田村隆明著「わかる！身につく！生物・生化学・分子生物学 改訂2版」（南山堂）（基礎生化学，生物
学のテキスト）
鈴木孝仁監修「三訂版 視覚でとらえるフォトサイエンス生物図録」（数研出版）（生物学で使用，全員持参する
こと）
数研出版編集部編「四訂版 リードLightノート生物基礎」（数研出版）（生物学で使用，全員持参すること）
数研出版編集部編「三訂版 リードLightノート生物」（数研出版）（生物学で使用，全員持参すること）
※資料集，問題集が改訂される可能性があるため別途指示する。

教科書等

参考書：
(1)長野 敬，牛木辰男監修「サイエンスビュー 生物総合資料 四訂版」（実教出版）
(2)鈴木孝仁，本川達雄，鷲谷いづみ著「新課程 チャート式シリーズ 新生物 生物基礎・生物」（数研出版）
(3)B. Albertsら著，中村桂子，松原謙一監訳「細胞の分子生物学 第6版」（ニュートンプレス）
(4)美宅成樹著「分子生物学入門」（岩波新書）
(5)D. Sadava他著，石崎泰樹，丸山敬監訳「カラー図解 アメリカ版 大学生物学の教科書 第2巻 分子遺伝学」
（講談社）
(6)D. Sadava他著，石崎泰樹，丸山敬監訳「カラー図解 アメリカ版 大学生物学の教科書 第3巻 分子生物学」
（講談社）
医用情報科学専攻 バイオ情報学研究室のホームページ
http://www.bio.info.hiroshima-cu.ac.jp
をご覧下さい。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験
備考

【学生の学習指導・支援体制について】
学生の個別学習相談は随時受け付ける。
事前にメール等で日程調整のうえ，学内サイネージ等に掲示されている教員所在で在室を確認して来訪する
こと。

閉じる

科目名

分子生物学Ⅱ

単位数

1.0

担当者

情報科学研究科 医用情報科学専攻 講師 香田 次郎

履修時期

前期（第2ターム）

履修対象

3年

講義形態

講義

概要

分子生物学の飛躍的な進展は工学，医学，農学などに大きく貢献してきた。また，近年の各種生物のゲノム
解読以降，その膨大な情報の処理と活用を目的として，情報科学と生物学の学際領域であるバイオインフォ
マティクスやシステム生物学といった新たな学問分野も誕生している。分子生物学Ⅰでは遺伝情報の発現に
ついて，分子生物学Ⅱでは細胞の動態およびバイオテクノロジー技術の機構について講義する。

科目の到達目標

生物学を専門としない学生がバイオインフォマティクスや情報医工学を専攻する際に必要な分子生物学やバ
イオテクノロジーの基礎学識を習得する。
ゲノム解析や組換えDNA実験とICTとの関連，健康や医療との関わりについて理解する。
私語などの他の受講生の迷惑となる行動をしないこと。

受講要件
「基礎化学」「基礎生化学」「化学」「生物学」「分子生物学Ⅰ」を履修済みであること。
履修取消の可否

可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

事前学習：問題集の指定範囲を課題として課す。テキストを読み，単語を調べ，理解し難い箇所を明らかにし
ておく。
事後学習：問題集の指定範囲を課題として課す。
1. 細胞周期の制御，細胞骨格，細胞接着，細胞運動，細胞内輸送
2. シグナル伝達
3. 細胞のがん化
4. 遺伝子組換え
5. ゲノム解析
6. タンパク質解析
7．バイオテクノロジーの医療への応用
※授業の順序は変更することがある。

期末試験実施の有無
評価方法・基準

実施する
分子生物学，バイオテクノロジーに関する基礎知識の修得度を記述式試験により，分子生物学の分野におけ
る問題の認識と整理，調査・研究の達成度，講義への取り組み方をレポートなどにより総合的に評価する。こ
れらの評価項目を点数化して，広島市立大学履修規程にしたがって評価する。
教科書：田村隆明著「わかる！身につく！生物・生化学・分子生物学 改訂2版」（南山堂）（基礎生化学，生物
学のテキスト）
鈴木孝仁監修「三訂版 視覚でとらえるフォトサイエンス生物図録」（数研出版）（生物学で使用，全員持参する
こと）
数研出版編集部編「三訂版 リードLightノート生物」（数研出版）（生物学で使用，全員持参すること）
※資料集，問題集が改訂される可能性があるため別途指示する。

教科書等

参考書：
(1)長野 敬，牛木辰男監修「サイエンスビュー 生物総合資料 四訂版」（実教出版）
(2)鈴木孝仁，本川達雄，鷲谷いづみ著「新課程 チャート式シリーズ 新生物 生物基礎・生物」（数研出版）
(3)B. Albertsら著，中村桂子，松原謙一監訳「細胞の分子生物学 第6版」（ニュートンプレス）
(4)美宅成樹著「分子生物学入門」（岩波新書）
(5)D. Sadava他著，石崎泰樹，丸山敬監訳「カラー図解 アメリカ版 大学生物学の教科書 第2巻 分子遺伝学」
（講談社）
(6)D. Sadava他著，石崎泰樹，丸山敬監訳「カラー図解 アメリカ版 大学生物学の教科書 第3巻 分子生物学」
（講談社）
医用情報科学専攻 バイオ情報学研究室のホームページ
http://www.bio.info.hiroshima-cu.ac.jp
をご覧下さい。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験
備考

【学生の学習指導・支援体制について】
学生の個別学習相談は随時受け付ける。
事前にメール等で日程調整のうえ，学内サイネージ等に掲示されている教員所在で在室を確認して来訪する
こと。

閉じる

科目名

量子・統計力学

単位数

2.0

担当者

講師 齋藤徹

履修時期

前期

履修対象

３年次

講義形態

講義

概要

近年、ナノテクノロジーに期待が集まっており、原子・分子レベルの物質の構造制御による新しい材料の作
製、それらによる超微細、高機能を持ったデバイス、システムの創造などが期待されている。
また生命現象をつかさどる生体分子は、構成する多数の原子が絶妙に制御されることで、高い選択性・規則
性をもつ生化学反応を可能にする。そのメカニズムの解明は医療技術や創薬として応用的な発展につなが
る。
そのためには原子・分子の集団運動を支配する量子力学・統計力学の理解が必須となる。この講義では、量
子力学の成り立ちと基礎、統計力学による原子・分子から構成される物質の状態について説明する。
授業は講義の形態で行う。

科目の到達目標

物質のもつ性質をミクロな立場から理解し、また新しい物質の性質を予測・設計するための基礎となる量子力
学と統計力学の基本的な原理を学び、近い将来に展開されると期待される新しい科学技術にも柔軟に対応
できるための基礎知識の習得する。

受講要件

基礎物理学を履修済みであることを前提とする。物理学、物理・化学実験、解析学IIを履修済みであることが
望ましい。

履修取消の可否

可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

担当者プロフィール

事前学習として、教科書の指定範囲を読み、ノートに整理する。事後学習として、演習課題を課す。
１ 量子論の誕生（第1,2章）
２ 量子力学の考え方（第3章）
３ 一次元問題（第4章）
４ 調和振動子
５ 水素原子（第5章）
６ 角運動量とスピン（第6章）
７ 原子・分子（第7章）
８ 量子力学演習
９ 統計力学の考え方（第8章）
10 エントロピーとは何か [ミクロカノニカルアンサンブル]（第9章）
11 分配関数と自由エネルギー[カノニカルアンサンブル]（第10章）
12 金属の弾性とゴム弾性（第11章）
13 2準位系の統計力学（第12章）
14 グランドカノニカルアンサンブル（第13章）
15 まとめ
※授業の順序は変更することがある。
※上記とは別に期末試験を実施する。
実施する
評価基準：量子力学と統計力学の基本的な用語・原理を理解し、具体例を通して計算できること。
評価方法：講義において提示する小課題やレポート解答に対する評点、期末試験の成績による総合評価
教科書：星野公三・岩松雅夫共著「量子力学・統計力学 入門」（裳華房）
参考書：加藤岳生著「ゼロから学ぶ統計力学 (ゼロから学ぶシリーズ)」（講談社）
参考書：前野昌弘著「よくわかる量子力学」（東京図書）
専門は理論化学。量子化学計算を用いたバイオインスパイアード触媒の研究や計算方法の開発をしていま
す。
【学生の学習指導・支援体制について】
授業内容や宿題などに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。学内サイネージ等で、教員
の所在を確認の上、研究室を訪ねてください。

