授業科目区分

学府共通科目

授業科目名

統合新領域最先端セミナー
Seminar of Integrated Frontier Sciences

講義題目

下記授業計画のとおり

授業方法及び開講学期等

通常授業・集中講義・臨時

授業対象学生

前期・後期・通年 月 曜日 ６ 時限

修士課程（必修）

単位数

１ 単位

学生は、下記授業計画にある１１回の講義から、８回以上を選んで受
講する。その際、学生自身が所属する専攻以外の専攻教員が実施する
講義を、学生自身が所属する専攻以外の専攻それぞれにつき、最低１
回は受講しなければならない。

担当教員
下記授業計画のとおり

履修条件
特になし

Refer to the column of class plan
授業の概要
統合新領域を構成する３つの専攻の教員が、自身が研究を行っている分野の最先端領域につい
て講義する。学生は自分の所属する専攻だけでなく、他専攻教員の講義も受講することにより、様々
な研究分野における知の統合や創造の事例を学習する。講義で紹介される各分野における方法論
や現状、将来展望等を学ぶことによって、学生は自らが「科学的な知の統合と創造」を行うための基
礎を養成する。

Members of the three departments from the graduate school of Integrated Frontier
Sciences lecture the current topics of their research fields. Students learn integration
of knowledge and creative samples from the lectures given by the members, not only
of their own expertise. Students learn the methodologies, the current status and
the future plan of the research fields from the lectures. Those knowledge and
experience are expected to be the basis for their own research in "scientific creation
and integration of knowledge".
全体の教育目標
学生自らの研究に知の統合や創造をもたらすことができるように、科学的なものの捉え方、問題に
対するアプローチについて事例を使って教育する。学生は自分の専門以外の分野についての最新知
見や方法論等を吸収し、それらを使って思考し応用することができるようになる。
個別の学習目標
受講した研究分野において、現在、何が問題となっているのか、それに対してどのような方法で解決
しようとしているのかについて理解する。
授 業
回数
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回

計 画
実施日 担当専攻 担当教員 内容（講義題目）
4 月 18 日 LSS 廣川
研究調査とテキストマイニング
5 月 9 日 UKS 麻生
世界遺産は地域を救う！？
5 月 16 日 AMS 板岡
自動車材料の LCA
5 月 23 日 LSS 酒匂
情報の法的地位と電子書籍(仮)
5 月 30 日 UKS 樋口(明) 社会基盤と風景
6 月 6 日 AMS 村瀬
高効率ガソリンエンジン開発最先端技術
6 月 13 日 LSS 畑埜
オープンアクセス，オープンデータ，オープンサイエンス
6 月 20 日 UKS 樋口(重) 感性を科学する
6 月 27 日 AMS 東川
超伝導技術と自動車応用

第 10 回 7 月 4 日
第 11 回 7 月 11 日

UKS
AMS

南
春藤

人間ー環境系のデザイン
自動車と有機機能材料

Faculty members
Sachio Hirokawa, Miki Aso, Kenshi Itaoka, Ichiro Sakou, Akihiko Higuchi, Eiichi Murase,
Kouhei Hatano, Shigekazu Higuchi, Kouhei Higashikawa
キーワード
ユーザー感性学、オートモーティブサイエンス、ライブラリーサイエンス、知の統合、創造
授業の進め方
講義は原則として遠隔講義システムを利用して実施する。学生は、各自が最も参加しやすい
遠隔講義室で受講することができる。
教科書及び参考図書
教科書はなし。参考図書は、講義担当者が適宜指示する。
学習相談
各講義担当者にメールにより相談すること。
試験・成績評価等
成績評価には８回以上の出席が必要である。（出席状況は、成績評価に影響しないので注意
すること。）
レポートは、受講した講義の中から２つを選び、講義者が提示するテーマに従って作成する。
その際、学生自身が所属する専攻以外の２つの専攻の教員が実施した講義から、それぞれ１つ
ずつ選択するものとする。（学生自身が所属する専攻の教員が実施した講義は、成績評価のた
めのレポート作成に選択できない。）１つのレポートにつき 100 点満点で採点し、２つのレポ
ートの平均点で成績評価する。
その他

授業科目区分

専攻共通科目

授業対象学生

１年次

必修

オートモーティブサイエンス概論

授業科目名

Introduction of Automotive Science

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

曜日

時限

単位数

１単位

集中講義

履修条件

伊勢 清貴、新井 康久、松村 基宏 None
Kiyotaka Ise, Yasuhisa Arai,
Tomohiro Matsumura
授業の概要

オートモーティブをめぐる現状と展望を中心に、自動車産業の経済的位置づけと現在ま
での歩み、自動車技術の進化と将来展望、自動車産業のグローバル化、自動車と人間・社
会の関係、自動車と環境・エネルギー問題、自動車産業の求める人材像などを学ぶ。自動
車メーカーのトップの方々による講義を通じて、オートモーティブサイエンスを学ぶ意義
やセンスを深く理解し、それを大学院での研究課題に結びつけ、将来のキャリアパスを描
くことになる。
Gloval economy, history of car development, technology, globalism, automotive and
human relationship, future aspect of automotive technology, in particular from energy
and environment aspects will be introduced by management site of automotive
company. Understand the automotive science from industrial point of view and
understand the future of automotive industry.
全体の教育目標

自動車メーカーはより安全に快適で優れた品質や性能の自動車を供給するべくさまざま
に独自な取り組みを展開している。その姿を，自動車メーカーの発展の系譜，自動車の開
発と生産の実際，さらにはグローバル化する経済への戦略対応や環境・エネルギー問題な
どへの対応などについて論じる。
Automotoive company develop various technology for producing vehicle with more
comfortable and safety.
In this lecture, history of technology development of
automobile, new technology development from energy, environmental, and gloval
economic aspects will be introduced by invited car company developer.
個別の学習目標

授

業

計

画

（第１回）自動車の歩みと企業の発展
（第２回）自動車に対するメーカーの経営哲学
（第３回）自動車の研究開発
（第４回）自動車の生産技術
（第５回）新しい自動車コンセプト

（第６回）グローバル化する自動車メーカーとその戦略
（第７回）自動車産業の求める新しい人材
（第８回）総括討議
なお、講義内容や順については、適宜変更や入れ替えることがある。
キーワード

自動車、自動車産業、自動車企業、企業経営、企業経営戦略、技術マネジメント、環境問
題、安全問題、エネルギー問題、資源問題、自動車技術、自動車生産技術、次世代先進自
動車、グローバル化、人材育成
授業の進め方

教科書及び参考図書

その都度，資料等を準備する。
学習相談

試験・成績評価等

（評価方法）
出席とレポートを重視する。
（評価基準）
出席
４０％
レポート ６０％
その他

授業科目区分

専攻共通科目

授業科目名

国際コミュニケーション演習
Seminar on International Communication

授業対象学生

１・２年次

必修

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

曜日

時限

単位数

２単位

集中講義

履修条件

専任教員全員
特定教育研究講座教員全員
All Faculty Member

None

授業の概要

オートモーティブサイエンス専攻の全分野の大学院生が一同に会して，研究成果を英語
で発表しあい，質疑応答等を通じて教員の指導を受ける。通年開講の必修演習科目であり，
通年で 2 単位，2 年間の履修で 4 単位まで認定する。
Main purpose of this lecture is to increase communication with English. All
students are required to present their results by English and through discussion,
presentation techniques will be increased. This is essential for all student, and 2 unit
for each year and total 4 unit mark is required for graduation.
全体の教育目標

研究成果の発表能力の養成と専門分野を超えた研究成果の共有を目的とする。特に発表
能力については，英語によるパワーポイント等による発表資料の作成，ならびにプレゼン
テーション能力やコミュニケーションおよびディベートの能力の育成を重視する。
参加者には討議への積極的な参加を通じた専門知識の獲得を求める。
Not only presentation techniques, but also shareing the term in different area will be
learned by presentation.
個別の学習目標

英語による国際学会発表を模したこの演習に参加することで，国際学会発表を疑似体験
し，学会発表の準備方法やプレゼンテーション技術を学習する。
授

業

計

画

英語による研究発表を毎回行う。発表に続いて質疑応答，教員からの指導が展開される。
１年間で２単位相当の回数と時間が割り振られる。
キーワード

国際コミュニケーション、英語、発表、討論
授業の進め方

発表内容については，指導教員が事前に指導を行う。発表の際には，Summaryを参加
者に配布する。また，発表後は，教員から指導を受けるだけでなく，講演評価シートによ
り学生相互に発表について評価を行い，発表の改善に役立てる。事前準備ならびに発表の
仕方等の詳細については，別途，連絡する。
教科書及び参考図書

なし

学習相談

各自，指導教員に相談のこと。
試験・成績評価等

（評価方法）
毎回の発表と討議を重視する。
（評価基準）
発表 ６０％
討議 ４０％
その他

授業科目区分

専攻共通科目

授業科目名

オートモーティブサイエンス演習Ⅰ
Seminar on Automotive Science I

授業対象学生

１年次

選択

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

曜日

時限

単位数

２単位

通常授業

履修条件

専任教員全員
Full-time Teaching Staff
授業の概要

修士での研究テーマの設定を演習や実習を通じて指導する。特に自発的に実践的なテー
マを発見し，そのテーマにどのように取り組むべきか，を指導する。
This seminar will give the students the scientific background to allow as in-depth
understandings that are adopted as research motivation to embrace the theme of the
thesis.
全体の教育目標

オートモーティブをめぐる修士論文研究を指導し、研究の発表と論文の作成を促進する。
個別の学習目標

授

業

計

画

演習形式の個別研究指導を行う。研究方法論について学んだ後、各自の研究テーマ設定
のための基本的な文献についてのレビューを行う。
キーワード
授業の進め方
教科書及び参考図書
学習相談
試験・成績評価等

