
科目名 論理回路・システム特論

単位数 2.0

担当者 情報工学専攻 教授 永山忍

履修時期 前期

履修対象 １、２年生

講義形態 講義

概要

半導体微細加工技術の進展に伴い，集積回路の設計ルールが数10ナノメートルのナノスケールLSIが主流
になりつつある．本講義では特にシステムLSIの設計工程と設計技術，および設計を支える電子設計自動化
（EDA）技術について，EDAアルゴリズムの観点から概論的に講義する．講義の前半は教員による通常形式
の講義とし，講義の後半は学生に課題を与えて発表させる発表形式の講義で実施する．

With the advance of semiconductor process technologies, nano-scale LSIs whose design rules are based on
a few tens nanometers have been mainstream. This lecture focuses on Electronic Design Automation (EDA)
technologies (algorithms) for System on a Chip (SoC) design, and gives an overview of design processes,
design methodologies, and design techniques.  In the first half of classes, the overview is talked by the
professor using slides. In the second half, exercises are given to students, and students present their
reports to others.

科目の到達目標 システムLSI設計を支えるEDAアルゴリズムに関する基本的な知識を修得すると共に，LSI設計に関する最先
端の技術課題について理解する．

受講要件 半導体，論理回路，電子回路に関する基本的な知識を前提として講義を行う．

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

事前学修としては、講義前半では、講義資料を予め読み、わからない用語などについて調べてくることが望ま
しい。
講義後半では輪講課題を出すので、十分に事前準備した上で発表を行うことが望ましい。
事後学修では、講義で学んだ技術や知識を定着させるために、興味のあるアルゴリズムから簡単なプログラ
ムを作成することが望ましい。

講義内容

1. 講義概要，イントロダクション
2. 機能設計
3. 論理設計
4．機能・論理検証
5. レイアウト設計
6．タイミング検証
7．低消費電力設計
8. 学生発表(1)：高位合成アルゴリズムについて
9．学生発表(2)：論理合成アルゴリズムについて
10．学生発表(3)：設計検証アルゴリズムについて
11．学生発表(4)：配置配線アルゴリズムについて
12．学生発表(5)：テスト手法について
13. 学生発表(6)：決定グラフを用いた設計手法について
14. 学生発表(7)：ハードウェアセキュリティについて
15．最新研究動向の紹介と講義のまとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
授業中に実施する輪講課題の発表内容およびレポートの結果に基づいて総合的に評価する。LSIの設計フ
ローおよび各設計段階における最適化手法の理論と実装についての基本的な知識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

適宜，資料を配付する．

参考書・参考資料等
「Switching Theory for Logic Synthesis」T. Sasao著，Kluwer Academic Publishers, 1999.

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教員室（情報科学部棟411号室）に来て
下さい。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 計算機支援設計特論

単位数 2.0

担当者
情報工学専攻 教授 井上 智生，助教 岩垣 剛
INOUE Tomoo, Professor, and IWAGAKI Tsuyoshi, Assistant Professor, Department of Computer and
Network Engineering

履修時期 前期 (1st semester)

履修対象 1, 2年生

講義形態 講義

概要
We can study, in this lecture, approaches to the design and development of new industrial products, learning
the fundamentals of design, and discuss the issues of state-of-the-art computer-aided design (CAD) and
integrated development environment (IDE).

科目の到達目標
The objective of this lecture is to study methods of design and development of products, especially based
on information and communication technology (ICT) such as information appliance, and consequently have a
capability to design and develop user-centered products (not just industrial ones).

受講要件 Not applicable.

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 Not applicable.

講義内容

Lecture style: Lecture in English.

1. Introduction -- What is design?
2. Product life cycle
3. Development process models -- Water-flow, V, Spiral and Agile.
4. User requirements specification
5. Group work (1) Market research and target product setting
6. User experience (UX) and user-centered design (UCD)
7. User story mapping
8. Group work (2) Progress report and discussion
9. Design for X (DfX)
10. System requirements definition
11. Group work (3) System requirements definition
12. Group work (4) Presentation and discussion (1)
13. Group work (5) Presentation and discussion (2)
14. Role of computer-aided design (CAD) and integrated development environment (IDE)
15. Conclusion

Note: The order of the above contents may be changed.
According to the students' language skills, part of the lecture will be given in Japanese.

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

Evaluation:
Evaluated with discussions, presentations in the classes and reports as:
C: Learning the fundamentals of design and development process models,
B: Learning the importance of user-centered design and having the capability of designing an industrial
product according to users' requirements,
A: Having the capability of applying the learned design and development processes to practical issues, and
S: Having the capability of devising CAD and IDE systems which aim at user-centered design.

教科書等

Teaching materials are provided for every class.

References
J. Nielsen, Usability Engineering, Academic Press Inc, 1993.
ヤコブ ニールセン(著), 篠原 稔和 (著), 三好 かおる (著), ユーザビリティエンジニアリング原論: ユーザーの
ためのインタフェースデザイン, 東京電機大学出版局 (第2版), 2002.
ジェフ パットン (著), 川口 恭伸 (監修), 長尾 高弘 (訳), ユーザーストーリーマッピング, オライリージャパン,
2015.

担当者プロフィール

INOUE Tomoo: http://www.cd.info.hiroshima-cu.ac.jp/~tomoo/en/biography
IWAGAKI Tuyoshi: http://rsw.office.hiroshima-cu.ac.jp/Profiles/12/0001121/profile.htm

Note: If you have any questions about this lecture, do not hesitate to visit our laboratory or to contact us
by e-mail.
INOUE Tomoo: tomoo@hiroshima-cu.ac.jp, Room Info-757.
IWAGAKI Tsuyoshi: iwagaki@hiroshima-cu.ac.jp, Room Info-750.

授業に関連する実務経
験

Prof. INOUE was with Semiconductor Research Center, Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. in 1990-
1992.



備考 【教職】高専修（情報）



科目名 回路設計自動化特論

単位数 2.0

担当者 情報工学専攻 准教授 市原 英行、講師 稲木 雅人

履修時期 後期

履修対象 1、２年次

講義形態 講義

概要

半導体微細加工技術の進展に伴い、様々な電子機器にVLSIシステム（1つあるいは少数の集積回路で実現
されるシステム。SoCやSiP）が組み込まれるようになった。しかしながら、このようなVLSIシステムに対応した
回路・システム設計技術の進展は十分とは言えず、 多くの課題を抱えている。本講義では、現在主流であ
るSoCの設計自動化技術、特にレイアウト設計、配置配線技術、SoCテスト，テスト容易化設計法について扱
う。

科目の到達目標 LSI設計に関する体系的な知識を修得すると共に、最先端の技術課題についても理解する。

受講要件 前期の計算機支援設計特論と、論理回路・システム特論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
事前学修：受講者は予め配布した資料を予習して講義に臨む。特に輪講における説明担当者は予習をしっ
かりと行うこと。
事後学修：講義で得られた疑問点を明らかにする。

講義内容

以下の内容について、テキストや論文を用い輪講する。

１．イントロダクション
２．SoCのテストの基礎
３．故障モデル
４．テスト生成手法（原理）
５．テスト生成手法（故障シミュレーション）
６．テスト生成手法（PODEM）
７．テスト生成手法（FAN，SOCRATES）
８．テスト生成手法（順序回路のテスト生成）
９．テスト容易化設計法
１０．近年のSoCテストのトピックス
１１．配線設計の基礎（配線問題の定義と分類）
１２．配線設計の基礎（基本的な配線手法）
１３．配線間のクロストークを考慮した配線手法
１４．リソグラフィ工程を考慮した配線手法
１５．ウェハ研磨工程を考慮した配線手法
※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 講義における予習の度合いおよび、最終レポートにより、授業の理解度を総合的に評価する。理解度
は100点満点に換算し、秀から不可までの5段階評価を行う。

教科書等 特に指定しない。印刷したテキストや資料を配付する。

担当者プロフィール

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。

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。
稲木：LSI回路の設計自動化、特に自動配置配線設計の研究に従事。

授業に関連する実務経
験

備考 高等学校教諭 専修免許状 情報 「情報の教科に関する科目」の選択科目



科目名 コンピュータアーキテクチャ特論

単位数 2.0

担当者 情報工学専攻 教授 弘中 哲夫， 助教 窪田 昌史

履修時期 前期

履修対象 １、２年生

講義形態 講義

概要

さまざまなコンピュータアーキテクチャの構成とその特徴、および、それらの性能評価が意味することが分か
る詳細さで学習する．特に本講では，パイプラインプロセッサ，キャッシュ，さらにその性能を引き出すプログ
ラミングについても学習する．本講義ではこれらの理解を深めるために実際にハードウェア記述言語を用い
て独自プロセッサを設計し，設計したハードウェア上で動作するプログラムも作成する． 

In this lecture, we design an original processor and its software (assembler) in detail. Using the designed
processor, we will learn the organization of pipelining architecture, cache, and also about the assembler
optimization. The lecture will require weekly reports of the progress of the implementation.

科目の到達目標
学部学生としてこれまで学習したことを基礎として，コンピュータシステムがどのように実現されているのか詳
細に理解し，必要に応じて自らコンピュータシステムの設計，および，その性能を引き出すソフトウェア設計が
できるようになる事を到達目標とする．

受講要件 コンピュータシステム，オペレーティングシステム，および，プログラミングに関する基礎的な事項を理解して
いること．

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

講義ではほぼ毎回，「仕様を決定する」，「設計する」，「プログラミングする」などの課題を設定し，次の講義で
課題に取り組んだ結果を発表してもらう．毎回それらの課題をこなし，発表準備を十分に行って講義に参加す
ること．また，題材とする英文和文資料を熟読するだけでなく，題材とする資料が引用する関連資料について
も必要に応じて事前・事後に読むこと．

講義内容

第1回 アセンブリの復習
第2回 CPUの動作の説明
第3回 CPUを設計するためのHDLの解説
第4回 スカラプロセッサの仕様決定
第5回 スカラプロセッサの詳細設計
第6回 スカラプロセッサのRTL設計
第7回 スカラプロセッサ用のプログラムの作成手法
第8回 スカラプロセッサの性能評価
第9回 パイプラインプロセッサの仕様決定
第10回 パイプラインプロセッサの詳細設計
第11回 キャッシュ
第12回 設計結果のプレゼンテーション
第13回 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 実施しない

評価方法・基準
単位修得の最低条件（可）は，毎回演習課題を提出して発表をすること．（良）評価の修得条件は，すべての
レポート課題に対し適切に答えていること．（優），（秀）評価はレポート，プレゼンテーションの準備状況，その
内容の高度さ，討論参加への積極性をもとに評価を行う．

教科書等

教科書：なし
参考資料：講義中に文献を示す。
参考書：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）

担当者プロフィール

担当者プロフィール

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、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。

窪田昌史：
プログラムを高速に実行するための，並列化コンパイラや支援ツールの
研究開発を行っている．プログラムの高速化には，コンピュータ
アーキテクチャに対する深い理解が重要であることを理解して欲しい．

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。
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

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 [教職] 中高専修（数学）



科目名 プログラミング言語特論

単位数 2.0

担当者 情報工学専攻 講師 川端 英之，講師 上土井 陽子

履修時期 後期

履修対象 １、２年生

講義形態 講義

概要

（授業形態：講義）
頑強で大規模，保守性に優れたシステム開発のためには，抽象度の高い記述ができて検証し易く，さらには
多様な実行モデルやパラダイムに基づくプログラミングをサポートする現代的な仕様を持ったプログラミング
言語ならびに実行環境が不可欠である．本講義では，プログラミング言語および実行環境に関する二つの重
要なトピックについて講義する．一つは静的型付き言語による関数型プログラミングであり，もう一つは並列・
分散プログラミングである．

科目の到達目標

前半では，プログラミング言語Haskellを題材に用いて，関数型プログラミングの特徴，意義，重要性について
学習する．また，静的型付けと型推論機能，パターンマッチを活かした宣言的プログラミング，遅延評価を用
いたストリームプログラミングなど，現代的なプログラミング言語の機能や概念を学ぶ．これらを通して，プロ
グラミング言語および環境についての視野を広げることを目標とする．後半では，主にJava言語を中心として
並列，分散処理において基礎となる同期機構について複数の抽象度でどのように並列プログラミング，分散
プログラミングできるかを学習し，Java言語以外の言語での並列・分散プログラミングとの差異を把握すること
を目標とする．

受講要件 コンピュータシステムやC言語プログラミングに関する基本的な知識があることを前提として講義する．

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 必要に応じて事前事後学修のための課題を課す．

講義内容

Part I: A Purely Functional Programming Language Haskell
1 Overview
2 Data Types: Tuples and Lists
3 Programming with Lists
4 Functions as Values: Higher-Order Functions
5 Algebraic Types and Lazy Programming
6 Type Classes and Type Checking
7 Abstract Data Types, Actions
8 Reasoning about Programs

Part II: Concurrent and Distributed Computing in Java
9 Introduction
10 Multi-threaded Programming 1 (Semaphor)
11 Multi-threaded Programming 2 (Mointor)
12 Multi-threaded Programming 3 (Wait-Free Synchronization)
13 Programming in a Message-passing System 1 (Transaction)
14 Programming in a Message-passing System 2 (Checkpointing)
15 Programming in a Message-passing System 3 (Message Logging)

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 課題発表やレポートへの取り組み状況を踏まえ，題材に対する理解度を中心として総合的に評価する．

教科書等
参考書：
Simon Thompson, "Haskell: The Craft of Functional Programming," 3rd ed., Addison Wesley (2011).
Vijay Garg, "Concurrent and Distributed Computing in Java," IEEE Pres. and John Wiley & Sons, Inc. (2004).

担当者プロフィール

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．
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．

川端 英之：情報科学部棟5階541号室 E-mail:kawabata@hiroshima-cu.ac.jp
上土井 陽子：情報科学部棟4階414号室 E-mail:yoko@hiroshima-cu.ac.jp

授業に関連する実務経
験

備考 【教職】中・高専修（数学）



科目名 情報通信システム特論

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 1・2年次

講義形態 講義

概要

移動無線通信を題材にして、性能、消費電力、コストなどの評価方法とそれらのトレードオフを学ぶ。現在で
は、20年前には全く想像のできない高度な情報通信システムが登場し、世界中の多くの人々がその恩恵を受
けている。その背景には、通信技術や半導体技術の発達のみならず、消費者ニーズ、そして通信品質劣化に
対する利用者の許容などのトレードオフの変化がある。この講義では、大学学部にて学んだ数学やプログラ
ミングを活用して、通信システムの性能評価を行い、要求されるニーズのトレードオフ方法を考察する。

科目の到達目標

伝搬損、マルチパス伝搬、フェージング、自由空間伝搬、ラウンチング法、イメージ法、および評価点摘みとり
法などの現象や計算方法を理解し、周波数特性や相関帯域幅が計算でき、擬似乱数系列の発生方法とその
試験信号発生方法が説明でき、コサインロールオフフィルタや部分応答を用いたディジタルパルス伝送の考
えを説明でき、ディジタル変復調を数学的に比較でき、さらにそれらの無線チャネル上での性能が求められ、
適応変調や固有ビーム伝送の数学的背景を説明でき、マルチキャリヤ通信やGNSSやIoTの実際を説明でき
る。

受講要件 通信方式、解析学I、解析学II、線形代数学II、情報基礎数学に相当する内容（例えば、フーリエ変換、ディジタ
ル変復調、関数の微積分、確率、ベクトル）を履修していること。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 事前学修として、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。

講義内容

1. イントロダクション（通信チャネル容量、ビット誤り率、フェージング、無線通信シミュレーション）
2. 狭帯域電波伝搬（伝搬損、マルチパス伝搬、レイリーフェージング、シャドウイング、自由空間伝搬損、奥村
秦式）
3. 狭帯域電波伝搬の実際（レイトレーシング、ラウンチング法、イメージ法、評価点摘みとり法、周波数特性）
4. 広帯域電波伝搬（遅延広がり、相関帯域幅、フラットフェージング、周波数選択性フェージング、コックスサ
ウンダ、擬似乱数系列）
5. ディジタル信号の伝送（ナイキストの基準、コサインロールオフフィルタ、部分応答、アイパターン）
6. ディジタル変復調（シャノン限界、QAM、SNR、CNR、Eb/N0、ビット誤り率）
7. 誤り訂正（ブロック符号、たたみ込み符号、ビタビ復号）
8. 無線チャネル上でのディジタル変復調の性能（コヒーレンス時間、バースト誤り、フェードマージン、場所率）
9. 適応変調と符号化法（目標ビット誤り率、送信電力のフィードバック制御、周波数利用効率）
10. 時空間通信によるフェージング軽減（ダイバシチ利得、SC、EGC、MRC、Alamoutiの方法）
11. 時空間通信による伝送容量増加（D-BLAST、V-BLAST、エルミート内積、特異値分解、固有ビーム伝送）
12. マルチキャリヤ通信（OFDM、FFT、サイクリックプリフィクス、ガードインタバル、PAPR）
13. GNSS（3次元測位、疑似距離、PVT推定、アルマナック、エフェメリス、A-GPS、SBAS、RTK、PPP）
14. IoT（LPWA、Wi-SUN、LoRa、Sigfox、EnOcean、LTE-M、GMSK、チャープ変調、捕捉効果、SDR）
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 実施する

評価方法・基準

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。

教科書等

参考書：
A.ゴールドスミス著、小林岳彦編, 高橋賢ほか訳, ゴールドスミス ワイヤレス通信工学, 丸善, ISBN: 978-
4621078471, ￥12,000+税
阪田史郎・嶋本薫編、高橋賢ほか著, 無線通信技術大全, リックテレコム, ISBN: 978-4897976907,
￥5,700+税
なお、講義中に必要な資料を配付しますので、ノートやメモを用意する必要はありません。

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



備考 【教職】中専免（数学）



科目名 情報通信方法特論

単位数 2.0

担当者 情報工学専攻 准教授 舟阪淳一
情報工学専攻 准教授 井上博之

履修時期 後期

履修対象 １，２年生

講義形態 講義

概要 情報通信の普遍的な基礎理論について理解を深めるとともに、情報通信の現状と将来動向を考察する。

科目の到達目標 情報通信の現状を把握するとともに、将来動向について考察できる素地を築くこと。

受講要件 情報通信分野について、より見識を深めたいという積極的な院生であること。学部において情報ネットワー
ク、および情報通信関係の単位を取得していること。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 研究論文の発表にあたっては事前によく内容を理解し、他人にわかりやすく説明する準備をすること。復習と
しては講義内容の再確認を望む。

講義内容

１. 講義の進め方，学び方，評価法
２. 情報セキュリティと暗号
３. インターネットとセキュリティ
４. サイバー攻撃
５. 研究論文の紹介とディスカッション（セキュリティ一般）
６. 研究論文の紹介とディスカッション（サイバーセキュリティ）
７. 研究論文の紹介とディスカッション（組込みセキュリティ）
８. 研究論文の紹介とディスカッション（暗号と認証）
９. Principles of network applications
10. Web and HTTP
11. P2P applications and socket programming
12. 英文論文誌についての研究動向調査
13. 英語論文の紹介とディスカッション（論文全体構成）
14. 英語論文の紹介とディスカッション（序論と関連研究）
15. 英語論文の紹介とディスカッション（評価方法）

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 講義中の質疑応答状況および課題レポート＆発表などを総合的に評価する。

教科書等 特に指定しない。
随時資料などを配布する。

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。

舟阪淳一
http://www.net.info.hiroshima-cu.ac.jp/~funa/official.html
井上博之
http://www.net.info.hiroshima-cu.ac.jp/members.html

授業に関連する実務経
験

備考 【教職（選択科目）】高専修(情報)



科目名 通信工学特論

単位数 2.0

担当者 情報工学専攻 教授 西 正博
情報工学専攻 講師 新 浩一

履修時期 後期

履修対象 １、２年生

講義形態 講義

概要

コンピュータの普及にともなって，通信回線を用いてブロードバンドな情報を多重化して伝送する形態がます
ます盛んになる傾向がある．とくに無線による通信回線においては，時間や周波数，電力といった限りある資
源を有効に活用してデータ伝送する必要がある．ここでは，アナログ通信およびディジタル通信の情報信号
の周波数解析や，電力やエネルギーのスペクトル解析および自己相関関数の解析を通じて，通信工学にお
ける数学的な信号解析方法について学ぶ．加えて，実際に広く無線通信に用いられる電波の陸上伝搬の理
解を通して，無線通信回線を学ぶ．

In this lecture, we study advanced mathematical techniques of signal analysis based on communication
principles, such as frequency analysis of analog and digital communication signals, power and energy
spectrum analysis, and self-correlation function evaluations. In addition, we also study radio communication
techniques with terrestrial propagation characteristics.

科目の到達目標 本講義では，携帯電話に代表される無線システムの設計に欠くことのできない，信号解析方法ならびに無線
通信回線理論を習得することをねらいとしている．

受講要件 積極的に学ぶ姿勢を持ち，講義に臨むこと．

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 自分で調べ，さらにディスカッションすることで，内容をより深く理解してほしい．

講義内容

１ イントロダクション（通信工学の目的）
２ 周波数スペクトル
３ サンプリング関数
４ 線形システムのインパルス応答
５ 電力密度スペクトル
６ 周波数変換（フーリエ変換）
７ 信号の畳み込み積分
８ 電力およびエネルギーの伝達
９ 帯域制限された信号波形
１０ 信号波形間の相関
１１ 電磁理論
１２ 電波伝搬に関する基礎理論（電波の屈折・反射・回折）
１３ アンテナからの電磁放射
１４ 陸上固定無線通信における電波伝搬
１５ 陸上移動無線通信における電波伝搬
（第1回～第10回担当：西，第11回～第15回担当：新）

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 発表，受講態度から総合的に評価する．

教科書等

参考書：
S.スタイン，J.J.ジョーンズ共著，関英雄訳，「現代の通信回線理論」 （森北出版）
T.Schilling著，「Principle of Communication Systems」 （McGRAW-HILL）
S. Saunders著，「Antennas and Propagation for Wireless Communication Systems」 （WILEY）

担当者プロフィール
学習指導・支援について：
講義内容や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

備考 【教職】中・高専修（数学）



科目名 情報ネットワーク特論

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 １，２年

講義形態 講義

概要

授業形態：講義
無線技術の発展や情報端末の小型化により、様々な計算機が遍在する
ユビキタスコンピューティングやIoT（Internet of Things）が現実に
なりつつある。また、新世代ネットワークとして、ネットワークの仮想
化技術が注目されている。そこでは、従来のネットワークアーキテクチ
ャで利用されてきた技術を発展させたり、全く新しいパラダイムを導入
する必要がある。具体的には、ネットワーク資源を物理リソースと論理
リソースに分けて柔軟に管理するネットワーク仮想化技術、従来のIPな
どの識別子に加えてコンテンツに基づくルーティングプロトコル、TCPに
代表されるトランスポートプロトコルの高度化、コンテンツ流通やP2Pネ
ットワークで利用されるアプリケーションプロトコル、等の導入、およ
び、それらの基盤となる制御アルゴリズムを高度化して対応していくこ
とになる。
これらのユビキタスコンピューティングやIoT（Internet of Things）
を構成する要素技術、および、ネットワークの仮想化技術の基礎となる、
情報ネットワークの数理と最適化に関して、ゼミ形式の講義を行う。先
ず、情報ネットワークを数理的に扱うための基礎概念を導入する。次に、
ネットワークの設計や制御における基本的な最適化問題、および、近年
の情報ネットワークの変化に伴って現れてきた新しい最適化問題やそれ
らに対応するアルゴリズムを紹介する。また、ネットワーク分野の制御
で注目されているBDD（Binary Decision Diagram、二分決定グラフ）と
いうデータ構造とアルゴリズムについてもふれる。さらに、現実のネッ
トワークがもつ様々な性質とそれを説明するネットワーク生成メカニズ
ムを示す。

This is a participative lecture and it contains several themes. It is expected that on the themes the
graduate students will be engaged in discussion and presentation. The themes are related to information
network technologies based on both discrete structures and optimization schemes.

科目の到達目標 IoT（Internet of Things）を構成する要素技術の基盤となる、情報ネットワークに関する数理的な最新技術概
要や動向を理解する。

受講要件 情報ネットワークのアーキテクチャ、ネットワーク制御方式、および、アルゴリズムとデータ構造
の基本的な知識があることを前提とする。

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由 最初の講義時に担当部分の割当を行うため、履修取消は原則ご遠慮ください。

事前・事後学修

・情報ネットワーク、通信プロトコル、および、アルゴリズムとデータ構造
の基礎的知識を習得していること。
・事前学修：教科書の該当箇所および配付資料などを事前に熟読しておくこと。また、担当箇所のレジュメを
作成すること。
・事後学修：理解を深めるために講義で学んだ内容をまとめておくこと。

講義内容

1. 情報ネットワークを数理的に扱う基礎１
グラフ理論の基礎
2. 情報ネットワークを数理的に扱う基礎２
最適化のための基本的な概念
3. さまざまな最適な経路の計算方法１
最短経路問題と幾つかのアルゴリズム
4. さまざまな最適な経路の計算方法２
ネットワークフロー問題
5. ネットワークの高信頼化１
連結度と新規ネットワークの作成
6. ネットワークの高信頼化２
既設ネットワークの高信頼化方法
辺付加設計と辺保護・頂点保護設計
7. ネットワークの信頼性とその測定１
連結状態とBDD（二分決定グラフ）による表現
8. ネットワークの信頼性とその測定２
確率計算アルゴリズムの利用
9. ネットワークのさまざまな制約条件１
BDDを用いた最適化の方法
10. ネットワークのさまざまな制約条件２
制約条件を組み合わせるための論理積アルゴリズム
11. ネットワークの設定ミスの制御１
ノード設定とBDDによるルールの表現



12. ネットワークの設定ミスの制御２
ノードを通過させるパケットのBDDによる表現
13. 現実のネットワークの構造１
現実のネットワークに見られる性質とネットワーク生成モデル
14. 現実のネットワークの構造２
コミュニティの構造
15. まとめ

This is a participative lecture and it contains several themes.
It is expected that on the themes the graduate students will 
be engaged in discussion and presentation. 
The themes are related to information network technologies based 
on both discrete structures and optimization schemes.

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 レジュメ等の準備資料、発表、質疑応答、討論等の内容で総合的に評価する。
秀、優、良、可、不可の基準は、履修案内記載のとおりとする。

教科書等

【教科書】
巳波 弘佳、井上 武、電子情報通信学会（監修）
「情報ネットワークの数理と最適化 - 性能や信頼性を高めるためのデータ構造とアルゴリズム - 」コロナ社
(2015)
また、必要に応じて資料を配布する。
【参考書】
Bruce S. Davie and Larry L. Peterson
「Computer Networks, Fifth Edition: A Systems Approach」MORGAN KAUFMANN (2011)
Andrew S. Tanenbaum and Maarten Van Steen
「Distributed Systems: Principles and Paradigms, Second Edition」Createspace 
Independent Publishing Platform (2016)

担当者プロフィール

講義内容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。

授業に関連する実務経
験

備考 （情報工学専攻）
【教職】中・高専修（数学）



科目名 ネットワークソフトウエア特論

単位数 2.0

担当者 情報工学専攻 教授 角田 良明、助教 井上 伸二

履修時期 前期

履修対象 １、２年

講義形態 講義

概要

ネットワークソフトウェアは多種多様なネットワークサービスを利用者の要求に応じた品質で迅速にかつ正確
に実現するための基盤技術である。本特論では、ネットワークソフトウェアの基本かつ重要な要素技術である
ネットワークプロトコルの設計論について議論する。具体的な設計例として、インターネットおよびアドホック
ネットワークのプロトコルを扱う。

Design of network protocols is fundamental for design of network software. It is difficult to design correct
network protocols because of their distributed and nondeterministic properties. This lecture provides how to
describe and verify network protocols using small examples and shows unified methods for design of correct
network protocols.

科目の到達目標 ネットワークプロトコルの設計と検証とは何かをインターネットプロトコル、アドホックネットワークプロトコルの
具体例で理解する。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 ネットワークプロトコル、プロトコル設計で学習した内容を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 輪講で進めるため、受講生は担当部分を事前に理解し、説明するための資料を準備し発表する。発表時に
指摘されたコメントに従い、資料を修正し提出する。

講義内容

１ ネットワークサービス
２ ネットワークソフトウェア
３ ネットワークプロトコルの記述法
４ ネットワークプロトコルの検証法
５ インターネットプロトコルの構成要素
６ コネクション
７ データ伝送
８ エラー検出と回復
９ フロー制御と輻輳制御
１０ トポロジー情報
１１ ルーティング
１２ アドホックネットワークプロトコル（メディアアクセス）
１３ アドホックネットワークプロトコル（ルーティング）
１４ アドホックネットワークプロトコル（アプリケーション）
１５ まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 発表およびレポートにより総合的に評価する。質疑応答も評価に加える。

教科書等
教科書：適宜プリントを配布する。
参考書：Mohamed G. Gouda, “Elements of Network Protocol Design”,
Wiley Interscience, John Wiley & Sons Inc. 1998 (ISBN0-471-19744-0)

担当者プロフィール

角田 良明：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。

井上 伸二：2012年 広島大学大学院工学研究科 博士(工学) 取得、[主な研究テーマ]センサネットワーク

「授業に関連する実務経験等」
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ソフトウェア
特論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。
井上 伸二：1988年4月～1993年9月 沖電気工業(株)に勤務し、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した経験がある。

「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】高専修（情報）





科目名 マルチメディア情報通信特論

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

履修対象 １、２年

講義形態 講義

概要

この講義では最初にインターネットを用いるマルチメディア通信技術について修得する．トピックスとしてはマ
ルチキャスト通信，モバイル通信，最新の応用技術である．次に、マルチメディア通信を用いて社会の課題解
決をするような研究テーマを各自で選び、そのテーマに関する要素技術の調査を発表し、討論型式で講義を
進める。並行して、設定したテーマの研究計画書を作成し、最後に設定テーマに関する発表を行う。

The technical content of this course will focus on multimedia communication technique on the Internet.
Topics include multicast transmission and mobile communication protocol and the latest application topics. ,
you will choose a research topic to resolve social issues using multimedia communication technique and
investigate the related fundamental research topics. You will present these topics and discuss it with
everyone. Finally, you will write the research proposal on the selected research topic.

科目の到達目標

・講義するマルチメディア通信技術について理解する
・特に映像や音声をインターネット上で伝送するために必要な技術について理解を深める
・関連分野の研究テーマを設定し、その研究計画ができ、その成果をわかりやすく発表（説明）できる
・講義中に質問したり、講師からの問いかけに対して考えて回答ができる

受講要件 IP、TCP/UDPのプロトコルを理解していること。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
・講義で使うプリントをe-learningシステムに掲載するので、事前予習する
・課題テーマに関する調査を行う
・発表や討論のための準備をする

講義内容

1. イントロダクション
2. マルチキャスト通信1（マルチキャストアドレス）
3. マルチキャスト通信2（グループの概念、IGMP）
4. マルチキャスト通信3（ルーティング、セッション管理）
5. モバイル通信、中間課題
6. マルチメディア通信に関する討論準備（テーマ設定）
7. テーマに関する要素技術等調査、討論
8. テーマに関する調査説明 <プロポーザル説明>
9. テーマに関する要素技術調査、説明、討論 
10. テーマに関する要素技術調査、説明、討論
11. 研究計画書作成、説明、討論
12. 研究計画書作成、説明、討論
13. テーマに関する発表、討論
14. テーマに関する発表、討論
15. 総括

・中間課題では第5回までの内容に関する課題を設定し、それに関する内容を記述する．
・テーマは各自で設定し、研究計画に必要な要素技術に関して調査し、最終回までに研究計画書を完成をす
る
・受講人数によってスケジュール変更の可能性がある

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

評価方法：
講義の受講態度、積極性（質問など）、設定したテーマに関する調査、発表内容、討論の様子、作成する研究
計画書の評価、中間まとめの課題結果で総合的に評価する。

達成度の評価基準：
1. 講義で扱うマルチメディア情報通信技術のトピックスに関して、その内容を理解していること
2. テーマに関して研究計画書が作成できること。
3. 研究計画に関するわかりやすい発表資料を作成し、わかりやすい発表ができること
4. 講義への参加の積極性

教科書等 講義時に提示。適宜プリントを配付。

担当者プロフィール

プロフィール：http://www.netsci.info.hiroshima-cu.ac.jp/

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 中・高専修（数学）



科目名 情報伝送方式特論

単位数 2.0

担当者 システム工学専攻 准教授 桑田 精一，講師 神尾 武司

履修時期 前期

履修対象 １，２年

講義形態 講義

概要

現代の放送・通信分野においては，伝送方式はアナログではなく，ディジタルが主流である．これはディジタ
ル変復調技術に加え，MPEGに代表される高能率符号化技術の進展が大きな要因といえる．そこで本講義で
は，ディジタル情報伝送の代表ともいえるディジタル放送システムを例として，変復調技術を中心に誤り訂正
技術，高能率符号化技術など情報伝送のための技術，研究について講義する．また，量子効果によるディジ
タル伝送技術に関して，量子情報理論について講義する．

科目の到達目標
・前半パート(1-8回)：ディジタル情報伝送に関する基礎的技術を理解する．さらに，研究事例を通して，ディジ
タル情報伝送技術の重要性を認識する．
・後半パート(9-15回)：量子情報理論を通じて，情報通信技術の重要性を認識する．

受講要件 特になし．

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 講義スライドをIT’s classにアップロードするので，予習・復習に適宜活用する．

講義内容

第１回 講義概要の説明（前半パート(神尾)，後半パート(桑田)）＋地上ディジタル放送システムの概要
第２回 地上ディジタル放送システムのキーテクノロジー
第３回 ディジタル変復調技術：単一キャリヤのディジタル変調方式
第４回 OFDM変復調方式①：変調方式
第５回 OFDM変復調方式②：マルチパス対策
第６回 OFDM変復調方式③：同期技術，増幅時の課題
第７回 OFDM変復調方式④：伝送速度，SFN，誤り訂正
第８回 前半のまとめ
第９回 量子力学の基礎
第10回 量子ビット・量子ゲート・量子回路
第11回 量子系のエントロピー
第12回 量子通信過程と相互エントロピー
第13回 量子系の通信方式
第14回 量子系の伝送効率
第15回 後半のまとめ

第１～８回を神尾講師、第１回および第９～１５回を桑田准教授が担当する。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
受講態度（10点），レポート等（90点）を積極的に取り組んでいるかどうかにより評価する．これらの合計得点
が90点以上で「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」評価とする．なお，
欠席が各パートで3回に達したとき，「欠席」評価とする．

教科書等
参考書：生岩 量久 著 「ディジタル通信・放送の変復調技術」（コロナ社）
参考書：生岩 量久，安 昌俊 共著 「OFDM技術とその適用」（コロナ社）
参考書：ニールセン・ミカエル，チャン・アイザック 著 「量子コンピュータと量子通信」（オーム社）

担当者プロフィール

担当者プロフィール：
神尾：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．
桑田：通信・信号処理研究室に所属し，量子情報理論・量子通信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



科目名 情報物性特論Ⅰ

単位数 2.0

担当者 情報工学専攻 教授 田中 公一
情報工学専攻 講師 藤原 真

履修時期 前期

履修対象 １・２年次

講義形態 講義

概要

授業形態：講義
コンピュータハードウェアや光通信技術を支える半導体の結晶、薄膜等のバンド構造について講義し、電気
的・光学的性質について紹介する。これらの構造と性質をもつ半導体超格子、量子井戸などの量子状態を記
述する波動関数、固有エネルギーなどについて理解させる。さらに受光素子などのセンサデバイスへの応用
について講義する。

This course introduces band structures and electrical and optical properties of semiconductors such as
crystals and thin films used in computer hardware to students taking this course.