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

医用生体画像計測

単位数

2.0

担当者

医用情報科学専攻 教授 増谷佳孝
医用情報科学専攻 准教授 藤原久志
医用情報科学専攻 准教授 青山正人

履修時期

前期

履修対象

３年以上

講義形態

講義

概要

医用生体画像計測において，主に（１）光学顕微鏡画像，（２）放射線画像，（３）磁気共鳴画像
を活用するための基礎知識を学ぶ．
（１）において，具体的には光学顕微鏡に関して，基本的な構成（光学系など），分解能を決める要因，および
透明な観察対象（生細胞など）を可視化するためのコントラスト生成法を学ぶ．
（２）では，X線による投影像であるレントゲン画像、断層像を得るX線断層撮影法、またポジトロン断層撮影法
などの核医学分野の画像計測について学び、断層撮影に共通する画像再構成に関する演習も行う．
（３）の磁気共鳴イメージングでは、磁気共鳴現象の物理，撮影のパルスシーケンスや画像再構成を学び、磁
気共鳴イメージングや装置に関する理解を深める．
この他，超音波イメージングなど他の画像計測法についても基礎を学ぶ.

科目の到達目標

・光学顕微鏡の基礎知識を基に，より良い顕微鏡画像計測を行うための方法論を検討することができる．
・X線に関する物理や画像再構成の数理に関する基礎を習得するとともに，医療で使用されている各種の放
射線画像の技術とその応用について理解する.
・磁気共鳴現象の基礎を学び，パルスシーケンスで表現された各種の撮影法が生体のどのような性質を映
像化するかを理解するとともに，実地に磁気共鳴イメージングの手順を習得する．
・撮影対象に応じて適切な医用画像計測法を選択できるような知識を得るとともに，その得失を比較して論じ
ることができるようになる．

受講要件
履修取消の可否

特になし
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

・講義内容をノートにまとめ，さらに詳しい内容を参考書で調べる.
・宿題として出された演習問題に取り組み，レポートとして提出する.
第１回（増谷）ガイダンス・概論
第２回（藤原）光学顕微鏡の基本（種類や基本的な光学系など）
第３回（藤原）光学顕微鏡の分解能：（１）基礎知識
第４回（藤原）光学顕微鏡の分解能：（２）開口数と透過回折格子との関係
第５回（藤原）光学顕微鏡の分解能：（３）照明方法および油浸の効果
第６回（藤原）顕微鏡像におけるコントラストの生成
第７回（青山）Ｘ線撮影
第８回（青山）Ｘ線コンピュータ断層撮影
第９回（青山）核医学（SPECT，PET）
第10回（青山）演習（画像再構成：変更の可能性あり）
第11回（増谷）磁気共鳴イメージング：（１）磁気共鳴現象
第12回（増谷）磁気共鳴イメージング：（２）パルスシーケンスと画像再構成
第13回（増谷）その他のイメージング手法（超音波イメージング・ＯＣＴなど）・まとめ
第15回（増谷）まとめ
実施しない

評価方法・基準

方法：
・レポート、小テスト等により評価する．
基準：
・医用生体画像計測に光学顕微鏡を活用するための基本事項と原理について理解していること．
・放射線を用いた医用生体画像計測法および画像再構成法の基本事項と原理について理解していること．
・磁気共鳴現象に基づく医用生体画像計測法および画像再構成法の基本事項と原理について理解している
こと．
・各種医用生体画像計測法の特性を理解していること．

教科書等

参考書：（藤原担当分）
① 日本生物物理学会 シリーズ・ニューバイオフィジックス刊行委員会 (編集)，「バイオイメージング 」（ 共立
出版），1998
② Shinya Inoue，Kenneth R. Spring，「ビデオ顕微鏡―その基礎と活用法」（共立出版），2001
参考書：（増谷・青山担当分）
日本医用画像工学会 (著, 監修), 日本医用画像工学ハンドブック編集委員会 (編集)，「医用画像工学ハンド
ブック」，2012

担当者プロフィール
授業に関連する実務経

増谷：計算機による医用画像理解の基礎理論と応用の研究に従事．
藤原：「情報科学」，「自然科学」，「工学」の融合による光学顕微鏡を用いた計測・解析手法の研究に従事.
青山：医用画像を対象にしたコンピュータ支援診断に関する研究に従事.
増谷：2001年12月〜2014年３月 東大病院に勤務（臨床画像データの処理・解析に従事）．

験
備考

学生の学習指導・支援体制について：
授業内容に関する個別学習相談を随時受け付けているが，事前にメールでアポイントメントを取り，各教員の
所在を学内サイネージ等で確認の上，来訪すること.
閉じる

科目名

電子物性

単位数

2.0

担当者

情報工学専攻 准教授 八方 直久

履修時期

後期（第４ターム）

履修対象

３年

講義形態

講義

概要

授業形態：講義
情報技術を材料面から支える情報物性工学について講義する。量子力学の基礎的部分を使い、物質中、特
に半導体材料内に存在する電子の挙動について、結晶構造やバンド理論を交えて講義する。

科目の到達目標

物性物理の基礎的概念である量子論とそれを半導体に適用する方法を学び、量子論的な基本法則と概念を
理解する。情報科学系学生として必要な物性物理的な考え方、および、それを応用する力を身につける。

受講要件
履修取消の可否

特になし。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

授業では、物性的現象を理解するために数式化、式変形、数値計算等を行う。三角関数、指数関数、複素
数、微積分、連立方程式の解法、微分方程式の解法などの数学的基礎知識と能力を身につけていることが
求められる。理解力向上のために充分なる予習と復習を怠らないこと。
【教育の内容と方法】：物質中の電子の性質を理解させるため、原子の構造から始め、量子力学の基礎、結
晶構造、電子の放出の過程、半導体のエネルギー帯モデル、ブロッホの定理、ｐｎ接合についてバンド理論、
導電率、ホール効果等を含む半導体の電子光物性との順で講義し、誘電体、磁性、超伝導の話題を織り込
む。

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

【授業計画】：
１ 序論（結晶、量子力学の基礎的な話）
２ 結晶結合１（共有結合、イオン結合）
３ 結晶結合２（金属結合、その他）
４ シュレーディンガー方程式
５ 原子の電子構造
６ 自由電子近似
７ 結晶構造分析（Ｘ線回折）
８ バンド構造
９ 半導体物性１（伝導体と価電子帯）
１０ 半導体物性２（不純物準位）
１１ 半導体物性３（磁気効果）
１２ 半導体物性４（格子欠陥）
１３ 半導体物性５（p-n接合）
１４ 半導体物性５（MOS構造）
１５ まとめ
実施しない
講義において提示する小課題やレポート解答に対する評点による総合評価を行う。
【評価の観点】：
（１） 用語、公式、法則、定理等を正確に述べ、説明できることができるか。（知識力と理解力）
（２） 問題の内容を適切に把握し、その問題を解くための公式、法則、定理等を適切に選ぶことができるか。
（把握力と構想力）
（３） 式を正確に変形でき、適切に解くことができるか。（計算力）
（４） 公式、法則、定理等に基づいた論証を適切に展開できるか。（論理力）
【教科書】： 特になし