（評価方法）
演習での研究実績に基づいて判定する。
（評価基準）
総合的に評価する。
その他

授業科目区分

専攻共通科目

授業科目名

オートモーティブサイエンス演習Ⅲ
Seminar on Automotive Science III

授業対象学生

２年次

選択

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

曜日

時限

単位数

２単位

通常授業

履修条件

専任教員全員
Full-time Teaching Staff
授業の概要

資料収集や実験などの実証的な研究活動を促進し，得られたデータの整理と発見事実の
理論的な考察を深めるように指導する。その一部は学会や研究会への対外的な発表ができ
るように論文やレポートにまとめるとともに，国際コミュニケーション演習での討議に積
極的に参加を求める。
The seminar will guide students through key issues in research design, from selecting
approaches to researching topic they chose, to conducting research, drawing
conclusions and summarizing the results in written form.
全体の教育目標

オートモーティブをめぐる修士論文研究を指導し、研究の発表と論文の作成を促進する。
個別の学習目標

授

業

計

画

演習形式の個別研究指導を行う。
研究テーマの分析枠組みにそった実証研究を指導する。
また成果の一部は，国際コミュニケーション演習での発表を促す。なお，研究課題にそっ
たインターンシップに取り組むように指導する。
キーワード
授業の進め方
教科書及び参考図書
学習相談
試験・成績評価等

（評価方法）
演習での研究実績に基づいて判定する。
（評価基準）
総合的に評価する。
その他

授業科目区分

専攻共通科目

授業科目名

インターンシップⅠ
Internship Ⅰ

授業対象学生

１・２年次

必修

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

曜日

時限

単位数

３単位

通常授業

履修条件

専任教員全員
Full-time Teaching Staff
授業の概要

専門的な知識を実践的な知識に変換し，仕事の場でそれを駆使しながら，チームワーク
の基本とリーダーシップを学ぶことができるように，事前に各自で計画した研修課題にふ
さわしい受入企業等における実践の場を適切に設定し，高度な実践的な知識を修得するの
に十分な期間の研修を求める。また，その成果が修士論文や研究活動に反映されるよう事
後指導を行う。
Internships allow students to apply the skills they have learned in their classes and to
be able to learn team work and leadership. Students are expected to devote sufficient
time to the internship in order to learn highly practical knowledge. And furthermore
they must receive follow-up guidance to help them to apply their internship
experiences to their doctoral theses and research activities.
全体の教育目標

自動車関連企業や業界団体あるいは行政の現場で、一定期間、研修生として実務に携わ
ることによって、大学院で学習した高度な専門知識を実践的な知識に転換し発展させるプ
ロセスと方法を学びつつ、知識の幅を広げるとともに、仕事の現場におけるチームワーク
やリーダーシップについても学ぶ。
個別の学習目標

インターンシップ協力企業において、1ヶ月程度の研修を行う。講義で得た専門的な知識
を仕事の場で実践する。事前指導及び事後指導において、機密情報の取り扱い等に関する
指導を行う。
授

業

計

画

インターンシップの全期間に渡って以下のようなプロセスで授業を進める。
１．事前研修（研修課題の策定と研修先の選定、研修マナーの説明）
２．インターンシップの実施
３．事後指導（結果報告書の作成、研修を活かした研究活動の指導）
キーワード
授業の進め方
教科書及び参考図書
学習相談

試験・成績評価等

（評価方法）
研修成果の成績については、研修結果報告書と研修先の評価を基に指導教員に
て判定する。
（評価基準）
総合的に評価する。
その他

授業科目区分

専攻共通科目

授業科目名

インターンシップⅡ
Internship Ⅱ

授業対象学生

１・２年次

選択

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

曜日

時限

単位数

２単位

通常授業

履修条件

専任教員全員
Full-time Teaching Staff
授業の概要

専門的な知識を実践的な知識に変換し，仕事の場でそれを駆使しながら，チームワーク
の基本とリーダーシップを学ぶことができるように，事前に各自で計画した研修課題にふ
さわしい受入企業等における実践の場を適切に設定し，高度な実践的な知識を修得するの
に十分な期間の研修を求める。また，その成果が修士論文や研究活動に反映されるよう事
後指導を行う。
Internships allow students to apply the skills they have learned in their classes and to
be able to learn team work and leadership. Students are expected to devote sufficient
time to the internship in order to learn highly practical knowledge. And furthermore
they must receive follow-up guidance to help them to apply their internship
experiences to their doctoral theses and research activities.
全体の教育目標

自動車関連企業や業界団体あるいは行政の現場で、一定期間、研修生として実務に携わ
ることによって、大学院で学習した高度な専門知識を実践的な知識に転換し発展させるプ
ロセスと方法を学びつつ、知識の幅を広げるとともに、仕事の現場におけるチームワーク
やリーダーシップについても学ぶ。
個別の学習目標

インターンシップ協力企業において、1ヶ月程度の研修を行う。期間内に所定の課題を解
決するプロセスについて実習する。
授

業

計

画

インターンシップの全期間に渡って以下のようなプロセスで授業を進める。
１．事前研修（研修課題の策定と研修先の選定、研修マナーの説明）
２．インターンシップの実施
３．事後指導（結果報告書の作成、研修を活かした研究活動の指導）
キーワード
授業の進め方
教科書及び参考図書
学習相談

試験・成績評価等

（評価方法）
研修成果の成績については、研修結果報告書と研修先の評価を基に指導教員に
て判定する。
（評価基準）
総合的に評価する。
その他

授業科目区分

専攻共通科目

授業科目名

インターンシップⅢ
Internship Ⅲ

授業対象学生

１・２年次

選択

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

曜日

時限

単位数

２単位

通常授業

履修条件

専任教員全員
Full-time Teaching Staff
授業の概要

専門的な知識を実践的な知識に変換し，仕事の場でそれを駆使しながら，チームワーク
の基本とリーダーシップを学ぶことができるように，事前に各自で計画した研修課題にふ
さわしい受入企業等における実践の場を適切に設定し，高度な実践的な知識を修得するの
に十分な期間の研修を求める。また，その成果が修士論文や研究活動に反映されるよう事
後指導を行う。
Internships allow students to apply the skills they have learned in their classes and to
be able to learn team work and leadership. Students are expected to devote sufficient
time to the internship in order to learn highly practical knowledge. And furthermore
they must receive follow-up guidance to help them to apply their internship
experiences to their doctoral theses and research activities.
全体の教育目標

自動車関連企業や業界団体あるいは行政の現場で、一定期間、研修生として実務に携わ
ることによって、大学院で学習した高度な専門知識を実践的な知識に転換し発展させるプ
ロセスと方法を学びつつ、知識の幅を広げるとともに、仕事の現場におけるチームワーク
やリーダーシップについても学ぶ。
個別の学習目標

インターンシップ協力企業において、1ヶ月程度の研修を行う。主体的に計画を立案する
方法を実習する。
授

業

計

画

インターンシップの全期間に渡って以下のようなプロセスで授業を進める。
１．事前研修（研修課題の策定と研修先の選定、研修マナーの説明）
２．インターンシップの実施
３．事後指導（結果報告書の作成、研修を活かした研究活動の指導）
キーワード
授業の進め方
教科書及び参考図書
学習相談

試験・成績評価等

（評価方法）
研修成果の成績については、研修結果報告書と研修先の評価を基に指導教員に
て判定する。
（評価基準）
総合的に評価する。
その他

授業科目区分

専攻共通科目

授業科目名

インターンシップⅣ
Internship Ⅳ

授業対象学生

１・２年次

選択

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

曜日

時限

単位数

２単位

通常授業

履修条件

専任教員全員
Full-time Teaching Staff
授業の概要

専門的な知識を実践的な知識に変換し，仕事の場でそれを駆使しながら，チームワーク
の基本とリーダーシップを学ぶことができるように，事前に各自で計画した研修課題にふ
さわしい受入企業等における実践の場を適切に設定し，高度な実践的な知識を修得するの
に十分な期間の研修を求める。また，その成果が修士論文や研究活動に反映されるよう事
後指導を行う。
Internships allow students to apply the skills they have learned in their classes and to
be able to learn team work and leadership. Students are expected to devote sufficient
time to the internship in order to learn highly practical knowledge. And furthermore
they must receive follow-up guidance to help them to apply their internship
experiences to their doctoral theses and research activities.
全体の教育目標

自動車関連企業や業界団体あるいは行政の現場で、一定期間、研修生として実務に携わ
ることによって、大学院で学習した高度な専門知識を実践的な知識に転換し発展させるプ
ロセスと方法を学びつつ、知識の幅を広げるとともに、仕事の現場におけるチームワーク
やリーダーシップについても学ぶ。
個別の学習目標

インターンシップ協力企業において、1ヶ月程度の研修を行う。プロジェクトのマネジメ
ント方法を実習する。
授

業

計

画

インターンシップの全期間に渡って以下のようなプロセスで授業を進める。
１．事前研修（研修課題の策定と研修先の選定、研修マナーの説明）
２．インターンシップの実施
３．事後指導（結果報告書の作成、研修を活かした研究活動の指導）
キーワード
授業の進め方
教科書及び参考図書
学習相談

試験・成績評価等

（評価方法）
研修成果の成績については、研修結果報告書と研修先の評価を基に指導教員に
て判定する。
（評価基準）
総合的に評価する。
その他

授業科目区分

専攻共通科目

授業科目名

オートモーティブサイエンス演習Ⅱ
Seminar on Automotive Science II

授業対象学生

１年次

選択

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

曜日

時限

単位数

２単位

通常授業

履修条件

専任教員全員
Full-time Teaching Staff
授業の概要

演習Ⅰで設定したテーマにそって，先行研究のレビューに基づくテーマの分析枠組みを
策定し，それに基づく実証分析や実験計画の具体化を図れるように指導する。また研究成
果の一部は国際コミュニケーション演習での発表を行う。
This seminar will review of project components, with particular emphasis on
developing the literature review, theme analysis and research design.
全体の教育目標