科目の到達目標
半導体のバンド構造と量子力学の基本的な原理を学び、物質のもつ性質を理解することで、新しい性質を持
つセンサを設計するための基礎となり、将来の新しい技術展開にも柔軟に対応できるための知識や考え方の
習得を目標とする。

受講要件 大学時代に「物理学」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 事前に、半導体や半導体を利用したセンサに関する基礎的な知識を学習しておくこと。
自主的に問題を解決する意欲を持ってほしい。

講義内容

第１回 半導体バンド構造の特徴 （田中）
第２回 超格子構造・量子井戸構造の光学的性質 （田中） 
第３回 発光波長の井戸層厚依存性 （田中）
第４回 量子井戸レーザー （田中） 
第５回 励起子デバイス （田中） 
第６回 超格子構造の混晶化とその機構 （田中） 
第７回 量子細線レーザーと量子箱レーザー （田中） 
第８回 状態密度と光吸収効果 （田中） 
第９回 受光素子 （田中）
第10回 センサデバイスへの応用 （田中）
第11回 ナノ材料の種類と物理的な性質 （藤原）
第12回 ナノ材料の作製と構造 （藤原）
第13回 シリコンナノ材料の物性 （藤原）
第14回 シリコンナノ材料のデバイスへの応用 （藤原）
第15回 ナノ材料の将来的展望 （藤原）
※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

【成績評価の方法】：授業での発表内容やレポート課題を総合的に評価する。
【評価の観点】：
（１） 授業中、積極的に発言しているか
（２） 課題を正確に理解しているか
（３） 課題を適切に処理し、論理的に説明できるか

教科書等

【教科書】
必要に応じて資料を配付する。
【参考書】
岡本紘著『超格子構造の光物性と応用』（コロナ社）

担当者プロフィール

情報科学研究科、情報工学専攻に所属
（田中） 情報機器に用いられるデバイスの材料について基礎研究を行っています。さらに、2011年から情報
通信の妨げとなる地球周辺部の磁気の異常に関して、インドとの国際共同研究にも参加しています。
（藤原） ナノ材料の実験，計算機シミュレーション等

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

【実務経験(田中公一)：1982年4月～1984年6月 広島県立学校主事、1984年11月～1985年3月、1990年4月
～1991年7月 公立中学校教員】

【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)】

備考





科目名 情報物性特論Ⅱ

単位数 2.0

担当者 准教授 八方直久
講師 藤原真

履修時期 後期

履修対象 1・2年次

講義形態 講義

概要

授業形態：講義、演習（ゼミ形式）
物質・材料の性質は、はぼ「組成（どのような元素から成り立っているか？）」と「原子構造（どのように配列し
ているか？）」で決定される。特に「局所的な活性点」の原子構造が重要となる。情報技術に欠かせない半導
体の性質も然り。本講義では、物質・材料の原子構造の解明と性質の関係について講述、およびゼミ形式で
学習する。また、関連する実習を実施する。

科目の到達目標 物質物理（材料工学）、特に半導体物理について知識や、物性測定の基礎知識を習得する。

受講要件 「情報物性特論I（前期科目）」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 教科書を読み、理解して説明することを要望する。

講義内容

１ 活性サイトと局所機能構造
２ 原子分解能ホログラフィーによる原子構造解析
３ 散乱と原子像再生
４ 原子位置の揺らぎ
５ 半導体中のドーパント
６ 不均質系材料
７ 第一原理電子状態計算
８ 電気伝導
９ 無機材料
１０ 有機デバイス・バイオ材料
１１ ナノ材料の解析
１２ 電子顕微鏡 
１３ 走査プローブ顕微鏡
１４ 近接場光学顕微鏡
１５ まとめ (発表と議論)
※１ー１０の内容は八方が、１１ー１５の内容は藤原が担当する。
※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

授業での発表内容やレポート課題を総合的に評価する。学部学生＋αの知識を習得できたかどうかを見て、
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、説明することができるか。（知識力と理解力） 
（２）式を正確に変形でき、適切に利用し、説明することができるか。（計算力） 
（３）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）

教科書等
教科書：大門寛、佐々木裕次「機能構造科学入門」（丸善出版）

参考書：志村史夫「固体電子論入門」（丸善）

担当者プロフィール

【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)】

【相談時間】： 随時受け付けますが、まずはメール連絡をおねがいします。
【連絡先】：メールは、WebClassから担当教員宛に送ることができます。
自室番号：情報棟４階437号室（八方、藤原の共同部屋。藤原は434号室で執務中のことも多い。）
電話番号：082－830－1553（八方）、082－830－1551（藤原）

授業に関連する実務経
験

【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 【教職】高専修（情報）



科目名 情報科学特別講義

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 笹岡 貴史（代表教員）、道田 奈々江、町澤 昌宏、金山 範明、原田 宗子、小野 健太郎

履修時期 前期（集中講義）

履修対象 １、２年次生

講義形態 講義

概要

人間性豊かに生活するためには、知性だけでなく「感性」をコンピュータで扱い、コミュニケーションや情報シ
ステムの設計開発に役立てる必要がある。この講義では、「感性」に焦点をあて、人の本質を理解するための
脳活動計測とそれに基づく工学応用を解説する。この授業では講義のほか、プロトタイプ製作やグループディ
スカッションなど、実装や評価、今後の情報社会に関する演習を含む。

科目の到達目標 「感性」をコンピュータで扱うための脳科学の方法論や工学への応用を題材として、「感性」に関する最新の研
究動向、将来展望について理解を深めることを目標とする。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 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「感性」に関する技術動向や、脳科学に興味を持ち、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、まとめたり話しあったりする。

講義内容

１．人の本質（感性）を理解する（担当：笹岡）
２．グループディスカッション（担当：笹岡）
３．脳を計測する：脳構造、脳機能、脳計測（担当：原田）
４．グループディスカッション（担当：原田）
５．音楽の脳科学（担当：小野） 
６．グループディスカッション（担当：小野）
７．脳を解読する：Brain Computer Interface (BCI)（担当：町澤）
８．グループディスカッション（担当：町澤）
９．脳を簡便に計測する（担当：金山）
１０．グループディスカッション（担当：金山）
１１．感性、脳の知識を工学に応用する（担当：道田）
１２．グループディスカッション（担当：道田）
１３．総合討論（担当：全担当教員）
１４．総合討論（担当：全担当教員）
１５．発表（担当：全担当教員）

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 「感性」を扱うための脳科学とその工学への応用について、それぞれ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、それらの平均値を最終評価とする。

教科書等 特になし

担当者プロフィール

笹岡貴史：広島大学脳・こころ・感性研究センター准教授
・実務経験 京都大学大学院情報学研究科「特殊研究I」（2006年～2012年），京都光華女子大学（学部生向
け）「アカデミックライティング」（2007年～2010年），京都大学大学院情報学研究科「認知科学基礎論」
（2012年～2014年），広島大学医歯薬保健学研究科「医工学イノベーション特論」（2017年）
道田奈々江：広島大学社会産学連携室特任准教授
町澤昌宏：国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構研究員
金山範明：国立研究開発法人産業技術総合研究所研究員
原田宗子：広島大学大学院医歯薬保健学研究科特任助教
小野健太郎：広島大学大学院医歯薬保健学研究科特任助教

授業に関連する実務経
験

備考 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。



科目名 情報工学特別講義

単位数 2.0

担当者 情報工学専攻 教授 前田香織
非常勤講師 石田健亮、坂本唯史、市川朋香

履修時期 前期（集中講義）

履修対象 1、2年生

講義形態 講義

概要

情報工学に関連する技術やその応用に関し，以下の2つの具体的テーマについて学ぶ。
1. GPGPUによる並列計算
機械学習の実装面を支えるGPGPU(General Purpose GPU)による並列計算についてその概念と実装を学
ぶ。GPGPUを搭載したシングルボードコンピューターであるJetsonNanoを題材にその操作とCUDAライブラリ
の使い方を習得、CUDAライブラリを用いたライフゲームの実装までを行う。
2. データサイエンス
昨今のビッグデータ、データサイエンス、AIといったキーワードがある中、それらをビジネスとして扱っている
データサイエンティストの仕事の仕方や実業務を学ぶ。前半はデータサイエンティストの業務内容や必要なス
キルセットを理解した上で、入門編として実際にデモデータを用いたハンズオンのデータサイエンティスト体験
を行う。後半はよりアドバンストにオンライン上からマーケティングに活用できるデータの収集（クローリング・
スクレイピング）を行い、OSSツールを用いながら実際に解析を行い、クライアントへの提案につなげるレポー
ティング/発表までを行う。

科目の到達目標

1. GPGPUの理論、CPUとの違いを理解し、GPGPUプログラミングの基本を理解する。
2. データサイエンティストにおける入門的な技術やノウハウを習得する。また、演習データを用いて実際に分
析～考察までの演習を行うことで、データサイエンティストがビジネスでどのように業務を進めていくかを理解
する。

受講要件

1.に関する要件：
・WiFiに接続可能でSSHが利用可能なPC(Windows/mac/Linux)を用意すること。
・GitHubアカウント、Jetson Nanoを所持している人は持参すると事後学習が可能なので望ましい。
2.に関する要件：
・Office製品がインストールされているWindowsPCが使用できること。また，そのPCはWifiで学内LAN
に接続し、インターネット接続が可能なこと。
・開講前前に事前に連絡するOSSソフトウェアを事前にインストールしていること。

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由

・受講要件に記載の要件を満たすPCと必要な環境を事前に用意する
・1.に関して：
UbuntuなどのLinuxディストリビューションの操作、C言語によるプログラミング、Makeなどソフトウェア開発の
基本手順になれていてほしい。
・2.に関して：
データを活用したビジネス提案を行うデータサイエンスの業務に興味を持ち、関連技術や手法、事例などを調
査するとともに、データサイエンスの将来の展望や新たな活用方向性、または改善法を考察し、まとめたり話
しあったりする。

事前・事後学修

・受講要件に記載の要件を満たすPCと必要な環境を事前に用意する
・1.に関して：
UbuntuなどのLinuxディストリビューションの操作、C言語によるプログラミング、Makeなどソフトウェア開発の
基本手順になれていてほしい。
・2.に関して：
データを活用したビジネス提案を行うデータサイエンスの業務に興味を持ち、関連技術や手法、事例などを調
査するとともに、データサイエンスの将来の展望や新たな活用方向性、または改善法を考察し、まとめたり話
しあったりする。

講義内容

1. イントロダクション （担当：前田）
<テーマ：データサイエンス＞
2. データ分析プロセスに関する講義 （担当：市川）
3. データ分析演習（データ加工、集計、分析） （担当：市川）
4. データ分析報告プレゼン （担当：市川）
5. マーケティングにおける分析プロセスと具体事例の講義 （担当：坂本）
6. データ収集とデータ解析ハンズオン （担当：坂本）
7. グループによるマーケティングテーマへの分析演習 （担当：坂本）
8. データサイエンスのテーマに関する発表（各グループ毎）と総評（担当：坂本）
<テーマ：GPGPUによる並列計算＞
9. GPGPUプログラミングの要点について講義（1コマ） （担当：石田）
10. JetsonNanoの基本的な操作について演習（1コマ） （担当：石田）
11. CUDAライブラリ利用方法について演習（1コマ） （担当：石田）
12. ライフゲームの実装(1) （担当：石田）
13. ライフゲームの実装(2) （担当：石田）
14. ライフゲームの実装(3) （担当：石田）
15. GPGPUによる並列計算のテーマに関する成果発表 （担当：石田）
※ 1、2〜4、5〜8、9〜11、12〜15をそれぞれ1日で開講。2〜8と9〜15の実際の順序は開講日確定時に決ま
る。

期末試験実施の有無 実施しない



評価方法・基準

出席状況と講義への取り組み、1と2のテーマの評価から総合的に評価を行う。
1.の評価・基準：演習・ハンズオンの取り組み姿勢。成果物としてのコード、成果発表におけるプレゼンテー
ション、内容で評価
2.の評価・基準：演習における分析の進め方、分析結果のレポーティングなどの評価50％、プレゼンテーショ
ンにおける発表の仕方、考察や提案内容などの評価50％とし、それらの合計を最終評価とする

教科書等 なし

担当者プロフィール

石田 健亮：株式会社ドリーム・アーツ CTO
坂本 唯史：株式会社データフォーシーズ 取締役副社長
株式会社D4cアカデミー、株式会社データテクノロジーラボ 取締役 兼任
市川 朋香：株式会社データフォーシーズ コンピテンシー強化室

授業に関連する実務経
験

石田 健亮:株式会社ドリーム・アーツで、20年協創をテーマにソフトウェアアーキテクチャの研究・開発、事業
創造に従事。協創を実現するNLPが現在の興味対象。
坂本唯史：株式会社データフォーシーズで創業より15年間、大手上場企業クライアント中心に幅広い業種業
態の解析業務/分析支援実績を行う。20年以上にわたり調査・データ解析及びデータサイエンス実務を行う。
市川朋香：2008年年4月より株式会社データフォーシーズ、主にマーケティング系のデータ解析プロジェクトに
携わる。2016年2月からは事業本部と人事・教育部門（コンピテンシー強化室）を兼務し、人材育成にも従事。

備考 講義内で行う実習作業の都合上、履修人数を制限する場合がある。



科目名 システムレベル設計検証特論

単位数 2.0

担当者 情報工学専攻 教授 永山忍、講師 谷川 一哉

履修時期 前期，集中

履修対象 １、２年生

講義形態 講義

概要

コンピュータシステムを設計するときのトップダウン設計開発フローを学習する．本講義では大規模なコン
ピュータシステム設計に対応可能な体系的なトップダウン設計手法を講義演習通じて学習する．講義では具
体的な設計案件を題材に，仕様書を作成，見直しを繰り返しながら具体的な要求仕様から具体的な詳細仕
様書にしていく課程を学習し，体験していく．

科目の到達目標

本講義で次の３つの能力を身につける事を目標とする．
1) 新規設計案件に基本設計から取り組む能力，
2) 設計期間短縮に貢献する明確な設計仕様書を作成する能力，
3) 仕様段階でのシステムの不備をデバッグする能力．

受講要件 ハードウェア設計，または，プログラム設計の経験が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
事前学修として設計するシステムの動作仕様，使われ方，使い方などを各自で熟考すること．． 
事後学修としては講義時間内の演習だけで作成できなかった課題は，講義時間終了後も続けて完成させる
ことで学修を確かなものにすること．

講義内容

１．オブジェクト指向開発とは
２．演習：開発基本要件書の作成
３．発表：作成した開発基本要件書の発表
４．要求モデルの説明
５．演習：ユースケース図，アクティビティ図の作成
６．演習：境界インターフェースの作成
７．発表：作成した要求モデルの発表
８．分析モデルの説明
９．演習：クラス図（簡易版）の作成
１０．発表：作成したクラス図（簡易版）の発表
１１．演習：クラス図（詳細版）の作成
１２．演習：作成したクラス図（詳細版）の発表
１３．演習：シーケンス図の作成
１４．最終プレゼン（作成した仕様書の発表）
１５．まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

毎回の仕様書の報告と討論により仕様書詳細化の課程を体得しているか否かを確認し，
合否を決定する．
秀：作成した仕様書の内容が詳細まできちんとできており，発表も分かりやすいこと．
優：作成した仕様書の内容が詳細まできちんとできている
良：全ての演習と発表をきちんとこなしている

教科書等 教科書等：適時プリントを配布する．

担当者プロフィール

担当者らはデジタルシステムに関する実践的な研究を通じ，これまで様々なプロトタイプシステムの設計開発
プロジェクトを経験しており，設計開発プロジェクトを成功させる手段としてのシステムの上位設計・設計検証
手法に関心を持つ．特にシステムレベル設計はIDEやCADなどの各種設計ツールで行われるのでは無く，
ワープロ，表計算ソフト，作図ソフトによる設計仕様書作りで行われると考えている．

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。
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] 中高専修（情報）



科目名 通信トラヒック特論

単位数 2.0

担当者 情報工学専攻 准教授 高野 知佐， 准教授 小畑 博靖

履修時期 後期

履修対象 １，２年

講義形態 講義

概要

授業形態：講義
本講義では，従来の情報ネットワーク分野における学術基盤では取り扱うことが困難な諸問題（大量で多様
な端末の収容，ネットワークの大規模化・多様化・複雑化）に対し，数理学，物理学，社会経済学といった新し
い視点からのアプローチについて学び，今後の情報ネットワークの発展を支える学術基盤としての「情報ネッ
トワーク科学」について理解する．
さらに，応用として，情報ネットワークにおける最新のトラヒック制御およびネットワーク性能評価技術につい
て学ぶ．
授業は，講義および輪講形式ですすめる．

科目の到達目標
複雑な対象を解明するために，標準的な考え方だけではなく，違った観点から問題を整理し，総合的な問題
解決能力を身につける．また，最新のトラヒック制御と性能評価技術についての知識を習得し，新しい情報
ネットワーク技術に対する応用力を磨く．

受講要件 解析学，確率統計，情報ネットワークおよびネットワークプロトコルの基本技術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 教科書の指定範囲を読み，ノートに整理する．
事前に配布する資料を熟読し，レジュメを作成する．

講義内容

(1) ガイダンス（准教授 高野，准教授小畑）
(2～8) 確率統計，待ち行列理論，情報ネットワークにおける分散制御 （准教授 高野）
(9～15) 情報通信ネットワークへの応用 （准教授 小畑）
(2) 確率変数と期待値
(3) 確率変数の特性値
(4) 確率分布と母関数
(5) 確率過程入門
(6) 待ち行列理論入門
(7) 自律分散制御概要
(8) 自律分散制御と偏微分方程式
(9) トラヒック制御とネットワーク性能評価技術に関する発表と討論の準備
(10) トラヒック制御とネットワーク性能評価技術に関する発表と討論(メディアアクセス制御)
(11) トラヒック制御とネットワーク性能評価技術に関する発表と討論(誤り制御および再送制御)
(12) トラヒック制御とネットワーク性能評価技術に関する発表と討論(フロー制御)
(13) トラヒック制御とネットワーク性能評価技術に関する発表と討論(輻輳制御)
(14) トラヒック制御とネットワーク性能評価技術に関する発表と討論(QoS制御)
(15) まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 出席状況，授業中の態度，発表内容，発表における質疑応答などを総合して評価する．

教科書等

【教科書】
必要に応じて授業時に資料を配布．
【参考書】
・情報ネットワークの分散制御と階層構造：会田 雅樹，コロナ社
・岩波講座インターネット〈5〉ネットワークの設計理論:滝根 哲哉/西尾 章治郎/伊藤 大雄，岩波書店
・理工学者が書いた数学の本「確率と確率過程」：伏見正則，講談社
・情報ネットワーク工学：池田 博昌/山本 幹，オーム社

担当者プロフィール

コンピュータ通信（有線，無線），衛星通信等の情報ネットワークを構成するために必要な基本的な諸技術に
ついて教育・研究を行なっています．
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

高野 知佐： 
https://www.netsci.info.hiroshima-cu.ac.jp/member/staff/takano
小畑博靖： 
http://rsw.office.hiroshima-cu.ac.jp/Profiles/4/0000324/profile.html

【実務経験】
高野 知佐：2000年4月〜2008年3月 NTTア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）
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）



授業に関連する実務経
験

備考 【教職】中・高専修（数学）



科目名 モバイルネットワーク特論

単位数 2.0

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

履修対象 １，２年

講義形態 講義

概要

近年の携帯電話規格であるLTE（Long Term Evolution）からアドホックネットワーク，センサネットワークなどの
モバイルネットワークを活用した様々なアプリケーションが登場している．このようなモバイルネットワークに
は，ルーティング，セキュリティなどの重要なネットワーク技術が組み込まれている．本講義では，学術論文な
どを通じてこれらの技術について学習する．

科目の到達目標 モバイルネットワークにおけるルーティング技術，セキュリティ技術，および，これらに関連する技術を習得す
る．

受講要件 ネットワークソフトウェア特論で学習した内容を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 事前学修：事前に配布した資料の指定した範囲を読み，内容をまとめておく．
事後学修：授業で学んだ内容についてまとめる．

講義内容

1. イントロダクション
2. Basic Approach （Key-based Encryption/Decryption, Authentication） （担当：河野）
3. Security of Wireless Mesh Networks （担当：河野）
4. Security of Wireless Sensor Networks （担当：河野）
5. Security of Mobile Ad Hoc Networks （担当：河野）
6. モバイル端末（担当：大田）
7. 無線マルチホップネットワーク（概要） （担当：大田）
8. 無線マルチホップネットワーク（プロアクティブ型ルーティング） （担当：大田）
9. 無線マルチホップネットワーク（リアクティブ型ルーティング） （担当：大田）
10. 無線マルチホップネットワーク（遅延耐性ネットワーク） （担当：大田）
11. センサネットワーク （担当：大田）
12. 省電力 （担当：大田）
13. モバイルアプリケーション：アドホックネットワーク（担当：大田）
14. モバイルアプリケーション：ITS（担当：大田）
15. モバイルアプリケーション：参加型センシング（担当：大田）

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 発表，質疑などの受講態度から総合的に評価する．

教科書等 【教科書】
必要に応じて資料を配布．

担当者プロフィール

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

「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



科目名 知能数理特論Ａ

単位数 2.0

担当者 知能工学専攻 教授 百武弘登

履修時期 前期

履修対象 １・２年次

講義形態 講義

概要
「授業形態：講義」．確率論や統計科学を始めとして多くの分野で用いられている数学の概念や手法を修得さ
せる．具体的には，いろいろな平均，正定値対称行列，ラグランジェの未定乗数法，不偏推定量，相関係数，
確率論や統計科学に関する逆説などについてを深く学ぶ．

科目の到達目標
この講義では，統計科学のみならず多くの分野で用いられている数学の手法や概念を整理して体系的に修
得することを目標とする．また，新しい概念に出会ったときにどのようにしてそれを深く理解するための方法を
学ぶ．

受講要件 学部で開講している統計学や確率に関する講義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 当日の授業や次回の授業の内容の理解を深めるために，授業中に指示された課題を行う．必要に応じて，
学部生のときに用いた解析学，線形代数学，確率・統計などの教科書で復習する．

講義内容

１ データの尺度の水準
２ いろいろな平均 相加，相乗
３ いろいろな平均 幾何，調和 
４ 正定値対称行列の特徴付け スカラーとの対応付け
５ 正定値対称行列の特徴付け 行列の平方根はあるか
６ ラグランジェの未定乗数法 計算方法の復習
７ ラグランジェの未定乗数法 定まった乗数の意味
８ 不偏推定量
９ バラツキの評価 
10 最小分散不偏推定量 
11 相関係数の性質
12 相関係数の利用上の注意）
13 逆説 確率に関するもの
14 逆説 データのとりまとめ方に関するもの
15 逆説のからくり
※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 実施しない

評価方法・基準 小テストおよびレポートで評価する．

教科書等

教材 適宜プリントを配付する．
参考書 国友直人 監修，21世紀の統計科学I 社会・経済の統計科学，東大出版会，2008
国友直人 監修，21世紀の統計科学II 自然・生物・健康の統計科学，東大出版会，2008
国友直人 監修，21世紀の統計科学III 数理・計算の統計科学，東大出版会，2008
東京大学教養学部統計学教室編，自然科学の統計学，東大出版会，1992
杉山髙一・藤越康祝・杉浦成昭・国友直人，統計データ科学事典，朝倉書店，2007

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，随時受け付けます．授業や会議あるいは出張などで
不在や多忙のことがあるので，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】高専修（数学）



科目名 知能数理特論Ｂ

単位数 2.0

担当者 知能工学専攻 准教授 関根 光弘
知能工学専攻 准教授 齋藤 夏雄

履修時期 後期

履修対象 1, 2年次

講義形態 講義

概要

以下の内容で講義を行う。
(1) 力学系の手法や概念を修得させるとともに，生物学の諸問題のモデル化とその解析から得られる諸結果
について解説する。
(2) 楕円曲線と呼ばれる代数曲線の基本的な理論を解説する。また，楕円曲線暗号と呼ばれる暗号の数学
的な仕組みについて紹介する。

科目の到達目標
(1) 微分方程式系の定める力学系の基本的事項や解析手法を修得し，数理生物学のモデルに適用できるよ
うになること。
(2) 楕円曲線と呼ばれる曲線の数理や，それを暗号に応用した楕円曲線暗号の仕組みを理解すること。

受講要件 とくにありません。受講者の予備知識に応じて導入を行います。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 単に計算過程を追い理論を理解するのみでなく，質問や，コンピュータによる数値実験を行うことなど積極的
な参加を望みます。

講義内容

第１回：力学系の基礎事項 （担当 関根光弘）
第２回：安定性の概念とその判定方法 （担当 関根光弘）
第３回：競争モデルとその解析 （担当 関根光弘）
第４回：被食者・被食者モデルとその解析（担当 関根光弘）
第５回：被食者・被食者モデルの精密化とその解析 （担当 関根光弘）
第６回：感染症のモデルとその解析 （担当 関根光弘）
第７回：時間遅れを考慮に入れたモデルとその解析（担当 関根光弘）
第８回：数理生物学への応用(まとめ)（担当 関根光弘）
第９回：代数学の基礎事項 （担当 齋藤夏雄）
第１０回：射影平面の概念 （担当 齋藤夏雄）
第１１回：群の基礎事項 （担当 齋藤夏雄）
第１２回：楕円曲線の定義と諸性質 （担当 齋藤夏雄）
第１３回：環・体の基礎事項 （担当 齋藤夏雄）
第１４回：有限体上の楕円曲線 （担当 齋藤夏雄）
第１５回：楕円曲線の暗号理論への応用（まとめ） （担当 齋藤夏雄）

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

レポートにより, 以下の2点の到達目標についての達成度を評価します.
(1) 微分方程式系の定める力学系の基本的事項や解析手法を修得し，数理生物学のモデルに適用できるよ
うになること。(50%)
(2) 楕円曲線と呼ばれる曲線の数理や，それを暗号に応用した楕円曲線暗号の仕組みを理解すること。(50%)

教科書等 教科書はありません。参考文献等は講義時に提示します。

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] 高専修（数学）



科目名 数理科学特論Ａ

単位数 2.0

担当者 教授 田中輝雄

履修時期 前期

履修対象 1・2年次

講義形態 講義

概要

決定論的現象と非決定論的現象の違い，常微分方程式と確率微分方程式の違いを意識させながら，確率微
分方程式の基礎，数値計算法，応用について講義する．
確率微分方程式論を展開する際に必要となるブラウン運動の基礎とシミュレーション方法，また，ブラウン運
動のシミュレーションや確率微分方程式の数値計算を行う際に必要となる乱数についても解説する．応用とし
ては確率制御問題，最適停止問題等を解説する．

科目の到達目標

・ブラウン運動の定義，基本的な性質を理解する．
・ブラウン運動のシミュレーション方法を修得する．
・確率微分方程式の解の存在と一意性，伊藤の公式を理解し，簡単な確率微分方程式の解析解の導出方法
を修得する．
・確率微分方程式の数値計算法を修得する．
・確率微分方程式の応用を理解する．

受講要件 常微分方程式，数値計算，確率統計に関する基本的な知識が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 事前・事後学修のための資料を配付する（課題を課す）．

講義内容

第１回：測度論的確率論，確率過程
第２回：乱数，検定
第３回：ブラウン運動の定義と構成法
第４回：ブラウン運動のシミュレーション
第５回：確率微分方程式
第６回：確率積分の定義と性質
第７回：確率積分のシミュレーション
第８回：確率微分方程式の解
第９回：伊藤の公式 
第10回：確率微分方程式の数値解法（オイラー・丸山スキーム）
第11回：確率微分方程式の数値解法（ミルシュテインスキーム）
第12回：確率微分方程式の数値解法（ルンゲ・クッタスキーム）
第13回：確率制御問題と偏微分方程式
第14回：数理ファイナンス
第15回：最適停止問題

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 レポートの内容で評価する．

教科書等

教科書：特になし．第１回目に資料を配付する． 

参考書： 
【確率論，確率微分方程式】
・楠岡成雄, 数学の未解決問題 21世紀に向けて 12，ランダムネス, 数理科学 8月号，pp.53-58，サイエン
社，2000
・志賀徳造，ルベーグ積分から確率論，共立出版，2000
・長井英生，確率微分方程式，共立出版，1999

【数値計算法】
・小川重義，確率微分方程式の数値解法，数学，53(1)，pp.34-45，岩波書店，2001
・金川秀也，小川重義，確率微分方程式の数値解法 2-応用編，数学，53(2), pp.125-138，岩波書店，2001
・三井斌友, 小藤俊幸, 斉藤善弘, 微分方程式による計算科学入門, 共立出版, 2004
・四辻哲章，計算機シミュレーションのための確率分布乱数生成法，プレアデス出版，2010
・S. M. Iacus, Simulation and inference for stochastic differential equations, Springer, 2008
・P. E. Kloeden and E. Platen, Numerical solution of stochastic differential equations, Springer, 2010
・P. E. Kloeden, E. Platen and H. Schurz, Numerical solution of SDE throught computer experiments,
Springer, 2003

【数理ファイナンス】 
・S. E. Shreve 著, 長山いづみ 他訳，ファイナンスのための確率解析Ⅰ，丸善出版，2012
・S. E. Shreve 著, 長山いづみ 他訳，ファイナンスのための確率解析Ⅱ，丸善出版，2012 
・関根順, 数理ファイナンス, 培風館，2007
・T. Mikosch, Elementary stochastic calculus with finance in view, World Scientific，1992

所属学会：
日本数学会（統計数学分科会），日本オペレーションズ・リサーチ学会，Institute of Mathematical Statistics，
Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability，Mathematical Optimization Society，



担当者プロフィール INFORMS(Applied Probability Society)

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をしてください．

授業に関連する実務経
験

備考 【教職】高専修（数学）



科目名 数理科学特論Ｂ

単位数 2.0

担当者 システム工学専攻 講師 岡山 友昭
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 1・2年次

講義形態 講義

概要

・非整数階微分・積分の歴史や有用性に言及した上で, 非整数階微分・積分を導入するための考え方, その
定義と性質などについて講義する.
・多項式環と単項式順序を導入した後, Gröbner 基底の根幹となる Buchberger のアルゴリズムについて解説
する. Hilbert の基底定理からこのアルゴリズムが有限回で終了することが証明できる点についても言及する.

科目の到達目標
・非整数階微分・積分を通じて解析学の分野の手法・概念や一般化の考え方を修得することを目標とする.
・多項式を処理するためのGröbner基底の基礎的な知識, および代数学の分野の手法・概念を修得すること
を目標とする.

受講要件 「線形代数学I, II」および「解析学I, II」の内容を修得していること.

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 講義ノートを整理し, 毎回のレポート課題を通して丁寧に復習を行うことを希望します.

講義内容

第1回：非整数階微分・積分の歴史と応用 (担当 岡山 友昭)
第2回：整数階積分とその性質 (担当 岡山 友昭)
第3回：ガンマ関数とベータ関数 (担当 岡山 友昭)
第4回：非整数階積分とその性質 (担当 岡山 友昭)
第5回：非整数階微分とその性質 (担当 岡山 友昭)
第6回：非整数階微分の他の定義 (担当 岡山 友昭)
第7回：非整数階微分方程式 (担当 岡山 友昭)
第8回：代数系の復習 (担当 廣門 正行)
第9回： Noether 環 (担当 廣門 正行)
第10回：単項式とその順序 (担当 廣門 正行)
第11回：Gröbner基底と割り算 (担当 廣門 正行)
第12回：Buchbergerのアルゴリズム (担当 廣門 正行)
第13回：Hilbert による Syzygies (担当 廣門 正行)
第14回：1次方程式の解法 (担当 廣門 正行)
第15回：計算手法としての Gröbner 基底の応用 (担当 廣門 正行)

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 毎回の講義で配付するレポート課題をもとに, 基本的な計算問題が出来るか, 諸概念について理解出来てい
るかという観点から評価する.

教科書等

適宜講義資料を配付する.

参考書
・A. A. Kilbas, H. M. Srivastava and J.J. Trujillo, Theory and Applications of Fractional Differential Equations,
Elsevier Science, 2006.
・丸山正樹, グレブナー基底とその応用, 共立出版, 2002.

担当者プロフィール

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.
廣門：専門は代数幾何学です. 極小モデルプログラム, Gröbner基底等に興味を持っています.

学習指導・支援体制
授業内容や課題などに関する質問を随時受け付けます. 詳細は講義にて述べます.