教科書等

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考

【参考書】：
（１） 佐道恒太郎、「固体物理」、裳華房
（２） 宮入圭一・橋本佳男、「やさしい電子物性」、森北出版
（３） 入江泰三・遠藤三郎、「半導体基礎工学Ⅰ」、工学図書
（４） 入江泰三・遠藤三郎、「半導体基礎工学Ⅱ」、工学図書
（５） 大場勇治郎・池崎和男・桑野博・松本智、「電子物性基礎」、電気学会
（６） 小長井誠、「半導体物性」、培風館
【相談時間】：随時受け付けますが、まずはメール連絡をお願いします。
【連絡先】：メールアドレスは、Web class.の「担当情報」を見て下さい。
自室番号：情報棟４階437号室
電話番号：082－830－1553

閉じる

科目名

幾何光学・波動

単位数

2.0

担当者

医用情報科学専攻 准教授 藤原 久志

履修時期

後期

履修対象

２年

講義形態

講義

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

生命科学（医学を含む）の現場ではさまざまな光学技術が活躍し，その代表的な例は光学顕微鏡です．本講
義では，光・波動の基礎知識からレンズ・光学系の理解へと進みます．最後に，それらの知識・理解に基づ
き，情報科学ならびに生命科学における光学技術の応用を概観します．折を見て簡単な実験（例：光ファイ
バーの原理の実演）を行うことで，講義内容の理解を助けるように配慮する予定です．
受講生は，医用情報科学を含めた情報科学・技術分野において，光学を応用できる知識を習得します．
特になし
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

１：必要に応じて事前・事後学修のためのプリントを配付します．
２：板書を中心に進めるので，ノートを基に復習を行ってください．
以下の項目について，１５週で講義を行います．学習計画の参考のため，講義の進度の目安も付記していま
す．
１：序論：第１週
概要，ねらい
２：光の基本的性質：第２，３週
光の粒子性と波動性（第２週）
偏光（第３週）
粒子性，波動性，偏光
３：材料内部および界面における光の進み方：第４～６週
光線の反射と屈折（第４週）
全反射（第５週）
P偏光とS偏光（第６週）
反射，屈折，スネルの法則，全反射，ブルースター角
４：波動：第７週
波，媒質，干渉，波動の数学的表現
５：光の干渉と回折：第８週
波動性，干渉，回折，位相，分解能

講義内容

６：光学材料（ガラスとその他の材料）：第９週
分散，アッベ数，光学ガラス
７：結像の基礎：第１０～１２週
光学系の用語と近軸結像（第１０週）
光線束の屈折による単一球面での近軸結像：第１面（第１１週）
光線束の屈折による単一球面での近軸結像：第２面（第１２週）
近軸領域，近軸光線，近軸結像
８：レンズの基礎：第１３，１４週
主要点（第１３週）
作図による近軸像点の決定（第１４週）
焦点，主点，倍率
９：光学系の基礎：第１４，１５週
レンズの開口数（第１４週）
ステッパーの解像度（第１５週）
開口数，分解能
１０：情報科学ならびに生命科学における光学技術の応用：第１５週
ステッパー，ディジタルカメラ，顕微鏡
※上記とは別に期末試験を実施する．

期末試験実施の有無
評価方法・基準

実施する
成績評価は，期末試験に基づいて行います．期末試験では，上記講義内容に基づく光・レンズ（光学系）・光
学顕微鏡の理解度を問います．成績評価の基準は，基礎知識の習得を重視して，秀（100点-90点），優
（89点-80点），良（79点-70点），可（69点-60点），不可（59点以下，欠席含む）を目安に評価します．

教科書等

教科書： 本田捷夫 ，「結像光学の基礎 (電子情報通信レクチャーシリーズ)」 （コロナ社），2008，ISBN 9784-339-01871-4
参考書： 永田信一，「図解 レンズがわかる本」 （日本実業出版社），2002，ISBN 978-4534034915
川田善正，「はじめての光学 」（講談社），2014，ISBN 978-4061532878
授業内容や宿題などに関する，学生の個別学習相談を随時受け付けています．教員の所在は，学内サイ
ネージ等に掲示されていますので，確認の上，研究室を訪ねてみてください．

担当者プロフィール

コンピュータ（ハードウェアとソフトウェアの融合）を中核に，学際的に諸問題に取り組む「情報総合理工学」に
従事しています．現在は，光学顕微鏡を用いた計測・解析手法の開発を，「情報科学」，「自然科学」，「工学」
の融合により行っています．

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

集積化デバイス

単位数

2.0

担当者

情報工学専攻 准教授 高橋 賢

履修時期

後期

履修対象

3年次

講義形態

講義

概要

半導体デバイスの原理や構造、製造技術、および特性から、パワーデバイス、センサデバイス、エレクトロル
ミネセンス、レーザ、メモリまでを学ぶ。半導体デバイスを用いた製品は世の中にあふれているが、日常生活
の中で半導体デバイスの存在を意識することはほとんどない。半導体デバイスは故障なく正しく動作すること
が当たり前のように思われており、障害が発生すれば人命や財産に多大な影響を及ぼす機器にも利用され
ている。この講義では、半導体デバイスの動作原理や特性を、また、利用者としての半導体デバイスの応用
方法を学ぶ。

科目の到達目標

論理ゲートのハードウェア化、動作曲線、半導体の種類、空乏層、拡散現象、および、ドリフト現象の説明、エ
ネルギ帯構造を用いてツェナー降伏やショットキー接続などの現象の理解、MOSFETの構造を用いたピンチ
オフやチャネル変調効果の説明、MOSFETを用いた簡単な論理回路の設計、半導体プロセスやパッケージや
実装の説明、および、RFデバイス・パワーデバイス・センサデバイス・エレクトロルミネセンス・レーザ・受光デ
バイス・メモリデバイスについてその構造や特性の説明ができる。

受講要件
履修取消の可否

「解析学I」「情報基礎数学」の単位を取得していることが望ましい。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

事前学修として、教科書の指定範囲を読み、関連するニュースを視聴したり、新聞記事等を読む。また、事後
学修として、講義中に配布されたハンドアウトを復習し、自ら図書館にある関連図書などにより不明点を解決
する。
1. イントロダクション（スイッチ、可変抵抗、論理ゲートのハードウェア化、動作曲線）
2. 接合トランジスタ（真性半導体、外因性半導体、空乏層、拡散現象、ドリフト現象）
3. エネルギ帯構造（エネルギ帯構造、ドナー準位、アクセプタ準位、なだれ降伏、ツェナー降伏）
4. 電界効果トランジスタ（オーム接続、ショットキー接続、JFET、MOSFET、ピンチオフ、チャネル変調効果）
5. MOSトランジスタによる論理回路（high転送とlow転送、ファンアウト、飽和型論理回路、活性型論理回路）
6. 動作速度と消費電力（トランジスタレベル設計、ゲートレベル設計、トーテムポール出力回路、消費電力）
7. 集積回路の構造と製造技術（スケーリング則、MOSトランジスタプロセス、バイポーラトランジスタプロセス、
シリコン貫通ビア）
8. 集積回路の実装（挿入実装型パッケージ、表面実装型パケッケージ、SoC、3D SiP、WSI、リフロー）
9. RFデバイスとパワーデバイス（表面弾性素子、スイッチング動作、IGBT、DMOS、GTOサイリスタ、ラッチ
アップ）
10. センサデバイス（温度センサ、ガスセンサ、磁気センサ、圧力センサ）
11. エレクトロルミネセンス（真性エレクトロルミネセンス、発光中心、注入型エレクトロルミネセンス、禁制帯
幅、青色LED）
12. レーザ（自然放射、誘導放射、DFBレーザ、光ファイバ増幅器、可変波長LD、光集積回路）
13. 受光デバイス（CCDイメージャ、CMOSイメージャ、フォトダイオード、APD、太陽電池）
14. メモリデバイス（セットアップ時間、ホールド時間、SRAM、DRAM、EEPROM、フラッシュメモ
リ、FeRAM、MRAM）
15. まとめ（総復習）
※授業の順序は変更することがある。
※上記とは別に期末試験を実施する。