オートモーティブをめぐる修士論文研究を指導し、研究の発表と論文の作成を促進する。
個別の学習目標

授

業

計

画

演習形式の個別研究指導を行う。研究テーマの設定にそって，当該分野の先行研究を幅
広く渉猟するとともに，分析の理論枠組みの構築をはかり実証に研究に着手できるように
指導する。
キーワード
授業の進め方
教科書及び参考図書
学習相談
試験・成績評価等

（評価方法）
演習での研究実績に基づいて判定する。
（評価基準）
総合的に評価する。
その他

授業科目区分

専攻共通科目

授業科目名

オートモーティブサイエンス演習Ⅳ
Seminar on Automotive Science IV

授業対象学生

２年次

選択

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

曜日

時限

単位数

２単位

通常授業

履修条件

専任教員全員
Full-time Teaching Staff
授業の概要

修士論文として研究成果を取り纏めるように指導する。修士論文が学術的に高い水準に
達しているばかりでなく，オートモーティブサイエンスとして実践的な課題に応えるもの
になっていることに留意して，研究成果の総合化を指導する。
The purpose of this seminar is to help students through completing their research and
writing of the thesis.
全体の教育目標

オートモーティブをめぐる修士論文研究を指導し、研究の発表と論文の作成を促進する。
個別の学習目標

授

業

計

画

演習形式の個別研究指導を行う。研究の完成をめざす。分析枠組みにそった実証成果を，
事例や量解析によって整理するとともに，研究の独自性を明確にした論文の作成指導を行
う。
キーワード
授業の進め方
教科書及び参考図書
学習相談
試験・成績評価等

（評価方法）
演習での研究実績に基づいて判定する。
（評価基準）
総合的に評価する。
その他

平成 28 年度
授業科目名
科目区分
単位数
履修区分

シラバス

（オートモーティブサイエンス専攻・修士課程）
オートモーティブ先端材料科学概論
Introduction to Advanced Automotive Materials
分野専門科目（先端材料科学分野）
２単位
選択

開講時期
担当教員名

1 年次・前期 金・４
加藤 喜峰、古君 修、中野 博昭、板岡健之，谷口 育雄
Y. Kato, O. Furukimi, H. Nakano, K. Itaoka, I. Taniguchi
講義等の目 この講義では，自動車車体および部品の高機能化，小型軽量化，長寿命化，
的
多様化，燃費向上，省資源，省エネルギーなどの多様なニーズに対応する
先端材料の課題について概説し，自動車研究開発の現状を知ることを目的
とする。
講義等の内 自動車車体および部品の先端材料（鉄鋼材料，非鉄金属材料，非金属材料）
容
の現状と課題について，材料組織科学，材料加工科学，機能物性学、ライ
フサイクル等の幅広い基礎からの講義により理解する。
Study about the automotive parts materials such as metals, semiconductor, coating
technology and polymer with life cycle assessment.
授業計画
[加藤担当]4/22,5/6 シラバスの説明。カーエレクトロニクスの概要。
半導体デバイスの基礎と特許。車用パワーデバイスの紹介
[ 板 岡 担 当 ]5/13,20,27 自 動 車 材 料 の ラ イ フ サ イ ク ル ア セ ス メ ン ト
（LCA）：考え方とインベントリ分析→自動車を構成する材料の生産から利
用における環境影響を評価する手法として LCA の基礎を学ぶ。LCA：評価→
自動車を構成する材料の選択による環境影響の違いを事例を通じて学ぶ。
[谷口担当]6/3,10,17 自動車用高分子材料の開発動向：既存の自動車用高
分子材料の問題点を踏まえた新規自動車用高分子材料の開発、例えばポリ
乳酸に代表されるような再生可能材料の可能性について紹介する。
自動車用材料の評価手法：自動車用材料として特に耐久性・耐熱性・耐候
性が重要であり、それら種々の評価方法と要求物性について概説する。
[中野担当]6/24,7/1,8 電気めっき，無電解めっきの原理と自動車への
適用事例、溶融めっき法による自動車車体の表面処理と今後の課題、自
動車用金属材料の腐食挙動と防食技術。

成績評価

教科書・参
考図書等
履修条件
その他

[古君担当]7/15,22,29 鉄鋼業界の材料開発への取り組みと最新の鉄鋼製
品。自動車用の新しい鉄鋼材料と高強度鋼板の問題点。成形性に及ぼす材
料の機械的特性。
（評価方法）
各教員の講義ごとにレポート・課題などを提出。出席率は 70％を超えるこ
と。
（評価基準）
講義内容が理解されているか、講義の目標が達成されているかを確認する。

授業科目区分
授業科目名

分野専門科目
授業対象学生
（先端材料科学分野）
自動車用鉄鋼材料学
Steels for Automotive Vehicles

１年次

選択

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年 水曜日 １時限

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

単位数

２単位

通常授業

履修条件

古君 修
Osamu Furukimi

出席率は70％を超えること。

授業の概要

自動車の燃費向上と排出ガス削減には，車体重量の軽減が必須で，そのためには，自動
車用材料の 60%を占める鉄鋼薄鋼板の高強度化が有効である。また，高強度化することに
より，耐衝突安全性も格段に向上し，事故による死亡災害を回避できる。一方，鋼板の強
度を上げることにより，プレス成形性は損なわれ，これらの特性の両立は材料研究におけ
る大きな課題となっている。塑性加工学を考慮した最新の鉄鋼材料学を講義し，材料開発
の基礎力を高める。
Improvement fuel efficiency and reducing amount of emission gas are social demands
for vehicles. For resolving these problems, decreasing the weight of vehicles by
strengthening of steels which cover 60% of materials used is one of valid approaches.
Moreover, the strengthening of materials is usuful to avert a fatal accident by
collision. However, the strengthening of steels causes lowering the press formability
and this resolution is a pressing task. The aiming of this class is to understand a
recent developmental status of the high strength steels through the plastic
deformation theory.
全体の教育目標

材料を部材に塑性加工する観点から見て，適切な材料の選定および開発ができる人材の
育成を目標とする。
個別の学習目標

自動車用薄鋼板開発の現状を理解する。
授

業

計

画

（第１回）工業から見た塑性変形工学の必要性
（第２回）鉄鋼業界の材料開発への取り組みと最新の鉄鋼製品
（第３回）自動車用の新しい鉄鋼材料と高強度鋼板の問題点
（第４回）高強度化の機構
（第５回）成形性に及ぼす材料の機械的特性
（第６回）プレス成形性の分類
（第７回）成形性の評価方法
（第８回）スプリングバック特性
（第９回）塑性加工におけるトライボロジ－
（第１０回）r 値の支配因子
（第１１回）新熱間圧延技術適用による超高 r 値冷延鋼板の開発

（第１２回）高ｒ値ステンレス鋼板
（第１３回）高伸びフランジ性鋼板
（第１４回）まとめ
（第１５回）試験
キーワード

鉄鋼材料、薄鋼板、成形性
授業の進め方

毎回、スライドで講義する。
教科書及び参考図書

特になし。
学習相談

随時、学習相談を行う。希望する者は事前に必ず電子メール
（furukimi@zaiko.kyushu-u.ac.jp）で予約すること。
試験・成績評価等

（評価方法）
出席率および試験
（評価基準）
講義内容が理解されているか，講義の目標が達成されているかを確認する。

その他

授業科目区分
授業科目名

分野専門科目
授業対象学生
１年次 選択
（先端材料科学分野）
自動車用非鉄金属材料制御学
Microstructure Control of Nonferrous Materials for Automotive Vehicles

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

火曜日 ２ 時限

単位数

２単位

通常授業

履修条件

堀田 善治
Zenji HORITA

合金状態図，材料強度学などの基礎知識を有すること
が望ましい。

授業の概要

自動車にとって金属材料は極めて重要なものであるが，その特性を効果的に利用し，軽
量化を図り安全性を確保するには組織制御技術を習得することが重要である。特に，超耐
熱性，超塑性，形状記憶性，制振性，水素貯蔵性などを示す金属材料は，工業的に利用価
値の高い特殊材料として注目されている。ここではそれぞれの特性に応じた組織制御法を
系統的に学習し，組織と材料特性との相関について理解を深める。
Metallic materials are indispensible for automotive industries but, to make use of their properties
with the total weight reduced and the safety enhanced, it is important to learn how to control the
microstructures of the materials. In particular, the metallic materials exhibiting heat resistance,
superplasticity, shape memory, high damping capacity or hydrogen storage are gaining much
interest as promissing materialsl for automotive industries. In this class, students learn how to
control the microstructures and how to establish correlation between the microstructures and the
properties.
全体の教育目標

金属材料の組織や構造を制御してその特性を最大限に発揮させ，自動車用材料として利
用するための材料制御技術について習得する。
個別の学習目標

金属材料の力学および機能特性の発現メカニズムを学び、それぞれの特性ごとに実用材
料の現状を知る。開発すべき問題点や今後の課題について知る。
授

業

計

画

（第１回）超耐熱材料／強度の逆温度依存性
（第２回）金属間化合物の耐熱性
（第３回）金属間化合物の延性改善
（第４回）超塑性材料／超塑性の出現メカニズム
（第５回）金属材料の超塑性
（第６回）セラミックスの超塑性，超塑性の実用化
（第７回）形状記憶合金／マルテンサイト変態
（第８回）形状記憶効果，超弾性
（第９回）形状記憶合金の応用
（第１０回）制振材料／制振能の評価
（第１１回）制振性のメカニズム
（第１２回）制振合金の分類と種類
（第１３回）水素貯蔵合金／水素貯蔵・放出のメカニズム

（第１４回）水素貯蔵合金の種類
（第１５回）水素貯蔵合金の応用と問題
キーワード

組織制御、耐熱合金、形状記憶合金、超塑性、制振合金、水素貯蔵合金
授業の進め方

配布資料をもとに、要点を黒板に板書する。
教科書及び参考図書

参考書：“非鉄材料 講座・現代の金属学 材料編５”（日本金属学会），
“金属間化合物”山口・馬越共著（日刊工業），“形状記憶合金”舟久保編（産業図書），
“制振材料”田中編（日本規格協会），“金属水素化物”大角著（化学工業社）
学習相談