授業に関連する実務経
験

備考 【教職】 高専修(数学)



科目名 情報工学特別演習Ⅰ

単位数 2.0

担当者 情報工学専攻 担当全教員（代表教員：教授 専攻長）

履修時期 前期

履修対象 １、２年生

講義形態 演習

概要 情報工学に関する最新の文献を調査研究し、その内容に関して議論を行う。この演習を通じて文献サーベイ
の重要性の認識と最新の研究動向の把握を行う。

科目の到達目標 文献研究と議論を通じて、最新の研究動向を的確にまとめる能力を身につける

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
事前学修として課題に関連する情報を収集し、スライドや文書としてまとめ、発表準備をする。事後学修とし
て、演習で不十分だった点を把握し、改善して以降の演習に反映するようにする。また、討論で生じた疑問点
を調査する。

講義内容 ・指導教員の助言を受けながら、研究テーマに関連する最近の文献を収集する。
・文献調査の報告を行い、調査内容に関して討論する。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 文献調査、調査研究発表内容、討論内容などを総合的に評価する。

教科書等 特になし

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



科目名 情報工学特別演習Ⅱ

単位数 2.0

担当者 情報工学専攻 担当全教員（代表教員：教授 専攻長）

履修時期 後期

履修対象 １、２年生

講義形態 演習

概要 情報工学に関する最新の文献を調査研究し、その内容に関して議論を行う。この演習を通じて文献サーベイ
の重要性の認識と最新の研究動向の把握を行う。

科目の到達目標 文献研究と議論を通じて、最新の研究動向を的確にまとめる能力を身につける

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
事前学修として課題に関連する情報を収集し、スライドや文書としてまとめ、発表準備をする。事後学修とし
て、演習で不十分だった点を把握し、改善して以降の演習に反映するようにする。また、討論で生じた疑問点
を調査する。

講義内容 ・指導教員の助言を受けながら、研究テーマに関連する最近の文献を収集する。
・文献調査の報告を行い、調査内容に関して討論する。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 文献調査、調査研究発表内容、討論内容などを総合的に評価する。

教科書等 特になし

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



科目名 情報工学特別演習Ⅲ

単位数 2.0

担当者 情報工学専攻 担当全教員（代表教員：教授 専攻長）

履修時期 前期

履修対象 １、２年生（２年次に履修することを推奨）

講義形態 演習

概要 情報工学に関する研究課題を与え、調査、問題把握、調査解析、結果の整理、解釈など、結論に至る過程を
実際に経験させ、 研究報告の方法を学習する。

科目の到達目標 自らの達成目標に向け、研究報告を的確にまとめる能力を身につける

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
事前学修として与えられた課題に関連する情報を収集し、スライドや文書としてまとめ、発表準備をする。事
後学修として、演習で不十分だった点を把握し、改善して以降の演習に反映するようにする。また、討論で生
じた疑問点を調査する。

講義内容
・指導教員と議論の上、研究課題を決定する
・指導教員の助言を受けながら、研究を実施する。
・研究成果の発表（プレゼンテーション、文章作成）を行い、発表内容に関して討論する。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 研究課題に対する取り組み姿勢、研究報告状況などを総合的に評価する。

教科書等 特になし

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



科目名 情報工学特別演習Ⅳ

単位数 2.0

担当者 情報工学専攻 担当全教員（代表教員：教授 専攻長）

履修時期 後期

履修対象 １、２年生（２年次に履修することを推奨）

講義形態 演習

概要 情報工学に関する研究課題を与え、調査、問題把握、調査解析、結果の整理、解釈など、結論に至る過程を
実際に経験させ、 研究報告の方法を学習する。

科目の到達目標 自らの達成目標に向け、研究報告を的確にまとめる能力を身につける

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
事前学修として与えられた課題に関連する情報を収集し、スライドや文書としてまとめ、発表準備をする。事
後学修として、演習で不十分だった点を把握し、改善して以降の演習に反映するようにする。また、討論で生
じた疑問点を調査する。

講義内容
・指導教員と議論の上、研究課題を決定する
・指導教員の助言を受けながら、研究を実施する。
・研究成果の発表（プレゼンテーション、文章作成）を行い、発表内容に関して討論する。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 研究課題に対する取り組み姿勢、研究報告状況などを総合的に評価する。

教科書等 特になし

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



科目名 自主プロジェクト演習

単位数 2.0

担当者 情報科学研究科長、全准教授、講師

履修時期 後期

履修対象 １，２年生

講義形態 演習

概要
情報科学研究科の学生が専攻および研究科の枠を越えてプロジェクトを編成し、自ら選定した課題および公
募された課題について調査・研究・研究成果の発表を行なう。問題発見能力を高めるとともに、学際的な調
査・研究を通じて幅広い視野の育成を図る。

科目の到達目標 問題発見能力を高め、学際的な調査・研究を通じて幅広い視野を身につける。

受講要件 特になし

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由

事前・事後学修 特になし

講義内容

１ 研究テーマを設定する（自ら設定したテーマあるいは提案されたテーマ、学会等のコンテストに応募するも
の等）
２ 必要があれば専攻や研究科の枠をこえてプロジェクトチームを構成する
３ 研究計画書を作成する
４ 研究を行ううえで必要となる物品を考えて決められた研究経費額内におさめ研究計画と一緒に提出する
５ 研究科委員会で申請が認められた場合、計画の内容と研究費について適当かどうかを検討し再度研究計
画書を再調整する
６ 実際に調査・研究を実施する
７ 演習（研究）の結果を報告書にまとめる
８ 成果の発表をおこなう

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 演習計画書、報告書、発表会の内容に基づき、自主プロジェクト演習指導委員会委員と外部委員を加えた自
主プロジェクト演習評価委員会の合議により、評価を決定する。

教科書等 特に指定しない

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 インターンシップⅠ

単位数 2.0

担当者 情報工学専攻 担当全教員（代表教員：教授 専攻長）

履修時期 集中

履修対象 １、２年生

講義形態 実習

概要
実社会と直接かかわるプロジェクトに参加し、具体的な現実の問題への取り組みを経験することができるよう
にインターンシップに参加し、履修ガイダンス、企業での実習（おおむね２週間以上)、報告会・討論、報告書と
りまとめを行う。

科目の到達目標 インターンシップを通じて、企業活動に関する深い理解をはかる。

受講要件 特になし

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由

事前・事後学修
事前学修として、インターンシップ先の企業情報や仕事の内容を予めできるだけ詳しく調査する。インターン
シップ終了後、学内で報告会があるので、事後学修として、インターンシップ中に行った仕事の内容につい
て、インターンシップ中に少しずつ整理する。

講義内容

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、学生は日報および所定のレポートを作成・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 実施しない

評価方法・基準 履修ガイダンスへの参加、企業での実習（おおむね２週間以上)の結果、報告会での発表、報告書の内容を
総合して評価する。

教科書等 特になし

担当者プロフィール 【学生の学習指導・支援体制について】インターンシップに関する、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



科目名 インターンシップⅡ

単位数 2.0

担当者 情報工学専攻 担当全教員（代表教員：教授 専攻長）

履修時期 集中

履修対象 １、２年生

講義形態 実習

概要
インターンシップⅠに引き続いて受講する。実社会と直接かかわるプロジェクトに参加し、具体的な現実の問
題への取り組みを経験することができるようにインターンシップに参加し、履修ガイダンス、企業での実習（イ
ンターンシップⅠと合わせておおむね４週間以上)、報告会・討論、報告書とりまとめを行う。

科目の到達目標 インターンシップを通じて、企業活動に関する深い理解をはかる。

受講要件 特になし

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由

事前・事後学修
事前学修として、インターンシップ先の企業情報や仕事の内容を予めできるだけ詳しく調査する。インターン
シップ終了後、学内で報告会があるので、事後学修として、インターンシップ中に行った仕事の内容につい
て、インターンシップ中に少しずつ整理する。

講義内容

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、学生は日報および所定のレポートを作成・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 実施しない

評価方法・基準 履修ガイダンスへの参加、企業での実習（インターンシップⅠと合わせておおむね４週間以上)の結果、報告
会での発表、報告書の内容を総合して評価する。

教科書等 特になし

担当者プロフィール 【学生の学習指導・支援体制について】インターンシップに関する、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



科目名 知識工学特論

単位数 2.0

担当者 知能工学専攻 教授 松原 行宏
講師 岡本 勝

履修時期 前期

履修対象 1年次、2年次

講義形態 講義

概要

授業形態：講義および演習
情報通信技術の発展に伴い，コンピュータを用いた学習支援システム（ｅラーニング）が普及しつつある．本特
論では，ｅラーニング・学習支援システム研究の系譜を概観し，現在の状況と課題を整理する．そして，昨今
の基盤技術となっているｅラーニングのオープン化，標準化とそれに関する諸課題を理解する．また，次世代
のｅラーニングとして期待される，ユビキタス・モバイル技術，拡張現実感技術，人工知能を用いた学習支援
システムについて探求する．

"This course deals with e-learning technology topics, which include 
computer assisted instruction (CAI), artificial intelligence and learning 
support system (intelligent tutoring system, ITS), skill learning, 
learning analytics (LA) and ubiquitous/mobile learning."

科目の到達目標

ｅラーニング・学習支援システム研究の系譜を理解し，オープン化の側面から現在の基盤技術を学び理解す
る．また，知能工学分野の技術の観点から次世代のｅラーニング・学習支援システムを探求できるようになる
ことを到達目標とする．
また関連する論文の調査分析，発表を通じ，問題解決力やプレゼンテーション力を身につけることも到達目
標とする．

受講要件
プログラミング言語（C，Lispなど）の基礎知識を有していること．
学習支援システムに関する議論に積極的に参加できること．
能動的・積極的に調査分析を行い，ディスカッションに参加することを期待する．

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 必要に応じて事前事後学修のための課題を課す.

講義内容

１．イントロダクション
２．ICT技術発展とeラーニング開発・普及の系譜
３．体験増幅を目指した学習支援
４．スキル学習を目的としたICT利用
５．スポーツトレーニングにおける学習支援
６．スキル学習へのデータ分析応用
７．医療訓練とVR
８．人工知能を用いた学習支援
９．中間まとめ
10．先端技術を用いた学習支援手法の提案・ディスカッション
11．VRを用いた学習支援手法の提案・ディスカッション
12．スキル学習へのICT技術応用の提案・ディスカッション
13．eラーニングへのデータ分析応用の提案・ディスカッション
14．人工知能を用いた学習支援手法の提案・ディスカッション
15．総括
※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

レポート4割，発表4割，および課題プログラム2割
の重みを与え評点を算出し，
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．

教科書等 教科書：適宜プリントを配布する 
参考書：D.Sleeman, J.S.Brown, Intelligent Tutoring System, Academic Press

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，各担当教員と個別に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
岡本 勝 問合せ先：情報科学部棟6階651号室 E-mail:okamoto@hiroshima-cu.ac.jp

授業に関連する実務経
験



備考 【教職】高専修（情報）



科目名 知識ベース特論

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 １，２年次

講義形態 講義

概要

構造化データや非構造化データを対象とした知識情報を抽出・管理・運用するための知識ベースシステムの
基本概念と演繹的側面について講義する。また，知識ベースシステムを効率的に構築するための知識獲得
手法や知識発見技術，さらには，知識ベースシステムの精度や処理性能向上を行うための諸技術について
も述べる。授業形態は講義が中心だが，コンピュータを使用した演習を前提とするレポート課題を出題する。

科目の到達目標 人間の創造活動を支援するために必要な知識ベースシステムの構築法や利用法の基礎について理解する。

受講要件 本講義では，解析学，離散数学，関係データベース，データ構造とアルゴリズムや機械学習に関する基礎知
識を前提としますので，事前にそれらの理解を深めておいてください。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
シラバスに沿って講義を行いますので，事前学修としてキーワードとなる基礎技術の概念について理解を深
めてくること。また，事後学修のために，プリントを配布する（レポート課題を課す）。レポート課題の取り組み
に際しては，できるだけ多くの資料を調査すること。

講義内容

第１回 知識ベースと知識発見
知識ベースとは，知識表現，関係データベース，演繹データベース，KDDプロセス，ビッグデータ，データマイ
ニングなど

第２回 データ表現と索引構造
数値データ，文字列データ，空間データや多次元データのデータ表現，索引構造など

第３回 データクラスタリングと分類
分割クラスタリング，階層的クラスタリング，密度に基づくラスタリングなど

第４回 パターン抽出と知識表現（集合パターン）
頻出パターン，相関ルール，FP-growthなど

第５回 パターン抽出と知識表現（系列パターン）
系列データ，配列パターン，パターン表現など

第６回 時系列データの分析
回帰分析，自己相関モデル，移動平均モデル，時系列データマイニング，DTW，近似表現，SAX表現，予測と
分類など

第７回 並列処理の基礎
概念，並列計算アーキテクチャ，並列化モデルなど

第８回 並列処理とその応用
性能指標，負荷分散モデル，プログラミングモデルなど

第９回 ネットワークグラフ構造からの知識発見
グラフ構造とクラスタ，Newman法，リンクコミュニティなど

第10回 ソーシャルメディア上のデータに対する時空間分析
時空間クラスタリング，ナイーブベイズ，バースト検出など

第11回 大規模データからの知識獲得プロセス
分散システム，クラウド，IoT，ビッグデータ，MapReduce，Hadoopなど

第12回 深層表現による知識獲得（教師なし学習）
パーセプトロン，誤差逆伝播法，確率的勾配法，オートエンコーダ，ボルツマンマシンなど

第13回 深層学習による知識獲得（教師あり学習）
積層自己符号化器，畳み込みニューラルネットワーク，ディープビリーフネットワーク，ディープボルツマンマシ
ンなど

第14回 知識ベースシステムの基礎に関する演習
知識ベースシステムの基礎に関する調査内容の報告会を実施

第15回 知識ベースシステムとその応用分野に関する演習
知識ベースシステムとその応用分野に関する調査内容の報告会を実施

※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 授業態度とレポートで評価する。レポートについては，コンピュータを使用した演習を含み，指定された期限ま
でに提出し，受理される必要があります。

教科書等 講義資料のコピーを適時配布する。

担当者プロフィール

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。

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】高専修（数学）



科目名 機械学習特論

単位数 2.0

担当者 知能工学専攻 教授 高濱 徹行
知能工学専攻 准教授 串田 淳一

履修時期 前期

履修対象 １・２年次

講義形態 講義

概要

コンピューターを利用した学習システムについて、ファジィ理論に基づく知識の表現・推論・最適化などについ
て学ぶ。さらに、各種最適化手法による知識の最適化について、その問題点や課題について学ぶ。

This course deals with fuzzy theory, which includes fuzzy set and fuzzy inference, and the supervised
learning of fuzzy rules using population-based optimization algorithms such as evolutionary algorithms and
swarm intelligence algorithms.

科目の到達目標
人間のように曖昧な知識に基づき推論を行うことを可能にするファジィ集合、ファジィ関係、ファジィ推論を理
解する。
幾つかの最適化手法によって、ファジィ知識を学習する方法を理解する。

受講要件 学部において機械学習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。

講義内容

第１回 ファジィ集合１ 定義
第２回 ファジィ集合２ 演算
第３回 ファジィ関係
第４回 ファジィ数１ 定義
第５回 ファジィ数２ 演算
第６回 ファジィ論理
第７回 ファジィ推論１ 定義
第８回 ファジィ推論２ 例題
第９回 ファジィ推論とファジィ関係
第10回 最適化手法１ 遺伝的アルゴリズム
第11回 最適化手法２ 差分進化
第12回 最適化手法３ 群知能
第13回 ファジィ制御と学習
第14回 ファジィ推論と学習１ デルタルール
第15回 ファジィ推論と学習２ 進化的計算
※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

受講状況およびレポートの結果に基づき、以下の項目の達成度を総合的に評価する。
1. ファジィ理論を理解していること
2. 集団的最適化手法を理解していること
3. ファジィ推論ルールの学習法を理解していること
評点に対する評価は「履修案内」記載の通り。

教科書等 参考書 坂和正敏「ファジィ理論の基礎と応用」（森北出版）
林 勲他「ファジィ・ニューラルネットワーク」（朝倉書店）

担当者プロフィール

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/

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】高専修（情報）



科目名 推論方式特論

単位数 2.0

担当者 知能工学専攻 准教授 宮原 哲浩、 准教授 原 章

履修時期 前期

履修対象 １・２年次

講義形態 講義

概要

知識情報処理を実現するための、様々な推論方式について、その理論的基礎と応用について述べる。計算
学習理論を基本的枠組みとして、極限における学習、正例からの学習、確率的近似学習などについて講義
する。また、解集合、エージェント、学習器などの競合・協調に基づく推論や問題解決の方法論として、進化的
計算法、群知能、複数の学習器の集団学習による知識獲得、推論などについて講義する。

科目の到達目標 知識情報処理を実現するための、様々な推論方式について理解する。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 講義ノートおよび配布資料を用いて、事前・事後学習を行う。

講義内容

1. 計算学習理論（前半担当：宮原）
2. 極限における学習(学習モデル)
3. 極限における学習(学習手法)
4. 正例からの学習(学習モデル)
5. 正例からの学習(学習手法)
6. 確率的近似学習
7. 計算学習理論の発展
8. 協調問題解決の方法論（後半担当：原）
9. 集団学習（Bagging）
10. 集団学習（Boosting）
11. 損失関数に基づくアルゴリズムの設計
12. 集団学習（Random Forests）
13. 群知能による知識獲得
14. 進化計算による知識獲得
15. まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 講義で説明した推論方式について理解す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。

教科書等

参考書：
榊原康文、小林聡、横森貴 著「計算論的学習」(培風館)
大内東他 著「生命複雑系からの計算パラダイム」（森北出版）
麻生英樹、津田宏治、村田昇 著「パターン認識と学習の統計学」（岩波書店）
Alex A. Freitas, Data Mining and Knowledge Discovery with Evolutionary Algorithms, Springer

担当者プロフィール
宮原：計算学習理論、機械学習、データマイニングの研究に従事。
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。
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】高専修(数学)



科目名 計算量理論特論

単位数 2.0

担当者 知能工学専攻 准教授 内田 智之

履修時期 前期

履修対象 １、２年次

講義形態 講義

概要

計算モデルである多テープチューリング機械に基づく計算量理論の概念およびその主要結果を扱っている教
科書を、計算可能性について講義した後、それ以降について学生毎に担当する箇所を決定し、学生が自分
の担当する箇所を解説しながら読み進める輪講形式で行う。輪講では、多テープチューリング機械の定義か
ら始め、領域圧縮や階層定理、Savitchの定理などの計算量に関する基礎となる定理について扱う。さらに、
計算量のクラスであるNPやPSPACEなどに関する結果についても扱う。

科目の到達目標 システム設計者および教育に従事する者にとって必要不可欠である論理的思考力および他者への説明能力
を身につける。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 自分が担当する箇所を解説するために必要な資料の作成を行うことで、教科書、参考書、インターネットを活
用した関連知識の事前学修を行い、講義ノードと講義資料の整理を行うことで事後学修を行う。

講義内容

１ 計算量理論とは（ガイダンスと計算量とは）
２ 計算量理論の基礎（有限オートマトン）
３ 計算量理論の基礎（Turing機械）
４ 計算量理論の基礎（Turing機械による関数の計算）
５ 計算量理論の基礎（万能Turing機械とChurchの提唱）
６ 計算量理論の基礎（決定問題と可解・非可解）
７ 多テープTuring機械と計算量（諸定義）
８ 多テープTuring機械と計算量（時間量と領域量）
９ 領域圧縮と加速
１０ 階層定理
１１ Savitchの定理
１２ 計算量のクラスの概念
１３ 還元可能性
１４ クラスNP
１５ NP完全な問題
※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 輪講における解説状況および講義や輪講での議論の参加状況などを総合して評価を行う。特に、評価にお
いては、意欲的に講義・輪講に参加したか否かを重視する。

教科書等
教科書：有川節夫・宮野悟共著「オートマトンと計算可能性」(培風館)
参考書：足立暁生・西野哲朗共著「計算量理論概説」(朝倉書店)
参考書：Michael Sipser(著), 渡辺 治 (翻訳), 太田 和夫 (翻訳)「計算理論の基礎」(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。
講義内容・資料作成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】高専修（数学）: 解析学及び幾何学の理論的な応用等についての教育の方法及び技術の習得および
教授法の習得を目指します。



科目名 学習システム特論

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 1，2年

講義形態 講義

概要

学習システムの背景にあるモデルや意味について関連する知識や技術から講義するとともにディスカッション
する．統計的パタン認識における基礎と応用から典型的モデルを取り上げ，それらの関係や意味および基本
原理など、知識の表現・利用・獲得の観点から考察するとともに新しいモデルを紹介する．理解をより深める
ために基礎知識の輪講，シミュレータやツールを用いた演習も行う．

科目の到達目標 モデルの背後にある考え方やアイデアを理解し，コンピュータ演習を通じて理解を深める．

受講要件 特になし

履修取消の可否 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等を配付する．

講義内容

1 導入（ガイダンス）
2 基礎（文字認識，分類問題と回帰問題，前処理ほか）
3 基礎(次元の呪い，カーブフィッティングほか)
4 基礎(非線形関数とニューラルネットワークほか)
5 基礎(ベイズの定理ほか)
6 基礎(決定境界，分類ミスほか)
7 展開（線形識別関数ほか）
8 展開（線形分離性，一般識別関数ほか）
9 展開（最小二乗法ほか）
10 展開（フィッシャーの線形判別法ほか）
11 応用（単層パーセプトロンほか）
12 応用（多層パーセプトロンほか）
13 発展（深層学習ほか）
14 発展（畳み込みニューラルネットワークほか）
15 まとめ（ディスカッション）
※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 ディスカッションへの参加状況などの受講態度（50%），およびプレゼンテーションと演習レポートなど（50%）に
より総合的に評価する．

教科書等

教科書：資料を配布する。
参考書：C.M.Bishop, Neural Network for Pattern Recognition, Oxford Univ.Press.
C.M.Bishop, PATTERN RECOGNITION AND MACHINE LEARNING, Springer.
J.L. Elman et.al, Rethinking Innateness,MIT Press.
甘利俊一著「神経回路網の数理」（産業図書）
石井健一郎ほか著「パターン認識」（オーム社）
人工知能学会監修「深層学習」（近代科学社）

担当者プロフィール 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．

授業に関連する実務経
験

実務経験：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 【教職】高専修（数学）



科目名 マルチメディアデータベース特論

単位数 2.0

担当者 知能工学専攻 准教授 黒木 進

履修時期 後期

履修対象 １、２年次

講義形態 講義

概要
マルチメディアデータベースの検索技術を中心に講義を行う。空間データベース、時系列データベース、画像
データベース、テキストデータベースを例にとり、それらの検索技術について述べる。これらの検索技術の背
景にある数理的原理について述べる。

科目の到達目標 特徴量を用いたマルチメディアデータベース検索技術に共通する手法である索引、Quick and Dirty
FilterやGeminiアルゴリズムを理解する。

受講要件 大学初年級レベルの数学（解析学、線形代数）の知識を持っていること。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 授業の後で、講義内容を復習してポイントをノートにまとめる。
関連するニュースや記事に気づいたら一読して、見聞を広める。

講義内容

1. 関係データベースの諸概念
2. 主キーとアクセスメソッド
3. 二次アクセスメソッド
4. 空間データベースの検索
5. グリッドファイル
6. 空間充填曲線とB木
7. R木を用いた検索
8. テキストデータベースとシグネチャファイル
9. 類似検索とQuick and Dirty Filter
10. conservativeな近似とprogressiveな近似
11. Geminiアルゴリズム
12. フーリエ変換と時系列データベースの検索
13. フーリエ変換と画像データベースの検索
14. Fastmapを用いた検索
15. 事例研究

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 事例研究での論文紹介プレゼンテーションとレポートにより評価する。

教科書等 教科書：なし
参考書：北上始、黒木進、田村慶一著「データベースと知識発見」(コロナ社)

担当者プロフィール

授業内容やプレゼンテーションなどに関する、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。

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 【教職】高専修(情報)



科目名 知的情報検索特論

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 １、２年

講義形態 講義

概要

これまでの情報検索システムは，人が入力したクエリと適合する文書の一覧を出力することが中心的であっ
たが，近年では，人と検索システムのインタラクションを重視した情報検索手法に関心が高まっている．本講
義では，従来の情報検索技術を概観した後，クエリ推定，情報推薦，自動要約などの知的情報検索システム
の関連技術を解説するとともに，最新の研究成果や応用事例について広く紹介する．

科目の到達目標
講義で理論を学ぶだけでなく，既存の自然言語処理ツールや画像処理APIの活用，および，プログラムの実
装により，情報検索システムを構築する．知的情報検索に関する基礎的な知識と技術を習得するとともに，
課題への取り組みや発表を通じて，問題解決能力やプレゼンテーション能力の向上を図る．

受講要件 プログラミング（言語は問わない）の基礎知識を有していること.

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 事前学修のための資料，および，事後学修のための演習課題を配布する.

講義内容

1 情報探索モデルと索引付け
2 類似度計算とスコア付け
3 検索システムの性能評価
4 情報検索システムの設計（課題の説明）
5 文書分類
6 Web検索
7 クエリ修正と適合性フィードバック
8 テキスト要約
9 質問応答を活用した検索
10 地理情報を活用した検索
11 マルチメディア検索
12 検索インタフェース
13 情報の可視化
14 情報検索を取り巻く問題
15 発表およびディスカッション

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 演習問題および課題発表に基づき理解度を判定し，評価を行う．

教科書等

教科書：
特になし．適宜，資料を配布する． 

参考書：
Christopher D. Manning et al., "Introduction to Information Retrieval," Cambridge University Press
Marti A. Hearst, "Search User Interfaces," Cambridge University Press

担当者プロフィール

講義内容・演習課題・発表資料作成等に関する個別学習相談を随時受け付ける．

情報検索インタフェース，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】高専修（情報）



科目名 確率的情報処理特論

単位数 2.0

担当者

知能工学専攻 教授 三村 和史

This course shows the key ideas of the probabilisic information processing for large scale problems. For
understanding methods shown in this course, the techniques for the probabilistic methods are introduced
for the topics on image restoration and error correcting codes.

履修時期 後期

履修対象 1,2年生

講義形態 講義

概要

確率モデルを用いた大規模情報処理技術である確率的情報処理について概説する。
画像修復，誤り訂正符号などを題材に技法を紹介する。
This course shows the key ideas of the probabilistic information processing for large scale problems. For
understanding methods shown in this course, the techniques for the probabilistic methods are introduced
for the topics on image restoration and error correcting codes.

科目の到達目標 確率的情報処理の技法を習得する。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 特になし。

講義内容

第1回 概要
第2回 単純モンテカルロ法
第3回 マルコフ連鎖モンテカルロ法
第4回 マルコフ連鎖モンテカルロ法2
第5回 シミュレーテッド・アニーリング法
第6回 シミュレーテッド・アニーリング法2
第7回 磁性体モデル
第8回 画像修復
第9回 画像修復2
第10回 平均場近似
第11回 ビリーフプロパゲーション
第12回 ビリーフプロパゲーション2
第13回 誤り訂正符号
第14回 誤り訂正符号2
第15回 まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 レポート、平常点により評価する。
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。

教科書等

教科書：なし。プリントを配布する。
参考書：汪金芳 他共著，「計算統計Ⅰ」，岩波書店
参考書：西森秀稔著，「スピングラス理論と情報統計力学」，岩波書店
参考書：西森秀稔著，「スピングラスと連想記憶」，岩波書店
参考書：樺島祥介著，「学習と情報の平均場理論」，岩波書店

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。
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】高専修（情報）



科目名 パターン認識特論

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 1・2年次

講義形態 講義

概要

パターン認識の基礎となる数値計算アルゴリズムのうちで、線形代数に基づくものに焦点を絞り、直観的な理
解を大切にしながら丁寧に解説する。解説の際には、基本データ形式がベクトル・行列であるMATLABやR言
語を使って、それらのアルゴリズムが効率良く実装できることを示す。また、線形代数の理解が不十分な学生
のために、必要に応じて線形代数の復習も行いたい。さらに、解説だけでなく、それらのアルゴリズムがパ
ターン認識に関するいくつかの問題において、どのように使われているのかについても紹介する。

科目の到達目標 1. 線形代数に基づく数値計算アルゴリズムとその特性について理解する
2. パターン認識に関する様々な問題に対して、それらの理解を応用できるようになる

受講要件 解析学、線形代数、確率統計に関する講義を学部で履修していることが望ましいが、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 事後学修のための配布資料を配布する。必要に応じて課題を課す。

講義内容

第1回：ベクトルと行列
第2回：線形システムと最小二乗法
第3回：直交性
第4回：QR分解
第5回：特異値分解：行列がフルランクの場合
第6回：特異値分解：行列がランク落ちの場合
第7回：縮小ランク最小二乗法
第8回：テンソル分解
第9回：非負値行列因子分解
第10回：手書き数字分類
第11回：テキストマイニング
第12回：ウェブページランキング
第13回：自動キーワード抽出
第14回：顔認識
第15回：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 実施しない

評価方法・基準 授業中に行う演習課題と授業後に提出する課題を総合的に評価する。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。

教科書等 参考書:
Lars Eldén、Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition、SIAM、2007．

担当者プロフィール
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 【教職】高専修（数学）



科目名 コンピュータグラフィックス特論

単位数 2.0

担当者 知能工学専攻 講師 馬場 雅志
知能工学専攻 准教授 古川 亮

履修時期 後期

履修対象 １、２年次

講義形態 講義

概要

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。今日、CGは、映画やゲームだけでなく、さまざまな分野で利用されている。本講義では、隠面消
去や陰影付けを中心に3次元CGの発展的な内容について講述する。これらの講義内容をより深く理解するた
め、隠面消去、シェーディング、シャドウイングを統一的に扱えるレイトレーシング法を題材として、プログラミ
ング演習を行う。また、CGに関する最近の研究から、特に重要と思われるGPU（Graphics Processing Unit）を
用いたレンダリングについても講述する。さらに、GPUを用いたレンダリングのプログラミング実習を行う。実
習の成果をレポートしてまとめ、報告の実習を行う。

科目の到達目標

本講義では、CGの発展的な技術を学習するだけでなく、演習を行うことにより、CGの理論の習得と同時に、
問題解決能力の向上を目指す。この演習では、C言語を用いてレイトレーシングおよびGPUレンダリングのプ
ログラム作成を行う。また、関連研究について調べ、実習の成果をレポートとして作成し、発表することによ
り、調査・発表の能力の向上を目指す。

受講要件 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であること。
学部の講義科目「コンピュータグラフィックス」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 （事前学修）レイトレーシング、OpenGL、GLSL、WebGLについて、事前に基礎知識を得ておく。
（事後学修）プログラミングの課題が出されるので、必要に応じて自習時間を利用して進めておく。

講義内容

１．講義の概要と導入
２．隠面消去アルゴリズム
３．シェーディング
４．シャドウイング
５．マッピング
６．GPUプログラミング
７．プログラミング演習（処理手法の説明）
８．プログラミング演習（結果確認、デバッグ）
９．中間発表
１０．レイトレーシング法の基礎
１１．レイトレーシングにおけるシェーディングとシャドウイング
１２．完全鏡面反射（映り込み）
１３．ポリゴンとレイとの交差判定
１４．分散レイトレーシング
１５．最終発表

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
演習、レポートおよび発表を総合的に評価する。
一定回数の出席と演習への参加、レポートの提出及び発表が単位修得の必須条件である。
秀、優、良、可の別は、提出された演習およびレポートと、発表内容の良否によって判断する。

教科書等

教科書：
なし（適宜プリントを配布する）
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）
画像電子学会編：ビジュアルコンピューティング（3次元CGによる画像生成）、電機大出版局
H.J.Jensen 著、苗村健訳：フォトンマッピングー実写に迫る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

画像メディア工学・CG研究室に所属し、実物体と同等な高精細なCG作成の研究に従事。

【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。

授業に関連する実務経
験

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 【教職】高専修（数学）



科目名 ネットワークソフトウエア特論

単位数 2.0

担当者 情報工学専攻 教授 角田 良明、助教 井上 伸二

履修時期 前期

履修対象 １、２年

講義形態 講義

概要

ネットワークソフトウェアは多種多様なネットワークサービスを利用者の要求に応じた品質で迅速にかつ正確
に実現するための基盤技術である。本特論では、ネットワークソフトウェアの基本かつ重要な要素技術である
ネットワークプロトコルの設計論について議論する。具体的な設計例として、インターネットおよびアドホック
ネットワークのプロトコルを扱う。

科目の到達目標 ネットワークプロトコルの設計と検証とは何かをインターネットプロトコル、アドホックネットワークプロトコルの
具体例で理解する。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 ネットワークプロトコル、プロトコル設計で学習した内容を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 輪講で進めるため、受講生は担当部分を事前に理解し、説明するための資料を準備し発表する。発表時に
指摘されたコメントに従い、資料を修正し提出する。

講義内容

１ ネットワークサービス
２ ネットワークソフトウェア
３ ネットワークプロトコルの記述法
４ ネットワークプロトコルの検証法
５ インターネットプロトコルの構成要素
６ コネクション
７ データ伝送
８ エラー検出と回復
９ フロー制御と輻輳制御
１０ トポロジー情報
１１ ルーティング
１２ アドホックネットワークプロトコル（１）
１３ アドホックネットワークプロトコル（２）
１４ アドホックネットワークプロトコル（３）
１５ まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 発表およびレポートにより総合的に評価する。質疑応答も評価に加える。

教科書等
教科書：適宜プリントを配布する。
参考書：Mohamed G. Gouda, “Elements of Network Protocol Design”,
Wiley Interscience, John Wiley & Sons Inc. 1998 (ISBN0-471-19744-0)

担当者プロフィール

角田 良明：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。

井上 伸二：2012年 広島大学大学院工学研究科 博士(工学) 取得、[主な研究テーマ]センサネットワーク

「授業に関連する実務経験等」
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ソフトウェア
特論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。
井上 伸二：1988年4月～1993年9月 沖電気工業(株)に勤務し、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した経験がある。

「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】高専修（情報）



科目名 情報科学特別講義

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 笹岡 貴史（代表教員）、道田 奈々江、町澤 昌宏、金山 範明、原田 宗子、小野 健太郎

履修時期 前期（集中講義）

履修対象 １、２年次生

講義形態 講義

概要

人間性豊かに生活するためには、知性だけでなく「感性」をコンピュータで扱い、コミュニケーションや情報シ
ステムの設計開発に役立てる必要がある。この講義では、「感性」に焦点をあて、人の本質を理解するための
脳活動計測とそれに基づく工学応用を解説する。この授業では講義のほか、プロトタイプ製作やグループディ
スカッションなど、実装や評価、今後の情報社会に関する演習を含む。

科目の到達目標 「感性」をコンピュータで扱うための脳科学の方法論や工学への応用を題材として、「感性」に関する最新の研
究動向、将来展望について理解を深めることを目標とする。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 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「感性」に関する技術動向や、脳科学に興味を持ち、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、まとめたり話しあったりする。

講義内容

１．人の本質（感性）を理解する（担当：笹岡）
２．グループディスカッション（担当：笹岡）
３．脳を計測する：脳構造、脳機能、脳計測（担当：原田）
４．グループディスカッション（担当：原田）
５．音楽の脳科学（担当：小野） 
６．グループディスカッション（担当：小野）
７．脳を解読する：Brain Computer Interface (BCI)（担当：町澤）
８．グループディスカッション（担当：町澤）
９．脳を簡便に計測する（担当：金山）
１０．グループディスカッション（担当：金山）
１１．感性、脳の知識を工学に応用する（担当：道田）
１２．グループディスカッション（担当：道田）
１３．総合討論（担当：全担当教員）
１４．総合討論（担当：全担当教員）
１５．発表（担当：全担当教員）

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 「感性」を扱うための脳科学とその工学への応用について、それぞれ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、それらの平均値を最終評価とする。

教科書等 特になし

担当者プロフィール

笹岡貴史：広島大学脳・こころ・感性研究センター准教授
・実務経験 京都大学大学院情報学研究科「特殊研究I」（2006年～2012年），京都光華女子大学（学部生向
け）「アカデミックライティング」（2007年～2010年），京都大学大学院情報学研究科「認知科学基礎論」
（2012年～2014年），広島大学医歯薬保健学研究科「医工学イノベーション特論」（2017年）
道田奈々江：広島大学社会産学連携室特任准教授
町澤昌宏：国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構研究員
金山範明：国立研究開発法人産業技術総合研究所研究員
原田宗子：広島大学大学院医歯薬保健学研究科特任助教
小野健太郎：広島大学大学院医歯薬保健学研究科特任助教