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

実施する
定期試験とその他課題（レポート提出、小テスト、発表、受講票、授業への積極的参加度、および、自主学
習）を7対3の比重で評価する。これらそれぞれに対し、上述「科目の到達目標」達成度の素点が次に示す評
価内容基準により評点に変換され、広島市立大学履修規程（以下、履修規程と略す。）第11条2項に基づき評
価される。すなわち、評価は絶対評価である。秀: 科目の到達目標を十分達成し、到達目標を超えた極めて
優秀な成果をおさめている。優: 科目の到達目標を十分達成している。良: 科目の到達目標を達成している。
可: 科目の到達目標を最低限達成している。不可: 科目の到達目標を達成していない。不可*: 定期試験を受
験していない、又は定期試験に代わるレポート課題を提出していない、若しくは出席回数が授業の3分の2に
満たない（履修規程第10条3項、および、平成30年12月3日教務委員会決定の広島市立大学成績評価に係る
ガイドライン）。評価は一面的ではなく、履修規程第11条1項に基づき評価ポイントが多面的に設定されてい
る。
教科書：安永 守利，集積回路工学，森北出版，ISBN: 978-4627775718
なお、講義中に必要な資料を配付するので、ノートやメモを用意する必要はない。

担当者プロフィール

https://s-taka.org/ をご覧ください。授業内容などに関する学生の個別学習相談を受け付けています。電子
メールにて面会予約の上、研究室にお越しください。

授業に関連する実務経
験

【実務経験：1992年4月〜1997年3月株式会社日立製作所（陸上移動無線通信システムの研究開発に従
事）、1997年4月〜1999年6月株式会社YRP移動通信基盤技術研究所（次世代無線システムの研究開発に従
事）、1999年7月〜2002年3月株式会社日立製作所（高速無線アクセスシステムの研究開発に従
事）、2002年4月〜2005年3月総務省通信総合研究所（車両間無線通信システムの研究開発に従事）】

備考
閉じる

科目名

光エレクトロニクス

単位数

2.0

担当者

情報工学専攻 講師 藤原 真

履修時期

後期 (第４ターム)

履修対象

３年次

講義形態

講義

概要

科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

光学と電子工学が融合して誕生した光エレクトロニクスは今日通信，情報処理，計測，制御，加工，医療など
幅広い分野で活用される重要な基盤技術となっている。本講義では光波の基本的性質，光と物質の相互作
用，レーザ，発光ダイオード，光ファイバ，受光素子に関する基本的知識と応用について学習する。
(1) 光波の基本的性質，光と物質の相互作用について理解する。
(2) レーザ，発光ダイオード，光ファイバ，受光素子に関する基本的知識を修得する。
(3) 光エレクトロニクスの応用に関する知識を修得する。
「基礎物理学」，「物理学」，「物理化学実験」，「電気磁気学」などの物理系科目を受講していることが望まし
い。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

授業は「学生が教科書を読むこと」を前提にして行う。
したがって，講義の進行に合わせて関連する内容について教科書を読み自分自身で理解を試みる。
また，授業の最後に行った問題演習内容について復習し理解する。
第１回 光エレクトロニクスとは (イントロダクション)
第２回 光波の基本的性質
第３回 光と電磁波
第４回 偏光
第５回 光導波路と光ファイバ
第６回 レーザ光
第７回 レーザ光の発生 (光と物質の相互作用，反転分布)
第８回 中間のまとめ(第１～７回の内容に対する問題演習)
第９回 各種レーザ
第10回 半導体の基本的知識 (光と半導体の相互作用)
第11回 発光ダイオード
第12回 半導体レーザ
第13回 受光素子
第14回 光通信，表示，記録，情報機器，計測，レーザ加工，化学プロセス，医療，エネルギー分野への応用
第15回 期末のまとめ(第９～１４回の内容に対する問題演習)
※授業の進行状況等により内容を変更することがある．
実施しない
毎回授業の最後にその日学習した内容について確認する簡単な問題演習を行う。また，中間と期末のまとめ
として２回の演習を実施する。到達目標の達成度について，平常点(毎回最後の演習を含む)(２０％)，中間の
まとめ(４０％)，期末のまとめ(４０％)により評点を定める．評点に対する評価は広島市立大学履修規
定(第11条)に従って行う。なお，広島市立大学履修規定(第10条)に従い，出席が所定の回数に満たない者に
ついては単位を認定しない。
教科書：藤本晶，「基礎光エレクトロニクス」，森北出版。

教科書等

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験

参考書：佐藤卓蔵，「レーザ」，電気書院。
伊藤國雄，「半導体レーザの基礎マスター」，電気書院。
谷腰欣司，「光センサとその使い方」，日刊工業新聞社。
神保孝志編著，「光エレクトロニクス」，オーム社。
質問等は随時受け付けています。
まずは，メールで問い合わせてください。
WebClassから担当教員宛にメールを送ることができます。
【実務経験：1987年4月～1988年6月 倉敷紡績株式会社技術研究所に勤務(三次元形状計測装置の開発に
従事)】

備考
閉じる

科目名

データベース

単位数

2.0

担当者

知能工学専攻 教授 田村 慶一

履修時期

前期

履修対象

３年次

講義形態

講義

概要

科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

データベースは情報社会を支える基盤技術の一つであり，社会のあらゆる場所において情報管理のために
必要不可欠なものとなっている。よって，データベースの仕組みを理解することは，情報社会の根底を理解す
ることにあたる。本科目では，データベースの中でも，最も代表的な関係データベースをとり上げ，関係データ
ベースの基本概念，数学的な基礎付けやそのシステムについて講義する。
・データベースの基礎的な項目について理論と実践の両面から学び，データベースの仕組みを修得する。
・関係データベースにおける基本的なデータベース設計と，データベース操作が可能となる。
・情報社会におけるデータベースの役割，データの管理と運用方法について理解できるようになる。
離散数学，コンピュータ基礎，オートマトンと形式言語，データ構造とアルゴリズムⅠ，データ構造とアルゴリ
ズムⅡを受講していることが望ましい。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準

・教科書を事前に読み，内容を理解してくる（事前学修）。
・毎回配布する事後学習の練習問題を解く（事後学修）。
１ 講義ガイダンスとデータベースの入門
２ データモデル（データモデリング，E-Rモデル，拡張E-Rモデルなど）
３ 関係データモデル（定義，スーパーキー，候補キー，主キーなど）
４ 関係代数（和・差・積・直積，射影・選択・結合・商，関係代数表現など）
５ 正規化理論の基礎理論（更新時異状，情報無損失分解，関数従属性など）
６ 正規化理論の実践（第２正規形，第３正規形，ボイスコッド正規形など）
７ データベース設計と正規化理論に関する演習
８ 前半のまとめ
９ SQL（単純，結合，入れ子型質問など）
10 SQL（挿入・削除・更新，表定義，権限など）
11 データベース管理システム（３層スキーマ構造，質問処理と最適化）
12 SQLに関する基礎演習
13 SQLの事例演習
14 トランザクション（障害回復，同時実行制御）とセキュリティ管理
15 後半のまとめとデータベースの応用分野
※授業の順序は変更することがある。
※上記とは別に期末試験を実施する。
実施する
成績は，筆記試験（中間試験と期末試験）と平常点（授業態度と練習問題の提出状況）とで総合的に評価す
る。筆記試験８０％，平常点２０％で評価を行う。
評価基準は，成績評価は本学の「成績評価に係るガイドライン」の通りとする。
北上 始 (著), 黒木 進 (著), 田村 慶一 (著)「データベースと知識発見」（コロナ社）