毎週月曜日１３時～１４時に教員室（ウエスト４号館６階６５１号室）
希望者は事前に電子メールで確認しておくこと
試験・成績評価等

（評価方法）
出席状況，講義内容の理解度を確認する試験，講義内容に関連する論文のレビューレポ
ートにより評価
（評価基準）
出席状況，試験，レビューレポートの評価点を合計し，60 点以上に達したものを合格と
する
その他

授業科目区分
授業科目名

分野専門科目
（先端材料科学分野）
エネルギー材料科学
Energy Material Sciences

授業対象学生

１、２年次

選択

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

通常授業・集中講義・臨時

木曜日

１時限

単位数

２単位

通常授業

担当教員

履修条件

岡田 重人
Shigeto Okada

なし。予備知識が無いことを前提に授業する。

授業の概要

電気化学応用編としてインターカレーション応用デバイスの１つであるリチウムイオ
ン電池を中心にその周辺の材料技術的、材料化学的バックボーンを講義する。一連の講義
を通じて、結合論（異方的結合）— 構造論（低次元構造）— 物性論（低次元電子物性）—
反応論（インターカレーション反応）、ならびに分子設 計（レドックス系）— 材料合成（活
物質）— 材料同定（元素分析、構造解析、状態分析）— 材料物性（インターカレーション
ホスト化合物）— デバイス特性（リ チウムイオン電池）の縦糸、横糸の各リンケージを俯
瞰する。
The basic knowledges of the material sciences and technologies about Li-ion battery as
the one of the typical application of solid-state chemistry and electrochemistry are
reviewed. The key topics such as Bragg's law, Extinction rule, Space group, Ionicity,
Coordination number, Madelung constant, Born haber cycle, Born-Landé equation, Lattice
energy, Standard electrode potential, Ionization tendency, Gibbs free energy, Nernst
equation are also lectured through the problem exercise.
全体の教育目標

昨今、携帯情報端末だけでなく、電気自動車やスマートグリッドにおいてもなくてはな
らないキーデバイスとなっているリチウムイオン電池を中心にそのバックボーンとなって
いる材料化学、電気化学、分析化学について教科書を離れたより実践的な理解をめざす。
個別の学習目標

講義だけでなく、材料化学、電気化学、分析化学について問題演習を通じ、基礎的概念
の理解を深める。
授

業

計

画

（第１回）電気化学概論
（第２回）蓄電池のニーズ（PDA）
（第３回）蓄電池のニーズ（EV）
（第４回）蓄電池のシーズ（安全性）
（第５回）蓄電池のシーズ（低次元系の物理）
（第６回）蓄電池のシーズ（インターカレーション反応）
（第７回）蓄電池の要素技術（正極材料）
（第８回）蓄電池の要素技術（負極材料）
（第９回）蓄電池の要素技術（電解質）
（第１０回）ポスト Li イオン電池（Na イオン電池）
（第１１回）ポスト Li イオン電池（Li 空気電池、燃料電池）
（第１２回）電気化学演習

（第１３回）電気化学演習
（第１４回）総括
（第１５回）最終試験
キーワード

インターカレーションホスト化合物、低次元系、レドックス、電池
授業の進め方

講義・演習で使用するpptのコピーを筑紫・伊都キャンパスに在籍する両方の院生がWeb
からダウンロード可能なようにする。
教科書及び参考図書

リチウムイオン二次電池（材料と応用）第二版、日刊工業新聞社、2700 円、
ISBN4-526-04499-7
学習相談

随時応じる。電子メール（s-okada@cm.kyushu-u.ac.jp）により事前連絡のこと：相談の概内
容と希望日時、場所等。（原則として、筑紫キャンパス。）
試験・成績評価等

出席状況、小テスト結果、最終試験結果、レポート内容等を総合的に判断する。
その他

授業科目区分
授業科目名

分野専門科目
授業対象学生
（先端材料科学分野）
セラミック材料物性学
Ceramic Materials Property

１年次 選択

講義題目
授業方法及び開講学期等
通常授業・集中講義・臨時

前期・後期・通年

木曜日

２ 時限

単位数

２単位

通常授業

担当教員
履修条件
特になし
林 克郎
Prof. Katsuro Hayashi
授業の概要
現在の自動車では構造用セラミックス、電子セラミックスなど重要な構成部品としてセ
ラミック製品が用いられている。また，次世代の自動車にも多くのセラミック部品が応用
されようとしている。本講義ではセラミックスの基本的な構造と物性について解説すると
ともに，セラミックスに特徴的な機械的、電磁気的、化学的特性について講義する。
In modern cars, various kinds of engineering and electronic ceramic products have
been used as important components. They will be more important in the next
generation car industry. In this class, fundamentals of structures and physical
properties of representative ceramic materials applied to the industry will be
reviewed. Furthermore, fundamentals of mechanical, electromagnetic, and chemical
properties characteristic to the ceramics materials will be lectured.
全体の教育目標
セラミックスの製造技術と合わせて構造と物性の相関を理解するとともに，自動車に用
いられるセラミックスの展望と課題を把握できるようになることを目的とする。
個別の学習目標
セラミックスの物性を決める要因となる結晶構造、材料を利用するうえで重要となる粒
子、薄膜、ウィスカー・繊維、多孔体、多結晶体、複合体などの高次構造について勉学し、
材料の機能発現の基礎となる構造と形態、その物理的・化学的特性について理解する。
授 業 計 画

キーワード

授業の進め方

教科書及び参考図書
講義プリントを配布する。
学習相談
希望者は適宜来室して良い。

試験・成績評価等
出席状況、レポートを総合的に評価する。
その他

授業科目区分
授業科目名

分野専門科目
授業対象学生
（先端材料科学分野）
オートモーティブ環境科学Ⅰ
Automotive Environmental Science I

１年次

選択

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

曜日

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

時限

単位数

２単位

集中講義

履修条件

草壁 克己
KUSAKABE, Katsuki
授業の概要

環境問題とは何かの本質を考え，物質循環の意味，リサイクルの形態，種類について解
説する。素材再生事業の問題点，循環型社会形成の推進のための法体系についても学ぶ。
熱力学に立脚した金属材料，高分子材料のリサイクル技術を学び今後期待される新リサイ
クル技術を考える。また，ライフサイクルアセスメントによる解析により，リサイクルさ
れた材料を使用した自動車の省エネルギー効果を求める。
Considering an essential part of environmental threats, the meaning of material circulation, the
various forms of recycling will be lectured. This class will deal with the problems of material
recycling business and legal system for the establishing of a recycling-oriented society. To
consider the expected recycling technologies, current technologies for recycling metal and
polymeric materials will be lectured on the basis of thermodynamics. Futhermore, this class will
learn the concept of the life cycle assessment (LCA) analysis and discuss the effct of the recycled
materials used in automobiles on the energy saving.
全体の教育目標

環境を配慮した材料設計のできる技術者の育成を目的として，自動車を題材として環境
教育の中で重要な環境汚染防止技術，リサイクル，ライフサイクルアセスメントなどにつ
いて理解する。
個別の学習目標

環境問題は多面的な物の見方が必要であり、絶対解は存在せずに最適解を学生自身が見
出すことが必要である。多面的な見方、考え方それから最適解を得るための手法を学ぶ。
授

業

計

画

（第１回）持続可能な社会における開発
（第２回）環境問題とエネルギー問題の接点
（第３回）化石燃料と水素社会
（第４回）自動車と大気環境科学
（第５回）大気汚染物質とその対策
（第６回）循環型社会に向けた処理対策
（第７回）リサイクルの問題
（第８回）自動車リサイクル法とリサイクル技術
（第９回）金属材料のリサイクル
（第１０回）高分子材料のリサイクル
（第１１回）日本のエネルギー対策
（第１２回）車社会における環境対策
（第１３回）低公害車の開発

（第１４回）ハイブリッド車とライフサイクルアセスメント
（第１５回）総合討論
キーワード

環境、エネルギー、地球温暖化、リサイクル
授業の進め方

参考資料を中心に授業を行う。
教科書及び参考図書

参考資料を配布。
学習相談

事前に電子メールにより相談日を決定する。
(電子メールアドレス：kusakabe@nano.sojo-u.ac.jp）
試験・成績評価等

（評価方法）４－５回の授業後にレポートを提出し，そのレポートと最終授業で
行う総合討論によって評価する。
（評価基準）総合的な理解力と創造性を中心に評価
その他

授業科目区分

分野専門科目
（先端材料科学分野）

授業科目名

自動車用半導体デバイス基礎
Basics for automotive semiconductor devices

授業対象学生

１年次 選択

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

通常授業・集中講義・臨時
担当教員
加藤 喜峰
Y. Kato

月 曜日 ２ 時限

単位数

2 単位

通常授業
履修条件

授業の概要
現在身の回りで使われている半導体デバイスや自動車用パワーデバイスについての基礎知識を
深める。 デバイスの構造・動作原理・特性・応用実例・特許などについて実用デバイスに結びつくよう
に学ぶ。
Learn about basics of semiconductor and automotive power devices. Semiconductor
physics and principle of devices are taught.
全体の教育目標
半導体デバイスに関する基礎知識を身に付け、各デバイスの構造・動作原理・特性などを理解する
事を目標とする。また、特許についても知識を有する。
個別の学習目標
授 業 計 画
講義形式、最後は学生による発表を行う。英語の教科書、雑誌、論文、特許なども読む。
・講義: 半導体デバイスの基礎: pn 接合、ショットキー接合、ダイオード、トランジスタ、FET(MOS,
MES), 自動車用パワーデバイス、特許について
・発表: 各自好きなデバイスを選び、デバイスの構造・動作原理・特性・応用実例・特許などにつ
いて調べて発表する。
キーワード
半導体デバイス、pn接合、ショットキー接合、FET、パワーデバイス、
授業の進め方
講義形式、最後は学生による発表形式。数回、課題・レポートを課す。
教科書及び参考図書
<教科書> 「基礎半導体工学」國岡昭夫、上村喜一著 (朝倉書店)
<参考書>
「半導体デバイス」 S. M. Sze （産業図書）
「グローブ 半導体デバイスの基礎」Andrew S. Grove (オーム社) 他多数
学習相談