授業に関連する実務経
験

備考 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。



科目名 知能工学特別講義

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 竹内純一、鈴木大慈

履修時期 前期（集中講義）

履修対象 １、２年次生

講義形態 講義

概要

前半「機械学習における記述長最小原理と情報幾何学」
データサイエンスや機械学習において，データをなるべく小さく圧縮できる表現を追求すべきだとする指針で
ある「記述長最小原理(MDL原理)」と，表現系を多様体として扱いその微分幾何学的性質を論じる情報幾何
学について紹介する．
後半「カーネル法と深層学習の数理」
本講義ではカーネル法と深層学習の数理について講義する．カーネル法は基本的な機械学習手法であり，
この理解を通して統計的学習理論の考え方を学ぶ．さらに，深層学習とカーネル法との関係を理論的に理解
することにより両手法の類似点と相違点を学ぶ．

科目の到達目標 データサイエンスや機械学習で重要となる記述長最小原理および情報幾何学について理解する。カーネル
法と深層学習の数理を理解する。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由 集中講義であるため。

事前・事後学修 特になし。

講義内容

前半「機械学習における記述長最小原理と情報幾何学」
01．確率，統計，情報理論
02．統計的モデル選択と記述長最小規準
03．情報幾何学1
04．情報幾何学2
05．確率的コンプレキシティ
06．Barron and Cover理論の基礎
07．Barron and Coverの理論の最近の進展

後半「カーネル法と深層学習の数理」
08．統計的学習理論の枠組み
09．カーネル法の概要
10．再生核ヒルベルト空間
11．カーネル法の学習理論
12．深層学習概要
13．カーネル法としての深層学習
14．深層学習の学習理論：深層学習とカーネル法の違い
15．深層学習の最適化と統計的性質：Neural Tangent Kernelと平均場理論

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 レポート等により評価する。

教科書等 特になし

担当者プロフィール 竹内純一： 九州大学 教授
鈴木大慈： 東京大学 准教授

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 画像メディア工学特論

単位数 2.0

担当者 知能工学専攻 古川亮・宮崎大輔

履修時期 前期

履修対象 １・２年次

講義形態 講義

概要

画像の入力装置から様々な計算機処理，さらには応用について広く講義する．またこの講義では，演習課題
および最終プロジェクトとして，電子情報通信学会（パターン認識・メディア理解研究会）が主催するアルゴリ
ズムコンテストを取り上げる．
まず講義の前半では，従来のコンテストの課題と，それを解くための様々な画像処理技法・アルゴリズムを紹
介する．またそれに合わせ，画像の入力や処理に関する基礎から，最新の研究成果や応用事例についても
広く紹介する．つづいて講義の後半では，当年度のアルゴリズムコンテストの課題について解説し，受講生が
作成したプログラムに関するディスカッションや評価を中心にして講義を進める．

電子情報通信学会 パターン認識・メディア理解研究会(PRMU) アルゴリズムコンテスト
http://www.ieice.org/~prmu/jpn/#alcon

科目の到達目標
具体的な画像パターン認識の問題を対象にアルゴリズムを構成し，プログラムを作成する課題を通じて論理
的思考能力および問題解決能力を高める．また，レポート作成および発表を通じてプレゼンテーション能力，
コミュニケーション能力の向上を図る．

受講要件 C言語の基礎知識とプログラミング環境を有していること．ただし，アルゴリズムコンテストは学部生の応募も
可能なレベルに設定されており，高度なプログラミング技術や専門知識は要求されない．

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

画像の認識・理解には知能工学分野の様々な技術が利用されているので，それそれの受講生は，自身の専
門分野（所属研究室の研究分野）が生かせる場面が多い．専門分野を活かしたアルゴリズムを開発し，アル
ゴリズムコンテストへ実際に応募することを期待する．また本講義の履修者は，後期開講科目のコンピュータ
ビジョン特論を受講することが望ましい．

講義内容

1 講義の概要と，アルゴリズムコンテストについて
2 過去のコンテスト課題とその解法
3 画像からの探索アルゴリズム（ヒストグラムの利用，アクティブ探索など）
4 画像認識のための統計学
5 局所特徴量（SIFT, HOG）
6 画像からの認識アルゴリズム（特徴量，主成分分析，線形判別分析など）
7 現在の顔検出技術（Viola-Jones の方法，ブースティング，積分画像など）
8 画像センサ（レンズと撮像素子など）
9 光の波長と色の知覚（ヒトの視覚，色空間，色度など）
10 今年度コンテストの課題解説
11 中間発表（アルゴリズムのアイディア発表会）
12 今年度コンテスト課題に関する基礎技術
13 今年度コンテスト課題に関する最新技術
14 最終発表(1)
15 最終発表(2)
※なお，講義の内容は各年度のアルゴリズムコンテスト課題の内容や発表時期によって適宜変更する．

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 受講態度，提出したレポートの提出状況と内容，作成した課題プログラムの内容およびそれに関する発表，
コンテスト応募とその結果を総合的に評価する．

教科書等

教科書： 適宜プリントを配布する
参考書： 奥富編：ディジタル画像処理，CG-ARTS協会
田村編：コンピュータ画像処理，オーム社
松山，久野，井宮編：コンピュータビジョン技術評論と将来展望，新技術コミュニケーションズ
八木，斎藤編：コンピュータビジョン最先端ガイド１〜５，アドコム・メディア

担当者プロフィール

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．

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．

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】高専免（数学）





科目名 音声言語情報処理特論

単位数 2.0

担当者 知能工学専攻 教授 竹澤 寿幸、講師 目良 和也

履修時期 前期

履修対象 １、2年生

講義形態 講義

概要

人間の日常的なコミュニケーションの大半で自然に使われている音声言語を取り上げ、音声認識技術を中心
にその情報処理技術を講義する。さらに、統計的機械翻訳や音声対話システムなど関連する技術についても
述べる。

This course covers spoken language processing focusing on speech recognition technologies, including
statistical machine translation and spoken dialogue systems.

科目の到達目標 音声言語の情報処理に関する理論と技術を理解する。
実際に統計的言語モデルやネットワーク文法を作成する知識と技術を身に付ける。

受講要件 音声認識システムを動かすためのパソコンとマイクを有していること。
自然言語処理の基礎知識を持っ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 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。

講義内容

１． 講義の概要、イントロダクション
２． 音声の基本的性質
３． 音声認識の基礎
４． HMMを用いた音声認識
５． 統計的言語モデル
６． 形態素解析
７． 大語彙連続音声認識アルゴリズム
８． 音声言語データベース
９． 音声認識システムの構築（課題の説明）
１０．機械翻訳（１）統計的機械翻訳の基礎
１１．機械翻訳（２）句に基づく統計的機械翻訳モデル
１２．音声対話処理技術
１３．課題の実行（１）基本動作の確認
１４．課題の実行（２）性能向上
１５．課題の報告、まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

出席、レポートおよび発表により総合的に評価する。
（１）音声認識の理論を理解していること
（２）統計的言語モデルやネットワーク文法を作成する技術を習得していること
評点に対する評価は「履修案内」記載の通り。

教科書等

教科書：なし
参考書：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）
板橋秀一編著「音声工学」（森北出版）
Daniel Jurafsky & James H. Martin, Speech and Language Processing, Pearson
白井克彦編著「音声言語処理の潮流」（コロナ社）
荒木雅弘著「イラストで学ぶ音声認識」（講談社）

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

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 【教職】高専修（情報）



科目名 画像応用数学特論

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 1，2年次

講義形態 講義

概要

（授業形態：講義．※プログラミング演習課題を宿題として課す）
画像処理に応用される数学を解説する．未校正照度差ステレオ法の事例を通して，画像処理において線形
代数を活用するための数学の知識を増やすことを目的とする．また，プログラミング演習課題に取り組み，画
像処理プログラミングのための問題解決能力を養う．
授業では，数学の導出や証明を省略し，実装方法を中心に分かりやすく解説する．実際に受講生が実装でき
るようにアルゴリズムを具体的かつ詳細に説明する．一見すると難しく感じる理論でも，実際には簡単にプロ
グラム作成できるという経験を経ることで受講生の自信につなげ，数学に対する苦手意識を払拭する．

科目の到達目標

・線形代数の応用として画像処理のアルゴリズムを学ぶことで，他の様々な分野にも応用可能な基礎的な数
学能力を向上させる．
・実際に実装することで，数学に対する理解を深め，数学の知識・技術を他の応用に活用する応用力を身に
付ける．
・難しいアルゴリズムを実際に実装することで，難しいアルゴリズムや数学に対する苦手意識をなくし，自信を
身に付ける．

受講要件 課題プログラムの実装にあたっては，基本的なプログラミング技術を有していることを前提として出題する．

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. 画像処理とプログラミング
2. 線形代数と主成分分析
3. 未校正照度差ステレオ法とベクトルの正規化
4. 未校正照度差ステレオ法とベクトルの内積
5. 未校正照度差ステレオ法と逆行列
6. 未校正照度差ステレオ法と擬似逆行列
7. 未校正照度差ステレオ法と特異値分解
8. 未校正照度差ステレオ法と対称行列
9. 未校正照度差ステレオ法と直交行列
10. 未校正照度差ステレオ法とポアソン方程式
11. 未校正照度差ステレオ法と正規直交基底
12. 中間まとめ
13. コンピュータビジョンと主成分分析
14. コンピュータビジョンと連立線形方程式
15. コンピュータビジョンと零空間

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 最終レポートを提出することを単位取得の必須条件とする．秀，優，良，可の別は，提出されたレポートの内
容によって判断する．

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：ディジタル画像処理，CG-ARTS協会

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】高専修（数学）



科目名 医用画像診断支援特論

単位数 2.0

担当者 医用情報科学専攻 准教授 青山 正人

履修時期 第2ターム（前期）

履修対象 1・2年次

講義形態 講義

概要

演習を伴う。

情報処理技術の応用としての医用画像診断支援の概念、背景、効果について整理する。大別すると画像中
に現れる病変などの異常部分の検出と検出された部分の良悪性鑑別がある。そこに至るまでの定量的な解
析結果を数値として、あるいは画像データ等として可視化して提示することで医師の診断を支援することも広
義の診断支援に含まれる。
以下のように実装も取り入れながら医用画像を対象とした情報処理技術の応用としての診断支援に関する
知識を深める。

1． 医用画像の診断支援に関して、輪講（洋書）形式での発表を通して受講者間で議論し、理解を深める。輪
講の準備のための調査を伴う。
2．「X線画像の照射野絞り領域の検出と高輝度領域の低輝度化」を取り上げ、対象データを整理し、具体的
なアルゴリズムを実現することにより検討したアルゴリズムの妥当性、性能を評価する方法を修得する。

科目の到達目標

情報科学の立場から、今日の診断に欠かせなくなっている医用画像について、画像からの病変部分の検出、
クラス分け、診断支援への利用までを用いられる手法の違いの比較も含めて総合的に理解する。
また基本的な画像処理技術を演習による実装を通して修得する。そこでは、医用画像診断支援の具体例を
実現する処理を対象データの整理の検討から具体的なアルゴリズム開発まで一貫した経験により実践的に
身につける。

受講要件 C言語による基本的なプログラミングが行えること。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

【事前学修】
・輪講での担当に割り当てられた範囲の内容に関して、受講者の前で発表できるように準備する。割り当てら
れた範囲を読むだけでなく、内容の理解と関連する調査も含む。
・プログラミングに関する講義、演習、実験を復習する。
・処理を実現するためのアルゴリズムについて事前に検討しておく。
【事後学修】
・発表、議論を受けて、理解が不十分な点などの気づきがあれば、さらに理解が深められるように学習する。
・作成したプログラム、処理結果、考察内容を発表できるようにまとめる。発表での議論を受けてレポートとし
てまとめる。

講義内容

第１回：背景、概要
"High-Order Statistics of Micro-Texton for HEp-2 Staining Pattern Classification"
第２回：Micro-Structure Representation in Differential Excitation Domain
第３回：Extraction of Image Representation for HEp-2 Cell
第４回：High-Order Statistics of Adaptive WLD Model
第５回："Fuzzy Object Growth Model for Neonatal Brain MR Understanding"
"Automated Lung Nodule Detection Using Positron Emission Tomography/Computed Tomography"
第６回：Nodule Detection
第７回：Experiments, Discussions
第８回：「X線画像の照射野絞り領域の検出と高輝度領域の低輝度化」の背景
第９回：画像データの扱い
第10回：画像の平滑化
第11回：エッジ検出
第12回：ハフ変換による直線検出
第13回：線ベースの形状認識
第14回：照射野絞り領域の検出と高輝度領域の低輝度化
第15回：発表会
※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
輪講における発表内容、取組、準備状況、レポート、および、プログラム作成を伴うレポート、発表会での発表
内容を総合的に評価する。
秀，優，良，可，不可の基準は履修案内に記載の通りとする。

教科書等

適宜、印刷物を配付する。
輪講で用いる図書
Artificial Intelligence in Decision Support Systems for Diagnosis in Medical; Imaging
Editors: Kenji Suzuki and Yisong Chen
ISBN: 978-3-319-68842-8
Springer
2018.



担当者プロフィール

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。

【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】高専修（情報）

履修登録者数に合わせて、その人数で幅広く効果的に医用画像診断支援を理解するために、前半で扱う
テーマや後半との比率、後半で取り扱うテーマを変更する可能性がある。



科目名 知能数理特論Ａ

単位数 2.0

担当者 知能工学専攻 教授 百武弘登

履修時期 前期

履修対象 １・２年次

講義形態 講義

概要
「授業形態：講義」確率論や統計科学を始めとして多くの分野で用いられている数学の概念や手法を修得さ
せる．具体的には，いろいろな平均，正定値対称行列，ラグランジェの未定乗数法，不偏推定量，相関係数，
確率論や統計科学に関する逆説などについてを深く学ぶ．

科目の到達目標 この講義では，統計科学のみならず多くの分野で用いられている数学の手法や概念を整理して体系的に修
得することを目標とする．また，新しい概念に出会ったときにそれを深く理解するための方法を学ぶ．

受講要件 学部で開講している統計学や確率に関する講義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 当日の授業や次回の授業の内容の理解を深めるために，授業中に指示された課題を行う．必要に応じて，
学部生のときに用いた解析学，線形代数学，確率・統計などの教科書で復習する．

講義内容

１ データの尺度の水準
２ いろいろな平均 相加，相乗
３ いろいろな平均 幾何，調和 
４ 正定値対称行列の特徴付け スカラーとの対応付け
５ 正定値対称行列の特徴付け 行列の平方根はあるか
６ ラグランジェの未定乗数法 計算方法の復習
７ ラグランジェの未定乗数法 定まった乗数の意味
８ 不偏推定量
９ バラツキの評価 
10 最小分散不偏推定量 
11 相関係数の性質
12 相関係数の利用上の注意
13 逆説 確率の定義に関するもの
14 逆説 データのとりまとめ方に関するもの
15 逆説のからくり
※試験期間に期末試験を実施する。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 小テストおよびレポートで評価する．

教科書等

教材 適宜プリントを配付する．
参考書 国友直人 監修，21世紀の統計科学I 社会・経済の統計科学，東大出版会，2008
国友直人 監修，21世紀の統計科学II 自然・生物・健康の統計科学，東大出版会，2008
国友直人 監修，21世紀の統計科学III 数理・計算の統計科学，東大出版会，2008
東京大学教養学部統計学教室編，自然科学の統計学，東大出版会，1992
杉山髙一・藤越康祝・杉浦成昭・国友直人，統計データ科学事典，朝倉書店，2007

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，随時受け付けます．授業や会議あるいは出張などで
不在や多忙のことがあるので，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】高専修（数学）



科目名 知能数理特論Ｂ

単位数 2.0

担当者 知能工学専攻 准教授 関根 光弘
知能工学専攻 准教授 齋藤 夏雄

履修時期 後期

履修対象 1, 2年次

講義形態 講義

概要

以下の内容で講義を行う。
(1) 力学系の手法や概念を修得させるとともに，生物学の諸問題のモデル化とその解析から得られる諸結果
について解説する。
(2) 楕円曲線と呼ばれる代数曲線の基本的な理論を解説する。また，楕円曲線暗号と呼ばれる暗号の数学
的な仕組みについて紹介する。

科目の到達目標
(1) 微分方程式系の定める力学系の基本的事項や解析手法を修得し，数理生物学のモデルに適用できるよ
うになること。
(2) 楕円曲線と呼ばれる曲線の数理や，それを暗号に応用した楕円曲線暗号の仕組みを理解すること。

受講要件 とくにありません。受講者の予備知識に応じて導入を行います。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 単に計算過程を追い理論を理解するのみでなく，質問や，コンピュータによる数値実験を行うことなど積極的
な参加を望みます。

講義内容

第１回：力学系の基礎事項 （担当 関根光弘）
第２回：安定性の概念とその判定方法 （担当 関根光弘）
第３回：競争モデルとその解析 （担当 関根光弘）
第４回：被食者・被食者モデルとその解析（担当 関根光弘）
第５回：被食者・被食者モデルの精密化とその解析 （担当 関根光弘）
第６回：感染症のモデルとその解析 （担当 関根光弘）
第７回：時間遅れを考慮に入れたモデルとその解析（担当 関根光弘）
第８回：数理生物学への応用(まとめ)（担当 関根光弘）
第９回：代数学の基礎事項 （担当 齋藤夏雄）
第１０回：射影平面の概念 （担当 齋藤夏雄）
第１１回：群の基礎事項 （担当 齋藤夏雄）
第１２回：楕円曲線の定義と諸性質 （担当 齋藤夏雄）
第１３回：環・体の基礎事項 （担当 齋藤夏雄）
第１４回：有限体上の楕円曲線 （担当 齋藤夏雄）
第１５回：楕円曲線の暗号理論への応用（まとめ） （担当 齋藤夏雄）

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

レポートにより, 以下の2点の到達目標についての達成度を評価します.
(1) 微分方程式系の定める力学系の基本的事項や解析手法を修得し，数理生物学のモデルに適用できるよ
うになること。(50%)
(2) 楕円曲線と呼ばれる曲線の数理や，それを暗号に応用した楕円曲線暗号の仕組みを理解すること。(50%)

教科書等 教科書はありません。参考文献等は講義時に提示します。

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] 高専修（数学）



科目名 数理科学特論Ａ

単位数 2.0

担当者 教授 田中輝雄

履修時期 前期

履修対象 1・2年次

講義形態 講義

概要

決定論的現象と非決定論的現象の違い，常微分方程式と確率微分方程式の違いを意識させながら，確率微
分方程式の基礎，数値計算法，応用について講義する．
確率微分方程式論を展開する際に必要となるブラウン運動の基礎とシミュレーション方法，また，ブラウン運
動のシミュレーションや確率微分方程式の数値計算を行う際に必要となる乱数についても解説する．応用とし
ては確率制御問題，最適停止問題等を解説する．

科目の到達目標

・ブラウン運動の定義，基本的な性質を理解する．
・ブラウン運動のシミュレーション方法を修得する．
・確率微分方程式の解の存在と一意性，伊藤の公式を理解し，簡単な確率微分方程式の解析解の導出方法
を修得する．
・確率微分方程式の数値計算法を修得する．
・確率微分方程式の応用を理解する．

受講要件 常微分方程式，数値計算，確率統計に関する基本的な知識が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 事前・事後学修のための資料を配付する（課題を課す）．

講義内容

第１回：測度論的確率論，確率過程
第２回：乱数，検定
第３回：ブラウン運動の定義と構成法
第４回：ブラウン運動のシミュレーション
第５回：確率微分方程式
第６回：確率積分の定義と性質
第７回：確率積分のシミュレーション
第８回：確率微分方程式の解
第９回：伊藤の公式 
第10回：確率微分方程式の数値解法（オイラー・丸山スキーム）
第11回：確率微分方程式の数値解法（ミルシュテインスキーム）
第12回：確率微分方程式の数値解法（ルンゲ・クッタスキーム）
第13回：確率制御問題と偏微分方程式
第14回：数理ファイナンス
第15回：最適停止問題

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 レポートの内容で評価する．

教科書等

教科書：特になし．第１回目に資料を配付する． 

参考書： 
【確率論，確率微分方程式】
・楠岡成雄, 数学の未解決問題 21世紀に向けて 12，ランダムネス, 数理科学 8月号，pp.53-58，サイエン
社，2000
・志賀徳造，ルベーグ積分から確率論，共立出版，2000
・長井英生，確率微分方程式，共立出版，1999

【数値計算法】
・小川重義，確率微分方程式の数値解法，数学，53(1)，pp.34-45，岩波書店，2001
・金川秀也，小川重義，確率微分方程式の数値解法 2-応用編，数学，53(2), pp.125-138，岩波書店，2001
・三井斌友, 小藤俊幸, 斉藤善弘, 微分方程式による計算科学入門, 共立出版, 2004
・四辻哲章，計算機シミュレーションのための確率分布乱数生成法，プレアデス出版，2010
・S. M. Iacus, Simulation and inference for stochastic differential equations, Springer, 2008
・P. E. Kloeden and E. Platen, Numerical solution of stochastic differential equations, Springer, 2010
・P. E. Kloeden, E. Platen and H. Schurz, Numerical solution of SDE throught computer experiments,
Springer, 2003

【数理ファイナンス】 
・S. E. Shreve 著, 長山いづみ 他訳，ファイナンスのための確率解析Ⅰ，丸善出版，2012
・S. E. Shreve 著, 長山いづみ 他訳，ファイナンスのための確率解析Ⅱ，丸善出版，2012 
・関根順, 数理ファイナンス, 培風館，2007
・T. Mikosch, Elementary stochastic calculus with finance in view, World Scientific，1992

所属学会：
日本数学会（統計数学分科会），日本オペレーションズ・リサーチ学会，Institute of Mathematical Statistics，
Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability，Mathematical Optimization Society，



担当者プロフィール INFORMS(Applied Probability Society)

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をしてください．

授業に関連する実務経
験

備考 【教職】高専修（数学）



科目名 数理科学特論Ｂ

単位数 2.0

担当者 システム工学専攻 講師 岡山 友昭
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 1・2年次

講義形態 講義

概要

・非整数階微分・積分の歴史や有用性に言及した上で, 非整数階微分・積分を導入するための考え方, その
定義と性質などについて講義する.
・多項式環と単項式順序を導入した後, Gröbner 基底の根幹となる Buchberger のアルゴリズムについて解説
する. Hilbert の基底定理からこのアルゴリズムが有限回で終了することが証明できる点についても言及する.

科目の到達目標
・非整数階微分・積分を通じて解析学の分野の手法・概念や一般化の考え方を修得することを目標とする.
・多項式を処理するためのGröbner基底の基礎的な知識, および代数学の分野の手法・概念を修得すること
を目標とする.

受講要件 「線形代数学I, II」および「解析学I, II」の内容を修得していること.

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 講義ノートを整理し, 毎回のレポート課題を通して丁寧に復習を行うことを希望します.

講義内容

第1回：非整数階微分・積分の歴史と応用 (担当 岡山 友昭)
第2回：整数階積分とその性質 (担当 岡山 友昭)
第3回：ガンマ関数とベータ関数 (担当 岡山 友昭)
第4回：非整数階積分とその性質 (担当 岡山 友昭)
第5回：非整数階微分とその性質 (担当 岡山 友昭)
第6回：非整数階微分の他の定義 (担当 岡山 友昭)
第7回：非整数階微分方程式 (担当 岡山 友昭)
第8回：代数系の復習 (担当 廣門 正行)
第9回： Noether 環 (担当 廣門 正行)
第10回：単項式とその順序 (担当 廣門 正行)
第11回：Gröbner基底と割り算 (担当 廣門 正行)
第12回：Buchbergerのアルゴリズム (担当 廣門 正行)
第13回：Hilbert による Syzygies (担当 廣門 正行)
第14回：1次方程式の解法 (担当 廣門 正行)
第15回：計算手法としての Gröbner 基底の応用 (担当 廣門 正行)

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 毎回の講義で配付するレポート課題をもとに, 基本的な計算問題が出来るか, 諸概念について理解出来てい
るかという観点から評価する.

教科書等

適宜講義資料を配付する.

参考書
・A. A. Kilbas, H. M. Srivastava and J.J. Trujillo, Theory and Applications of Fractional Differential Equations,
Elsevier Science, 2006.
・丸山正樹, グレブナー基底とその応用, 共立出版, 2002.

担当者プロフィール

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.
廣門：専門は代数幾何学です. 極小モデルプログラム, Gröbner基底等に興味を持っています.

学習指導・支援体制
授業内容や課題などに関する質問を随時受け付けます. 詳細は講義にて述べます.

授業に関連する実務経
験

備考 【教職】 高専修(数学)



科目名 組込みアーキテクチャ設計・ソフトウェア設計特論

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 前期

履修対象 １、２年生

講義形態 講義

概要

授業形態：講義
組込みソフトウェア開発に必要な基礎知識のうち、以下の項目に焦点を絞り講義する：
・組込みシステムの概要・特徴
・組込みシステムにおけるハードウェア
・割り込み処理
・並行処理（マルチタスク，同期，排他制御など）
・リアルタイム処理（スケジューリング技術，リアルタイムOSなど）
・状態遷移モデルによる仕様記述および検証技術（プロセス代数，モデル検査）

This course is an introduction to the design methodologies of embedded software systems.
Topics covered by this course include embedded systems' hardware, software architecture using
interruptions, concurrent and real-time processing using real-time operating systems, and formal modeling
and verification of concurrent software using process algebra.

科目の到達目標 組込みソフトウェアを、与えられた制約を満足するように設計するための基礎知識を習得する。

受講要件 コンピュータ・アーキテクチャの基礎について学んでおり、有限状態機械、オペレーティングシステム等に関す
る基礎知識を持っていること。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 事前学修のための資料を随時配布する。
事後学修のためのレポート課題を課す。

講義内容

1.オリエンテーション、組込みソフトウェアの特徴
2.組込みシステムのハードウェア
3.割り込み処理の設計
4.マルチタスク環境とリアルタイムOS
5.スレッド間同期・通信
6.マルチタスクシステムのアーキテクチャ設計
7.リアルタイム性を考慮したアーキテクチャ設計
8.動的アーキテクチャ設計とモデリング
9.並行システムを構成する逐次プロセスのモデリング
10.並行実行のモデリング
11.排他制御のモデリングと検証
12.デッドロックの検証
13.安全性と活性の定義と検証
14.モデルベース設計とケーススタディ
15.まとめ
※期末試験は実施しない。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 講義中に課すレポート課題の達成度により総合的に評価する。

教科書等 講義資料は配布する。参考書については、講義中に適宜、紹介する。

担当者プロフィール

中田明夫: システム工学専攻 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．

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



科目名 知能工学特別演習Ⅰ

単位数 2.0

担当者 知能工学専攻 教授（専攻長），担当全教員

履修時期 前期

履修対象 １・２年次

講義形態 演習

概要 知能工学に関する最近の文献を研究し、ディスカッションを行わせる。この演習を通じて、文献サーベイの重
要性の認識と最新の研究動向の把握を行わせる。

科目の到達目標 情報の収集・分析を前提とするディスカッションを通じて、自ら、最新の研究動向を的確にまとめる能力を涵養
する。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由 必修科目のため

事前・事後学修 事前学修として、与えられた演習課題に関連する情報を十分に収集し、ノートやスライド等に整理する。事後
学修として、不十分な箇所の把握に努め、以後の演習に役立てるよう整理・記録する。

講義内容 文献調査
ディスカッション

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 演習を通じて行われる文献調査、調査研究発表、ディスカッションなどを総合的に評価する。

教科書等 特になし。

担当者プロフィール 【学生の学習指導・支援体制について】演習課題などに関する、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



科目名 知能工学特別演習Ⅱ

単位数 2.0

担当者 知能工学専攻 教授（専攻長），担当全教員

履修時期 後期

履修対象 １・２年次

講義形態 演習

概要 知能工学に関する最新の文献を研究し、ディスカッションを行わせる。この演習を通じて文献サーベイの重要
性の認識と最新の研究動向の把握を行わせる。

科目の到達目標 情報の収集・分析を前提とするディスカッションを通じて、自ら、最新の研究動向を的確にまとめる能力を涵養
する。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由 必修科目のため

事前・事後学修 事前学修として、与えられた演習課題に関連する情報を十分に収集し、ノートやスライド等に整理する。事後
学修として、不十分な箇所の把握に努め、以後の演習に役立てるよう整理・記録する。

講義内容 文献調査
ディスカッション

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 演習を通じて行われる文献調査、調査研究発表、ディスカッションなどを総合的に評価する。

教科書等 特になし。

担当者プロフィール 【学生の学習指導・支援体制について】演習課題などに関する、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



科目名 知能工学特別演習Ⅲ

単位数 2.0

担当者 知能工学専攻 担当全教員（代表教員：教授（専攻長）)

履修時期 前期

履修対象 １、２年次

講義形態 演習

概要 知能工学に関する研究課題を与え、調査、問題把握、解析、結果の整理、解釈など、結論に至る各過程を実
際に経験させ、さらに研究報告の作り方を学習させる。

科目の到達目標 自らの達成目標に向け、研究報告を的確にまとめる能力を涵養する。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由 必修科目のため

事前・事後学修 事前学修として、与えられた演習課題に関連する情報を十分に収集し、ノートやスライド等に整理する。事後
学修として、不十分な箇所の把握に努め、以後の演習に役立てるよう整理・記録する。

講義内容
研究課題の決定
調査、問題把握、解析、結果の整理、解釈など
研究報告

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 研究課題に対する取り組み姿勢、研究報告状況などを総合的に評価する。

教科書等 特になし。

担当者プロフィール 【学生の学習指導・支援体制について】研究課題などに関する、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



科目名 知能工学特別演習Ⅳ

単位数 2.0

担当者 知能工学専攻 教授（専攻長），担当全教員

履修時期 後期

履修対象 １・２年次

講義形態 演習

概要 知能工学に関する研究課題を与え、調査、問題把握、調査解析、結果の整理、解釈など、結論に至る各過程
を実際に経験させ、研究報告の方法を学習する。

科目の到達目標 自らの達成目標に向け、研究報告を的確にまとめる能力を涵養する。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由 必修科目のため

事前・事後学修 事前学修として、与えられた演習課題に関連する情報を十分に収集し、ノートやスライド等に整理する。事後
学修として、不十分な箇所の把握に努め、以後の演習に役立てるよう整理・記録する。

講義内容
研究課題の決定
調査、問題把握、調査解析、結果の整理、解釈など
研究報告

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 研究課題に対する取り組み姿勢、研究報告状況などを総合的に評価する。

教科書等 特になし。

担当者プロフィール 【学生の学習指導・支援体制について】研究課題などに関する、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



科目名 自主プロジェクト演習

単位数 2.0

担当者 情報科学研究科長、全准教授、講師

履修時期 後期

履修対象 １，２年生

講義形態 演習

概要
情報科学研究科の学生が専攻および研究科の枠を越えてプロジェクトを編成し、自ら選定した課題および公
募された課題について調査・研究・研究成果の発表を行なう。問題発見能力を高めるとともに、学際的な調
査・研究を通じて幅広い視野の育成を図る。

科目の到達目標 問題発見能力を高め、学際的な調査・研究を通じて幅広い視野を身につける。

受講要件 特になし

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由

事前・事後学修 特に無し

講義内容

１ 研究テーマを設定する（自ら設定したテーマあるいは提案されたテーマ、学会等のコンテストに応募するも
の等）
２ 必要があれば専攻や研究科の枠をこえてプロジェクトチームを構成する
３ 研究計画書を作成する
４ 研究を行ううえで必要となる物品を考えて決められた研究経費額内におさめ研究計画と一緒に提出する
５ 研究科委員会で申請が認められた場合、計画の内容と研究費について適当かどうかを検討し再度研究計
画書を再調整する
６ 実際に調査・研究を実施する
７ 演習（研究）の結果を報告書にまとめる
８ 成果の発表をおこなう

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 演習計画書、報告書、発表会の内容に基づき、自主プロジェクト演習指導委員会委員と外部委員を加えた自
主プロジェクト演習評価委員会の合議により、評価を決定する。

教科書等 特に指定しない

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 インターンシップⅠ

単位数 2.0

担当者 知能工学専攻 教授（専攻長），担当全教員

履修時期 集中

履修対象 １・２年次

講義形態 演習

概要
実社会と直接かかわるプロジェクトに参加し、具体的な現実の問題への取り組みを経験することができるよう
インターンシップに参加し、履修ガイダンス、企業での実習（おおむね２週間以上）、報告会・討論、報告書とり
まとめを行う。

科目の到達目標 インターンシップを通じて、企業活動に関する深い理解をはかる。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
事前学修として、インターンシップ先の企業情報や仕事の内容を予めできるだけ詳しく調査する。インターン
シップ終了後、学内で報告会があるので、事後学修として、インターンシップ中に行った仕事の内容につい
て、インターンシップ中に少しずつ整理する。

講義内容

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、学生は日報および所定のレポートを作成・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 実施しない

評価方法・基準 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。

教科書等 特になし。

担当者プロフィール 【学生の学習指導・支援体制について】インターンシップに関する、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



科目名 インターンシップⅡ

単位数 2.0

担当者 知能工学専攻 教授（専攻長），担当全教員

履修時期 集中

履修対象 １・２年次

講義形態 演習

概要
インターンシップIに引き続き、実社会と直接かかわるプロジェクトに参加し、具体的な現実の問題への取り組
みを経験することができるようインターンシップに参加し、履修ガイダンス、企業での実習（インターンシップⅠ
と合わせておおむね４週間以上）、報告会・討論、報告書とりまとめを行う。

科目の到達目標 インターンシップを通じて、企業活動に関する深い理解をはかる。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
事前学修として、インターンシップ先の企業情報や仕事の内容を予めできるだけ詳しく調査する。インターン
シップ終了後、学内で報告会があるので、事後学修として、インターンシップ中に行った仕事の内容につい
て、インターンシップ中に少しずつ整理する。

講義内容

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、学生は日報および所定のレポートを作成・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 実施しない

評価方法・基準 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。

教科書等 特になし。

担当者プロフィール 【学生の学習指導・支援体制について】インターンシップに関する、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



科目名 インテリジェント制御特論

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 １，２年

講義形態 講義

概要

学部の講義「制御工学」，「現代制御理論」，「ディジタル制御」においては，コンピュータを用いてメカトロニク
スシステムを制御するための一連の基礎理論について習得してきた．本講義では，インテリジェント制御シス
テム開発技術の基礎を成す先進的な理論を習得することを目的とする．そこで，モデル化できない不確かさ
を考慮した設計法，適応的な制御システム，メカトロニクスシステムに人間のような柔軟性を導入する知能化
の手法，さらに，人との共存を積極的に考慮したヒューマンフレンドリなメカトロニクスシステムの開発の重要
性や技術動向についても解説する．