教科書等

参考書：
高橋 麻奈「情報処理技術者試験 やさしく学ぶデータベース技術」（翔泳社）
増永 良文「リレーショナルデータベース入門―データモデル・SQL・管理システム (Information&Computing)」
（サイエンス社）
データ工学研究室に所属し，ビッグデータ分析，実社会情報分析や時空間データマイニングに関する研究に
従事。

担当者プロフィール
授業内容や宿題などに関する，学生の個別学習相談を随時受け付けています。
教員の所在は，学内サイネージ等に掲示されていますので，確認の上，研究室を訪ねてみてください。
授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種免（情報）
閉じる

科目名

パターン認識

単位数

2.0

担当者

教授 三村 和史

履修時期

前期

履修対象

3年次

講義形態

講義

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

パターン認識の基本となる統計的な機械学習の手法について学ぶ。
パラメトリック法とノンパラメトリック法の基礎的な事項について解説する。
パターン認識に関する概念を理解して手法を習得し、手法を応用できるようになる。
特になし。
確率統計を履修していることが望ましい。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

担当者プロフィール

事前に教科書等を用いて予習する。
講義中に出題された課題を中心に復習する。
第1回 概要
第2回 準備（線形代数，確率統計，幾何）
第3回 パラメトリック法（最尤推定法（導入））
第4回 パラメトリック法（最尤推定法（性質））
第5回 パラメトリック法（最尤推定法（モデル選択））
第6回 パラメトリック法（最尤推定法（混合ガウスモデル））
第7回 パラメトリック法（線形判別分析と応用例）
第8回 中間まとめ
第9回 パラメトリック法（ベイズ推定法（導入））
第10回 パラメトリック法（ベイズ推定法（手法））
第11回 パラメトリック法（ベイズ推定法（モデル選択））
第12回 ノンパラメトリック法（カーネル密度推定法）
第13回 ノンパラメトリック法（最近傍密度推定法）
第14回 ノンパラメトリック法（ガウス過程と応用例）
第15回 まとめ
実施する
期末試験およびその他（レポート、平常点）に基づいて評価する。
教科書「統計的機械学習」（杉山将，オーム社，2009）
参考書「わかりやすいパターン認識」（石井健一郎他，オーム社，1998）
参考書「続わかりやすいパターン認識」（石井健一郎他，オーム社，2014）
参考書「深層学習」（岡谷貴之，講談社，2015）
情報理論と統計物理の研究に従事。
授業内容や宿題などに関する個別学習相談を随時受け付けています。
学内サイネージ等で所在を確認のうえ研究室を訪ねてください。

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種（数学）
閉じる

科目名

バイオインフォマティクス

単位数

2.0

担当者

医用情報科学専攻 教授 鷹野 優

履修時期

後期

履修対象

３年次

講義形態

講義

概要

ゲノム情報学は生命現象を情報科学の立場から理解する学問分野であり、生命現象の理解には、コン
ピュータの計算能力の利用が必要不可欠である。
本講義では、国際的なデータバンクが整備している主要なデータベースの内容とそれらを用いた解析方法や
シミュレーションの方法を中心に解説する。

科目の到達目標

ゲノムのデータ解析に関して、生命の起源や進化などの解明に重要な分子進化系統樹の推定法をはじめ，
動的計画法や統計的手法などを用いて、あいまい性を持つ配列モチーフの表現法や抽出法について理解・
計算できるようになる。また、生体分子の構造データ解析に関して，構造データベースを用いた立体構造予
測・モデリングと、物理・化学原理にもとづくシミュレーション法について原理を理解し、実施できるようになる。

受講要件

全学共通科目については、「基礎生化学」、「基礎物理学」、情報科学部共通科目については、「離散数学」、
「確率統計」、「オートマトンと形式言語」、専門科目については、「データベース」「パターン認識」などを履修し
ていることが望ましい。

履修取消の可否

可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

事前学修として、教科書の指定範囲を読み、ノートに整理する。事後学修として、プリントを配布する（課題を
課す）。
第1回 概論
ビッグデータ、生命科学と情報科学
第2回 塩基配列データベースとモチーフデータベース
フラットファイル形式、配列データ、遺伝暗号、
PROSITE、正規表現
第3回 塩基配列決定および塩基置換数の推定
サンガー法、1変数法、２変数法
第4回 類似性検索と相同性検索
動的計画法、編集距離、相同性、置換行列、統計的有意性
第5回 多重整列化とプロファイルに基づく検索
階層併合的クラスタリング、プロファイル累進法、反復改善法
第6回 配列モチーフの抽出
ギブスサンプリング法、プロファイル、プロファイルHMM
第7回 分子進化系統樹の推定
UPGMA法、近隣結合法
第8回 バイオインフォマティクス演習
プログラミング
第9回 機械学習による分子配列の機能や性質の予測
カーネル法、文字列カーネル、モチーフカーネル、サポートベクタマシン
第10回 タンパク質立体構造データベースと構造分類データベース
タンパク質原子座標データ、PDBx/mmCIF形式、PDB形式、XML形式、
SCOP、CATH
第11回 タンパク質の類似構造検索
RMSD、特異値分解、二重動的計画法
第12回 タンパク質の構造予測・モデリング
二次構造予測、ニューラルネットワーク、
ホモロジーモデリング、フラグメントアセンブリ法
第13回 ドッキングシミュレーション
剛体ドッキング、フレキシブルドッキング、スコア関数、グリッドアルゴリズム
第14回 分子動力学シミュレーション１
ニュートン方程式、分子力場、数値積分（ベルレ法）
第15回 分子動力学シミュレーション２
境界条件、静電相互作用（PME法）、フーリエ変換
※授業の順序は変更することがある。
※上記とは別に期末試験を実施する。
実施する
期末試験などの点数の他に、授業態度および課題レポート提出状況などを考慮し、評価する。
1．代表的なゲノム情報のデータベースにアクセスし、必要な情報が取得できること。
2．類似性検索、分子進化系統樹の推定、モチーフ抽出、分子配列の機能や性質の予測などの原理に基
づいて、具体例を通して計算できること。
3．タンパク質の類似構造検索の原理に基づいて、具体例を通して計算できること。
4．タンパク質の構造予測・モデリングの原理を理解し、具体例を通して実施できること。
5．シミュレーション法や結果の解析法の原理を理解し、具体例を通して計算できること。
教科書：北上 始、斎藤成也、太田聡史「ビッグデータ時代のゲノミクス情報処理」（コロナ社）
参考文献：金久 實「ポストゲノム情報への招待」（共立出版）

教科書等

五條堀 孝 編「生命情報学」（丸善出版）
美宅成樹 (編集),、榊 佳之 (編集)「バイオインフォマティクス」（東京化学同人会）
藤博幸 編「タンパク質の立体構造入門」（講談社）
神谷成敏、肥後順一、福西快文、中村春木「タンパク質計算科学」（共立出版）
シミュレーションやインフォマティクスを用いたタンパク質の研究をしています。詳しくは、個人のホームページ
（https://sites.google.com/site/yutakano74/）を参照してください。

担当者プロフィール

【学生の学習指導・支援体制について】
授業内容や宿題などに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。教員の所在は、学内サイ
ネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてみてください。