講義終了直後随時。 相談時間（オフィスアワー）は事前に予約願います。
材料工学部門(ウェスト4号館) 6階640号室、092-802-2965、内線2965
Eメール: yoshimine.kato@zaiko.kyushu-u.ac.jp (質問・相談・意見など)

試験・成績評価等
成績の評価方法・評価基準: １００点満点 (合計で６０点以上が合格。)
・ 発表: ３０点満点で評価。
・ 期末レポート: ３０点満点で評価。
・ 課題: ４０点満点で評価。 A4 レポート紙(指定用紙も有る)にて提出。手書きの事。
授業への積極的参加(全回出席を前提): （講義欠席５回以上は不合格）
無断欠席: －2 点。遅刻・居眠り・携帯使用: －1 点/回。

(やむを得ず欠席し減点を避けたい場合は担当教員に理由を申し出ること)
その他

授業科目区分

分野専門科目
（先端材料科学分野）

授業対象学生

１年次 選択

自動車用材料の接合および複合学

授業科目名

Joining and Composites of Automotive Parts

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

曜日

時限

単位数

２単位

集中講義

履修条件

宮原 広郁
Hirohumi Miyahara
授業の概要

自動車用鋼板として，一般構造用鋼のみならず，近年は車体の軽量化や高強度化を目的と
して，高張力鋼やアルミニウム合金が多く用いられている。構造用部材を接合する技術とそ
の特性を学ぶとともに，近年用いられている特殊鋼についても，その接合原理の理解を深め
る。凝固基礎理論を理解し，高機能を有する鋳鉄及びアルミニウムの結晶組織制御法につい
て学ぶとともに，軽量化法及び特性の向上を図る方法について習得する。また，接合を応用
した例として複合法があるが，
プラスチックや金属材料を母相とした複合材料の製造法や材
料設計についても概説する。
全体の教育目標

自動車材料を接合する際に用いられる種々の方法について概説するとともに，その他の接
合法についても理解する。
また接合プロセスで生ずる熱の流れの材質への影響について予測
ができるようにする。
さらに応用例として金属系素材を母相とする複合材料について材料設
計と熱処理や加工法について理解する。
個別の学習目標

エンジンやパワートレイン部などの複雑形状を製造するために利用される鋳造法につい
て，その特性や組織形成過程について理解する．また構造部材を接合するための種々の方法
に関して特徴を学ぶ．
エクセルにより数値シミュレーションを行えるスキルを得る．
さらに，
液相を用いた複合法について設計の指針を知る．
授 業

計

画

（第１回）接合法及び複合のメカニズム
（第２回）各種接合法の原理と特徴
（第３回）接合界面の構造と特性
（第４回）金属材料の接合法
（第５回）鉄鋼材料の溶接熱影響部の組織と特性

（第６回）非鉄金属材料の溶接熱影響部の組織と特性
（第７回）異種材料の接合法
（第８回）複合材料の設計，素材の種類と特長
（第９回）複合化プロセス
（第１０回）固相法
（第１１回）液相法
（第１２回）複合化反応における界面反応の制御
（第１３回）熱処理法
（第１４回）複合材料の構造と物性
（第１５回）機械的特性
キーワード

液相，凝固，状態図，結晶成長，耐摩耗性，接合，複合

授業の進め方

配布したプリントを中心に授業を行う．簡単な演習を行い，理解度を確認する．レポート
の提出を求める場合もある．
教科書及び参考図書

学習相談

随時，教員室（ウエスト４号館6階645号室）で学習相談を行う。不在の場合は電子メールで
連絡する（miyahara@zaiko.kyushu-u.ac.jp）
試験・成績評価等

（評価方法）
講義形式とし，出席，レポート等をあわせて総合的に評価する。
（評価基準）
材料の性質に合った接合法を理解できること。数値解析ができること。複合材料の設計指針
が得られること。
その他

授業科目区分

分野専門科目
（先端材料科学分野）

授業対象学生

１年次 選択

塑性変形学

授業科目名

Science of Plastic deformation

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

曜日

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

時限

単位数

２単位

集中講義

履修条件

田中 將己
Masaki Tanaka
授業の概要

自動車用材料の加工に際して不可欠の塑性変形の基礎を講述する。まず塑性変形の原子論
的理解を深めるため，結晶格子欠陥，中でも転位論について解説する。さらに，材料の降伏
現象，加工硬化といった塑性変形に関わる材料学的重要問題について，マルチスケールな視
点から講述する。さらに材料加工に際して大きな障害となる破壊現象についても，破壊力学
的巨視的視点と原子論的微視的視点の両者からアプローチする。
The basis of plastic deformation, which is necessary for the deformation process of
materials used for automobiles, will be lectured. In order to understand the plastic
deformation in an atomic scale, dislocation theory will be explained. Important
problems such as yielding and work hardening will be explained in the multi-scale point
of view, basing on materials science. The basis of fracture will be also explained in the
both macroscopic and microscopic points of view.
全体の教育目標

自動車の環境性能やデザインの革新に大きな影響を与える金属材料の塑性変形と強度に
ついて基礎的理解を得ることを目的とする。
個別の学習目標

結晶性材料の破壊現象を理解する上で必須となる結晶格子欠陥，
並びに破壊力学の基礎を
身につける。
授

業

計 画

（第１回）結晶のすべり変形
（第２回）転位の構造
（第３回）転位の性質
（第４回）転位の観察法
（第５回）降伏現象

（第６回）加工硬化
（第７回）ステレオ投影
（第８回）転位運動の温度依存性
（第９回）ボルツマン分布
（第１０回）転位運動の熱活性化過程
（第１１回）高温変形
（第１２回）応力拡大係数
（第１３回）クラックと結晶格子欠陥との相互作用
（第１４回）変形双晶
（第１５回）総合討論
キーワード

クラック，転位，破壊，塑性変形
授業の進め方

主としてスライドを用いた講義形式で行う．
使用するスライドの主なものはプリントとして
配布する．
教科書及び参考図書

Fracture of Brittle Solids-2nd Edition，Brain Lawn著，(Cambridge University Press)．
破壊力学入門，村上裕則，大南正瑛共著，（オーム社）．
材料強度の基礎，高村仁一，(京都大学学術出版会)
学習相談

希望する者は事前に電子メールで相談の希望日時，相談内容を連絡の上，予約すること。
（masaki@zaiko.kyushu-u.ac.jp）
試験・成績評価等

（評価方法）
出席，レポート，試験
（評価基準）
出席状況，試験レポートの評価点を合計し，60 点以上に達したものを合格とする。
その他

分野専門科目
授業対象学生
（先端材料科学分野）
自動車用高分子材料学
Polymer Materials for Automotive Vehicles

授業科目区分
授業科目名

１年次

選択

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

曜日

時限

単位数

２単位

集中講義

履修条件

田中 敬二
TANAKA, Keiji

特になし

授業の概要

高分子は自動車の内装，外装，機能部品，構造部品等に使用されており，必要不可欠な
材料となっている。本講義では，樹脂・エラストマー・複合材料の基礎的な理解と設計指
針を中心に講義を進める。また，自動車用の塗料や接着剤についても高分子材料が重要な
役割を果たしていることを紹介する。本講義では，自動車用高分子材料の「開発」という
観点から講義を進めるが，廃車リサイクルと環境問題についても考える。
Polymers have been used for the interior and exterior components as well as the structural ones
and thus are one of indispensable materials. The objective of this lecture is mainly to give a better
understanding of fundamentals and a design guide for resins, elastomers and composite materials.
Also, it is also introduced that polymers play an important role for paints and adhesives for
automotive. Finally, recycling of vehicles and environmental issues are also discussed.
全体の教育目標

高分子の構造・物性相関を理解すること，また，自動車の樹脂化の展望と課題を把握で
きるようになることを目的とする。
個別の学習目標

授

業

計

画

以下の流れで講義を進める。
（第１回）イントロダクション
（第２回）高分子とは
（第３回）高分子の合成１
（第４回）高分子の合成２
（第５回）高分子の構造１
（第６回）高分子の構造２
（第７回）高分子の物性１
（第８回）高分子の物性２
（第９回）高分子の物性３
（第１０回）エンジニアリングプラスチック
（第１１回）高分子複合材料
（第１２回）高分子の劣化と原因究明
（第１３回）高分子リサイクル
（第１４回）総合討論
（第１５回）総括

キーワード

自動車部材、エンジニアリングプラスチック、ナノコンポジット
授業の進め方

講義形式で行なうが、講義中に小テストなどを行なう。
教科書及び参考図書

教科書は使用しないが，参考図書は適宜紹介する
学習相談

メールで日時を決めた後、教授室で行う。
試験・成績評価等

（評価方法）
小テスト
（評価基準）
上述を総合的に判断する。
その他

授業科目区分

分野専門科目
（先端材料科学分野）

授業対象学生

１年次 選択

自動車用触媒科学

授業科目名

Science for Automotive Catalyst
Surface activity and activation of molecules

講義題目

授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

時限

単位数

２単位

Semester 2(Oct-Mar)

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

曜日

履修条件

石原 達己

None

Tatsumi Ishihara
授業の概要

For cleaning of exhaust gas from engines, catalyst is essentially requested and
several catalytic reaction is applied for removal of air pollutant in exhaust gas from
diesel engines. In this lecture, principle of catalyst and influence activity will be
explained.
全体の教育目標

Understand the principle of catalytic activity of molecules and automotive catalyst
個別の学習目標