科目の到達目標 先進的・実用的な種々の制御システム設計手法の特徴や理論について理解することを目標とする．

受講要件 学部の講義「制御工学」，「現代制御理論」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 配付資料の指定範囲を読む．

講義内容

1. イントロダクション
2. 古典制御理論１（安定性）
3. 古典制御理論２（PID制御）
4. 古典制御理論３（調整法）
5. 現代制御理論１（安定性）
6. 現代制御理論２（状態フィードバック制御）
7. 現代制御理論３（サーボ系）
8. モデル予測制御
9. ロバスト制御
10.適応制御
11.スライディングモード制御
12.ソフトコンピューティング手法による制御
13.制御システムの事例
14.制御システムの今後

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

【評価の方法】
各回の演習等により総合的に評価する．
【評価の基準】
各種制御理論の基礎，及び制御系の設計方法についての理解度．
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．

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 【教職】情報（選択）



科目名 システム推定学特論

単位数 2.0

担当者 システム工学専攻 教授 小野 貴彦

履修時期 後期

履修対象 １・２年次

講義形態 講義

概要

動的なシステムを良好に制御するためには、システムの動特性と状態をできるだけ正確に把握する必要があ
る。本特論では、オブザーバとカルマンフィルタによる状態推定法を中心に講義し、その推定原理を数学的手
法で明確化すると伴に、制御工学におけるその役割について理解を深める。前半では、確定システムに対す
るオブザーバの構成法を述べる。後半では、不規則な白色/有色雑音を受ける確率システムの最適フィルタ
として、カルマンフィルタを説明する。また、外乱などの未知入力を推定する方法、およびシステムの動特性を
表現する数学モデルの同定法についても講述する。

科目の到達目標 オブザーバとカルマンフィルタの基礎知識を修得する。また、簡単な推定問題に対して、設計、実装、シミュ
レーション評価、性能解析までの一連の工程を達成する能力を養う。

受講要件 現代制御理論の基礎知識が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 事前・事後学修のための課題を課す。課題は指定した日時までに提出する。

講義内容

１． 動的システムの数学モデル（常微分方程式での表現） 
２． システムの状態空間表現（行列-ベクトル形式での表現） 
３． オブザーバの構成条件（固有値や行列を用いた可観測・可検出の判別） 
４． 同一次元オブザーバの安定性（固有値を用いた安定性の判別） 
５． 同一次元オブザーバの設計とディジタルコンピュータへの実装 
６． 外乱オブザーバ（逆モデル型とオブザーバ型） 
７． システムの数学モデルの同定法
８． フィルタリング理論の歴史 （周波数領域から時間領域へ） 
９． 最適フィルタリング （平方完成を用いた表現） 
１０．ウィナーフィルタ （周波数領域での表現） 
１１．カルマンフィルタ理論 （時間領域での表現） 
１２．定常カルマンフィルタ （線形２次形式最適フィルタリング） 
１３．ウィナーフィルタを用いてカルマンフィルタを求める方法
１４．数値シミュレーション
１５．総括

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
簡単な推定問題に対して、オブザーバまたはカルマンフィルタの設計、実装、シミュレーション評価、性能解析
に関する課題を与える。その完成度および授業態度に基づいて，大学が定めた基準に従って成績を評価す
る。

教科書等 参考書：内田・山中著「状態推定の理論」 コロナ社

担当者プロフィール
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】高専免（数学）



科目名 情報伝送方式特論

単位数 2.0

担当者 システム工学専攻 准教授 桑田 精一，講師 神尾 武司

履修時期 前期

履修対象 １，２年

講義形態 講義

概要

現代の放送・通信分野においては，伝送方式はアナログではなく，ディジタルが主流である．これはディジタ
ル変復調技術に加え，MPEGに代表される高能率符号化技術の進展が大きな要因といえる．そこで本講義で
は，ディジタル情報伝送の代表ともいえるディジタル放送システムを例として，変復調技術を中心に誤り訂正
技術，高能率符号化技術など情報伝送のための技術，研究について講義する．また，量子効果によるディジ
タル伝送技術に関して，量子情報理論について講義する．

科目の到達目標
・前半パート(1-8回)：ディジタル情報伝送に関する基礎的技術を理解する．さらに，研究事例を通して，ディジ
タル情報伝送技術の重要性を認識する．
・後半パート(9-15回)：量子情報理論を通じて，情報通信技術の重要性を認識する．

受講要件 特になし．

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 講義スライドをIT’s classにアップロードするので，予習・復習に適宜活用する．

講義内容

第１回 講義概要の説明（前半パート(神尾)，後半パート(桑田)）＋地上ディジタル放送システムの概要
第２回 地上ディジタル放送システムのキーテクノロジー
第３回 ディジタル変復調技術：単一キャリヤのディジタル変調方式
第４回 OFDM変復調方式①：変調方式
第５回 OFDM変復調方式②：マルチパス対策
第６回 OFDM変復調方式③：同期技術，増幅時の課題
第７回 OFDM変復調方式④：伝送速度，SFN，誤り訂正
第８回 前半のまとめ
第９回 量子力学の基礎
第10回 量子ビット・量子ゲート・量子回路
第11回 量子系のエントロピー
第12回 量子通信過程と相互エントロピー
第13回 量子系の通信方式
第14回 量子系の伝送効率
第15回 後半のまとめ

第１～８回を神尾講師、第１回および第９～１５回を桑田准教授が担当する。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
受講態度（10点），レポート等（90点）を積極的に取り組んでいるかどうかにより評価する．これらの合計得点
が90点以上で「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」評価とする．なお，
欠席が各パートで3回に達したとき，「欠席」評価とする．

教科書等
参考書：生岩 量久 著 「ディジタル通信・放送の変復調技術」（コロナ社）
参考書：生岩 量久，安 昌俊 共著 「OFDM技術とその適用」（コロナ社）
参考書：ニールセン・ミカエル，チャン・アイザック 著 「量子コンピュータと量子通信」（オーム社）

担当者プロフィール

担当者プロフィール：
神尾：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．
桑田：通信・信号処理研究室に所属し，量子情報理論・量子通信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



科目名 音響システム特論

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 １、２年生

講義形態 講義

概要

まず，音の基本的な性質について説明し、聴覚・音響心理学を概説した上で、和音と音階、音響信号処理、
ホール音響について概説する。授業形態は座学により行う．

First basic nature of sound is introduced, and then the overview of audiology and psychoacoustic is
summarized.
After that, chord and synchronous, signal processing and architectural acoustics for music are lectured on.

科目の到達目標 信号処理、解析、特徴抽出、パターン認識を学ぶとともに、音声や音響データを対象とした実例を通して実践
的に理解する。

受講要件 人間工学、音響システム工学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 毎年講義内容を変更している為，内容を確認して，必然性など理解した上で受講して欲しい．

講義内容

１．音響システム工学序説
２．聴覚の特徴
３．音の印象の統計的評価手法
４．心理音響指標１
５．心理音響指標2
６．官能評価手法１
７．官能評価手法２
８．中間まとめ
９．時間周波数解析
１０．ウェーブレット解析
１１．解析結果と聴感印象
１２．音の制御
１３．音質制御と聴感印象
１４．音楽音響
１５．演奏会

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 講義中の演習、レポートにて評価する。

教科書等 必要に応じ資料を配付する

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



科目名 非線形回路特論

単位数 2.0

担当者 教授 藤坂 尚登

履修時期 後期

履修対象 １・２年生

講義形態 講義

概要

大域的に線形性を満足する系はほとんど存在しないこと、非線形性を積極的に応用したシステムが実用化さ
れていることから、非線形系を解析する能力を養い、応用方法を知ることは重要と言える。この講義では複数
の定常解の存在、振動の同期などの非線形系の特徴に注目し、その解析方法や応用例を解説する。（授業
形態：講義）

This lecture consists of analysis and application parts.
The former part provides topological method and symbolic-mathematics-based method as means of global
nonlinear analyses.
The latter part presents applications of nonlinear phenomena such as synchronization and chaos to
communication.

科目の到達目標

(1) 非線形系の解析方法
・写像度を用いた平衡点探索
・終結式およびグレブナ基底を用いた求解
を理解する。
(2) 実用的な非線形システム
・順序統計フィルタ
・同期系
・カオス応用符号多重通信
の原理を理解する。
(3) さまざまなカオス現象の発現メカニズムを理解する。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 事後学習として，受講生は演習時間に出題した問題に類似した問題を自ら作り解いてみること．

講義内容

０ 非線形系とは（第１回）

Ⅰ 解析編
(1) 写像度に関する定理を用いた平衡点探索法（第２～３回）
(i) 変数空間の有界領域に存在する平衡点の個数を求めるアルゴリズムを
用いて非線形系の平衡点の探索を行う。
(ii) 演習１
(2) 変数消去に基づく求解アルゴリズム（第４～５回）
(i) 終結式およびグレブナ基底の計算アルゴリズムを用いて連立代数方程式
から１変数方程式を導くことにより求解を行う。
(ii) 演習２
(3) カオス現象とカオスの中の対称性（第６～７回）
(i) １次元離散系のカオス現象発現メカニズムを解説する。
(ii) 演習３
(iii) ２次元離散系のカオス現象発現メカニズムを解説する。
また、対称性のあるカオスアトラクタが生成される原理を説明し、
無秩序(カオス)と秩序(対称性)が共存することを学ぶ。

Ⅱ 応用編
(1) 区分線形回路のフィルタ効果（第８～９回）
区分線形関数を用いて順序統計フィルタを構成する
(2) 通信システムにおける同期回路（第１０～１１回）
(i) 位相同期ループ、コスタスループ、ディレイロックループの
動作原理を説明する。
またこれらの同期回路を用いた通信システムを紹介する。
(ii) 演習４
(3) カオス応用符号多重通信（第１２～１３回）
区分線形写像によるマルコフ符号生成方法とマルコフ符号が
優れた多重通信用符号であることを説明する。

Ⅲ カオス作品発表会（第１４～１５回）
受講者各自が
・自然界の模様のようなカオスアトラクタ
・工学系におけるカオスアトラクタ
・対称構造を持ったカオスアトラクタ
などを生成・印刷し、講義室に展示すると同時に
生成したアトラクタの理論的解説を加える。



期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

演習問題の解答などの平常点(重み１)，講義中に提示する課題に対するレポート(重み２)，および２回のカオ
ス作品発表会の作品(重み２)を通して，
・非線形系の解析方法
・実用的な非線形システムの原理
の理解度を定量的に評価する．定量評価に対して上記の重み付けを行い，
90点以上：秀
80~89点：優
70~79点：良
60~69点：可
59点以下：不可
のように成績を決定する。

教科書等 適宜プリントを配布する。

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)等において無線通信，光通信システム用搬送波同期
回路，シンボル同期回路等の非線形回路の解析と設計に従事

備考 【教職】中・高専修（数学）



科目名 ヒューマンコンピュータインタラクション特論

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 １，２年生

講義形態 講義

概要

ヒューマンコンピュータインタラクションに関する技術的基礎を学ぶとともに，最新の研究事例の調査を行う．
技術的基礎として，人間の視覚機能や，カメラ・センサによる状況理解，資格情報提示技術について学ぶ．イ
ンタフェースの設計と評価や，そこで配慮すべき個人情報やプライバシについても学ぶ．後半では，インタラク
ションに関する国内外の最新研究事例を学生自らが調査し，発表・議論を行うことで知識を広げ，理解を深め
る．

科目の到達目標
ヒューマンコンピュータインタラクションに関する基礎知識や，最新の装置やアイデアに関する潮流に関する
知識を獲得する．また，レポート作成および調査発表や議論を通じてプレゼンテーション能力，コミュニケー
ション能力を養う．

受講要件 特になし．
学部3年生向けの「ヒューマンインタフェース」を受講していることが望ましいが，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 担当する研究事例について，関連する記事・論文を調査し，それをプレゼンテーションスライドにまとめる必要
がある．

講義内容

1. ヒューマンコンピュータインタラクションとは
2. 人間の視覚情報処理
3. カメラの視覚情報処理
4. 三次元理解
5. 行動のセンシングと理解
6. 視覚情報提示
7. インタフェースの設計と評価
8. 個人情報とプライバシ
9. 最新事例1の調査と議論
10. 最新事例2の調査と議論
11. 最新事例3の調査と議論
12. 最新事例4の調査と議論
13. 最新事例5の調査と議論
14. 最新事例6の調査と議論
15. まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 受講態度，提出したレポートの提出状況と内容，最新事例の調査に関する発表や議論への参加状況等を総
合的に評価する．

教科書等 特になし．

担当者プロフィール

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

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



科目名 情報通信方法特論

単位数 2.0

担当者 情報工学専攻 准教授 舟阪淳一
情報工学専攻 准教授 井上博之

履修時期 後期

履修対象 １，２年生

講義形態 講義

概要 情報通信の普遍的な基礎理論について理解を深めるとともに、情報通信の現状と将来動向を考察する。

科目の到達目標 情報通信の現状を把握するとともに、将来動向について考察できる素地を築くこと。

受講要件 情報通信分野について、より見識を深めたいという積極的な院生であること。学部において情報ネットワー
ク、および情報通信関係の単位を取得していること。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 研究論文の発表にあたっては事前によく内容を理解し、他人にわかりやすく説明する準備をすること。復習と
しては講義内容の再確認を望む。

講義内容

１. 講義の進め方，学び方，評価法
２. 情報セキュリティと暗号
３. インターネットとセキュリティ
４. サイバー攻撃
５. 研究論文の紹介とディスカッション（セキュリティ一般）
６. 研究論文の紹介とディスカッション（サイバーセキュリティ）
７. 研究論文の紹介とディスカッション（組込みセキュリティ）
８. 研究論文の紹介とディスカッション（暗号と認証）
９. Principles of network applications
10. Web and HTTP
11. P2P applications and socket programming
12. 英文論文誌についての研究動向調査
13. 英語論文の紹介とディスカッション（論文全体構成）
14. 英語論文の紹介とディスカッション（序論と関連研究）
15. 英語論文の紹介とディスカッション（評価方法）

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 講義中の質疑応答状況および課題レポート＆発表などを総合的に評価する。

教科書等 特に指定しない。
随時資料などを配布する。

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。

舟阪淳一
http://www.net.info.hiroshima-cu.ac.jp/~funa/official.html
井上博之
http://www.net.info.hiroshima-cu.ac.jp/members.html

授業に関連する実務経
験

備考 【教職（選択科目）】高専修(情報)



科目名 確率的情報処理特論

単位数 2.0

担当者 知能工学専攻 教授 三村 和史

履修時期 後期

履修対象 1,2年生

講義形態 講義

概要

確率モデルを用いた大規模情報処理技術である確率的情報処理について概説する。
画像修復，誤り訂正符号などを題材に技法を紹介する。
This course shows the key ideas of the probabilistic information processing for large scale problems. For
understanding methods shown in this course, the techniques for the probabilistic methods are introduced
for the topics on image restoration and error correcting codes.

科目の到達目標 確率的情報処理の技法を習得する。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 特になし。

講義内容

第1回 概要
第2回 単純モンテカルロ法
第3回 マルコフ連鎖モンテカルロ法
第4回 マルコフ連鎖モンテカルロ法2
第5回 シミュレーテッド・アニーリング法
第6回 シミュレーテッド・アニーリング法2
第7回 磁性体モデル
第8回 画像修復
第9回 画像修復2
第10回 平均場近似
第11回 ビリーフプロパゲーション
第12回 ビリーフプロパゲーション2
第13回 誤り訂正符号
第14回 誤り訂正符号2
第15回 まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 レポート、平常点により評価する。
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。

教科書等

教科書：なし。プリントを配布する。
参考書：汪金芳 他共著，「計算統計Ⅰ」，岩波書店
参考書：西森秀稔著「スピングラス理論と情報統計力学」，岩波書店
参考書：西森秀稔著「スピングラスと連想記憶」，岩波書店
参考書：樺島祥介著「学習と情報の平均場理論」，岩波書店

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。
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】高専修（情報）



科目名 計算量理論特論

単位数 2.0

担当者 知能工学専攻 准教授 内田 智之

履修時期 前期

履修対象 １、２年生

講義形態 講義

概要

計算モデルである多テープチューリング機械に基づく計算量理論の概念およびその主要結果を扱っている教
科書を、計算可能性について講義した後、それ以降について学生毎に担当する箇所を決定し、学生が自分
の担当する箇所を解説しながら読み進める輪講形式で行う。輪講では、多テープチューリング機械の定義か
ら始め、領域圧縮や階層定理、Savitchの定理などの計算量に関する基礎となる定理について扱う。さらに、
計算量のクラスであるNPやPSPACEなどに関する結果についても扱う。

科目の到達目標 システム設計者および教育に従事する者にとって必要不可欠である論理的思考力および他者への説明能力
を身につける。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 自分が担当する箇所を解説するために必要な資料の作成を行うことで、教科書、参考書、インターネットを活
用した関連知識の事前学修を行い、講義ノードと講義資料の整理を行うことで事後学修を行う。

講義内容

１ 計算量理論とは（ガイダンスと計算量とは）
２ 計算量理論の基礎（有限オートマトン）
３ 計算量理論の基礎（Turing機械）
４ 計算量理論の基礎（Turing機械による関数の計算）
５ 計算量理論の基礎（万能Turing機械とChurchの提唱）
６ 計算量理論の基礎（決定問題と可解・非可解）
７ 多テープTuring機械と計算量（諸定義）
８ 多テープTuring機械と計算量（時間量と領域量）
９ 領域圧縮と加速
１０ 階層定理
１１ Savitchの定理
１２ 計算量のクラスの概念
１３ 還元可能性
１４ クラスNP
１５ NP完全な問題
※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 輪講における解説状況および講義や輪講での議論の参加状況などを総合して評価を行う。特に、評価にお
いては、意欲的に講義・輪講に参加したか否かを重視する。

教科書等
教科書：有川節夫・宮野悟共著「オートマトンと計算可能性」(培風館)
参考書：足立暁生・西野哲朗共著「計算量理論概説」(朝倉書店)
参考書：Michael Sipser(著), 渡辺 治 (翻訳), 太田 和夫 (翻訳)「計算理論の基礎」(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。
講義内容・資料作成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】高専修(数学): 解析学及び幾何学の理論的な応用等についての教育の方法及び技術の習得および
教授法の習得を目指します。



科目名 視覚情報学特論

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 １、２年生

講義形態 講義

概要

授業形態：講義とプレゼンテーションの実習

人間の視覚系を中心にその情報処理のメカニズムを、解剖学的構造、生理学的特性、心理物理学的特性か
ら論ずる。さまざまな視覚情報の中から基本的な情報をとりあげ、明るさ・色の情報処理、パターンの情報処
理、運動の情報処理などについて詳しく議論する。

科目の到達目標
視覚系の情報処理メカニズムをいろいろな側面からとらえることにより、脳内の情報処理の原理を理解すると
ともに、いまだ原理が解明されていない事象・現象に対しても考察をめぐらす力を養う。また、発表形式で、学
習内容を紹介してもらうことにより、プレゼンテーションの力をつけることをねらいとする。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
【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】講義で紹介したホームページなどを見ながら講義で習ったことを復習し、疑問点などを各自で調
べることにより理解を深める。

講義内容

１．イントロダクション
２．視覚の神経生理学
３．動物の眼
４．視覚と脳
５．明るさ知覚
６．色知覚
７．運動知覚
８．形の知覚 
９．奥行き知覚
10. 知覚学習
11. 視覚と芸術
12. 錯覚
13. 視覚と意識
14. ディスカッション
15. まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

以下の基準に従い、プレゼンテーション50点、レポート50点の割合で評価します。
【プレゼンテーション】事前に学習した内容をプレゼンテーションする課題を１人２回程度行い、学習の深さや
プレゼンテーションの能力を評価します。
【レポート】講義に関連した課題に関するレポートを提出してもらい、講義内容に関する理解力、応用力、文章
力などを評価します。

教科書等

教科書等：なし
参考書：リチャード・L・グレゴリー著、近藤倫明、中溝幸夫、三浦佳世訳「脳と視覚－グレゴリーの視覚心理学
－」ブレーン出版、田崎京二、大山正、樋渡涓二「視覚情報処理」朝倉書店、永野俊、梶真寿、森晃徳「視覚
系の情報処理」啓学出版

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】高専修（数学）



科目名 情報科学特別講義

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 笹岡 貴史（代表教員）、道田 奈々江、町澤 昌宏、金山 範明、原田 宗子、小野 健太郎

履修時期 前期（集中講義）

履修対象 １、２年次生

講義形態 講義

概要

人間性豊かに生活するためには、知性だけでなく「感性」をコンピュータで扱い、コミュニケーションや情報シ
ステムの設計開発に役立てる必要がある。この講義では、「感性」に焦点をあて、人の本質を理解するための
脳活動計測とそれに基づく工学応用を解説する。この授業では講義のほか、プロトタイプ製作やグループディ
スカッションなど、実装や評価、今後の情報社会に関する演習を含む。

科目の到達目標 「感性」をコンピュータで扱うための脳科学の方法論や工学への応用を題材として、「感性」に関する最新の研
究動向、将来展望について理解を深めることを目標とする。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 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「感性」に関する技術動向や、脳科学に興味を持ち、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、まとめたり話しあったりする。

講義内容

１．人の本質（感性）を理解する（担当：笹岡）
２．グループディスカッション（担当：笹岡）
３．脳を計測する：脳構造、脳機能、脳計測（担当：原田）
４．グループディスカッション（担当：原田）
５．音楽の脳科学（担当：小野） 
６．グループディスカッション（担当：小野）
７．脳を解読する：Brain Computer Interface (BCI)（担当：町澤）
８．グループディスカッション（担当：町澤）
９．脳を簡便に計測する（担当：金山）
１０．グループディスカッション（担当：金山）
１１．感性、脳の知識を工学に応用する（担当：道田）
１２．グループディスカッション（担当：道田）
１３．総合討論（担当：全担当教員）
１４．総合討論（担当：全担当教員）
１５．発表（担当：全担当教員）

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 「感性」を扱うための脳科学とその工学への応用について、それぞれ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、それらの平均値を最終評価とする。

教科書等 特になし

担当者プロフィール

笹岡貴史：広島大学脳・こころ・感性研究センター准教授
・実務経験 京都大学大学院情報学研究科「特殊研究I」（2006年～2012年），京都光華女子大学（学部生向
け）「アカデミックライティング」（2007年～2010年），京都大学大学院情報学研究科「認知科学基礎論」
（2012年～2014年），広島大学医歯薬保健学研究科「医工学イノベーション特論」（2017年）
道田奈々江：広島大学社会産学連携室特任准教授
町澤昌宏：国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構研究員
金山範明：国立研究開発法人産業技術総合研究所研究員
原田宗子：広島大学大学院医歯薬保健学研究科特任助教
小野健太郎：広島大学大学院医歯薬保健学研究科特任助教

授業に関連する実務経
験

備考 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。



科目名 システム工学特別講義

単位数 2.0

担当者

武藤 伸洋 日本大学 工学部教授 
篠澤 一彦 大阪教育大学 教育学部教授 
大須賀 公一 大阪大学大学院 工学研究科機械工学専攻教授
中山 彰 日本電信電話株式会社 研究企画部門 R＆Dビジョン

履修時期 前期（集中講義）

履修対象 １、２年生

講義形態 講義

概要 本講義では、知能ロボットに関する最新トピックを幅広く紹介すると共に、それを構成する重要な要素技術の
基礎知識を習得する。

科目の到達目標 知能ロボットに関する最新動向を理解し、各講師が示す受講目標を達成すること。

受講要件 Matlabの基本知識を有することが望ましい。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 特に無し

講義内容

第１回 知能ロボットの要素技術（耳）概要
第２回 音信号処理の基礎(雑音抑制)
第３回 音信号処理の基礎(音源定位)
第４回 音信号処理の基礎(音源分離) 
第５回 知能ロボットのインタラクション概要
第６回 インタラクションプログラミング１
第７回 インタラクションプログラミング２
第８回 ロボットマニピュレータの概要
第９回 運動学と逆運動学
第10回 ヤコビアンと可操作性楕円
第11回 産業用ロボットの教示再生方式
第12回 知能ロボットの知能とは？
第13回 知能はどこにあるのか？
第14回 制御の「メガネ」で知能を見る
第15回 制御と知能

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 出席状況と授業中の意見交換，およびレポートを通じて総合的に評価する．

教科書等 資料を配付する

担当者プロフィール

武藤 伸洋
http://kenkyu-web.cin.nihon-u.ac.jp/Profiles/130/0012914/profile.html
篠澤 一彦
http://kenkyu-web.bur.osaka-kyoiku.ac.jp/Profiles/9/0000803/profile.html
大須賀 公一
https://www-dsc-mech.eng.osaka-u.ac.jp/member/osuka
中山 彰
（博士）NTT研究所にて音声処理技術に関する研究に従事

授業に関連する実務経
験

備考 ノートPCを用意することが難しい場合は、事前に岩城(iwaki@hiroshima-cu.ac.jp) に相談すること。



科目名 ロボティクス特論

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 修士1年生、2年生

講義形態 講義

概要

授業形態：講義。学部で培った基礎的なロボット技術をベースに、研究活動に直結する高度で最先端のロ
ボット工学へと発展させる。学術だけではなく、最新の製品・ビジネス動向、さらには、国内外学会活動、論文
執筆・発表スキル、特許等、幅広いロボティクス関連の話題を提供し、それを基に発表会形式で議論する。

Based on the fundamental robot technology learned in undergraduate school, we will proceed to advanced
robotics directly linked to research activities.
Not only academia but also business trends related to latest robotics topics will be discussed.
As an elementary exercise for presentation in international conference, we will practice presentation and
discussion using the student's graduation thesis.

科目の到達目標 教師側から提供する情報に基づき、学生自らがレポートやプレゼンテーション（英語含む）で提案・発表するこ
とで、ロボット関連学会で発表・質疑応答ができるようになる。

受講要件 学部においてロボット工学関連の授業単位を取得していること。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 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．序論
２．ロボティクスの最新技術・学会・特許・ビジネス関連情報
３．学生の卒論発表と技術討論１（ロボティクス分野）
４．学生の卒論発表と技術討論２（メカトロニクス分野）
５．学生の卒論発表と技術討論３（インタフェース分野）
６．ロボティクス関連技術ニュース（英語）のディクテーション１（ICRAダイジェストメカトロ系）
７．ロボティクス関連技術ニュース（英語）のディクテーション２（ICRAダイジェストサービスロボット系）
８．ロボティクス関連技術ニュース（英語）のディクテーション３（ICRAダイジェストインタフェース系）
９．技術英語コミュニケーション基礎訓練１（日常会話）
１０．技術英語コミュニケーション基礎訓練２（初等数学の英語による授業理解）
１１．技術英語コミュニケーション基礎訓練３（線形代数の英語による授業理解）
１２．学生の卒論の英語による発表１（ロボティクス分野）
１３．学生の卒論の英語による発表２（メカトロニクス分野）
１４．学生の卒論の英語による発表３（インタフェース分野）
１５．まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 レポート提出率：10割、プレゼンテーション回数：2以上を単位取得必須条件とし、英語による発表と質疑応答
を総合的に判断して成績を決定する。

教科書等 毎回プリント配布。
参考書：ロボット制御の実際（コロナ社）計測自動制御学会編

担当者プロフィール
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。

授業に関連する実務経
験

実務経験：1984年4月～2007年3月 NTT研究所に勤務（ロボット研究に従事）

備考



科目名 暗号と情報セキュリティ特論

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 1, 2年生

講義形態 演習

概要

セキュリティは情報システムに必須とされる技術の一つであり，その中でも，暗号理論はセキュリティを確保
するための基盤技術である．
本講義では，暗号の背景となる整数論等の基礎理論から，暗号の応用に至るまで，一通りの理論と技術を学
ぶことを目的とする．

科目の到達目標 暗号の基本的な理論および技術を身につける．

受講要件 情報セキュリティ概論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

事前学修としては，講義予定の内容を教科書で確認し，理解できない点を明らかにしておく．事後学修として
は，必ず講義の内容を自分で再度確認する．毎回の講義内容は，それ以前の内容の理解を前提としている
ので，もし理解できなければ今後の講義内容が理解できなくなる．分からない内容については積極的に教員
に質問すること．

講義内容

1. 情報セキュリティと暗号概論
2. 共通鍵暗号
3. 擬似ランダム性
4. メッセージ認証
5. ElGamal暗号
6. DH鍵配送
7. RSA暗号
8. 計算数論
9. 平方剰余型暗号
10. ハッシュ関数
11. ディジタル署名
12. 秘密分散
13. 零知識型認証
14. 楕円曲線暗号
15. 確率的暗号系

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 発表，レポート，積極的参加度，授業態度により総合的に評価する．

教科書等

教科書：
黒澤，尾形．現代暗号の基礎数理 (電子情報通信レクチャーシリーズ)．コロナ社．

参考書：
宮地，菊池（編）．情報セキュリティ (IT Text)．オーム社
H. Delfs and H. Knebl, "Introduction to Cryptography: Principles and Applications", 2nd ed., Springer.
J. Katz and Y. Lindell, "Introduction to Modern Cryptography", 2nd ed., Chapman and Hall.

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】中・高専修（数学）



科目名 組込みアーキテクチャ設計・ソフトウェア設計特論

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 前期

履修対象 １、２年生

講義形態 講義

概要

授業形態：講義
組込みソフトウェア開発に必要な基礎知識のうち、以下の項目に焦点を絞り講義する：
・組込みシステムの概要・特徴
・組込みシステムにおけるハードウェア
・割り込み処理
・並行処理（マルチタスク，同期，排他制御など）
・リアルタイム処理（スケジューリング技術，リアルタイムOSなど）
・状態遷移モデルによる仕様記述および検証技術（プロセス代数，モデル検査）

科目の到達目標 組込みソフトウェアを、与えられた制約を満足するように設計するための基礎知識を習得する。

受講要件 コンピュータ・アーキテクチャの基礎について学んでおり、有限状態機械、オペレーティングシステム等に関す
る基礎知識を持っていること。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 事前学修のための資料を随時配布する。
事後学修のためのレポート課題を課す。

講義内容

1.オリエンテーション、組込みソフトウェアの特徴
2.組込みシステムのハードウェア
3.割り込み処理の設計
4.マルチタスク環境とリアルタイムOS
5.スレッド間同期・通信
6.マルチタスクシステムのアーキテクチャ設計
7.リアルタイム性を考慮したアーキテクチャ設計
8.動的アーキテクチャ設計とモデリング
9.並行システムを構成する逐次プロセスのモデリング
10.並行実行のモデリング
11.排他制御のモデリングと検証
12.デッドロックの検証
13.安全性と活性の定義と検証
14.モデルベース設計とケーススタディ
15.まとめ
※期末試験は実施しない。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 講義中に課すレポート課題の達成度により総合的に評価する。

教科書等 講義資料は配布する。参考書については、講義中に適宜、紹介する。

担当者プロフィール

中田明夫: システム工学専攻 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．

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 【教職】高専修（情報）



科目名 組込みソフトウェア実装・シミュレーション特論

単位数 2.0

担当者 システム工学専攻 准教授 村田 佳洋

履修時期 前期

履修対象 １、２年次

講義形態 講義

概要

授業形態：講義
OSS関連教科の開発ツール17、組込み系26について学ぶとともに、問題解決のための解探索アルゴリズムと
その評価、Erlang言語による機能の実現と検証、シミュレータを用いた機能検証について講義する。また関数
型言語の概念と取り扱い方について講義する。
なお、授業形態は講義である。

科目の到達目標 Erlang言語で組込みソフトウェアの機能を実装し、適宜検証しながら開発を進める、プロトタイピング型プロセ
スを実践する知識を得る。

受講要件 組込みアーキテクチャ設計・ソフトウェア設計特論と組込みソフトウェア実装特別演習を受講していることを前
提とする。

履修取消の可否 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付する（課題を課す）．また，各講義内容ごとに，C言語での実装法につ
いて復習しておくこと．

講義内容

1.オリエンテーション、Erlang言語と実行環境
2.Erlang言語とC言語
3.Erlang言語によるプログラミング(1)～再帰関数の定義
4.Erlang言語によるプログラミング(2)～データ型
5.Erlang言語によるプログラミング(3)～ガード条件
6.Erlangインタプリータの導入とデバッグ
7.中間まとめ
8.Erlang言語によるプログラミング(4)～変数データベース
9.Erlang言語によるプログラミング(5)～アルゴリズム実装
10.資源の排他処理を必要とする演習問題
11.グローバルな変数の実現方法
12.外部への入出力(ファイル、通信)
13.C言語で実装した関数の呼び出し
14.版管理とCVSの利用
15.総括

※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
科目の到達目標の達成度合いを，受講状況，レポート課題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．

教科書等 参考書： Joe Armstrong著・榊原一矢訳「プログラミングErlang」（オーム社開発局）

担当者プロフィール

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



科目名 組込みシステムのテストと非機能的品質評価特論

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

履修対象 １、２年生

講義形態 講義

概要 授業形態：講義
組込みシステムの信頼性評価、品質評価・品質保証について講義で学びます。

科目の到達目標 組込みソフトウェアの非機能的品質評価のための理論と実践に必要となるツール利用のための知識を習得
することを目標とします。

受講要件 組込みアーキテクチャ設計・ソフトウェア設計特論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 必要に応じて事前事後学修のための課題を課します。

講義内容

1. オリエンテーション
2. 組込みソフトウェアの実装演習
3. バージョン管理システム
4. ソフトウェア・テストの理論
5. プログラム・スライスとソフトウェア・テストの設計
6. データフロー・テスティングの理論
7. テスト・カバレッジとその測定法
8. ソフトウェア信頼性評価の理論
9. ソフトウェア信頼度成長モデル
10. ソフトウェアと非機能的品質の評価
11. ソフトウェアの使い易さの定量化
12. ソフトウェアの保守性と移植性の定量化
13. 組込みシステムの機能安全性評価
14. FTAとFMEA
15. ソフトウェア・プロダクトライン

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 講義中の質疑、演習課題、レポートを考慮して総合的に評価します。

教科書等 講義中に適宜、紹介します。

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。
http://www.sos.info.hiroshima-cu.ac.jp/~shima/

授業に関連する実務経
験

備考 【教職】中・高専修（数学）



科目名 医用画像診断支援特論

単位数 2.0

担当者 医用情報科学専攻 准教授 青山 正人

履修時期 第2ターム（前期）

履修対象 1・2年次

講義形態 講義

概要

演習を伴う。

情報処理技術の応用としての医用画像診断支援の概念、背景、効果について整理する。大別すると画像中
に現れる病変などの異常部分の検出と検出された部分の良悪性鑑別がある。そこに至るまでの定量的な解
析結果を数値として、あるいは画像データ等として可視化して提示することで医師の診断を支援することも広
義の診断支援に含まれる。
以下のように実装も取り入れながら医用画像を対象とした情報処理技術の応用としての診断支援に関する
知識を深める。

1． 医用画像の診断支援に関して、輪講（洋書）形式での発表を通して受講者間で議論し、理解を深める。輪
講の準備のための調査を伴う。
2．「X線画像の照射野絞り領域の検出と高輝度領域の低輝度化」を取り上げ、対象データを整理し、具体的
なアルゴリズムを実現することにより検討したアルゴリズムの妥当性、性能を評価する方法を修得する。

科目の到達目標

情報科学の立場から、今日の診断に欠かせなくなっている医用画像について、画像からの病変部分の検出、
クラス分け、診断支援への利用までを用いられる手法の違いの比較も含めて総合的に理解する。
また基本的な画像処理技術を演習による実装を通して修得する。そこでは、医用画像診断支援の具体例を
実現する処理を対象データの整理の検討から具体的なアルゴリズム開発まで一貫した経験により実践的に
身につける。

受講要件 C言語による基本的なプログラミングが行えること。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

【事前学修】
・輪講での担当に割り当てられた範囲の内容に関して、受講者の前で発表できるように準備する。割り当てら
れた範囲を読むだけでなく、内容の理解と関連する調査も含む。
・プログラミングに関する講義、演習、実験を復習する。
・処理を実現するためのアルゴリズムについて事前に検討しておく。
【事後学修】
・発表、議論を受けて、理解が不十分な点などの気づきがあれば、さらに理解が深められるように学習する。
・作成したプログラム、処理結果、考察内容を発表できるようにまとめる。発表での議論を受けてレポートとし
てまとめる。

講義内容

第１回：背景、概要
"High-Order Statistics of Micro-Texton for HEp-2 Staining Pattern Classification"
第２回：Micro-Structure Representation in Differential Excitation Domain
第３回：Extraction of Image Representation for HEp-2 Cell
第４回：High-Order Statistics of Adaptive WLD Model
第５回："Fuzzy Object Growth Model for Neonatal Brain MR Understanding"
"Automated Lung Nodule Detection Using Positron Emission Tomography/Computed Tomography"
第６回：Nodule Detection
第７回：Experiments, Discussions
第８回：「X線画像の照射野絞り領域の検出と高輝度領域の低輝度化」の背景
第９回：画像データの扱い
第10回：画像の平滑化
第11回：エッジ検出
第12回：ハフ変換による直線検出
第13回：線ベースの形状認識
第14回：照射野絞り領域の検出と高輝度領域の低輝度化
第15回：発表会
※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
輪講における発表内容、取組、準備状況、レポート、および、プログラム作成を伴うレポート、発表会での発表
内容を総合的に評価する。
秀，優，良，可，不可の基準は履修案内に記載の通りとする。

教科書等

適宜、印刷物を配付する。
輪講で用いる図書
Artificial Intelligence in Decision Support Systems for Diagnosis in Medical; Imaging
Editors: Kenji Suzuki and Yisong Chen
ISBN: 978-3-319-68842-8
Springer
2018.