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

医用画像処理

単位数

2.0

担当者

医用情報科学専攻 教授 増谷佳孝

履修時期

後期

履修対象

３年次以上

講義形態

講義

概要

医用画像処理は一般の画像処理，CGなどの応用である一方，画像データや対処すべき問題の特殊性により
独自の発展を遂げてきたともいえる．本講義では，処理の対象となる医用画像の知識，処理の基本技法のみ
ならず，医療・医学上の問題に対する解決法となる実際の処理まで幅広い知識の獲得を目的とする．また，３
回の実習により実際の医用画像を使用した基本技法のプログラミング技術の習得も行う．

科目の到達目標

・多様な医用画像について知識を習得する
・医療・医学上の問題とその画像処理による解決法について学ぶ
・一般の２次元画像の画像処理を多次元に拡張した処理技法，および多次元特有の処理技法について理解
する
・フリーウェアImage Jのマクロ機能により医用画像処理の基本技法のプログラミングを習得する

受講要件
履修取消の可否

特になし
可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

・講義内容をノートにまとめ，さらに詳しい内容を参考書で調べる
・フリーウェアImage Jを使って画像処理に慣れる
・画像処理の技法で使用される線形代数学，解析学，確率統計などの関連事項を復習する
・画像情報処理，コンピュータグラフィクス，パターン認識などの講義で習った技術との関連性について整理
する
第１回 概論
第２回 医用画像の表示と可視化
第３回 実習１（３次元医用画像データに触れる）
第４回 ３次元画像フィルタと画像特徴
第５回 ３次元形状の処理と表現
第６回 画像レジストレーション（Ⅰ）幾何変換モデルによる手法
第７回 画像レジストレーション（Ⅱ）変位ベクトル場による手法
第８回 中間まとめ
第９回 実習２（３次元医用画像処理プログラミング：基礎）
第10回 多次元画像の処理と解析
第11回 解剖学的構造物・形状などの知識表現
第12回 領域抽出（Ⅰ）データ駆動型の手法
第13回 領域抽出（Ⅱ）形状モデル・アトラスに基づく手法
第14回 実習３（３次元医用画像処理プログラミング：応用）
第15回 画像診断および外科手術・放射線治療の支援技術
（第16回 期末試験）
実施する
授業参加度（２０％），試験（４０％）およびレポート（４０％）により評点を計算する．評価基準は学生便覧に記
載の通り．
参考書：日本医用画像工学会 監修 医用画像工学ハンドブック
医用画像工学研究室に所属．拡散MRIなどの多次元医用画像の解析と処理，計算機による医用画像理解の
基礎理論と応用の研究に従事．

担当者プロフィール
※講義の内容や学習方法に関する質問・相談は随時受け付けています．メールあるいは教授室に来訪して
の質問・相談が可能です。教授室へ来訪する場合は事前にメールで日時について相談してください．
授業に関連する実務経
験
備考

2001年12月〜2014年３月 東大病院に勤務（臨床画像データの処理・解析に従事）．
（医用情報科学科のみ）【教職】高一種（情報）
閉じる

科目名

医用プログラミング

単位数

2.0

担当者

医用情報科学専攻 准教授 青山 正人
医用情報科学専攻 講師 常盤 達司

履修時期

後期（第3ターム）

履修対象

2年次

講義形態

講義
演習を伴う。

概要

医療・福祉と情報科学の融合領域に関する生体信号処理と医用画像処理に関するプログラミング技術につ
いて講義および演習を行う。

科目の到達目標

生体信号処理と医用画像処理を題材に、数式で表されている理論に基づいて、信号や画像を適切に処理で
きるMATLABおよびC言語プログラムを作成する能力を修得することを到達目標とする。

受講要件

プログラミングI、IIの単位を修得し、プログラミングIII、アナログ信号処理（旧生体信号処理）を履修しているこ
とが望ましい。
医用情報科学科の学生であること。

履修取消の可否

可

履修取消不可の理由
【事前学修】
(1) プログラミングI、プログラミングII、アナログ信号処理（旧生体信号処理）を復習する
(2) コンピュータ演習室のプログラミング環境の使い方を復習する
(3) 事前にe-learningシステムで配付されるテキストを読み、予備知識を得ておく
事前・事後学修
【事後学修】
(1) 講義内容を復習し，講義中に理解できなかった内容を理解する
(2) 作成したプログラムを用いた処理結果について理論的背景をふまえて考察する
(3) 理論的背景，作成したプログラム，処理結果，考察内容をレポートにまとめる．
【パート1: 生体信号処理の基礎（担当 常盤）】
1) 解析ソフトMATLABの基礎
2) ディジタル信号（標本化、量子化、サンプリング定理）
3) 離散フーリエ変換プログラミング
4) 生体信号を用いた離散フーリエ変換
5) 生体信号発生メカニズムと信号処理の実際（筋電図）
6) 生体信号発生メカニズムと信号処理の実際（心電図）
7) 生体信号発生メカニズムと信号処理の実際（脳波）
講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

【パート2: 医用画像処理の基礎（担当 青山）】
8) 医用画像の規格（DICOM）
9) 画像処理アルゴリズムの実装1（アフィン変換）
10) 画像処理アルゴリズムの実装2（濃度変換）
11) 画像処理アルゴリズムの実装3（空間フィルタリング）
12) CT（computed tomography）の画像再構成
13) ファントム，投影データ（サイノグラム）の作成
14) 2次元フーリエ変換
15) 画像再構成の実装
実施しない
学習態度、レポートに基づいて評価する。80点以上を優、70～79点を良、60～69点を可、60点未満を不可と
する。90点以上の学生の中で特に優秀であると全教員が認めた学生は秀とする。
なお、全出席、全レポートの受理を単位認定の条件とする。
資料を適宜配付する。
青山 正人：医用画像を対象にしたコンピュータ支援診断に関する研究に従事。
常盤 達司：生体医工学に関する研究に従事。

担当者プロフィール

【学生の学習指導・支援体制について】
講義内容やレポートなどに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けている。
教員の所在は、学内サイネージ等に掲示されているので、確認の上、来訪のこと。事前にメール等でアポイン
トメントを取っておくと良い。

授業に関連する実務経
験
備考

本講義を受講後、ディジタル信号処理と医用画像処理を受講することでより深い知識を修得して欲しい。
閉じる

科目名

化学

単位数

2.0

担当者

情報科学研究科 医用情報科学専攻 准教授 釘宮 章光

履修時期

２年前期

履修対象

・H28年度以降入学生対象
・H27年度以前入学生は選択科目として履修可能

講義形態

講義

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

本科目では、1年前期の「基礎化学」に引き続き、化学反応速度や水溶液の性質、さらに医学や工学、薬学の
基礎となる有機化学や生化学の入り口までを学ぶ。そして、医用情報科学分野において重要な生体関連反
応の理解や生体計測技術などに必要な化学の基礎素養の構築を目的とする。
医用情報科学科の各研究室に所属する前に習得しておいて欲しい化学の知識を身につける。
1年前期の「基礎化学」を受講していることが望ましい。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

教科書の指定範囲を読み、毎回ノートに整理してくること。
1．原子の構造と性質
2．化学結合と混成軌道
3．結合のイオン性と分子間力
4．配位結合と有機金属化合物
5．溶液の化学
6．酸・塩基と酸化・還元
7．反応速度と自由エネルギー
8．有機化合物の構造と種類
9．有機化合物の異性体
10．有機化学反応
11．脂質 －生体をつくる分子（1）－
12．糖質 －生体をつくる分子（2）－
13．アミノ酸とタンパク質 －生体をつくる分子（3）－
14．核酸 －生体をつくる分子（4）－
15．環境と化学
※上記とは別に期末試験を実施する