Understand the history of automotive catalyst
授

業

計 画

1)What is surface?
2)Surface free energy
3)Origine of catalyst function
4)Parameter for catalytic activity and selectivity
5)Particle size effects
6)Support Effects
7)Ligand effects
8)Geometric effects
9)History of industrial catalyst
10)What is Automotive catalyst
11)Automotive Catalyst
12)Environmental Catalyst
13)Energy related catalyst
14)Summary of catalyst development

キーワード

Surface chemistry, catalyst, automotive catalyst
授業の進め方

Lecture style
教科書及び参考図書

no
学習相談

anytime
試験・成績評価等

Report
その他

授業科目区分

分野専門科目
（先端材料科学分野）

授業科目名

自動車用表示材料特論
Organic Functional Materials for Automotive Display

授業対象学生

１年次

選択

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

通常授業・集中講義・臨時
担当教員
春藤 淳臣
SHUNDO, Atsuomi

曜日

時限

単位数

２ 単位

集中講義
履修条件
特になし

授業の概要
薄型ディスプレイは高度化・多様化が進み、車載用情報表示ツールとしての重要性が高まってい
る。本講義では、液晶ディスプレイおよび有機エレクトロルミネッセンス（EL）ディスプレイを中心とした表
示素子の基本原理や特徴について紹介する。さらに、これらの表示素子技術と密接に関わる液晶材
料、有機半導体材料、発光材料についても、有機機能材料科学の観点から解説する。
Various flat-panel displays have been highly developed and thus have became important as
components for automotive displays. In this class, fundamentals and characteristics of the displays
such as liquid crystal and Organic electroluminescence displays will be introduced. Furthermore, the
liquid crystals, organic semiconductors and luminescent materials, which are strongly related to the
displays and their technologies, will be lectured from the viewpoint of organic functional materials
science.
全体の教育目標
自動車用表示用途を含め、あらゆる生活シーンで活躍する電子ディスプレイの基本原理を理解する
とともに、表示素子の開発に必要な有機機能材料の特性を理解することを目的とする。
個別の学習目標
液晶ディスプレイや有機ELディスプレイなど代表的な表示素子の原理や特徴、動向について学ぶ。
授

業

計

画

（第１回）車載用表示素子の特性と動向１
（第２回）車載用表示素子の特性と動向２
（第３回）液晶ディスプレイの基本原理
（第４回）液晶ディスプレイの特徴
（第５回）液晶材料
（第６回）有機 EL ディスプレイの基本原理
（第７回）有機 EL ディスプレイの特徴
（第８回）有機 EL 材料１
（第９回）有機 EL 材料２
（第１０回）有機 EL の開発動向
（第１１回）その他の表示素子
（第１２回）有機トランジスタ
（第１３回）自動車用先端表示材料の展望
（第１４回）総合討論
（第１５回）総括

キーワード
車載表示、薄型電子ディスプレイ、液晶、有機EL
授業の進め方
配布資料を中心に講義を行う。演習により理解度を確認する。課題レポートの提出を求める。
教科書及び参考図書
参考書を適宜紹介する。講義時にプリント資料を配布する。
学習相談
希望する者は事前に電子メールで相談の希望日時、相談内容を連絡の上、予約すること。
（a-shundo@cstf.kyushu-u.ac.jp）
試験・成績評価等
（評価方法）
授業への出席状況、演習、課題レポートにより評価する。
（評価基準）
講義内容についての理解度を総合的に判断する。
その他

授業科目区分
授業科目名

分野専門科目
授業対象学生
（ダイナミクス分野）
オートモーティブダイナミクス概論
Introduction to Automotive Dynamics

１年次

選択

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

曜日

時限

単位数

２単位

通常授業

履修条件

授業計画の欄参照
(See below)
授業の概要

機械工学において体系化されている四大力学（材料力学，流体力学，熱力学，機械力学）
に信頼性工学を加えた自動車構造・運動系の科学を，当該専門分野外の学生を対象として
幅広い基礎からの講義により，ダイナミクスの基本原理を理解する。
This course describes fundamental concepts of four measure dynamics (i.e., strength
of materials, fluid dynamics, thermodynamics, dynamics of mechanical systems) and
reliability engineering.
全体の教育目標

機械工学の四大力学（材料力学，流体力学，熱力学，機械力学）および信頼性工学の基
礎を身につけることにより，自動車を支えるダイナミクス分野に関する視点と考察能力を
養う。
個別の学習目標
四大力学の基礎を習得しるとともに，自動車を支えるダイナミクス分野に関する視点を養
う．
授

業

計

画

（第１回）材料力学：野口
（第２回）材料力学：野口
（第３回）材料力学：野口
（第４回）信頼性工学：戸田
（第５回）信頼性工学：戸田
（第６回）信頼性工学：戸田
（第７回）流体力学：安倍
（第８回）流体力学：安倍
（第９回）流体力学：安倍
（第１０回）熱力学：村瀬
（第１１回）熱力学：村瀬
（第１２回）熱力学：村瀬
（第１３回）機械力学：井上
（第１４回）機械力学：井上
（第１５回）機械力学：井上
担

当

教

員

村瀬 英一，安倍 賢一，井上 卓見，野口 博司，戸田 裕之
Eiichi Murase, Ken-ichi Abe, Takumi Inoue, Hiroshi Noguchi, Hiroyuki Toda

キーワード

材料力学，流体力学，熱力学，機械力学，信頼性工学
授業の進め方

オムニバス方式の講義形式で進める．
教科書及び参考図書

教科書は使用しない．必要に応じ資料を配布する．参考図書については，適宜講義内で紹
介する．
学習相談

個別に担当教員に連絡をとり，指示に従って来室・相談に来ること．
試験・成績評価等

（評価方法）
授業回数の 2/3 以上の出席が単位取得のための必要条件となる．レポート，演
習等により 100 点満点で評価し，60 点以上が合格となる．
（評価基準）
レポート，演習等により講義内容の基本的理解を見る．
その他

授業科目区分
授業科目名

分野専門科目
（ダイナミクス分野）
自動車空気力学特論
Automotive Aerodynamics

授業対象学生

１年次

選択

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

火曜日

４－５時限

単位数

２単位

通常授業（第2クォーター）

履修条件

安倍 賢一
Ken-ichi Abe

微分方程式，ベクトル解析等の大学卒業程度の数学の
基礎知識が習得済みであること．

授業の概要

自動車の空気抵抗を減少させる車体形状は，高速走行性能の向上と燃料消費率向上を図
るうえで重要である。空力性能向上を目的として CFD（数値流体力学）と風洞実験により
進められてきた自動車空気力学に関する知識，さらに最適車体形状を模索するために必要
な理論を講義により習得する。
Drag reduction of a car is very important for the development of its performance as
well as the reduction of its fuel consumption. This course describes fundamental
knowledge of car aerodynamics that has been developed through computational fluid
dynamics (CFD) and wind-tunnel experiment.
全体の教育目標

自動車空気力学について，複雑な流体現象を理解するための基礎的な知識を習得し，こ
れをベースにして最適車体形状を模索するために必要な理論を講義により修得することを
目的とする．
個別の学習目標

複雑な流体現象を理解するための基礎的な知識を習得するとともに，これをベースにし
て最適車体形状を模索するために必要な理論を講義により修得する
授

業

計

画

（第１回） 導入教育（本講義の意義，概要，用語，到達目標）
（第２回） 流体力学の基礎（１）
（第３回） 流体力学の基礎（２）
（第４回） 流体力学の基礎（３）
（第５回） 車体周りの空気力学（１）
（第６回） 車体周りの空気力学（２）
（第７回） 車体周りの空気力学（３）
（第８回） 流れの解析手法（１）
（第９回） 流れの解析手法（２）
（第１０回）空力性能の改善（１）
（第１１回）空力性能の改善（２）
（第１２回）空力騒音（１）
（第１３回）空力騒音（２）
（第１４回）総合演習（１）
（第１５回）総合演習（２）

キーワード

流体力学，空気抵抗，空力性能，空力騒音，はく離，
授業の進め方

講義形式
教科書及び参考図書

自動車のデザインと空力技術 普及版
（出版社：朝倉書店，著者：小林敏雄，農沢隆秀）
学習相談

個別に担当教員に連絡をとり，指示に従って来室・相談に来ること．
試験・成績評価等

（評価方法）
出席状況，課題レポートおよび期末試験の結果を総合的に評価する．
（評価基準）
出席状況(20%)，課題レポート(20%)，期末試験(60%)
その他

授業科目区分
授業科目名

分野専門科目
授業対象学生
（ダイナミクス分野）
自動車動力源特論
Internal Combustion Engines

１年次

選択

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

月曜日 ３時限

単位数

２単位

通常授業

履修条件

村瀬 英一
Eiichi Murase
授業の概要

自動車用の動力源に対して，石油系燃料の需給バランスの緊迫化，CO 2 低減，大気環境
浄化などの地球規模での対応が急務である。まず自動車用の動力源について，基礎的な熱
力学のサイクル論を習得する。それをベースにして，環境負荷が低い燃料や新動力源につ
いての理論を講義により習得する。
This course is a basic course of internal combustion engines, including the
fundamentals: laws of thermodynamic gas cycle, working principle and mechanism of
engines.
全体の教育目標

自動車用の動力源について，基礎的な熱力学のサイクル論を習得する．それをベースに
して，環境負荷が低い燃料や新動力源についての理論を講義により習得する．
個別の学習目標
種々の内燃機関を総合的に学ぶことにより，機械とシステムに関する知識とそれらを問
題解決に応用できる能力を養う．
授