担当者プロフィール

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。

【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】高専修（情報）

履修登録者数に合わせて、その人数で幅広く効果的に医用画像診断支援を理解するために、前半で扱う
テーマや後半との比率、後半で取り扱うテーマを変更する可能性がある。



科目名 医用ロボット学特論

単位数 2.0

担当者 医用情報科学専攻 講師 長谷川 義大

履修時期 後期

履修対象 １，２年次

講義形態 講義

概要 現在，多くの医用ロボットが医療福祉分野で活用されている．本授業では，医用ロボットの感覚器として利用
されているセンサ技術を中心に，マイクロセンサ，アクチュエータについて具体的な例を交えて習得する．

科目の到達目標

現代のロボット技術に欠かせないマイクロセンサ，アクチュエータ技術についての知識を習得することを目標
とする．以下に具体的な到達目標を示す．
①マイクロセンサ，アクチュエータの構造および原理を説明できる．
②マイクロセンサの設計方針について具体的な一例を説明できる．
③実際に世の中で使用されている（市販されている）マイクロセンサについて，動作原理および使用方法を説
明できる．

受講要件 電気回路，物理学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

ロボットなどの感覚器に用いられるマイクロセンサは，自然現象や機械，電磁気，熱的等の情報を，様々な物
理，化学原理を応用して人間が扱いやすい電気信号に置き換える装置である．よって，本分野に関連する自
然科学，工学分野の予習，復習を行うことが必要である．また，講義にて配布する資料，および講義後に行う
演習課題なども併せて復習する．

講義内容

第１回 マイクロマシニング技術の歴史とマイクロセンサ
第２回 医用ロボットとマイクロセンサ
第３回 マイクロセンサの原理とその構造１
第４回 マイクロセンサの原理とその構造２
第５回 マイクロセンサの原理とその構造３
第６回 マイクロアクチュエータの原理とその構造１
第７回 マイクロアクチュエータの原理とその構造２
第８回 マイクロアクチュエータの原理とその構造３
第９回 マイクロセンサ，アクチュエータのための微細加工技術
第10回 マイクロセンサの設計法
第11回 最新のマイクロセンサの技術動向１
第12回 最新のマイクロセンサの技術動向２
第13回 IoTへのマイクロセンサの応用事例
第14回 マイクロセンサの動作実例１（圧力センサ）
第15回 マイクロセンサの動作実例２（加速度，ジャイロセンサ）
※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 授業中に実施する演習から総合的に判定する．評価基準には履修案内講義慨要記載の成績評価基準を適
用する．上記に即し，講義内容を理解していることを確認できれば単位を認定する．

教科書等

教科書：使用しない（適宜資料配布）
参考書：三田吉郎，「MEMSデバイス徹底入門」，（日刊工業）
参考書：「MEMS開発＆応用スタートアップ」，（CQ出版社）
参考書：藤田博之，「センサ・マイクロマシン工学」，（オーム社）
参考書：藤田博之，「マイクロ・ナノマシン技術入門―半導体技術で作る微小機械とその応用」，（工業調査
会）

担当者プロフィール

医用ロボット研究室に所属．ＭＥＭＳ技術を用いたマイクロセンサなどのデバイス開発に従事．

【学生の学習指導・支援体制について】
講義内容や課題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

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技術を用いた医療用センサの
開発に従事）

備考 【教職】高専修（情報）



科目名 数理科学特論Ａ

単位数 2.0

担当者 教授 田中輝雄

履修時期 前期

履修対象 1・2年次

講義形態 講義

概要

決定論的現象と非決定論的現象の違い，常微分方程式と確率微分方程式の違いを意識させながら，確率微
分方程式の基礎，数値計算法，応用について講義する．
確率微分方程式論を展開する際に必要となるブラウン運動の基礎とシミュレーション方法，また，ブラウン運
動のシミュレーションや確率微分方程式の数値計算を行う際に必要となる乱数についても解説する．応用とし
ては確率制御問題，最適停止問題等を解説する．

This lecture provides an introduction to stochastic analysis and stochastic differential equations, in both
theory and applications, emphasizing the numerical methods needed to solve such equations.

科目の到達目標

・ブラウン運動の定義，基本的な性質を理解する．
・ブラウン運動のシミュレーション方法を修得する．
・確率微分方程式の解の存在と一意性，伊藤の公式を理解し，簡単な確率微分方程式の解析解の導出方法
を修得する．
・確率微分方程式の数値計算法を修得する．
・確率微分方程式の応用を理解する．

受講要件 常微分方程式，数値計算，確率統計に関する基本的な知識が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 事前・事後学修のための資料を配付する（課題を課す）．

講義内容

第１回：測度論的確率論，確率過程
第２回：乱数，検定
第３回：ブラウン運動の定義と構成法
第４回：ブラウン運動のシミュレーション
第５回：確率微分方程式
第６回：確率積分の定義と性質
第７回：確率積分のシミュレーション
第８回：確率微分方程式の解
第９回：伊藤の公式 
第10回：確率微分方程式の数値解法（オイラー・丸山スキーム）
第11回：確率微分方程式の数値解法（ミルシュテインスキーム）
第12回：確率微分方程式の数値解法（ルンゲ・クッタスキーム）
第13回：確率制御問題と偏微分方程式
第14回：数理ファイナンス
第15回：最適停止問題

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 レポートの内容で評価する．

教科書等

教科書：特になし．第１回目に資料を配付する．

参考書： 
【確率論，確率微分方程式】
・楠岡成雄, 数学の未解決問題 21世紀に向けて 12，ランダムネス, 数理科学 8月号，pp.53-58，サイエンス
社，2000
・志賀徳造，ルベーグ積分から確率論，共立出版，2000
・長井英生，確率微分方程式，共立出版，1999

【数値計算法】
・小川重義，確率微分方程式の数値解法，数学，53(1)，pp.34-45，岩波書店，2001
・金川秀也，小川重義，確率微分方程式の数値解法 2-応用編，数学，53(2), pp.125-138，岩波書店，2001
・三井斌友, 小藤俊幸, 斉藤善弘, 微分方程式による計算科学入門, 共立出版, 2004
・四辻哲章，計算機シミュレーションのための確率分布乱数生成法，プレアデス出版，2010
・S. M. Iacus, Simulation and inference for stochastic differential equations, Springer, 2008
・P. E. Kloeden and E. Platen, Numerical solution of stochastic differential equations, Springer, 2010
・P. E. Kloeden, E. Platen and H. Schurz, Numerical solution of SDE throught computer experiments,
Springer, 2003

【数理ファイナンス】 
・S. E. Shreve 著, 長山いづみ 他訳，ファイナンスのための確率解析Ⅰ，丸善出版，2012
・S. E. Shreve 著, 長山いづみ 他訳，ファイナンスのための確率解析Ⅱ，丸善出版，2012 
・関根順, 数理ファイナンス, 培風館，2007
・T. Mikosch, Elementary stochastic calculus with finance in view, World Scientific，1992



担当者プロフィール

所属学会：
日本数学会（統計数学分科会），日本オペレーションズ・リサーチ学会，Institute of Mathematical Statistics，
Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability，Mathematical Optimization Society，
INFORMS(Applied Probability Society)

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をしてください．

授業に関連する実務経
験

備考 【教職】高専修（数学）



科目名 数理科学特論Ｂ

単位数 2.0

担当者 システム工学専攻 講師 岡山 友昭
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 1・2年次

講義形態 講義

概要

・非整数階微分・積分の歴史や有用性に言及した上で, 非整数階微分・積分を導入するための考え方, その
定義と性質などについて講義する.
・多項式環と単項式順序を導入した後, Gröbner 基底の根幹となる Buchberger のアルゴリズムについて解説
する. Hilbert の基底定理からこのアルゴリズムが有限回で終了することが証明できる点についても言及する.

科目の到達目標
・非整数階微分・積分を通じて解析学の分野の手法・概念や一般化の考え方を修得することを目標とする.
・多項式を処理するためのGröbner基底の基礎的な知識, および代数学の分野の手法・概念を修得すること
を目標とする.

受講要件 「線形代数学I, II」および「解析学I, II」の内容を修得していること.

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 講義ノートを整理し, 毎回のレポート課題を通して丁寧に復習を行うことを希望します.

講義内容

第1回：非整数階微分・積分の歴史と応用 (担当 岡山 友昭)
第2回：整数階積分とその性質 (担当 岡山 友昭)
第3回：ガンマ関数とベータ関数 (担当 岡山 友昭)
第4回：非整数階積分とその性質 (担当 岡山 友昭)
第5回：非整数階微分とその性質 (担当 岡山 友昭)
第6回：非整数階微分の他の定義 (担当 岡山 友昭)
第7回：非整数階微分方程式 (担当 岡山 友昭)
第8回：代数系の復習 (担当 廣門 正行)
第9回： Noether 環 (担当 廣門 正行)
第10回：単項式とその順序 (担当 廣門 正行)
第11回：Gröbner基底と割り算 (担当 廣門 正行)
第12回：Buchbergerのアルゴリズム (担当 廣門 正行)
第13回：Hilbert による Syzygies (担当 廣門 正行)
第14回：1次方程式の解法 (担当 廣門 正行)
第15回：計算手法としての Gröbner 基底の応用 (担当 廣門 正行)

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 毎回の講義で配付するレポート課題をもとに, 基本的な計算問題が出来るか, 諸概念について理解出来てい
るかという観点から評価する.

教科書等

適宜講義資料を配付する.

参考書
・A. A. Kilbas, H. M. Srivastava and J.J. Trujillo, Theory and Applications of Fractional Differential Equations,
Elsevier Science, 2006.
・丸山正樹, グレブナー基底とその応用, 共立出版, 2002.

担当者プロフィール

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.
廣門：専門は代数幾何学です. 極小モデルプログラム, Gröbner基底等に興味を持っています.

学習指導・支援体制
授業内容や課題などに関する質問を随時受け付けます. 詳細は講義にて述べます.

授業に関連する実務経
験

備考 【教職】 高専修(数学)



科目名 知能数理特論Ａ

単位数 2.0

担当者 知能工学専攻 教授 百武弘登

履修時期 前期

履修対象 １，２年

講義形態 講義

概要
「授業形態：講義」確率論や統計科学を始めとして多くの分野で用いられている数学の概念や手法を修得さ
せる．具体的には，いろいろな平均，正定値対称行列，ラグランジェの未定乗数法，不偏推定量，相関係数，
確率論や統計科学に関する逆説などについてを深く学ぶ

科目の到達目標 この講義では，統計科学のみならず多くの分野で用いられている数学の手法や概念を整理して体系的に修
得することを目標とする．また，新しい概念に出会ったときにそれを深く理解するための方法を学ぶ．

受講要件 学部で統計学に関する講義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 必要に応じて，学部で使った線形代数学や解析学などの教科書で復習してほしい．

講義内容

１ データの尺度の水準
２ いろいろな平均 相加，相乗
３ いろいろな平均 幾何，調和 
４ 正定値対称行列の特徴付け スカラーとの対応付け
５ 正定値対称行列の特徴付け 行列の平方根はあるか
６ ラグランジェの未定乗数法 計算方法の復習
７ ラグランジェの未定乗数法 定まった乗数の意味
８ 不偏推定量
９ バラツキの評価 
10 最小分散不偏推定量 
11 相関係数の性質
12 相関係数の利用上の注意
13 逆説 確率の定義に関するもの
14 逆説 データのとりまとめ方に関するもの
15 逆説のからくり
※試験期間中に期末試験を実施する。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 小テストおよびレポートで評価する．

教科書等

教材 適宜プリントを配付する．
参考書 国友直人 監修，21世紀の統計科学I 社会・経済の統計科学，東大出版会，2008
国友直人 監修，21世紀の統計科学II 自然・生物・健康の統計科学，東大出版会，2008
国友直人 監修，21世紀の統計科学III 数理・計算の統計科学，東大出版会，2008
東京大学教養学部統計学教室編，自然科学の統計学，東大出版会，1992
杉山髙一・藤越康祝・杉浦成昭・国友直人，統計データ科学事典，朝倉書店，2007

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，随時受け付けます．授業や会議あるいは出張などで
不在や多忙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】高専修（数学）



科目名 知能数理特論Ｂ

単位数 2.0

担当者 知能工学専攻 准教授 関根 光弘
知能工学専攻 准教授 齋藤 夏雄

履修時期 後期

履修対象 1, 2年次

講義形態 講義

概要

以下の内容で講義を行う。
(1) 力学系の手法や概念を修得させるとともに，生物学の諸問題のモデル化とその解析から得られる諸結果
について解説する。
(2) 楕円曲線と呼ばれる代数曲線の基本的な理論を解説する。また，楕円曲線暗号と呼ばれる暗号の数学
的な仕組みについて紹介する。

科目の到達目標
(1) 微分方程式系の定める力学系の基本的事項や解析手法を修得し，数理生物学のモデルに適用できるよ
うになること。
(2) 楕円曲線と呼ばれる曲線の数理や，それを暗号に応用した楕円曲線暗号の仕組みを理解すること。

受講要件 とくにありません。受講者の予備知識に応じて導入を行います。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 単に計算過程を追い理論を理解するのみでなく，質問や，コンピュータによる数値実験を行うことなど積極的
な参加を望みます。

講義内容

第１回：力学系の基礎事項 （担当 関根光弘）
第２回：安定性の概念とその判定方法 （担当 関根光弘）
第３回：競争モデルとその解析 （担当 関根光弘）
第４回：被食者・被食者モデルとその解析（担当 関根光弘）
第５回：被食者・被食者モデルの精密化とその解析 （担当 関根光弘）
第６回：感染症のモデルとその解析 （担当 関根光弘）
第７回：時間遅れを考慮に入れたモデルとその解析（担当 関根光弘）
第８回：数理生物学への応用(まとめ)（担当 関根光弘）
第９回：代数学の基礎事項 （担当 齋藤夏雄）
第１０回：射影平面の概念 （担当 齋藤夏雄）
第１１回：群の基礎事項 （担当 齋藤夏雄）
第１２回：楕円曲線の定義と諸性質 （担当 齋藤夏雄）
第１３回：環・体の基礎事項 （担当 齋藤夏雄）
第１４回：有限体上の楕円曲線 （担当 齋藤夏雄）
第１５回：楕円曲線の暗号理論への応用（まとめ） （担当 齋藤夏雄）

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

レポートにより, 以下の2点の到達目標についての達成度を評価します.
(1) 微分方程式系の定める力学系の基本的事項や解析手法を修得し，数理生物学のモデルに適用できるよ
うになること。(50%)
(2) 楕円曲線と呼ばれる曲線の数理や，それを暗号に応用した楕円曲線暗号の仕組みを理解すること。(50%)

教科書等 教科書はありません。参考文献等は講義時に提示します。

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] 高専修（数学）



科目名 アナログ素子・回路特論

単位数 2.0

担当者 システム工学専攻 准教授 福島 勝

履修時期 後期

履修対象 1, 2 年次

講義形態 講義

概要

電気・電子回路を構成する素子の応答を物性の観点から調べてみるとともに、これらの素子からなるシステ
ムである電気・電子回路の動作原理を素子の物性から眺めてみる。
なお、この講義では、対象を抵抗とコンデンサー、および、ダイオード、バイポーラトランジスター、FETの2つ
の
グループに絞り、その振る舞いを、それぞれ、古典論、および、量子論（バンド構造）で取り扱う（電磁気学自
身であるコイルの考察は、時間の関係上、割愛する）。このため、まず、線形応答理論に基づいた微分方程
式の解法や原子・分子の電子軌道からバンド構造への展開などを武器にして、素子動作の解析を進める。引
き続き、学んだ素子の応答原理を基に、センサ信号処理に必要な積分回路や差動増幅回路，メカトロ機器に
必要なモーター駆動回路など、いくつかの回路の動作原理の理解へ発展させ、個々の構成部品の性質から
電子回路への展開を体験していく。（授業形態：講義）

科目の到達目標

微分方程式の解法を基盤に据え、物理（主に、力学と電磁気学）や化学で学んだ原子・分子や誘電体の構造
などの知識と、電気・電子回路で学んだ回路の知識とを橋渡しして、素子の応答原理や回路の振る舞いを、
より幅広い見地から俯瞰できる素養を身に付けることをねらいとする。特に、一見まるで関係ない物理・化学
現象が、同じ微分方程式で理解できることや、電子素子が量子的現象を発現していることを認識・体験しても
らう。これにより，システムの構成モジュールである電子回路の理解を深める．

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

講義時間以外でも、講義内容を頭の隅に置いておいて、身近で起こる現象とその内容との関連について考え
て欲し
い。また、講義内容に関連しているのではないか、と思われる現象に気付いたら、講義中でも、質問してくれ
て構わない。

講義内容

1 抵抗の原理と動作
2 コンデンサー
2-1 誘電緩和
2-2 ステップ応答
2-3 正弦波応答
2-4 ブロッホ方程式とその緩和過程
3 半導体とバンド構造
4 ダイオード
4-1 バンド構造と pn 接合
4-2 動作 ( 回路 )
5 トランジスター
5-1 npn 接合と pnp 接合
5-2 動作原理
5-3 増幅回路
6 FET
6-1 MOS 接合
6-2 動作原理
6-3 動作 ( 回路 )
6-4 バイポーラートランジスターと FET の違い
7 差動増幅回路
8 各種の回路
毎回、講義の最後に、その講義で最も重要な項目について、簡単な質問を行う。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 毎講義終了時の課題、および、各内容毎の課題への取り組みなどを総合的に評価する。なお、学則に順じ、
出席回数が3分の2以上の受講者のみ評価する。

教科書等

教科書は特に指定しない。 講義内容に応じて、適宜、資料を配布したり、参考書などを紹介する。

参考書 :
小出昭一郎、「物理学」、裳華房 （学部講義「物理学」の教科書）
藤本淳夫、「常微分方程式」、裳華房 （学部講義「常微分方程式」の教科書）

担当者プロフィール

所属 : 情報科学研究科、システム工学専攻。
専門 : 物理化学。特に、簡単な分子の孤立状態(外界とエネルギー的に孤立した、という意)における量子的
振る舞いについて興味をもっており、分子分光という実験的手法により得られた実験結果を基に、理論的、お
よび、数値計算(シミュレーション)的考察とも組み合わせて、この"分子の振る舞い"に関する研究に取り組ん
でいる。

「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、研究室を訪ねてみてください。

授業に関連する実務経
験

【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)】

備考



科目名 知能ロボティクス特論

単位数 2.0

担当者 講師 池田徹志

履修時期 後期

履修対象 博士前期課程１・２年次

講義形態 講義

概要

日常環境で我々の生活を賢く支える知能ロボットシステムを実現するためには，各種のセンサを用いた認識
技術や，経験から学ぶ機械学習の技術が重要である．本講義では，知能ロボットシステムで利用されるパ
ターン認識や機械学習の手法を学び，学んだ手法を実際にデータに適用する課題の発表を通じ，手法の利
点欠点を含めた実践的な理解を深める．

科目の到達目標
知能ロボットシステムを実現するためのパターン認識や機械学習の手法について学ぶとともに，学んだ手法
を実際にデータに適用する課題を通じて，手法の特徴や問題点を理解し，使える技術を身につける．また，課
題の発表と質疑を通じて発表および議論の能力の向上を目指す．

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 講義に出席し，担当する課題の発表を行うこと．

講義内容

１．知能ロボティクス概論
２. 回帰（線形回帰分析）
３. 回帰（重回帰分析，非線形回帰）
４. 分類（線形判別分析，k最近傍法）
５. 分類（決定木，Random Forest）
６. 分類（SVM）
７. 分類（ニューラルネットワーク）
８. 分類（ディープラーニング）
９. 時系列情報処理（カルマンフィルタ，パーティクルフィルタ）
１０. 時系列情報処理（再帰的ネットーワーク）
１１. 教師無し学習（主成分分析）
１２. 教師無し学習（クラスタリング）
１３. 強化学習
１４. 課題発表（前半）
１５. 課題発表（後半）
受講者の理解度に応じて，授業の内容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 プログラム作成を伴う課題の発表内容，発表に対する質疑内容，授業中の質疑内容により総合的に評価す
る．

教科書等 教科書: 特になし．
適宜資料を配布する．講義内容により，参考書・参考文献を紹介する．

担当者プロフィール

知能ロボティクスに関する研究に従事．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．
授業内容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，電子メールなど
で事前に連絡して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

2009年7月～2016年3月 （株）国際電気通信基礎技術研究所に勤務（人物行動予測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



科目名 バーチャルリアリティ特論

単位数 2.0

担当者 システム工学専攻 講師 脇田 航

履修時期 前期

履修対象 １，２年

講義形態 講義

概要 バーチャルリアリティを実現するために必要な構成要素とシステムについて、とくにヒトと感覚、マルチモーダ
ルシステムについて講義する。また、VR業界の最新動向や事例についても紹介する。

科目の到達目標 バーチャルリアリティを実現するために必要な構成要素、システムについて深く学ぶとともに、課題を通して最
新事例の調査能力を養う。

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 参考書や関連するニュース、イベント、最新事例等を調査し、ノートに整理する。

講義内容

１．イントロダクション
２．ヒトと感覚（視覚、聴覚、味覚、嗅覚、前庭感覚）
３．ヒトと感覚（体性感覚、内臓感覚、モダリティ間相互作用）
４．バーチャルリアリティ・インタフェース
５．視・聴覚呈示システム
６．触覚呈示システム
７．力覚呈示システム
８．前庭感覚呈示システム
９．歩行感覚呈示システム
１０．その他感覚呈示システム
１１．バーチャル世界の構成手法
１２．複合現実感、テレイグジスタンスと臨場感コミュニケーション
１３．最新コンテンツ事例

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 課題研究について大学が定めた基準に従って成績を評価する。

教科書等 必要に応じて資料を配布する．
参考書：バーチャルリアリティ学（コロナ社）日本バーチャルリアリティ学会 編

担当者プロフィール
http://rsw.office.hiroshima-cu.ac.jp/Profiles/13/0001274/profile.html
質問や相談は随時受け付けています．研究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

株式会社Lumbus技術顧問

備考



科目名 システム工学特別演習Ⅰ

単位数 2.0

担当者 システム工学専攻 担当全教員（代表教員：教授（専攻長）)

履修時期 前期

履修対象 １、２年生

講義形態 演習

概要 システム工学に関する最新の文献を研究し、ディスカッションを行う。 
この演習を通じて、文献サーベイの重要性の認識と最新の研究動向の把握を行う。

科目の到達目標 所属研究室長と相談し目標を定める

受講要件 研究室に配属され、各テーマに向けて検討を行っていること

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 所属研究室長と相談し内容を定める

講義内容 所属研究室長と相談し内容を定める

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 演習を通じて行われる文献調査，調査研究発表，ディスカッションなどを総合的に評価する．

教科書等 所属研究室長と相談し文献等を定める

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 システム工学特別演習Ⅱ

単位数 2.0

担当者 システム工学専攻 担当全教員（代表教員：教授（専攻長）)

履修時期 後期

履修対象 １、２年生

講義形態 演習

概要 システム工学に関する最新の文献を研究し、ディスカッションを行う。 
この演習を通じて、文献サーベイの重要性の認識と最新の研究動向の把握を行う。

科目の到達目標 所属研究室長と相談し目標を定める

受講要件 研究室に配属され、各テーマに向けて検討を行っていること

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 所属研究室長と相談し内容を定める

講義内容 所属研究室長と相談し内容を定める

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 演習を通じて行われる文献調査，調査研究発表，ディスカッションなどを総合的に評価する．

教科書等 所属研究室長と相談し文献等を定める

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 システム工学特別演習Ⅲ

単位数 2.0

担当者 システム工学専攻 担当全教員（代表教員：教授（専攻長）)

履修時期 前期

履修対象 １、２年生

講義形態 講義

概要 システム工学に関する研究課題を与え、調査、問題把握、調査解析、結果の整理、解釈など、結論に至る各
過程を実際に経験させ、研究報告の方法を学習する。

科目の到達目標 所属研究室長と相談し目標を定める

受講要件 研究室に配属され、各テーマに向けて検討を行っていること

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 所属研究室長と相談し内容を定める

講義内容 所属研究室長と相談し内容を定める

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 演習を通じて行われる文献調査，調査研究発表，ディスカッションなどを総合的に評価する．

教科書等 所属研究室長と相談し文献等を定める

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 システム工学特別演習Ⅳ

単位数 2.0

担当者 システム工学専攻 担当全教員（代表教員：教授（専攻長）)

履修時期 後期

履修対象 １、２年

講義形態 演習

概要 システム工学に関する研究課題を与え、調査、問題把握、調査解析、結果の整理、解釈など、結論に至る各
過程を実際に経験させ、研究報告の方法を学習する。

科目の到達目標 所属研究室長と相談し目標を定める

受講要件 研究室に配属され、各テーマに向けて検討を行っていること

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 所属研究室長と相談し内容を定める

講義内容 所属研究室長と相談し内容を定める

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 演習を通じて行われる文献調査，調査研究発表，ディスカッションなどを総合的に評価する．

教科書等 所属研究室長と相談し文献等を定める

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 自主プロジェクト演習

単位数 2.0

担当者 情報科学研究科長、全准教授、講師

履修時期 後期

履修対象 １，２年生

講義形態 演習

概要
情報科学研究科の学生が専攻および研究科の枠を越えてプロジェクトを編成し、自ら選定した課題および公
募された課題について調査・研究・研究成果の発表を行なう。問題発見能力を高めるとともに、学際的な調
査・研究を通じて幅広い視野の育成を図る。

科目の到達目標 問題発見能力を高め、学際的な調査・研究を通じて幅広い視野を身につける。

受講要件 特になし

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由

事前・事後学修 特に無し

講義内容

１ 研究テーマを設定する（自ら設定したテーマあるいは提案されたテーマ、学会等のコンテストに応募するも
の等）
２ 必要があれば専攻や研究科の枠をこえてプロジェクトチームを構成する
３ 研究計画書を作成する
４ 研究を行ううえで必要となる物品を考えて決められた研究経費額内におさめ研究計画と一緒に提出する
５ 研究科委員会で申請が認められた場合、計画の内容と研究費について適当かどうかを検討し再度研究計
画書を再調整する
６ 実際に調査・研究を実施する
７ 演習（研究）の結果を報告書にまとめる
８ 成果の発表をおこなう

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 演習計画書、報告書、発表会の内容に基づき、自主プロジェクト演習指導委員会委員と外部委員を加えた自
主プロジェクト演習評価委員会の合議により、評価を決定する。

教科書等 特に指定しない

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 インターンシップⅠ

単位数 2.0

担当者 システム工学専攻 担当全教員（代表教員：教授（専攻長）)

履修時期 集中

履修対象 １、２年生

講義形態 実習

概要

インターンシップに参加し、実社会と直接かかわるプロジェクトを通じて、具体的な現実の問題への取り組み
を経験する。 
履修ガイダンスへの参加、企業での実習（おおむね２週間以上）、報告会での報告、討論，報告書とりまとめ
を行う。

科目の到達目標 実習期間を通じ、日頃の研鑽の成果を自覚することができ、次の目標を立てることができる。

受講要件 受け入れ先と指導教員の了承を得ていること

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 企業研究並びに必要と思われる科目の復習

講義内容 実習先に一任

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 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．

教科書等 なし

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 インターンシップⅡ

単位数 2.0

担当者 システム工学専攻 担当全教員（代表教員：教授（専攻長）)

履修時期 集中

履修対象 １、２年生

講義形態

概要

インターンシップIに引き続き、インターンシップに参加し、実社会と直接かかわるプロジェクトを通じて、具体的
な現実の問題への取り組みを経験する。 
履修ガイダンスへの参加、企業での実習（インターンシップⅠと合わせておおむね４週間以上）、報告会での
報告、討論、報告書とりまとめを行う。 

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 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．

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



科目名 製品企画プロジェクト特別演習

単位数 1.0

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 １、２年生

講義形態 演習

概要

授業形態：演習
特定の産業分野を選び、その新製品を企画するための調査、製品計画の策定、要求仕様の定義、UML等の
仕様記述言語に基づく機能仕様書の作成、Erlang 等のプログラム言語によるプロトタイプ開発を、グループ
ワークにより習得する。

科目の到達目標

・企業等において組込みソフトウェアが重要な構成要素となる製品を企画し、その企画が妥当なものであるこ
とを検証する知識を得る。
・グループワークを通じてチームによるソフトウェア開発の方法論の基礎を習得する。
・プロトタイプ実装を通じて、組込みソフトウェアプログラミングの応用技術を習得する。

受講要件
・組込みアーキテクチャ設計・ソフトウェア設計特論，組込みソフトウェア実装・シミュレーション特論，および組
込みソフトウェア実装特別演習を受講していることを前提とする。
・グループワークによる演習実施のため，受講者が2名未満であれば開講しない。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 特になし。

講義内容

第1回 オリエンテーション、チーム作り、第１回演習（製品企画）
第2回 第２回演習（製品企画）
第3回 第３回演習（製品企画）
第4回 中間報告（製品企画）、第４回演習（製品企画）
第5回 第５回演習（上流設計）
第6回 第６回演習（上流設計）
第7回 中間報告（上流設計）、第７回演習（上流設計）
第8～14回 プロトタイプ実装演習
第15回 最終成果報告

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 チームの一員として与えられた責務を全うし、より良い製品企画を提案すべく他のメンバーと協調して作業
し、成果を出すことにどの程度貢献したかを評価する。

教科書等 資料は配布する。参考書については、演習中に適宜、紹介する。

担当者プロフィール

中田明夫: システム工学専攻 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．

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



科目名 組込みソフトウェア実装特別演習

単位数 1.0

担当者 システム工学専攻 准教授 村田佳洋

履修時期 前期

履修対象 １、２年次

講義形態 演習

概要

授業形態：演習
システムを企画し，UMLに基づいて設計する．「組込みソフトウェア実装・シミュレーション特論」で学んだ
Erlang により機能を実装し，これを検証する．さらに，実装された複の機能を統合し検証する．以上のことに
ついての演習を行う．

科目の到達目標 Erlang言語を活用した組込みソフトウェアのプロトタイピング型開発に基づき、効率的にソフトウェア開発を実
施するための知識を得る。

受講要件 組込みアーキテクチャ設計・ソフトウェア設計特論と組込みソフトウェア実装・シミュレーション特論を受講して
いることを前提とする。

履修取消の可否 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付する（課題を課す）。

講義内容

1.オリエンテーション、開発環境の導入
2.機能仕様の確認と作業分担・スケジュールの決定
3.アーキテクチャ設計案の作成
4.アーキテクチャ設計案のレビュー
5.ソフトウェア設計案の作成(分担)
6.ソフトウェア設計案のレビュー(1)
7.ソフトウェア設計案のレビュー(2)
8.Erlangによるコンポネント実装と検証(分担)
9.コンポネントの統合とテスト(1)
10.コンポネントの統合とテスト(2)
11.システム統合と動作確認
12.システム・テスト(1)
13.システム・テスト(2)
14.システムの信頼性評価
15.まとめの発表と質疑応答

※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
チームの一員として与えられた責務を全うし、より良い製品企画を提案すべく他のメンバーと協調して作業
し、成果を出すことにどの程度貢献したかを受講状況により評価する。また、開発したシステムを発表により
評価する。評点に対する評価は履修規定のとおり。

教科書等 資料は配布する。参考書については、演習中に適宜、紹介する。

担当者プロフィール

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



科目名 ロボットビジョン特論

単位数 2.0

担当者 システム工学専攻 教授 李 仕剛

履修時期 前期

履修対象 １、２年生

講義形態 講義

概要

ロボットに視覚を持たせるのは、知能ロボットの実現に欠かせないことである。本講義の授業形態は講義と
し、ロボット工学において広く使われている広い視野をもつカメラの画像処理法の基礎について学ぶ。

A mobile robot needs to sense its environment for almost all talks.
Using a spherical camera can observe the surrounding environment simultaneously.
In the course, we focus on the acquisition, representation, processing and applications of a spherical image.