期末試験実施の有無
評価方法・基準

実施する
平常点と期末試験の結果をもとに評価を行う。評価基準には学生ハンドブック記載の成績評価基準を適用す
る。
教科書：新編基礎化学（実教出版）ISBN:978-4-407-33132-5

教科書等

参考書：医・薬・看護系のための化学（東京化学同人）A. Jones・著、原博・荒井貞夫・訳
ISBN:9784807907045
メディカル化学 －医歯薬系のための基礎化学－（裳華房）齋藤勝裕他
ISBN:9784785330910

担当者プロフィール

H07
H07
H08
H13
H13
H22
H27

東京大学大学院工学系研究科化学生命工学専攻修士課程修了
フランス国コンピエーヌ工科大学留学
広島市立大学情報科学部助手
工学博士（東京大学）
広島市先端科学技術研究所次長
広島市立大学社会連携センター准教授
現職

【学生の学習指導・支援体制について】
授業内容などに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。教員の所在は、情報科学部棟の学
内サイネージ等に掲示されていますので、確認の上、情報棟630研究室を訪ねてみてください。
授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

力学

単位数

2.0

担当者

医用情報科学専攻 教授 式田光宏

履修時期

後期

履修対象

２年次

講義形態

講義

概要

科目の到達目標

受講要件
履修取消の可否

力学とは，現代科学及び工学技術における重要な理工系分野の一つであり，具体的には，物体の運動を記
述する基礎学問です．本講義を通して，力学の基礎概念を理解するとともに，物体の運動を解析する手法を
習得することを目的とします．
力学の基礎（物体の運動を解析する手法）を身に付けることを目標とする．以下に具体的な到達目標を示
す．
(1)質点の運動を数学的に記述し，それの運動方程式を解析できる．
(2)物体の運動を運動エネルギーと仕事の概念で説明できる．
(3)剛体の運動を数学的に記述し，それの運動方程式を解析できる．
微積分，特に微分方程式を履修していることが望ましい．
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等

物体の運動を力学を用いて理解・解析できる力を身に付けることを目指して，本学問に関連する内容を参考
書を用いて予習する．また講義配布資料・講義後に行う演習課題等もあわせて復習する．
第1回 ガイダンス
第2回 物体の運動の記述（ベクトルの導入）
第3回 運動の法則（力学の基本法則）
第4回 運動方程式を解く：1（重力）
第5回 運動方程式を解く：２（重力及び粘性抵抗力）
第6回 運動方程式を解く：３（ばね力）
第7回 運動方程式を解く：４（ばね力及び粘性抵抗力）
第8回 運動方程式を解く：５（束縛力）
第9回 運動エネルギーと仕事（重力）
第10回 運動エネルギーと仕事（摩擦力，ばね力）
第11回 運動エネルギーと仕事（2次元の運動），保存力
第12回 保存力と位置エネルギー及び力学的エネルギー保存則
第13回 回転運動と角運動量
第14回 剛体の運動方程式（剛体の回転と慣性モーメント）
第15回 剛体の運動方程式（剛体の回転運動）
※上記とは別に期末試験を実施する．
実施する
授業中に実施する演習（課外課題），定期試験の結果から総合的に判定します．評価基準には，学生ハンド
ブック記載の成績評価基準を適用します．上記の方法にて，講義内容をほぼ理解していることを確認し，それ
が達成していれば単位が認定されます．
参考書：柏村昌平 編「初等物理学ノート（I）」（学術図書出版）
参考書：原島鮮「力学１」（裳華房）
参考書：鈴村順三，大島隆義，大澤幸治「理工学の基礎 力学」（培風館）

担当者プロフィール

授業内容や宿題などに関する，学生の個別学習相談を随時受け付けています．教員の所在は学内サイネー
ジ等に掲示されていますので，確認の上，研究室を訪ねてください．

授業に関連する実務経
験

実務経験：1990年4月～1995年2月 株式会社日立製作所に勤務（MEMSシステムに関する研究開発に従事）

備考
閉じる

科目名

機械工学

単位数

2.0

担当者

医用情報科学専攻 教授 式田 光宏（代表）
医用情報科学専攻 講師 長谷川 義大

履修時期

前期

履修対象

３年次

講義形態

講義

概要

科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

機械工学とは，力学の工学的応用として位置付けられ，モノを「解析・設計・生産」するには必要不可欠な工
学基礎学問です．産業社会にて「形」「機能」あるモノを解析・設計・生産するには本機械工学の素養が必要と
されます．本講義では，機械工学の中でもモノを「解析・設計・生産」する上で最も基礎となる「材料力学」「流
体力学」「熱力学」「振動工学」（４大力学）について学びます．
モノを「解析・設計・生産」する上で基礎となる「材料力学」「流体力学」「熱力学」「振動工学」（４大力学）の概
念を身につけることを目標とする．以下に具体的な到達目標を示す．
(1)「材料の変形挙動」「流れの挙動」「熱による仕事」「振動現象」などの基礎的概念を説明できる．
(2) 上記現象を数学的に記述しこれらの現象を解析できる．
解析学（特に常微分方程式），力学，線形代数学1を履修していることが望ましい．
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等

モノを「解析・設計・生産」する上で基礎となる「材料力学」「流体力学」「熱力学」「振動工学」（４大力学）の概
念を身につけることを目指して，本学問に関連する内容を参考書等を用いて予習する．また講義配布資料・
講義後に行う演習課題等もあわせて復習する．
第1回 機械工学概論・流体力学１（静止流体）（担当：式田）
第2回 流体力学２（「流れ」の数学的表現）（担当：式田）
第3回 流体力学３（「流れ」の数学的表現-粘性流れ）（担当：式田）
第4回 流体力学４（粘性流れ-相似則・境界層）（担当：式田）
第5回 振動工学1（慨要・1自由度無減衰系振動-自由振動）（担当：式田）
第6回 振動工学2（1自由度無減衰系振動-強制振動）（担当：式田）
第7回 振動工学3（1自由度減衰系振動-自由振動）（担当：式田）
第8回 振動工学4（1自由度減衰系振動-強制振動）（担当：式田）
第9回 材料力学1（慨要・応力と歪み）（担当：長谷川）
第10回 材料力学2（構造物の変形：曲げモーメント）（担当：長谷川）
第11回 材料力学3（構造物の変形：応力・たわみ）（担当：長谷川）
第12回 材料力学4（構造物の変形：たわみ）（担当：長谷川）
第13回 熱力学1（概論，熱平衡（熱力学第0法則））（担当：長谷川）
第14回 熱力学2（熱力学第1法則）（担当：長谷川）
第15回 熱力学3（熱力学第2法則）（担当：長谷川）
※上記とは別に期末試験を実施する．
※授業の順序は変更することがある．
実施する
授業中に実施する演習（課外課題），定期試験の結果から総合的に判定します．評価基準には，学生ハンド
ブック記載の成績評価基準を適用します．上記の方法にて，講義内容をほぼ理解していることを確認し，それ
が達成していれば単位が認定されます．
参考書：松本洋一郎（監修），山口浩樹（著），「道具としての流体力学」，（日本実業出版社）
参考書：安田仁彦，「振動工学」（基礎編），（コロナ社）
参考書：田中啓介，木村英彦「機械工学エッセンス１ 材料力学」，（培風館）
参考書：三宅哲，「熱力学」，（裳華房）

担当者プロフィール

【学生の学習指導・支援体制について】
授業内容や宿題などに関する，学生の個別学習相談を随時受け付けています．教員の所在は学内サイネー
ジ等に掲示されていますので，確認の上，研究室を訪ねてください．

授業に関連する実務経
験

実務経験（式田）：1990年4月～1995年2月 株式会社日立製作所に勤務（MEMSシステムに関する研究開発
に従事）
実務経験（長谷川）：2008年4月～2015年3月 キヤノン株式会社に勤務（MEMS技術を用いた医療デバイスの
開発に従事）