業

計

画

（第１回）エンジンの歴史
（第２回）エンジンの分類と特徴
（第３回）エンジンの動作原理
（第４回）定容サイクルとガソリンエンジン
（第５回）ガソリンエンジンにおける燃焼（１）
（第６回）ガソリンエンジンにおける燃焼（２）
（第７回）定圧サイクルとディーゼルエンジン
（第８回）ディーゼルエンジンにおける燃焼（１）
（第９回）ディーゼルエンジンにおける燃焼（２）
（第１０回）自動車用エンジンの構造（１）
（第１１回）自動車用エンジンの構造（２）
（第１２回）エンジンと大気汚染とその対策（１）
（第１３回）エンジンと大気汚染とその対策（２）
（第１４回）新しいエンジン（１）
（第１５回）新しいエンジン（２）
キーワード
内燃機関，熱サイクル，ガソリンエンジン，ディーゼルエンジン

授業の進め方
配布するプリントを参照しながら，講義を行う．適宜演習またはレポートを課す．
教科書及び参考図書
講義中に適宜紹介する．
学習相談
個別に担当教員に連絡をとり，指示に従って来室・相談に来ること．
試験・成績評価等

（評価方法）
全授業回数の3 分の2 以上に出席し，演習またはレポートを提出したものに対
してのみ期末試験を課す．期末試験の点数７0 点，授業の出席２０点，演習10
点の合計 100 点満点で評価し，60 点以上を合格とする．
（評価基準）
レポート，演習等により講義内容の基本的理解を見る．
その他

授業科目区分
授業科目名

分野専門科目
授業対象学生
（ダイナミクス分野）
自動車強度学特論
Strength of Materials for Automotives

１年次

選択

講義題目
授業方法及び開講学期等
通常授業・集中講義・臨時

担当教員

前期・後期・通年

水 曜日 2 時限

単位数

２単位

通常授業

履修条件
学部において材料力学ないしそれと同等の力学系科
目を履修し、単位を取得済みである事を必須とする。

戸田 裕之
Hiroyuki Toda
授業の概要
自動車を構成する各種材料の特性を学ぶ。さらに、材料力学に立脚し、自動車部品の設
計に必要となる力学的な知識を習得する。これらを総合し、レポート作成のための徹底し
た自己学習、文献調査および授業中の学生の発表とディスカッションにより実践力を養う。
Acquire the properties of various materials for automotive purpose. In addition,
acquire the mechanical knowledge necessary for designing automotive parts on the
basis of strength of materials. Cultivate the abilities for execution by means of
self-study, literature survey, and presentation and discussion in the class.
全体の教育目標
材料力学や破壊力学などを応用して自動車部品の設計や品質保証、自動車材料の研究な
どを行うことができる基礎知識の教授に加え、実際の自動車部品にそれらを応用する実践
力を涵養することを目標とする。
個別の学習目標
自動車材料について、その基本的な特性を習得する。自動車材料の評価に必要な力学的
知識を習得する。いくつかの代表的な自動車部品の力学的な挙動を理解する。また、その
力学的挙動の評価を体験する。
授 業 計 画
（第１回）
概論
（第２回）
自動車が受ける力と部品の破損
（第３回）
自動車ボディーの構造
（第４回）
はり形状を呈する部品の曲げ変形とその材料力学的評価
（第５回）
はり形状を呈する部品のねじり変形とその材料力学的評価
（第６回）
スポット溶接とその評価
（第７回）
車体強度の評価 1
（第８回）
車体強度の評価 2
（第９回）
自動車の強度試験
（第１０回） 衝突安全性とその評価
（第１１回） 自動車材料とその特性
（第１２回） 自動車材料の選択
（第１３回） 自動車部品の疲労破壊
（第１４回） 破損とその解析
（第１５回） 定期試験
キーワード
材料力学、破壊力学、フラクトグラフィー、非破壊検査、自動車部品、品質保証、設計
製造

授業の進め方
講義、レポートの為の自己学習とレポート内容の個別発表、それに伴う学生間、学生－
教員のディスカッション
教科書及び参考図書

講義では、関連する資料を随時配布する。
参考図書：Fundamentals of Automobile Body Structure Design (D.E. Malen, SAE
international)、自動車の強度（式田昌弘、金山幸雄、山海堂）
学習相談

月および火曜日9:00～、戸田室（W4-846室）にて行う。
試験・成績評価等

（評価方法）
A4 で 10 枚程度の課題レポートを 4 回提出。同時に発表用パワーポイントも作成する。
これに関して、各自個別に 10 分程度の発表と 5 分程度の質疑応答を行う。この内容、質疑
応答への貢献、最終試験により総合的に評価する。
（評価基準）
課題レポート 30%、発表を含む授業への貢献 40%、定期試験 30%で、総合して 60%以上の
場合に単位を認める。
その他

授業科目区分
授業科目名

分野専門科目
授業対象学生
（ダイナミクス分野）
高剛性自動車構造学特論
Automotive Structural Mechanics

１年次

選択

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

曜日

時限

単位数

２単位

通常授業

履修条件

野口 博司，濱田 繁
Prof. Hiroshi Noguchi
A.Prof. Shigeru Hamada
授業の概要

機械工学において体系化されている材料力学を基礎とし，軽量高剛性自動車構造構築の
ための強度解析方法の充実を図る。さらに軽量化と衝突時車室空間確保を両立させる高剛
性殻構造設計を行うための構造強度学を講義により深い理解をし，
実務設計能力を高める。
Based on the mechanics of materials, substantiality of a strength analysis method for
light-weight and high-stiff automotive structure is studied. The structural strength
for the high stiff shell structure design which makes more compartment spatial
securement with weight saving at the time of collision is given and it's understood
deeply and the practical business affair design ability is improved.
全体の教育目標

自動車を安全に設計するため，軽量高剛性自動車構造をはかる能力を身につける。
個別の学習目標

自動車を安全に設計するため，軽量高剛性自動車構造をはかる能力を身につける。
授

業

計

画

（第１回）材料の機械的性質：野口
（第２回）応力―ひずみ関係，平衡条件，適合条件：野口
（第３回）エネルギ原理（１）：野口
（第４回）エネルギ原理（２）：野口
（第５回）有限要素法（１）：濱田
（第６回）有限要素法（２）：濱田
（第７回）有限要素法（３）：濱田
（第８回）有限要素法（４）：濱田
（第９回）薄板の曲げ（１）：野口
（第１０回）薄板の曲げ（２）：野口
（第１１回）薄肉円筒（１）：野口
（第１２回）薄肉円筒（２）：野口
（第１３回）破壊力学（１）：野口
（第１４回）破壊力学（２）：野口
（第１５回）破壊力学（３）：野口

キーワード
応力，ひずみ，有限要素法，薄板，破壊力学
授業の進め方
講義形式
教科書及び参考図書

配布プリント，村上敬宜著「材料力学」森北出版，平川賢爾著「機械材料学」朝倉書店
学習相談
個別に担当教員に連絡をとり，指示に従って来室・相談に来ること．
試験・成績評価等

（評価方法）
期末試験の点数 60 点，演習の結果 40 点，合計 100 点満点で評価する。
（評価基準）
60 点以上を合格とする。
その他

授業科目区分

分野専門科目
（ダイナミクス分野）

授業対象学生

１年次 選択

構造・動力学特論

授業科目名

Structural Dynamics
講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

曜日

時限

単位数

２単位

通常授業

履修条件

井上 卓見

大学学部レベルの動力学関係の内容を理解しているこ

Prof. Takumi Inoue

と．

授業の概要

自動車の走行時には動力学的な力（慣性力）が各構成要素に作用し，振動等の発生が問題
となる。自動車の快適性，安全性を確保するために，振動の計測と信号処理の基礎を習得し
た後，不確定入力に対する振動問題を理論的に取り扱い，発生した振動レベルを推定するた
めの解析手法や，疲労破壊の推定法，時間－周波数解析の基礎を講義により習得する。
When an automobile runs, a dynamic force (inertia force) acts on each element of the automobile
structure and the force causes a problem of vibration. Basis of signal processing and measurement of
vibration is learned in order to ensure the safety and comfort of automobile. Acquisitions of analysis
method to estimate a vibration level and fatigue fracture, basis of time-frequency analysis follow.
全体の教育目標

振動などの動的応答の測定法，信号解析手法，不確定入力の解析手法を身につけることに
より，自動車における動力学問題を解決できる能力を養う．
個別の学習目標

信号解析手法，不規則入力，振動解析手法，疲労破壊の推定法，時間－周波数解析による
異常診断技術の基礎を身につける．
授 業

計

画

（第１回）フーリエ級数
（第２回）連続フーリエ変換
（第３回）離散フーリエ変換と誤差
（第４回）漏れ誤差と窓関数
（第５回）高速フーリエ変換
（第６回）不規則過程
（第７回）確率分布関数，正規分布
（第８回）相関

（第９回）スペクトル密度
（第１０回）狭帯域・広帯域過程
（第１１回）インパルス応答と周波数応答関数
（第１２回）不規則振動による線形系の応答
（第１３回）広帯域励振に対する応答
（第１４回）不規則振動による疲労と破壊
（第１５回）時間－周波数解析法の基礎
キーワード

信号解析手法，不規則入力，スペクトル解析，疲労破壊推定，時間－周波数解析
授業の進め方

講義形式
教科書及び参考図書
モード解析，長松昭男著，コロナ社．
不規則振動とスペクトル解析，D.E.Newland著，坂田勝，木村康治 共訳，オーム社．
Mechanical vibration (Analysis, uncertainties, and control)，Haym Benaroya, Prentice-Hall, 1998.
機械工学のための振動・音響学，鈴木浩平他３名共著，サイエンス社．
学習相談

個別に担当教員に連絡をとり，指示に従って来室・相談に来ること．
takumi@mech.kyushu-u.ac.jp
試験・成績評価等

（評価方法）
授業回数の 2/3 以上の出席が単位取得のための必要条件となる．
基本的に試験により評価
し，100 点満点中 60 点以上が合格となる．
（評価基準）
試験により講義内容の基本的理解を見るとともに，理論の適用能力を把握することで評価
を行う．基本的内容の理解が不足していると判断されれば不合格，再履修となる．
その他