科目の到達目標 広い視野をもつ魚眼カメラや全方位カメラの画像処理における基礎知識としての球面カメラモデル、球面画
像の表現、フィルター処理、特徴抽出、ステレオ法を習得することを目標とする。

受講要件 C言語でのプログラム作成が行えること

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 事前学修としては、配られるプリントを読み，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
的に演習課題を完成することで学習の定着度を高めるようにしてほしい。

講義内容

第1回 ロボットビジョンと球面視覚
第2回 ディジタル画像、ユークリッド幾何学の基礎、同次座標、開発関連ツール
第3回 透視カメラのパラメータ推定と環境におけるカメラの姿勢推定
第4回 透視画像の特徴抽出
第5回 透視画像ステレオ法
第6回 演習1：画像処理入門
第7回 球面幾何および球面の標本化とデータ構造
第8回 球面カメラモデルおよび球面画像の獲得
第9回 球面画像の表現
第10回 演習２：全天周画像から透視画像の生成
第11回 球面モデルによる画像処理
第12回 球面画像ステレオ法
第13回 離散球面画像の表現、勾配とラプラシアンの算出
第14回 離散球面画像の特徴抽出
第15回 まとめと演習３：全天周画像における物体の追跡

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 演習課題のプログラム作成に伴うレポート提出ならびに発表会での発表内容を総合的に評価する

教科書等

使用しない。適宜プリントを配布する。

参考書：
Richard Szeliski(著)：Computer Vision: Algorithms and Applications (Texts in Computer Science),
Springer,2010.
藤本 雄一郎 (著), 青砥 隆仁 (著), 浦西 友樹 (著), 大倉 史生 (著), & 3 その他：OpenCV 3 プログラミングブッ
ク

担当者プロフィール

李 仕剛：ロボットビジョン、知的自動車、マン・マシン・インターフェース、脳視覚情報処理に関する研究に従事
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



科目名 認識システム特論

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 後期

履修対象 １，２年

講義形態 講義

概要 認識システム特論では深層学習を中心に，音や画像などのメディア情報の特徴量抽出，モデル構築，モデル
の推定精度評価及び識別までを学ぶ．授業形態は講義である．

科目の到達目標 受講生が音や画像などのメディアを対象に，所望の識別また認識について深層学習を用いて実現することが
できる知識と方法を習得する．

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 １．講義にて学んだ内容を中心に各自の計算機などで演習を行う．
２． Linux, Windows及びMacのいずれかにおいて，CUIの操作ができることが望ましい．

講義内容

１．音及び画像を対処としたパターン認識の基礎
２．仮想開発環境とPython
３．ディープラーニング向けのライブラリ-Tensorflow, Keras-
４．ニューラルネットワークを用いた論理回路
５．単純パーセプトロン
６．ロジスティック回帰
７．多ロジスティック回帰
８．多層パーセプトロン
９．DNN(Deep Neural Network)とCNN（Convolutional Neural Network）
１０．手書き文字認識を対象とした深層学習の構築と検証
１１．活性化関数及び隠れ層の影響評価
１２．音及び画像を対象とした入力データの扱い
１３．音及び画像を対象とした機械学習の構築
１４．音及び画像を対象とした機械学習の検証
１５．音及び画像を対象とした機械学習の成果発表会

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 演習，レポート及び作成した機械学習を用いた認識・識別システムの独創性や完成度などを総合的に評価す
る．評定は学生ハンドブックの記載された基準で行う．

教科書等 必要に応じて資料を配布する．

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音声信号処理などに関わる研究を行っている．

授業に関連する実務経
験

備考 ラップトップ型の計算機を持ち込んだ上で講義の内容を確認・実践することが内容理解の手助けとなる場合
がある．



科目名 バイオ情報学特論

単位数 2.0

担当者 医用情報科学専攻 教授 鷹野 優，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 1・2年生

講義形態 講義

概要

生物の高度な情報処理システムを学ぶことで，ロボットや自動機械システムの計測制御への応用，化学反応
触媒・センサなどの「ものつくり」への応用の基盤となる学識の習得を目指す。まずはタンパク質，核酸などの
生体材料について深く学習する。そして，遺伝情報の伝達と発現，エネルギー生産、代謝調節，シグナル伝
達を題材に，生物がどのように生体材料を使って情報処理を行うのかを理解する。さらに，生物材料の情報
科学への応用例としてバイオセンサを取り上げ，バイオセンサの歴史，分類，原理，応用などについての学
識を深める。

The course addresses computer-based calculations within biophysics. The objective of the course is
learning theoretical basis and practical applications of computational methods relevant to biophysical
research problems.

科目の到達目標

生物の「知恵」を情報処理、「ものつくり」に役立てるため，タンパク質や核酸などの生物材料の役割・応用，
生物における遺伝情報の伝達と発現，エネルギー生産、代謝調節，シグナル伝達などの生命現象の基礎
を，自主学習調査と発表を通じて理解する。これにより，情報とバイオの重複する分野における問題の認識と
整理，調査研究，意見のまとめと発表ができるようになる。

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 事前・事後学習のための課題を課す。

講義内容

１．概論（鷹野）
講義の進め方と評価方法、何のために何を学ぶか
２．生体材料１：タンパク質（鷹野）
アミノ酸、構造の階層性
３．生体材料２：核酸（DNA・RNA）、糖、脂質（鷹野）
遺伝子、染色体、mRNA、tRNA、rRNA、リボザイム
４．遺伝情報の伝達と発現１：セントラルドグマ、DNAの複製（鷹野）
DNAポリメラーゼ、校正、DNA修復、相同組換え
５．遺伝情報の伝達と発現２：DNAからRNA（転写）、RNAからタンパク質（翻訳）（鷹野）
RNAポリメラーゼ、リボソーム、遺伝子調節タンパク質、タンパク分解、翻訳後修飾
６．遺伝情報の処理３：遺伝子工学・タンパク質工学（鷹野）
遺伝子クローニング、組換えDNA、人工タンパク質、機能改変
７．代謝調節：糖代謝（鷹野）
解糖、発酵、クエン酸回路
８．エネルギー生産：呼吸と光合成（鷹野）
酸化的リン酸化、ATP合成、葉緑体、エネルギー変換
９．シグナル伝達１：細胞間シグナル伝達（鷹野）
内分泌系、ホルモン
１０．シグナル伝達２：細胞内シグナル伝達（鷹野）
イオンチャネル、Gタンパク質受容体
１１．バイオセンサ１ 概論，生体機能の工学的応用（釘宮）
バイオセンサの原理
１２．バイオセンサ２ 酵素センサ（釘宮）
血糖測定用センサ
１３．バイオセンサ３ 医療，食品，環境分野における利用（釘宮）
病態計測、鮮度計測、味の計測、環境計測
１４．バイオセンサ４ 免疫センサ，DNAセンサ（釘宮）
免疫反応、病態計測、DNAセンサ、
１５．バイオセンサ５ マイクロチップ（釘宮）
マイクロ・ナノ化学、マイクロチップ型バイオセンサ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

レポート，講義中の発表・議論を総合的に評価する。

評価基準
1. 生体材料（タンパク質・核酸など）に関する用語・基礎知識について説明できること。
2. 生物の情報処理（遺伝情報の伝達と発現，エネルギー生産、代謝調節，シグナル伝達）に関して、その特
徴を適切な用語を使って説明できること。

教科書等 プリントを配布する。

（鷹野）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に従事
（釘宮）分子認識化学、バイオセンサーの研究に従事



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】高専修（情報）



科目名 生物情報処理特論

単位数 2.0

担当者 医用情報科学専攻 准教授 釘宮 章光、医用情報科学専攻 講師 香田 次郎、医用情報科学専攻 講師 齋藤
徹

履修時期 前期

履修対象 1・2年生

講義形態 講義

概要

生物における情報伝達システムや生体材料についての理解を深め、そのしくみや機能を医療や自動機械シ
ステムなどの「ものづくり」へ応用するための基礎的学識の修得を目指す。まず免疫、神経情報系等の情報
伝達に関する生物学的材料について概説し、情報伝達システムについて学習する。また、生物情報あるいは
生物の有する機能の「ものづくり」への応用例として、バイオミメティクスやバイオマテリアルについても講義す
る。

科目の到達目標

生物の有する優れた「知恵」や「構造」、「機能」を「ものづくり」の分野に役立てるため、タンパク質や遺伝子な
どの生物材料と役割、生物における生体防御機構系、情報伝達と制御など、生命現象の基礎を修得し、さら
に自主学習調査と発表を通じて生物材料への理解と関心を深める。また、工学的視点から生物反応を理解
する。これにより、情報とバイオの重複する分野における問題の認識と整理、調査研究、意見のまとめと発表
ができることをめざす。

受講要件 基礎化学、基礎生化学、生物学、分子生物学、生物工学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 配布資料の指定範囲を読み、わからない単語等は各自で調べておくこと。事後学習のための課題を課す。

講義内容

Ⅰ．生物機能とその応用（香田）
1. 血液，肺
2. 人工肺の形式
3. 熱の移動
4. 物質の移動
5. 体外式膜型人工肺（ECMO）

Ⅱ．生体分子とその応用（斎藤）
6. タンパク質の基礎
7. タンパク質の機能（イオンチャネル，Gタンパク質etc.）
8. 遺伝情報発現
9. タンパク質の分子改変
10. タンパク質のde novoデザイン

Ⅲ．生体模倣分子とその応用（釘宮）
11. 情報分子－糖鎖
12. 分子認識化学
13. ナノテクノロジー
14. バイオミメティクス
15. バイオマテリアル

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 講義での授業態度、レポート、小テスト、講義中の発表・議論を総合的に評価する。

教科書等 プリントを配布する。

担当者プロフィール

http://www.bio.info.hiroshima-cu.ac.jp/

【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、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



科目名 計算解剖学特論

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 １，２年

講義形態 講義

概要

「計算解剖学」とは，情報科学，数理科学，医用画像工学，解剖学などを基本とした境界領域の新しい学問で
あり，計算機による医用画像理解とその医療応用を目的としている．その基礎として，多様な人体の解剖構
造を計算機内で表現し，これを利用して計測結果である医用画像に含まれる構造の推定を行うための理論と
手法が重要となる．本講義では，計算解剖学の背景や関連する学問および理論の基礎知識を習得しつつ，
プログラミングを中心とした実習によって近年の医用画像理解の手法に必要不可欠な技術を学ぶ．

The “Computational Anatomy”, based on computer science, applied mathematics, anatomy, etc., is a new
discipline aimed at computerized understanding of medical images and its applications. For the purpose, it is
important to discuss theories and methodologies for computational, mathematical and statistical
representation of anatomical structures with diversities. In this lecture, students can learn backgrounds of
Computational Anatomy and fundamentals of related disciplines and theories, which are indispensable for
modern medical image understanding.

科目の到達目標

・計算解剖学が発展した背景や実際の医療の問題を含め，計算機による医用画像理解に関する基礎知識を
習得する
・多様な人体の解剖学的構造物を計算機内で表現する手法を学ぶ
・形状モデリング，画像と形状のレジストレーションなどの技術を応用して統計的形状モデルの構築と応用の
実際を習得する
・拡散MRIに基づく微細な解剖構造の推定に関する基礎知識を学ぶ

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

・講義内容をノートにまとめ，さらに詳しい内容を参考書，公開されている論文・記事などで調べる
・統計学，数理科学などの関連事項を復習する
・医学分野，特に講義と関連の深い解剖学，画像解剖学に関する書籍，公開されている論文・記事を読む
・与えられたプログラミング課題を発展させ，頑健・高速な手法に改良する

講義内容

１．概論（計算解剖学とは）
２．医用画像理解のための周辺理論（形態計測論など）
３．レジストレーション（１）概要（画像および形状の幾何変換の基礎）
４．レジストレーション（２）理論（demonsアルゴリズム, diffeomorphism, currentsなど）
５．レジストレーション（３）実習（demonsアルゴリズム実装）
６．レジストレーション（４）実習（demonsアルゴリズム実験・およびその他のアルゴリズム実装）
７．統計的形状モデル（１）概要（形状表現の基礎）
８．統計的形状モデル（２）理論（様々な統計的形状モデルと領域抽出への応用）
９．統計的形状モデル（３）実習（データ収集・統計的形状モデル構築）
10．統計的形状モデル（４）実習（統計的形状モデルのレジストレーションによる領域抽出）
11．微細解剖構造の推定（１）概要（拡散MRIの基礎）
12．微細解剖構造の推定（２）理論（拡散MRIの信号値モデル，可視化および解析法）
13．微細解剖構造の推定（３）実習（模型・標本の拡散MRIデータ収集）
14．微細解剖構造の推定（４）実習（信号値モデルへのフィッティング）
15．総論・まとめ

受講生の理解度に応じて講義および実習の内容と順序を変更することがあります．

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 授業参加度（２０％），およびレポート（８０％）により評点を計算する．評価基準は履修規定に記載の通り．

教科書等

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
・Kobatake and Masutani (Eds.), Computational Anatomy Based on Whole Body Imaging, Springer
・青木ほか，これでわかる拡散MRI（第３版）秀潤社

担当者プロフィール

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．

※授業内容に関する個別学習相談を随時受け付けていますが，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

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





科目名 医用画像診断支援特論

単位数 2.0

担当者 医用情報科学専攻 准教授 青山 正人

履修時期 第2ターム（前期）

履修対象 1・2年次

講義形態 講義

概要

演習を伴う。

情報処理技術の応用としての医用画像診断支援の概念、背景、効果について整理する。大別すると画像中
に現れる病変などの異常部分の検出と検出された部分の良悪性鑑別がある。そこに至るまでの定量的な解
析結果を数値として、あるいは画像データ等として可視化して提示することで医師の診断を支援することも広
義の診断支援に含まれる。
以下のように実装も取り入れながら医用画像を対象とした情報処理技術の応用としての診断支援に関する
知識を深める。

1． 医用画像の診断支援に関して、輪講（洋書）形式での発表を通して受講者間で議論し、理解を深める。輪
講の準備のための調査を伴う。
2．「X線画像の照射野絞り領域の検出と高輝度領域の低輝度化」を取り上げ、対象データを整理し、具体的
なアルゴリズムを実現することにより検討したアルゴリズムの妥当性、性能を評価する方法を修得する。

科目の到達目標

情報科学の立場から、今日の診断に欠かせなくなっている医用画像について、画像からの病変部分の検出、
クラス分け、診断支援への利用までを用いられる手法の違いの比較も含めて総合的に理解する。
また基本的な画像処理技術を演習による実装を通して修得する。そこでは、医用画像診断支援の具体例を
実現する処理を対象データの整理の検討から具体的なアルゴリズム開発まで一貫した経験により実践的に
身につける。

受講要件 C言語による基本的なプログラミングが行えること。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

【事前学修】
・輪講での担当に割り当てられた範囲の内容に関して、受講者の前で発表できるように準備する。割り当てら
れた範囲を読むだけでなく、内容の理解と関連する調査も含む。
・プログラミングに関する講義、演習、実験を復習する。
・処理を実現するためのアルゴリズムについて事前に検討しておく。
【事後学修】
・発表、議論を受けて、理解が不十分な点などの気づきがあれば、さらに理解が深められるように学習する。
・作成したプログラム、処理結果、考察内容を発表できるようにまとめる。発表での議論を受けてレポートとし
てまとめる。

講義内容

第１回：背景、概要
"High-Order Statistics of Micro-Texton for HEp-2 Staining Pattern Classification"
第２回：Micro-Structure Representation in Differential Excitation Domain
第３回：Extraction of Image Representation for HEp-2 Cell
第４回：High-Order Statistics of Adaptive WLD Model
第５回："Fuzzy Object Growth Model for Neonatal Brain MR Understanding"
"Automated Lung Nodule Detection Using Positron Emission Tomography/Computed Tomography"
第６回：Nodule Detection
第７回：Experiments, Discussions
第８回：「X線画像の照射野絞り領域の検出と高輝度領域の低輝度化」の背景
第９回：画像データの扱い
第10回：画像の平滑化
第11回：エッジ検出
第12回：ハフ変換による直線検出
第13回：線ベースの形状認識
第14回：照射野絞り領域の検出と高輝度領域の低輝度化
第15回：発表会
※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
輪講における発表内容、取組、準備状況、レポート、および、プログラム作成を伴うレポート、発表会での発表
内容を総合的に評価する。
秀，優，良，可，不可の基準は履修案内に記載の通りとする。

教科書等

適宜、印刷物を配付する。
輪講で用いる図書
Artificial Intelligence in Decision Support Systems for Diagnosis in Medical; Imaging
Editors: Kenji Suzuki and Yisong Chen
ISBN: 978-3-319-68842-8
Springer
2018.



担当者プロフィール

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。

【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】高専修（情報）

履修登録者数に合わせて、その人数で幅広く効果的に医用画像診断支援を理解するために、前半で扱う
テーマや後半との比率、後半で取り扱うテーマを変更する可能性がある。



科目名 視覚情報学特論

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 １、２年生

講義形態 講義

概要

授業形態：講義とプレゼンテーションの実習

人間の視覚系を中心にその情報処理のメカニズムを、解剖学的構造、生理学的特性、心理物理学的特性か
ら論ずる。さまざまな視覚情報の中から基本的な情報をとりあげ、明るさ・色の情報処理、パターンの情報処
理、運動の情報処理などについて詳しく議論する。

科目の到達目標
視覚系の情報処理メカニズムをいろいろな側面からとらえることにより、脳内の情報処理の原理を理解すると
ともに、いまだ原理が解明されていない事象・現象に対しても考察をめぐらす力を養う。また、発表形式で、学
習内容を紹介してもらうことにより、プレゼンテーションの力をつけることをねらいとする。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
【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】講義で紹介したホームページなどを見ながら講義で習ったことを復習し、疑問点などを各自で調
べることにより理解を深める。

講義内容

１．イントロダクション
２．視覚の神経生理学
３．動物の眼
４．視覚と脳
５．明るさ知覚
６．色知覚
７．運動知覚
８．形の知覚 
９．奥行き知覚
10. 知覚学習
11. 視覚と芸術
12. 錯覚
13. 視覚と意識
14. ディスカッション
15. まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

以下の基準に従い、プレゼンテーション50点、レポート50点の割合で評価します。
【プレゼンテーション】事前に学習した内容をプレゼンテーションする課題を１人２回程度行い、学習の深さや
プレゼンテーションの能力を評価します。
【レポート】講義に関連した課題に関するレポートを提出してもらい、講義内容に関する理解力、応用力、文章
力などを評価します。

教科書等

教科書等：なし
参考書：リチャード・L・グレゴリー著、近藤倫明、中溝幸夫、三浦佳世訳「脳と視覚－グレゴリーの視覚心理学
－」ブレーン出版、田崎京二、大山正、樋渡涓二「視覚情報処理」朝倉書店、永野俊、梶真寿、森晃徳「視覚
系の情報処理」啓学出版

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】高専修（数学）



科目名 光計測システム特論

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 前期

履修対象 1,2年生

講義形態 講義

概要
光計測システムでは，様々な光技術が用いられています．光計測システム特論では，それらの技術の中で特
に「干渉計測」に着目して，光の波動としての基本的な性質からこれを取り扱う数学的基礎に進み，最後に光
干渉計測の実際までを学びます．

科目の到達目標 受講生が，医用情報科学を含めた情報科学・技術分野において，干渉を中核に据えた光計測システムを活
用できる知識（特に数学的基礎）を習得する．

受講要件 特になし．

履修取消の可否 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：適宜板書を取り入れますので，ノートを基に復習を行ってください．

講義内容

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：波動：第１週
波，媒質，干渉，波動の数学的表現

２：コヒーレント光と非コヒーレント光：第２週
コヒーレント，インコヒーレント，コヒーレンス長

３：光の複素数表示（複素数の計算）：第３，４週
光の複素数表示（第３週）
加法の性質（第３週）
乗法の性質（第４週）
フーリエ解析の基礎との関連（第４週）
複素数，加法，乗法，ガウス平面，オイラーの公式

４：干渉を取り扱う数学的基礎（その１：三角関数のフーリエ級数）：第５週
三角関数，フーリエ級数，基本波，高調波，振幅，位相

５：干渉を取り扱う数学的基礎（その２：直交関数）：第６週
正弦関数，余弦関数，直交，量子力学

６：干渉を取り扱う数学的基礎（その３：フーリエ係数の導出）：第７週
フーリエ級数，三角関数の直交性

７：干渉を取り扱う数学的基礎（その４：複素フーリエ級数）：第８週
絶対値，偏角，共役複素数，実信号，負の周波数

８：干渉を取り扱う数学的基礎（その５：フーリエ変換）：第９，１０，１１週
フーリエ級数からフーリエ変換へ（第９週）
フーリエ変換と複素数（第１０週）
フーリエ変換の性質（第１１週）
周期関数，非周期関数，フーリエ変換，逆フーリエ変換

９：光干渉の数学的取り扱い：第１２，１３週
２つの平面波の干渉（第１２週）
干渉縞解析に向けた式変形（第１３週）
単色平面波の複素数表示，平面波の干渉

１０：フーリエ変換による干渉縞解析：第１４，１５週
一次元の場合（第１４週）
二次元の場合（第１５週）
通信工学，搬送波，位相情報

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 干渉を中核に据えた光計測システムを活用できる知識（特に数学的基礎）の習得の観点から，レポートまた
は発表により総合的に評価します．

教科書等 使用しません．適宜プリントを配布します．

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．



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



科目名 生体情報学特論

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 １、２年生

講義形態 講義

概要

脳内の多数の神経細胞は、複雑に結合したネットワークシステムを構成しており、脳は、既存のコンピュータ
とは異なる情報処理メカニズムで働いている。脳・神経系について理解することは、新しい情報テクノロジー
や情報デザインを創出する上でも大変有用である。本講義では、脳・神経系の機能について理解を深める。

Human brain can process much more information than current computers. Study on human brain supplies
valuable knowledge for information technology. The aim of this lecture is development of understanding on
human brain which is still unexplained.

科目の到達目標 視聴覚教材を使用しながらプレゼンテーションやディスカッションを行なうことにより、脳・神経系が行う情報処
理メカニズムについての理解を深めることを目標とする。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 事前に与えられた課題について、プレゼンテーション資料を作成し、プレゼンゼンテーションの準備を行う。事
後、講義中に配布された資料等を再度読み、理解を深める。

講義内容

1 序論
2 高次脳機能
3 脳機能局在
4 情動の脳機能
5 思考と感情
6 視覚情報処理
7 脳のおける選択的注意の機能
8 脳における予測・計画の機能
9 脳における言語処理機能
10 脳の可塑性
11 脳における記憶の機能
12 意識
13 自由意志
14 錯覚
15 脳における感覚の統合

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 ディスカッション、レポート等の内容により評価する。
評価基準は、学生便覧に記載の通りとする。

教科書等 参考書：M.F.ベアー「神経科学 カラー版―脳の探求」（西村書店）
参考書：スーザン・グリーンフィールド「脳が心を生み出すとき」（草思社）

担当者プロフィール

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



科目名 生体計測工学特論

単位数 2.0

担当者 医用情報科学専攻 講師 常盤 達司

履修時期 後期

履修対象 １・２年生

講義形態 講義

概要 生体の信号を計測するための原理・手法並びに計測信号の解析法について講義を通して学ぶ。
知識の定着を図るために、一部討論を取り入れている。

科目の到達目標 生体計測工学に関する講義を通して生体計測・解析に必要な基本的な知識を習得する。

受講要件 数学、物理、電子回路の基礎知識を有していること。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 講義に関連する文献を調査したり、学術雑誌を読んだりする。

講義内容

1) イントロダクション（生体計測工学とは）
2) 信号処理に必要な基礎知識（数学）
3) 信号処理に必要な基礎知識（電気回路，オペアンプ回路)
4) 信号処理に必要な基礎知識（内積と相関）
5) フーリエ変換（公式の成り立ち・実部と虚部の役割）
6) ローパスフィルタ、ハイパスフィルタ
7) 神経生理の基礎知識と様々な生体信号
8) 生体信号（皮膚電気活動） 
9) 生体信号（筋電図）
10) 脳波（誘発電位）
11) 脳波（事象関連電位）
12) 脳波（運動準備電位）
13) 生体信号計測装置・機器の安全性
14) 生体計測工学に関する研究紹介
15) 生体計測工学に関する討論

※授業の順序、日程は変更することがある。
※受講生の理解度に応じて講義内容を調整することがある。
※掲示板に連絡事項を掲載することがあるので必ず確認すること。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
積極的参加度、授業態度、質疑応答内容および討論内容、講義中に出題するレポート内容に基づいて総合
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 教科書・参考書等は講義内で適宜紹介する。
必要に応じて資料を配布する。

担当者プロフィール

研究室：医用情報科学専攻 脳情報科学研究室（常盤：情報科学部棟561室)

【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。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 医用情報通信特論

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 前期

履修対象 博士前期課程

講義形態 講義

概要

医用情報通信の分野は遠隔医療、生体センサシステムを用いた医療ヘルスケア・サービスなど、従来の医療
とは異なる新しいシステム・サービスが今後発展していくと期待されている。このような分野で新しい研究を
行っていくために必要な、信号処理、通信工学、情報理論、データ解析、学習理論などの技術と医用・ヘルス
ケア分野での応用技術について講義する。

This lecture aims at understanding recent advanced communication technologies related to
medical/healthcare applications. It includes dependable technology and analysis of related standardized
technology.

科目の到達目標
信号処理、通信工学、情報理論、データ解析、学習理論などの技術のうち、医用情報通信の分野で特に求め
られる基本技術を習得し、更に実際の応用分野でどのように適用されているかについて学ぶことを目的とし
て本講座を開設する。

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 講義の際に配布された資料、並びに下記に挙げた参考文献などを利用して、理解を深めることが望ましい。

講義内容

第1回 ガイダンス
第2回 情報源符号化法
第3回 変復調方式
第4回 通信路符号化技術
第5回 符号化変調方式
第6回 マルチキャリア伝送技術
第7回 ディジタル無線通信の電波伝搬
第8回 ボディエリアネットワーク（物理層における技術・方式）
第9回 ボディエリアネットワーク（MAC層における技術・方式）
第10回 データの要約法
第11回 確率に基づく表現
第12回 データマイニング
第13回 クラスタリングとベクトル空間モデル
第14回 回帰分析
第15回 クラス分類

※授業の順序は変更することがある。
※上記とは別に期末レポートを実施する。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 出席、授業中の演習、期末レポートの結果から総合的に判定します。

教科書等
参考書：今井秀樹「情報理論」（オーム社）
C.M.ビショップ（著）、元田 浩、栗田 多喜夫 （監訳）「パターン認識と機械学習」（上・下）
岡育夫「ディジタル通信の基礎」（森北出版）

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
等に提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】高専修（情報）



科目名 生体システム工学特論

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 前期

履修対象 1・2年次

講義形態 講義

概要
脳の機能を理解するための重要な方法論の一つが計算論的神経科学である．本特論では，ヒトの運動制御
に焦点を当て，計算論的神経科学に基づいた研究を紹介しながら，感覚系と運動系を含めた生体の情報処
理システムについて講義する．

科目の到達目標 脳機能を解明するための計算論的神経科学に基づく研究手法を学び，運動制御に関連する脳の部位とその
機能に対応する計算論的な学習・制御モデルを理解する．

受講要件 特になし．

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

【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．

講義内容

1. 計算論的神経科学とは
2. 大脳皮質と運動学習・制御の関係
3. 小脳と運動学習・制御の関係
4. 大脳基底核と運動学習・制御の関係
5. 身体の運動学（キネマティクス）
・作業座標系における位置，速度，加速度
・身体座標系における関節角度，角速度，角加速度
・順運動学と逆運動学
6. 身体の動力学（ダイナミックス）
・関節トルク
・慣性力，遠心力-コリオリ力，重力，粘性力，弾性力
・順動力学，逆動力学
7. コンピュータプログラムによる身体運動の記述
・順運動学モデル，逆運動学モデル
・順動力学モデル，逆動力学モデル
・ルンゲ・クッタ法
8. 制御則
・フィードバック制御
・フィードフォワード制御
9 コンピュータプログラムによる身体運動制御の記述
・フィードバック制御
・順動力学モデルを用いた予測フィードバック制御
・フィードフォワード制御
10. 機械学習1: 教師なし学習
11. 機械学習2: 教師あり学習
12. 機械学習3: 強化学習
13. コンピュータプログラムによる身体運動学習の記述
・順動力学モデルの学習
・逆動力学モデルの学習
14. コンピュータプログラムによる身体運動学習・制御の記述
・フィードバック誤差学習
15. 講義のまとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
小レポート(30%)，期末レポート(70%)で総合的に評価する．評点は100点満点で，60点未満を不可，60点以
上70点未満を可，70点以上80点未満を良，80点以上を優とし，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：川人光男著「脳の計算理論」，産業図書，ISBN-4-7828-1514-X
銅谷賢治他編「脳の計算機構」，朝倉書店，ISBN4-254-10190-2
伊藤宏司著「身体知システム論」，共立出版，ISBN4-320-12135-X

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 【教職】高専修（情報）



科目名 マイクロ医用工学特論

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 １，２年生

講義形態 講義

概要

マイクロ領域を扱う学問は，学際的であると同時に，次世代の基盤技術でもあります．本講義を通して，マイ
クロ技術を体系的に修得することを目的とします．

Micro Electro Mechanical Systems technologies enable us to miniaturize various types of systems in the
size of less than mm, and thus they are now applied in various fields. The aim of this lecture is to
understand the way of MEMS devices design based on micro-fabrication process, and its medical
applications.

科目の到達目標

マイクロ領域における構造体・プロセス技術及びマイクロ技術を用いたマイクロ医用デバイス技術を修得する
ことを目標とする．以下に具体的な到達目標を示す．
(1)マイクロ領域における物理現象を説明できる．
(2)マイクロ領域における構造体・加工プロセス技術を説明できる．
(3)マイクロ技術を用いたセンサ・アクチュエータ機構を説明できる．
(4)マイクロ技術を用いた医用デバイスを説明できる．

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 マイクロ工学を体系的に修得することを目指して，本分野に関連する自然科学・工学・医薬学を予習・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．

講義内容

第1回 マイクロ工学(MEMS)の歴史
第2回 マイクロ生物機械
第3回 半導体デバイス
第4回 マイクロ工学の概要
第5回 マイクロ材料
第6回 マイクロプロセス：ホトリソグラフィー技術
第7回 マイクロプロセス：ウエットエッチング技術_加工特性
第8回 マイクロプロセス：ウエットエッチング技術_構造体作製
第9回 マイクロプロセス：ドライエッチング技術
第10回 マイクロプロセス：薄膜形成技術
第11回 マイクロ領域における物理及び設計
第12回 マイクロセンサ応用
第13回 マイクロアクチュエータ応用
第14回 マイクロ医用デバイス：医療用マイクロニードル
第15回 マイクロ医用デバイス：計測及び分析デバイス

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
授業中に実施する演習から総合的に判定します．評価基準には，履修案内講義慨要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．

教科書等

参考書：江刺 正喜，藤田 博之，五十嵐 伊勢美，杉山 進「マイクロマシーニングとマイクロメカトロニクス」（培
風館）
参考書：藤田 博之「センサ・マイクロマシン工学」（オーム社）
参考書：Stephen D. Senturia「Microsystem design」（Kluwer academic publishers）
参考書：江刺正喜「はじめてのMEMS」（森北出版）
参考書：室英夫「マイクロセンサ工学」（技術評論社）

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 【教職】高専修（情報）



科目名 医用ロボット学特論

単位数 2.0

担当者 医用情報科学専攻 講師 長谷川 義大

履修時期 後期

履修対象 １，２年次

講義形態 講義

概要 現在，多くの医用ロボットが医療福祉分野で活用されている．本授業では，医用ロボットの感覚器として利用
されているセンサ技術を中心に，マイクロセンサ，アクチュエータについて具体的な例を交えて習得する．

科目の到達目標

現代のロボット技術に欠かせないマイクロセンサ，アクチュエータ技術についての知識を習得することを目標
とする．以下に具体的な到達目標を示す．
①マイクロセンサ，アクチュエータの構造および原理を説明できる．
②マイクロセンサの設計方針について具体的な一例を説明できる．
③実際に世の中で使用されている（市販されている）マイクロセンサについて，動作原理および使用方法を説
明できる．

受講要件 電気回路，物理学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

ロボットなどの感覚器に用いられるマイクロセンサは，自然現象や機械，電磁気，熱的等の情報を，様々な物
理，化学原理を応用して人間が扱いやすい電気信号に置き換える装置である．よって，本分野に関連する自
然科学，工学分野の予習，復習を行うことが必要である．また，講義にて配布する資料，および講義後に行う
演習課題なども併せて復習する．

講義内容

第１回 マイクロマシニング技術の歴史とマイクロセンサ
第２回 医用ロボットとマイクロセンサ
第３回 マイクロセンサの原理とその構造１
第４回 マイクロセンサの原理とその構造２
第５回 マイクロセンサの原理とその構造３
第６回 マイクロアクチュエータの原理とその構造１
第７回 マイクロアクチュエータの原理とその構造２
第８回 マイクロアクチュエータの原理とその構造３
第９回 マイクロセンサ，アクチュエータのための微細加工技術
第10回 マイクロセンサの設計法
第11回 最新のマイクロセンサの技術動向１
第12回 最新のマイクロセンサの技術動向２
第13回 IoTへのマイクロセンサの応用事例
第14回 マイクロセンサの動作実例１（圧力センサ）
第15回 マイクロセンサの動作実例２（加速度，ジャイロセンサ）
※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 授業中に実施する演習から総合的に判定する．評価基準には履修案内講義慨要記載の成績評価基準を適
用する．上記に即し，講義内容を理解していることを確認できれば単位を認定する．

教科書等

教科書：使用しない（適宜資料配布）
参考書：三田吉郎，「MEMSデバイス徹底入門」，（日刊工業）
参考書：「MEMS開発＆応用スタートアップ」，（CQ出版社）
参考書：藤田博之，「センサ・マイクロマシン工学」，（オーム社）
参考書：藤田博之，「マイクロ・ナノマシン技術入門―半導体技術で作る微小機械とその応用」，（工業調査
会）

担当者プロフィール

医用ロボット研究室に所属．ＭＥＭＳ技術を用いたマイクロセンサなどのデバイス開発に従事．

【学生の学習指導・支援体制について】
講義内容や課題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

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技術を用いた医療用センサの
開発に従事）

備考 【教職】高専修（情報）



科目名 論理回路・システム特論

単位数 2.0

担当者 情報工学専攻 教授 永山忍

履修時期 前期

履修対象 １、２年生

講義形態 講義

概要

半導体微細加工技術の進展に伴い，集積回路の設計ルールが数10ナノメートルのナノスケールLSIが主流
になりつつある．本講義では特にシステムLSIの設計工程と設計技術，および設計を支える電子設計自動化
（EDA）技術について，EDAアルゴリズムの観点から概論的に講義する．講義の前半は教員による通常形式
の講義とし，講義の後半は学生に課題を与えて発表させる発表形式の講義で実施する．

科目の到達目標 システムLSI設計を支えるEDAアルゴリズムに関する基本的な知識を修得すると共に，LSI設計に関する最先
端の技術課題について理解する．

受講要件 半導体，論理回路，電子回路に関する基本的な知識を前提として講義を行う．

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

事前学修としては、講義前半では、講義資料を予め読み、わからない用語などについて調べてくることが望ま
しい。
講義後半では輪講課題を出すので、十分に事前準備した上で発表を行うことが望ましい。
事後学修では、講義で学んだ技術や知識を定着させるために、興味のあるアルゴリズムから簡単なプログラ
ムを作成することが望ましい。

講義内容

1. 講義概要，イントロダクション
2. 機能設計
3. 論理設計
4．機能・論理検証
5. レイアウト設計
6．タイミング検証
7．低消費電力設計
8. 学生発表(1)：高位合成アルゴリズムについて
9．学生発表(2)：論理合成アルゴリズムについて
10．学生発表(3)：設計検証アルゴリズムについて
11．学生発表(4)：配置配線アルゴリズムについて
12．学生発表(5)：テスト手法について
13. 学生発表(6)：決定グラフを用いた設計手法について
14. 学生発表(7)：ハードウェアセキュリティについて
15．最新研究動向の紹介と講義のまとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
授業中に実施する輪講課題の発表内容およびレポートの結果に基づいて総合的に評価する。LSIの設計フ
ローおよび各設計段階における最適化手法の理論と実装についての基本的な知識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

適宜，資料を配付する．

参考書・参考資料等
「Switching Theory for Logic Synthesis」T. Sasao著，Kluwer Academic Publishers, 1999.