備考
閉じる

科目名

医用情報ネットワーク

単位数

2.0

担当者

医用情報科学専攻 教授 田中 宏和

履修時期

後期

履修対象

3年

講義形態

講義

概要

医用情報ネットワークは、インターネット、モバイル通信システムなど現代社会基盤の一部となっている情報
ネットワークが医療・ヘルスケアの分野で広く利用されることで、より高度な医療・ヘルスケアサービスを実現
することに貢献している。特に医療・ヘルスケアIoTなどでもデータ収集を担う主要な役割を果たしている。本
講義では医用情報ネットワークを理解する上で必要な基本的な構成と要素技術、及びいくつかの具体的なシ
ステムについて学習する。

科目の到達目標

医用情報ネットワークを理解する上で必要な基本的な通信技術、ネットワーク技術などのうち、ネットワークの
基本的な構成と要素技術、及びいくつかの具体的なシステムについて習得することを目的とする。

受講要件
履修取消の可否

特になし。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

下記の参考書をベースに予習を行い、毎回配布される講義資料の復習を行うことが望ましい。
第1回 ネットワークの基礎
第2回 ディジタル信号処理の基礎
第3回 ディジタルフィルタ
第4回 情報理論基礎
第5回 情報源符号化技術
第6回 多値変調技術
第7回 多値変調方式の復調技術と誤り率
第8回 誤り制御技術（１）
誤り訂正の基礎と線形符号
第9回 誤り制御技術（２）
巡回符号とBCH符号
第10回 誤り制御技術（３）
たたみ込み符号
第11回 符号化変調技術
第12回 多元接続技術
第13回 動画像符号化と誤り耐性技術
第14回 ボディエリアネットワーク
第15回 医用情報ネットワークとヘルスケア・サービス
※授業の順序は変更することがある。
※理解度促進のため、適宜演習を行うことがある。
※上記とは別に期末試験を実施する。

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

実施する
授業態度、授業中の演習、期末試験（レポート含）の結果から総合的に判定します。
評価基準は、学生便覧に記載の通りとする。
参考書：
岡育夫「ディジタル通信の基礎」（森北出版株式会社）2009年
片山正昭「無線通信工学」（OHM社）2015年
【担当者プロフィール】
http://rsw.office.hiroshima-cu.ac.jp/Profiles/13/0001262/profile.html

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

【学生の学習指導・支援体制について】
授業内容や宿題などに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。教員の所在は、学内サイ
ネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてみてください。
20年以上にわたり企業で情報通信関連の研究開発に従事．

備考
閉じる

科目名

医科学概論

単位数

2.0

担当者

非常勤講師 片岡健

履修時期

前期

履修対象

２年

講義形態

講義

概要

医用情報科学分野における研究開発の基礎となる医学・医療に関する基本知識を体系的に修得できる講義
を行う。情報科学の観点から医療従事者を支援し、ひいては国民の健康に資することを念頭に置いた講義内
容とする。

科目の到達目標

本講義は、情報科学による医学・医療の支援を念頭に置き、医学や医療の基本的知識を体系的に修得する
ことを目的とする。

受講要件

医用情報科学科の学生であること。なお、本講義の単位取得が「医用情報科学のための病院実習」の受講
要件となっています。

履修取消の可否

可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験

備考

担当教員の事前指示を受け、講義内容を理解するための学習の仕方を工夫すること。特に教科書をベース
に予習・復習をすること。
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

オリエンテーション／医学の定義・医学の歴史・医の倫理
人体の構造と機能（Ⅰ） 総論／筋・骨格
人体の構造と機能（Ⅱ） 血液・循環器系
人体の構造と機能（Ⅲ） 呼吸器・消化器系
人体の構造と機能（Ⅳ） 泌尿器・生殖器・内分泌系
人体の構造と機能（Ⅴ） （脳）神経系・皮膚・感覚器・その他
臨床主要症状とその病態（Ⅰ）
臨床主要症状とその病態（Ⅱ）
臨床医学各論（Ⅰ） 総論／主要な疾患・国際疾病分類・死因統計
臨床医学各論（Ⅱ） 呼吸器・循環器・消化器疾患
臨床医学各論（Ⅲ） 代謝・内分泌・腎泌尿器・血液疾患
臨床医学各論（Ⅳ） 神経・筋・精神・アレルギー・自己免疫疾患
臨床医学各論（Ⅴ） 感染症・皮膚疾患・メタボリックシンドローム・その他
医療保障制度と保健医療対策
医療関連の職種とその役割・その他（健診・検診など）

実施しない
期末試験結果および授業参加度等による総合評価。
秀、優、良、可、不可の基準は、学生便覧記載のとおりとする。
北村諭「医学概論」中外医学社を必須教科書とします。
1980.4.～広島大学病院外科などに勤務（外科医として）
2003.4.～広島大学医学部保健学科看護学専攻に勤務（教授として）
2019.4.～広島厚生病院にて勤務（外科医として）、現在に至る
広島大学病院などで外科医としての約25年間の診療従事した臨床経験と、広島大学（医）保健学科での
約16年間に、主として看護学学生を対象に、「臨床病態学」「成人健康障害看護」、「救急法と感染予防」など
の講義や、「急性期成人看護学実習」「基礎医学演習」などの実習・演習指導を行った。
【学生の学習指導・支援体制について】
授業内容および医療（特に外科）に関する質問・相談は、授業中あるいは学生課経由またはメール等でお尋
ねください。
学内担当者：増谷佳孝（医用情報科学専攻）
閉じる

科目名

医用情報科学のための病院実習

単位数

1.0

担当者

医用情報科学科
医用情報科学科
医用情報科学科
医用情報科学科

履修時期

前期（集中）

履修対象

３年生

講義形態

実習

概要

教授 増谷佳孝（代表教員）
教授 式田光宏
准教授 青山正人
准教授 福田浩士

医療の現場を実地で体験し、座学では得られない現場における医用情報科学へのニーズを理解することを
目的とする。単なる見学でなく、医療の現場における問題を分析し、これを情報科学により解決する方法を提
案、発表しディスカッションを行う。
※実習先医療機関は広島市民病院または広島市安佐市民病院

科目の到達目標

医療の現場を実地で体験することにより、医療の現場での問題点の全体像を把握し、個別の課題に対して情
報科学の技術で解決する方法を具体的に提案し、議論ができるようになること。

受講要件

医用情報科学科の学生、かつ「医科学概論」の単位を修得済であること。実習先医療機関の指定する抗体検
査ならびに検査結果に応じたワクチン接種を行なっていること。

履修取消の可否

否

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

各回の担当教員および実習先医療機関の担当者の指示を受け、課題レポートに取り組むこと。
1 全体概要（グループ分け、ガイダンスおよび諸注意）
2 実習（１）
3 実習（２）
4 実習（３）
5 実習（４）
6 実習（５）
7 実習（６）
8 実習（７）
9 実習（８）
10 実習（９）
11 実習（１０）
12 グループによる成果発表の準備（１）
13 グループによる成果発表の準備（２）
14 グループによる成果発表・ディスカッション
15 まとめ
※実習（１）〜（１０）は２日間で行い、内容は受入施設により異なる。

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験

実施しない
成果発表およびレポート等による。秀、優、良、可、不可の基準は、学生便覧記載のとおりとする。
受入施設による手引きを配布する。
【学生の学習指導・支援体制について】
授業等に関する相談を随時受け付けています。学内サイネージ等で教員の所在を確認の上、研究室を訪ね
てください。
増谷佳孝：2001年12月〜2014年３月 東大病院に勤務（臨床画像データの処理・解析に従事）

備考
閉じる