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教員室（情報科学部棟411号室）に来て
下さい。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 コンピュータアーキテクチャ特論

単位数 2.0

担当者 情報工学専攻 教授 弘中 哲夫， 助教 窪田 昌史

履修時期 前期

履修対象 １、２年生

講義形態 講義

概要

さまざまなコンピュータアーキテクチャの構成とその特徴、および、それらの性能評価が意味することが分か
る詳細さで学習する．特に本講では，パイプラインプロセッサ，キャッシュ，さらにその性能を引き出すプログ
ラミングについても学習する．本講義ではこれらの理解を深めるために実際にハードウェア記述言語を用い
て独自プロセッサを設計し，設計したハードウェア上で動作するプログラムも作成する． 

In this lecture, we design an original processor and its software (assembler) in detail. Using the designed
processor, we will learn the organization of pipelining architecture, cache, and also about the assembler
optimization. The lecture will require weekly reports of the progress of the implementation.

科目の到達目標
学部学生としてこれまで学習したことを基礎として，コンピュータシステムがどのように実現されているのか詳
細に理解し，必要に応じて自らコンピュータシステムの設計，および，その性能を引き出すソフトウェア設計が
できるようになる事を到達目標とする．

受講要件 コンピュータシステム，オペレーティングシステム，および，プログラミングに関する基礎的な事項を理解して
いること．

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

講義ではほぼ毎回，「仕様を決定する」，「設計する」，「プログラミングする」などの課題を設定し，次の講義で
課題に取り組んだ結果を発表してもらう．毎回それらの課題をこなし，発表準備を十分に行って講義に参加す
ること．また，題材とする英文和文資料を熟読するだけでなく，題材とする資料が引用する関連資料について
も必要に応じて事前・事後に読むこと．

講義内容

第1回 アセンブリの復習
第2回 CPUの動作の説明
第3回 CPUを設計するためのHDLの解説
第4回 スカラプロセッサの仕様決定
第5回 スカラプロセッサの詳細設計
第6回 スカラプロセッサのRTL設計
第7回 スカラプロセッサ用のプログラムの作成手法
第8回 スカラプロセッサの性能評価
第9回 パイプラインプロセッサの仕様決定
第10回 パイプラインプロセッサの詳細設計
第11回 キャッシュ
第12回 設計結果のプレゼンテーション
第13回 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 実施しない

評価方法・基準
単位修得の最低条件（可）は，毎回演習課題を提出して発表をすること．（良）評価の修得条件は，すべての
レポート課題に対し適切に答えていること．（優），（秀）評価はレポート，プレゼンテーションの準備状況，その
内容の高度さ，討論参加への積極性をもとに評価を行う．

教科書等

教科書：なし
参考資料：講義中に文献を示す。
参考書：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）

担当者プロフィール

担当者プロフィール

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、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。

窪田昌史：
プログラムを高速に実行するための，並列化コンパイラや支援ツールの
研究開発を行っている．プログラムの高速化には，コンピュータ
アーキテクチャに対する深い理解が重要であることを理解して欲しい．

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。
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

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 [教職] 中高専修（数学）



科目名 マルチメディア情報通信特論

単位数 2.0

担当者 情報工学専攻 教授 前田香織
情報工学専攻 助教 石川直樹

履修時期 前期

履修対象 １、２年

講義形態 講義

概要

この講義では最初にインターネットを用いるマルチメディア通信技術について修得する．トピックスとしてはマ
ルチキャスト通信，モバイル通信，最新の応用技術である．次に、マルチメディア通信を用いて社会の課題解
決をするような研究テーマを各自で選び、そのテーマに関する要素技術の調査を発表し、討論型式で講義を
進める。並行して、設定したテーマの研究計画書を作成し、最後に設定テーマに関する発表を行う。

The technical content of this course will focus on multimedia communication technique on the Internet.
Topics include multicast transmission and mobile communication protocol and the latest application topics. ,
you will choose a research topic to resolve social issues using multimedia communication technique and
investigate the related fundamental research topics. You will present these topics and discuss it with
everyone. Finally, you will write the research proposal on the selected research topic.

科目の到達目標

・講義するマルチメディア通信技術について理解する
・特に映像や音声をインターネット上で伝送するために必要な技術について理解を深める
・関連分野の研究テーマを設定し、その研究計画ができ、その成果をわかりやすく発表（説明）できる
・講義中に質問したり、講師からの問いかけに対して考えて回答ができる

受講要件 IPとTCP/UDPのプロトコルを理解していること。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
・講義で使うプリントをe-learningシステムに掲載するので、事前予習する
・課題テーマに関する調査を行う
・発表や討論のための準備をする

講義内容

1. イントロダクション
2. マルチキャスト通信1（マルチキャストアドレス）
3. マルチキャスト通信2（グループの概念、IGMP）
4. マルチキャスト通信3（ルーティング、セッション管理）
5. モバイル通信、中間課題
6. マルチメディア通信に関する討論準備（テーマ設定）
7. テーマに関する要素技術等調査、討論
8. テーマに関する調査説明 <プロポーザル説明>
9. テーマに関する要素技術調査、説明、討論 
10. テーマに関する要素技術調査、説明、討論
11. 研究計画書作成、説明、討論
12. 研究計画書作成、説明、討論
13. テーマに関する発表、討論
14. テーマに関する発表、討論
15. 総括

・中間課題では第5回までの内容に関する課題を設定し、それに関する内容を記述する．
・テーマは各自で設定し、研究計画に必要な要素技術に関して調査し、最終回までに研究計画書を完成をす
る
・受講人数によってスケジュール変更の可能性がある

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

評価方法：
講義の受講態度、積極性（質問など）、設定したテーマに関する調査、発表内容、討論の様子、作成する研究
計画書の評価、中間まとめの課題結果で総合的に評価する。

達成度の評価基準：
1. 講義で扱うマルチメディア情報通信技術のトピックスに関して理解していること
2. テーマに関して研究計画書が作成できること。
3. 研究計画に関するわかりやすい発表資料を作成し、わかりやすい発表ができること
4. 講義への参加の積極性

教科書等 授業時に提示。適宜プリントを配付。

担当者プロフィール

プロフィール：http://www.netsci.info.hiroshima-cu.ac.jp/

学習の支援体制：
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



科目名 情報科学特別講義

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 笹岡 貴史（代表教員）、道田 奈々江、町澤 昌宏、金山 範明、原田 宗子、小野 健太郎

履修時期 前期（集中講義）

履修対象 １、２年次生

講義形態 講義

概要

人間性豊かに生活するためには、知性だけでなく「感性」をコンピュータで扱い、コミュニケーションや情報シ
ステムの設計開発に役立てる必要がある。この講義では、「感性」に焦点をあて、人の本質を理解するための
脳活動計測とそれに基づく工学応用を解説する。この授業では講義のほか、プロトタイプ製作やグループディ
スカッションなど、実装や評価、今後の情報社会に関する演習を含む。

科目の到達目標 「感性」をコンピュータで扱うための脳科学の方法論や工学への応用を題材として、「感性」に関する最新の研
究動向、将来展望について理解を深めることを目標とする。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 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「感性」に関する技術動向や、脳科学に興味を持ち、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、まとめたり話しあったりする。

講義内容

１．人の本質（感性）を理解する（担当：笹岡）
２．グループディスカッション（担当：笹岡）
３．脳を計測する：脳構造、脳機能、脳計測（担当：原田）
４．グループディスカッション（担当：原田）
５．音楽の脳科学（担当：小野） 
６．グループディスカッション（担当：小野）
７．脳を解読する：Brain Computer Interface (BCI)（担当：町澤）
８．グループディスカッション（担当：町澤）
９．脳を簡便に計測する（担当：金山）
１０．グループディスカッション（担当：金山）
１１．感性、脳の知識を工学に応用する（担当：道田）
１２．グループディスカッション（担当：道田）
１３．総合討論（担当：全担当教員）
１４．総合討論（担当：全担当教員）
１５．発表（担当：全担当教員）

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 「感性」を扱うための脳科学とその工学への応用について、それぞれ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、それらの平均値を最終評価とする。

教科書等 特になし

担当者プロフィール

笹岡貴史：広島大学脳・こころ・感性研究センター准教授
・実務経験 京都大学大学院情報学研究科「特殊研究I」（2006年～2012年），京都光華女子大学（学部生向
け）「アカデミックライティング」（2007年～2010年），京都大学大学院情報学研究科「認知科学基礎論」
（2012年～2014年），広島大学医歯薬保健学研究科「医工学イノベーション特論」（2017年）
道田奈々江：広島大学社会産学連携室特任准教授
町澤昌宏：国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構研究員
金山範明：国立研究開発法人産業技術総合研究所研究員
原田宗子：広島大学大学院医歯薬保健学研究科特任助教
小野健太郎：広島大学大学院医歯薬保健学研究科特任助教

授業に関連する実務経
験

備考 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。



科目名 医用情報科学特別講義

単位数 2.0

担当者 非常勤講師：芳賀昭弘，安在大祐，竹内道広，笠井 隆，小田彰史

履修時期 前期（集中講義）

履修対象 １，２年生

講義形態 講義

概要

医用情報科学に基づく具体的技術やその応用に関し，以下に挙げる５つの具体的テーマについて学ぶ．
(1)放射線生物学と放射線物理学に基づいた放射線治療の原理について学ぶとともに，画像誘導放射線治
療を代表とする最新放射線治療技術について学ぶ．また，現代の放射線治療を支える医学物理学を紹介す
る．（芳賀）
(2)近年，医療従事者不足の問題や少子高齢社会の到来を背景にインプラント医療機器からの無線通信が
注目を集めている．本講義では，電磁界解析に基づいたインプラント無線通信の伝搬特性，インプラント通信
方式の原理やその伝送特性について解説する．（安在）
(3)科学技術の進歩は目覚ましく，現在の高・多機能医療機器や医療システムが，高度医療を可能にしている
ことは明らかである．そこで，これらの安全性確保と有効性維持に必要な技術と機器利用に伴う臨床上の問
題について概説する．（竹内）
(4)MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）技術を用いたマイクロセンサの特徴及び有用性を述べるととも
に，それの産業応用（例えば，圧力センサなど）について紹介する．（笠井）
(5)計算は，実験・理論とともに現代科学の柱の一つとなっている．計算は実験と理論との橋渡しを可能とし，
異分野間での情報の共有や理解度の向上をもたらす．この科目では主に創薬におけるコンピュータの利用
について概説する．（小田）

科目の到達目標
・５つのテーマにおける医学および医療の具体的問題，またこれらに対する解決のための個々の手法および
技術要素の特徴，ならびにその応用範囲と限界を論じることができる．
・５つのテーマに関連または類似した問題に対する分析や適切な手法・技術の選択ができる．

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 情報科学に基づく技術の医療応用を５つの実例により体系的に修得することを目指し，本分野に関連する自
然科学・工学・情報学を予習・復習する．また講義後に行うレポート課題等を通して復習する．

講義内容

第1回 放射線治療の原理（担当：芳賀）
第2回 画像誘導放射線治療（担当：芳賀）
第3回 放射線治療における医学物理学（担当：芳賀）
第4回 インプラント通信の伝搬特性解析と伝送特性評価 (1)（担当：安在）
第5回 インプラント通信の伝搬特性解析と伝送特性評価 (2)（担当：安在）
第6回 インプラント通信の伝搬特性解析と伝送特性評価 (3)（担当：安在）
第7回 医用安全管理学概論－臨床工学と安全管理（担当：竹内）
第8回 医用安全管理学概論－生体物性と安全管理（担当：竹内）
第9回 医用安全管理学概論－ME機器・システムの安全管理（担当：竹内）
第10回 MEMS技術を用いたマイクロセンサ（担当：笠井）
第11回 マイクロセンサの医用応用（圧力・音響センサなど）（担当：笠井）
第12回 マイクロセンサの医用応用（流量・赤外線センサなど）（担当：笠井）
第13回 計算化学の概説（担当：小田）
第14回 創薬の流れと、その各段階で用いられる計算手法の紹介（担当：小田）
第15回 in silico創薬の実例（担当：小田）
なお，状況により講義内容の順序・構成を変更することがあります．

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 レポートで評価を行う．

教科書等 必要に応じて講義資料を配布する．

担当者プロフィール

芳賀昭弘：徳島大学大学院 医歯薬学研究部 教授
安在大祐：名古屋工大学大学院 工学研究科 准教授
竹内道広：広島工業大学 生命学部 教授
笠井 隆：オムロン株式会社 MEMS開発生産センタ 主査
小田彰史：名城大学 薬学部 教授

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 知能数理特論Ａ

単位数 2.0

担当者 知能工学専攻 教授 百武弘登

履修時期 前期

履修対象 １・２年次

講義形態 講義

概要
「授業形態：講義」確率論や統計科学を始めとして多くの分野で用いられている数学の概念や手法を修得さ
せる．具体的には，いろいろな平均，正定値対称行列，ラグランジェの未定乗数法，不偏推定量，相関係数，
確率論や統計科学に関する逆説などについてを深く学ぶ．

科目の到達目標 この講義では，統計科学のみならず多くの分野で用いられている数学の手法や概念を整理して体系的に修
得することを目標とする．また，新しい概念に出会ったときにそれを深く理解するための方法を学ぶ．

受講要件 学部で開講している統計学や確率に関する講義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 当日の授業や次回の授業の内容の理解を深めるために，授業中に指示された課題を行う．必要に応じて，
学部生のときに用いた解析学，線形代数学，確率・統計などの教科書で復習する．

講義内容

１ データの尺度の水準
２ いろいろな平均 相加，相乗
３ いろいろな平均 幾何，調和
４ 正定値対称行列の特徴付け スカラーとの対応付け
５ 正定値対称行列の特徴付け 行列の平方根はあるか
６ ラグランジェの未定乗数法 計算方法の復習
７ ラグランジェの未定乗数法 定まった乗数の意味
８ 不偏推定量
９ バラツキの評価 
10 最小分散不偏推定量 
11 相関係数の性質
12 相関係数の利用上の注意
13 逆説 確率の定義に関するもの
14 逆説 データのとりまとめ方に関するもの
15 逆説のからくり
※試験期間中に期末試験を実施する。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 小テストおよびレポートで評価する．

教科書等

教材 適宜プリントを配付する．
参考書 国友直人 監修，21世紀の統計科学I 社会・経済の統計科学，東大出版会，2008
国友直人 監修，21世紀の統計科学II 自然・生物・健康の統計科学，東大出版会，2008
国友直人 監修，21世紀の統計科学III 数理・計算の統計科学，東大出版会，2008
東京大学教養学部統計学教室編，自然科学の統計学，東大出版会，1992
杉山髙一・藤越康祝・杉浦成昭・国友直人，統計データ科学事典，朝倉書店，2007

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，随時受け付けます．授業や会議あるいは出張などで
不在や多忙のことがあるので，メールで面会の予約の上でお越しください．や多忙

授業に関連する実務経
験

備考 【教職】高専修（数学）



科目名 知能数理特論Ｂ

単位数 2.0

担当者 知能工学専攻 准教授 関根 光弘
知能工学専攻 准教授 齋藤 夏雄

履修時期 後期

履修対象 1, 2年次

講義形態 講義

概要

以下の内容で講義を行う。
(1) 力学系の手法や概念を修得させるとともに，生物学の諸問題のモデル化とその解析から得られる諸結果
について解説する。
(2) 楕円曲線と呼ばれる代数曲線の基本的な理論を解説する。また，楕円曲線暗号と呼ばれる暗号の数学
的な仕組みについて紹介する。

科目の到達目標
(1) 微分方程式系の定める力学系の基本的事項や解析手法を修得し，数理生物学のモデルに適用できるよ
うになること。
(2) 楕円曲線と呼ばれる曲線の数理や，それを暗号に応用した楕円曲線暗号の仕組みを理解すること。

受講要件 とくにありません。受講者の予備知識に応じて導入を行います。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 単に計算過程を追い理論を理解するのみでなく，質問や，コンピュータによる数値実験を行うことなど積極的
な参加を望みます。

講義内容

第１回：力学系の基礎事項 （担当 関根光弘）
第２回：安定性の概念とその判定方法 （担当 関根光弘）
第３回：競争モデルとその解析 （担当 関根光弘）
第４回：被食者・被食者モデルとその解析（担当 関根光弘）
第５回：被食者・被食者モデルの精密化とその解析 （担当 関根光弘）
第６回：感染症のモデルとその解析 （担当 関根光弘）
第７回：時間遅れを考慮に入れたモデルとその解析（担当 関根光弘）
第８回：数理生物学への応用(まとめ)（担当 関根光弘）
第９回：代数学の基礎事項 （担当 齋藤夏雄）
第１０回：射影平面の概念 （担当 齋藤夏雄）
第１１回：射影平面上の曲線 （担当 齋藤夏雄）
第１２回：楕円曲線の定義と諸性質 （担当 齋藤夏雄）
第１３回：楕円曲線の群構造 （担当 齋藤夏雄）
第１４回：有限体上の楕円曲線 （担当 齋藤夏雄）
第１５回：楕円曲線の暗号理論への応用（まとめ） （担当 齋藤夏雄）

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 レポートによって評価します。

教科書等 教科書はありません。参考文献等は講義時に提示します。

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] 高専修（数学）



科目名 数理科学特論Ａ

単位数 2.0

担当者 教授 田中輝雄

履修時期 前期

履修対象 1・2年次

講義形態 講義

概要

決定論的現象と非決定論的現象の違い，常微分方程式と確率微分方程式の違いを意識させながら，確率微
分方程式の基礎，数値計算法，応用について講義する．
確率微分方程式論を展開する際に必要となるブラウン運動の基礎とシミュレーション方法，また，ブラウン運
動のシミュレーションや確率微分方程式の数値計算を行う際に必要となる乱数についても解説する．応用とし
ては確率制御問題，最適停止問題等を解説する．

科目の到達目標

・ブラウン運動の定義，基本的な性質を理解する．
・ブラウン運動のシミュレーション方法を修得する．
・確率微分方程式の解の存在と一意性，伊藤の公式を理解し，簡単な確率微分方程式の解析解の導出方法
を修得する．
・確率微分方程式の数値計算法を修得する．
・確率微分方程式の応用を理解する．

受講要件 常微分方程式，数値計算，確率統計に関する基本的な知識が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 事前・事後学修のための資料を配付する（課題を課す）．

講義内容

第１回：測度論的確率論，確率過程
第２回：乱数，検定
第３回：ブラウン運動の定義と構成法
第４回：ブラウン運動のシミュレーション
第５回：確率微分方程式
第６回：確率積分の定義と性質
第７回：確率積分のシミュレーション
第８回：確率微分方程式の解
第９回：伊藤の公式 
第10回：確率微分方程式の数値解法（オイラー・丸山スキーム）
第11回：確率微分方程式の数値解法（ミルシュテインスキーム）
第12回：確率微分方程式の数値解法（ルンゲ・クッタスキーム）
第13回：確率制御問題と偏微分方程式
第14回：数理ファイナンス
第15回：最適停止問題

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 レポートの内容で評価する．

教科書等

教科書：特になし．第１回目に資料を配付する． 

参考書： 
【確率論，確率微分方程式】
・楠岡成雄, 数学の未解決問題 21世紀に向けて 12，ランダムネス, 数理科学 8月号，pp.53-58，サイエン
社，2000
・志賀徳造，ルベーグ積分から確率論，共立出版，2000
・長井英生，確率微分方程式，共立出版，1999

【数値計算法】
・小川重義，確率微分方程式の数値解法，数学，53(1)，pp.34-45，岩波書店，2001
・金川秀也，小川重義，確率微分方程式の数値解法 2-応用編，数学，53(2), pp.125-138，岩波書店，2001
・三井斌友, 小藤俊幸, 斉藤善弘, 微分方程式による計算科学入門, 共立出版, 2004
・四辻哲章，計算機シミュレーションのための確率分布乱数生成法，プレアデス出版，2010
・S. M. Iacus, Simulation and inference for stochastic differential equations, Springer, 2008
・P. E. Kloeden and E. Platen, Numerical solution of stochastic differential equations, Springer, 2010
・P. E. Kloeden, E. Platen and H. Schurz, Numerical solution of SDE throught computer experiments,
Springer, 2003

【数理ファイナンス】 
・S. E. Shreve 著, 長山いづみ 他訳，ファイナンスのための確率解析Ⅰ，丸善出版，2012
・S. E. Shreve 著, 長山いづみ 他訳，ファイナンスのための確率解析Ⅱ，丸善出版，2012 
・関根順, 数理ファイナンス, 培風館，2007
・T. Mikosch, Elementary stochastic calculus with finance in view, World Scientific，1992

所属学会：
日本数学会（統計数学分科会），日本オペレーションズ・リサーチ学会，Institute of Mathematical Statistics，
Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability，Mathematical Optimization Society，



担当者プロフィール INFORMS(Applied Probability Society)

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をしてください．

授業に関連する実務経
験

備考 【教職】高専修（数学）



科目名 数理科学特論Ｂ

単位数 2.0

担当者 システム工学専攻 講師 岡山 友昭
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 1・2年次

講義形態 講義

概要

・非整数階微分・積分の歴史や有用性に言及した上で, 非整数階微分・積分を導入するための考え方, その
定義と性質などについて講義する.
・多項式環と単項式順序を導入した後, Gröbner 基底の根幹となる Buchberger のアルゴリズムについて解説
する. Hilbert の基底定理からこのアルゴリズムが有限回で終了することが証明できる点についても言及する.

科目の到達目標
・非整数階微分・積分を通じて解析学の分野の手法・概念や一般化の考え方を修得することを目標とする.
・多項式を処理するためのGröbner基底の基礎的な知識, および代数学の分野の手法・概念を修得すること
を目標とする.

受講要件 「線形代数学I, II」および「解析学I, II」の内容を修得していること.

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 講義ノートを整理し, 毎回のレポート課題を通して丁寧に復習を行うことを希望します.

講義内容

第1回：非整数階微分・積分の歴史と応用 (担当 岡山 友昭)
第2回：整数階積分とその性質 (担当 岡山 友昭)
第3回：ガンマ関数とベータ関数 (担当 岡山 友昭)
第4回：非整数階積分とその性質 (担当 岡山 友昭)
第5回：非整数階微分とその性質 (担当 岡山 友昭)
第6回：非整数階微分の他の定義 (担当 岡山 友昭)
第7回：非整数階微分方程式 (担当 岡山 友昭)
第8回：代数系の復習 (担当 廣門 正行)
第9回： Noether 環 (担当 廣門 正行)
第10回：単項式とその順序 (担当 廣門 正行)
第11回：Gröbner基底と割り算 (担当 廣門 正行)
第12回：Buchbergerのアルゴリズム (担当 廣門 正行)
第13回：Hilbert による Syzygies (担当 廣門 正行)
第14回：1次方程式の解法 (担当 廣門 正行)
第15回：計算手法としての Gröbner 基底の応用 (担当 廣門 正行)

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 毎回の講義で配付するレポート課題をもとに, 基本的な計算問題が出来るか, 諸概念について理解出来てい
るかという観点から評価する.

教科書等

適宜講義資料を配付する.

参考書
・A. A. Kilbas, H. M. Srivastava and J.J. Trujillo, Theory and Applications of Fractional Differential Equations,
Elsevier Science, 2006.
・丸山正樹, グレブナー基底とその応用, 共立出版, 2002.

担当者プロフィール

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.
廣門：専門は代数幾何学です. 極小モデルプログラム, Gröbner基底等に興味を持っています.

学習指導・支援体制
授業内容や課題などに関する質問を随時受け付けます. 詳細は講義にて述べます.

授業に関連する実務経
験

備考 【教職】 高専修(数学)



科目名 医用情報科学特別演習Ⅰ

単位数 2.0

担当者 医用情報科学専攻 担当全教員（代表教員：教授（専攻長）)

履修時期 前期

履修対象 １、２年生

講義形態 演習

概要 医用情報科学に関する最近の文献を調査研究し、その調査結果に対して討論を行う。本演習を通じて、文献
調査の重要性を認識するとともに最新の研究開発動向に対して理解を深める。

科目の到達目標
医用情報科学特別演習を通じて以下の知識・能力を身に付ける。
①学術論文における論理的思考展開を理解・説明できる。
②医用情報科学における最新の研究開発動向を理解・説明できる。

受講要件 特になし

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由 必須科目のため

事前・事後学修 事前学修として、演習課題に関係する文献収集、文献内容の理解、文献調査内容に対する発表準備などを
行う。事後学修としては、討論時において生じた疑問点などを検討・理解する。

講義内容
1. 指導教員の助言を受けながら、医用情報科学に関する最近の文献を収集する。
2. 文献における論理的思考展開を把握する。
3. 文献調査の報告を行い、調査内容に関して討論する。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 文献調査報告書、調査研究発表内容、討論内容などから総合的に評価する。

教科書等 特に無し．必要な資料は毎回配布．

担当者プロフィール
（学生の学習指導・支援体制）
医用情報科学特別演習I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



科目名 医用情報科学特別演習 II

単位数 2.0

担当者 医用情報科学専攻 担当全教員（代表教員：教授（専攻長）)

履修時期 後期

履修対象 １、２年生

講義形態 演習

概要 医用情報科学に関する最近の文献を調査研究し、その調査結果に対して討論を行う。本演習を通じて、文献
調査の重要性を認識するとともに最新の研究開発動向に対して理解を深める。

科目の到達目標
医用情報科学特別演習を通じて以下の知識・能力を身に付ける。
①学術論文における論理的思考展開を理解・説明できる。
②医用情報科学における最新の研究開発動向を理解・説明できる。

受講要件 特になし

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由 必須科目のため

事前・事後学修 事前学修として、演習課題に関係する文献収集、文献内容の理解、文献調査内容に対する発表準備などを
行う。事後学修としては、討論時において生じた疑問点などを検討・理解する。

講義内容
1. 指導教員の助言を受けながら、医用情報科学に関する最近の文献を収集する。
2. 文献における論理的思考展開を把握する。
3. 文献調査の報告を行い、調査内容に関して討論する。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 文献調査報告書、調査研究発表内容、討論内容などから総合的に評価する。

教科書等 特に無し．必要な資料は毎回配布．

担当者プロフィール
（学生の学習指導・支援体制）
医用情報科学特別演習II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



科目名 医用情報科学特別演習 III

単位数 2.0

担当者 医用情報科学専攻 担当全教員（代表教員：教授（専攻長）)

履修時期 前期

履修対象 １、２年生

講義形態 演習

概要 医用情報科学に関する研究課題に対し、調査、問題把握、解析、結果の整理、解釈など、結論に至るまでの
各過程を実際に経験する。さらに研究報告書の作り方、研究発表の仕方を学習する。

科目の到達目標

医用情報科学特別演習を通じて以下の知識・能力を身に付ける。
①研究課題に対する、調査、問題把握、解析、結果の整理、解釈など、結論に至るまでの各過程を論理的に
思考展開できる。
②研究課題に対する、報告書作成、研究発表ができる。

受講要件 特になし

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由 必須科目のため

事前・事後学修
事前学修として、研究課題に関係する情報収集、問題把握、解析、結果の整理、解釈など、結論に至るまで
の各過程を整理し検討する。また、これらに対する報告書作成、研究発表準備などを行う。事後学修として
は、討論時において生じた疑問点などを検討・理解する。

講義内容
1. 指導教員と議論の上、研究課題を決定する。
2. 指導教員の助言を受けながら、研究を実施する。
3. 研究成果の発表（プレゼンテーション、文章作成）を行う。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 研究課題に対する取り組み、研究報告書、研究発表などから総合的に評価する。

教科書等 特に無し．必要な資料は毎回配布．

担当者プロフィール
（学生の学習指導・支援体制）
医用情報科学特別演習III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



科目名 医用情報科学特別演習 IV

単位数 2.0

担当者 医用情報科学専攻 担当全教員（代表教員：教授（専攻長）)

履修時期 後期

履修対象 １、２年生

講義形態 演習

概要 医用情報科学に関する研究課題に対し、調査、問題把握、解析、結果の整理、解釈など、結論に至るまでの
各過程を実際に経験する。さらに研究報告書の作り方、研究発表の仕方を学習する。

科目の到達目標

医用情報科学特別演習を通じて以下の知識・能力を身に付ける。
①研究課題に対する、調査、問題把握、解析、結果の整理、解釈など、結論に至るまでの各過程を論理的に
思考展開できる。
②研究課題に対する、報告書作成、研究発表ができる。

受講要件 特になし

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由 必須科目のため

事前・事後学修
事前学修として、研究課題に関係する情報収集、問題把握、解析、結果の整理、解釈など、結論に至るまで
の各過程を整理し検討する。また、これらに対する報告書作成、研究発表準備などを行う。事後学修として
は、討論時において生じた疑問点などを検討・理解する。

講義内容
1. 指導教員と議論の上、研究課題を決定する。
2. 指導教員の助言を受けながら、研究を実施する。
3. 研究成果の発表（プレゼンテーション、文章作成）を行う。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 研究課題に対する取り組み、研究報告書、研究発表などから総合的に評価する。

教科書等 特に無し．必要な資料は毎回配布．

担当者プロフィール
（学生の学習指導・支援体制）
医用情報科学特別演習IV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



科目名 自主プロジェクト演習

単位数 2.0

担当者 情報科学研究科長、全准教授、講師

履修時期 後期

履修対象 １，２年生

講義形態 演習

概要
情報科学研究科の学生が専攻および研究科の枠を越えてプロジェクトを編成し、自ら選定した課題および公
募された課題について調査・研究・研究成果の発表を行なう。問題発見能力を高めるとともに、学際的な調
査・研究を通じて幅広い視野の育成を図る。

科目の到達目標 問題発見能力を高め、学際的な調査・研究を通じて幅広い視野を身につける。

受講要件 特になし

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由

事前・事後学修 特に無し

講義内容

１ 研究テーマを設定する（自ら設定したテーマあるいは提案されたテーマ、学会等のコンテストに応募するも
の等）
２ 必要があれば専攻や研究科の枠をこえてプロジェクトチームを構成する
３ 研究計画書を作成する
４ 研究を行ううえで必要となる物品を考えて決められた研究経費額内におさめ研究計画と一緒に提出する
５ 研究科委員会で申請が認められた場合、計画の内容と研究費について適当かどうかを検討し再度研究計
画書を再調整する
６ 実際に調査・研究を実施する
７ 演習（研究）の結果を報告書にまとめる
８ 成果の発表をおこなう

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 演習計画書、報告書、発表会の内容に基づき、自主プロジェクト演習指導委員会委員と外部委員を加えた自
主プロジェクト演習評価委員会の合議により、評価を決定する。

教科書等 特に指定しない

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 インターンシップⅠ

単位数 2.0

担当者 医用情報科学専攻 担当全教員（代表教員：教授（専攻長）)

履修時期 集中

履修対象 １、２年生

講義形態 演習

概要 実社会と直接的にかかわるプロジェクト（インターンシップ）に参加し、企業社会問題に対する取り組みを経験
する。具体的には、企業実習（おおむね２週間以上)、報告書作成、報告会・討論を行う。

科目の到達目標

インターンシップを通じて以下の知識・能力を身に付ける。
①企業社会における研究開発及び社会活動の在り方を理解できる。
②インターンシップ活動報告書を作成できる。
③インターンシップ活動内容を報告会で説明できる。

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
事前学修として、インターンシップ先の企業情報及び業務内容を調査し、インターンシップ中に経験したい事
項を予めまとめる。インターンシップ終了後は、活動内容に対する報告書の作成、報告会での発表準備を行
う。

講義内容 インターンシップ先の企業情報及び業務内容を実習により習得する．

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 企業実習の成果、インターンシップ報告会での発表内容、報告書などから総合的に評価する。

教科書等 特に無し．必要な資料は毎回配布．

担当者プロフィール
（学生の学習指導・支援体制）
インターンシップに関する、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



科目名 インターンシップⅡ

単位数 2.0

担当者 医用情報科学専攻 担当全教員（代表教員：教授（専攻長）)

履修時期 集中

履修対象 １、２年

講義形態 演習

概要 インターンシップIに引き続き、実社会と直接的にかかわるプロジェクト（インターンシップ）に参加し、企業社会
問題に対する取り組みを経験する。具体的には、企業実習（おおむね４週間以上)、報告書作成、報告会・討
論を行う。

科目の到達目標

インターンシップを通じて以下の知識・能力を身に付ける。
①企業社会における研究開発及び社会活動の在り方を理解できる。
②インターンシップ活動報告書を作成できる。
③インターンシップ活動内容を報告会で説明できる。

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
事前学修として、インターンシップ先の企業情報及び業務内容を調査し、インターンシップ中に経験したい事
項を予めまとめる。インターンシップ終了後は、活動内容に対する報告書の作成、報告会での発表準備を行
う。

講義内容 インターンシップ先の企業情報及び業務内容を実習により習得する．

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 企業実習の成果、インターンシップ報告会での発表内容、報告書などから総合的に評価する。

教科書等 特に無し．必要な資料は配布．

担当者プロフィール
（学生の学習指導・支援体制）
インターンシップに関する、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
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