授業科目区分

分野専門科目
（ダイナミクス分野）

授業対象学生

１年次 選択

構造・動力学演習

授業科目名

Seminar on Structural Dynamics
講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

曜日

時限

単位数

２単位

集中講義

履修条件

井上 卓見

大学学部レベルの動力学関係の内容を理解しているこ

Prof. Takumi Inoue

と。

授業の概要

自動車の走行時には動力学的な力（慣性力）が各構成要素に作用し，典型的な現象として
振動の発生があげられる。振動計測，信号処理，動特性同定ならびに実際の振動問題に関す
る理論の講義と並行して，演習を通して習得した知識を活用する実務応用力を高める。
When an automobile runs, a dynamic force (inertia force) acts on each element of the automobile
structure and a typical phenomenon induced by the force is vibration. Enhance an ability to apply the
knowledge of vibration measurement, signal processing and identification of dynamic systems to
actual problems through some exercises in conjunction with the lecture “Structural Dynamics”.
全体の教育目標

振動などの動的応答の測定，信号解析，動特性検出，振動解析に関する演習，解説を行う
ことで，自動車における動力学問題への実務応用力を養う。
個別の学習目標

授 業

計

画

下記の構造・動力学特論の進行とともに講義内容に沿った演習を行う。
（第１回）動的応答の測定法
（第２回）信号解析手法Ⅰ
（第３回）信号解析手法Ⅱ
（第４回）信号解析手法Ⅲ
（第５回）動特性検出手法Ⅰ
（第６回）動特性検出手法Ⅱ
（第７回）動特性検出手法Ⅲ
（第８回）振動問題の理論的取扱いⅠ

（第９回）振動問題の理論的取扱いⅡ
（第１０回）振動解析手法Ⅰ
（第１１回）振動解析手法Ⅱ
（第１２回）振動解析手法Ⅲ
（第１３回）異常診断法Ⅰ
（第１４回）異常診断法Ⅱ
（第１５回）異常診断法Ⅲ
キーワード

動的応答測定法，信号解析手法，動特性検出手法，振動解析手法，異常診断技術

授業の進め方
演習形式

教科書及び参考図書

学習相談
個別に担当教員に連絡をとり，指示に従って来室・相談に来ること．

試験・成績評価等

（評価方法）
構造・動力学特論を受講しており 2/3 以上出席していることが単位取得のため
の必要条件。演習を 100 点満点で評価し，60 点以上が合格となる。
（評価基準）
理論の適用能力，応用力を評価する。
その他

授業科目区分
授業科目名

分野専門科目
授業対象学生
（ダイナミクス分野）
自動車空気力学演習
Seminar on Automotive Aerodynamics

１年次

選択

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

曜日

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

時限

単位数

２単位

集中講義

履修条件

安倍 賢一
Ken-ichi Abe

自動車空気力学特論を履修済，またはそれと同等の学
力であることを前提として進める．

授業の概要

自動車の空気抵抗を減少させる車体形状は，高速走行性能の向上と燃料消費率向上を図
るうえで重要である。空力性能を向上させる最適車体形状の模索に必要な自動車空気力学
に関する理論の講義と並行して，演習を通して習得した知識を活用する実務応用力を高め
る。
Drag reduction of a car is very important for the development of its performance as
well as the reduction of its fuel consumption. This course aims to develop the ability of
applying the knowledge obtained through the course 'Automotive Aerodynamics' to
practical design of car body from aerodynamic viewpoint.
全体の教育目標

自動車空気力学の発展に重要な車体まわりの流体現象を理解するために習得した基礎知
識の実問題への応用力を高めることを目的とする．
個別の学習目標

自動車空気力学の発展に重要な車体まわりの流体現象を理解するために習得した基礎
知識の実問題への応用力を高める
授

業

計

画

（第１回） 導入教育（本講義の意義，到達目標）
（第２回） 課題１（年度毎に設定），課題説明（概要，基礎理論，目標）
（第３回） 課題１（年度毎に設定），課題に関連する流体力学基礎演習
（第４回） 課題１（年度毎に設定），課題解決演習（１）
（第５回） 課題１（年度毎に設定），課題解決演習（２）
（第６回） 課題１（年度毎に設定），課題解決演習（３）
（第７回） 課題１（年度毎に設定），発表準備
（第８回） 課題１（年度毎に設定），発表会
（第９回） 課題２（年度毎に設定），課題説明（概要，基礎理論，目標）
（第１０回）課題２（年度毎に設定），課題に関連する流体力学基礎演習
（第１１回）課題２（年度毎に設定），課題解決演習（１）
（第１２回）課題２（年度毎に設定），課題解決演習（２）
（第１３回）課題２（年度毎に設定），課題解決演習（３）
（第１４回）課題２（年度毎に設定），発表準備
（第１５回）課題２（年度毎に設定），発表会
キーワード
流体力学，空気抵抗，空力性能，空力騒音，はく離，

授業の進め方
演習形式
教科書及び参考図書

教科書は使用しない．自動車空気力学特論の資料を基本とし，必要に応じ追加資料を配布
する．
学習相談
個別に担当教員に連絡をとり，指示に従って来室・相談に来ること．
試験・成績評価等

（評価方法）
出席状況，課題レポート，発表会の結果を総合的に評価する．
（評価基準）
出席状況(20%)，課題レポート(50%)，発表会(30%)
その他

授業科目区分

分野専門科目
（ダイナミクス分野）

授業対象学生

１年次 選択

自動車動力源演習

授業科目名

Seminar on Automotive Power Train

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

曜日

時限

単位数

２単位

集中講義

履修条件

森上 修

自動車動力源特論を受講していること

Osamu Moriue
授業の概要

自動車用の動力源に対して，石油系燃料の需給バランスの緊迫化，CO 2 低減，大気環境浄
化などの地球規模での対応が急務である。本演習では，自動車動力源の講義と平行して，基
礎的な熱力学のサイクル論や新動力源についての演習を通して，
習得した知識を活用する実
務応用力を高める。
Based on the knowledge obtained in “Automotive Power Train” course, practice of
calculation of energy conversion in automotive engines is done using thermodynamics
theories.
全体の教育目標

自動車用の動力源について，基礎的な熱力学のサイクル論を習得する．それをベースにし
て，環境負荷が低い燃料や新動力源についての理論を演習により習得する．
個別の学習目標

自動車動力源特論の講義の理解を深める．

授 業

計

画

下記の自動車動力源特論の進行とともに講義内容に沿った演習を行う．
（第１回）エンジンの歴史
（第２回）エンジンの分類と特徴
（第３回）エンジンの動作原理
（第４回）定容サイクルとガソリンエンジン
（第５回）ガソリンエンジンにおける燃焼（１）
（第６回）ガソリンエンジンにおける燃焼（２）
（第７回）定圧サイクルとディーゼルエンジン

（第８回）ディーゼルエンジンにおける燃焼（１）
（第９回）ディーゼルエンジンにおける燃焼（２）
（第１０回）自動車用エンジンの構造（１）
（第１１回）自動車用エンジンの構造（２）
（第１２回）エンジンと大気汚染とその対策（１）
（第１３回）エンジンと大気汚染とその対策（２）
（第１４回）新しいエンジン（１）
（第１５回）新しいエンジン（２）
キーワード
内燃機関，熱サイクル，ガソリンエンジン，ディーゼルエンジン
授業の進め方
演習形式
教科書及び参考図書
適宜，資料を配布する．
学習相談
個別に担当教員に連絡をとり，指示に従って来室・相談に来ること．

試験・成績評価等

（評価方法）
自動車動力源特論を受講しており 2/3 以上出席していることが単位取得のための必要条
件．演習を 100 点満点で評価し，60 点以上が合格となる．
（評価基準）
レポート，演習内容により理論の適応能力，応用力を評価する．
その他

授業科目区分

分野専門科目
（ダイナミクス分野）

授業対象学生

１年次 選択

モービルソース環境科学

授業科目名

Environmental Science of Mobile Source

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

曜日

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

時限

単位数

２単位

集中講義

履修条件

馬 昌珍
Chang-Jin Ma
授業の概要

主なモービルソース（移動発生源）である自動車からの汚染物質の生成や大気中における
化学反応、拡散過程などを解説する。また、排出された汚染物質の測定・分析方法や
低減方法・制御技術に関しても講義を行い、環境調和型低公害自動車開発に向けた専門知識
を高める。
This lecture offers an explanation of the fundamental theory and information for the air
pollution materials emitted from automobile as well as their chemical reaction and
diffusion in the atmosphere. Also, from this course, students can broaden their
knowledge about the sampling and analytical technologies, and reduction and
prevention techniques. And then, students can finally improve their specialized
knowledge of development for low emission vehicles.
全体の教育目標

自動車起源の大気汚染物質の生成・排出、大気中における反応・低減方法などを取り入れ、
自動車をめぐる諸問題について十分理解してもらうことを目標とする。
個別の学習目標
・ 本講義で取り扱われる自動車由来の汚染物質については、健康や自然環境への影響につ

いて具体的な例を取り上げて説明することで講義内容に興味を惹きつけ、自動車とそれ
に関連する諸問題について身近なものとして感じるように解説する。
・講義内容について受講者の主体的かつ実践志向的に理解を高めるように展開する。
・英文の講義資料を一部用いることにより、国際社会に向けた学生の語学力を高める。
授

業

計 画

（第１回）講義の概要を紹介すると共に，「モービルソース環境科学」を始めるにあたって
の基礎知識を講義する。
（第２回）大気汚染物質の移動発生源（モービルソース）としての自動車起源の染物質につ

いて講義する。
（第３回）燃焼理論を用いた汚染物質の生成メカニズムについて解説する（Ⅰ）
（第４回）燃焼理論を用いた汚染物質の生成メカニズムについて解説する（Ⅱ）
（第５回）排出量と沿道拡散にについて解説する（Ⅰ）
（第６回）排出量と沿道拡散にについて解説する（Ⅱ）
（第７回）排出量と沿道拡散にについて解説する（Ⅱ）
（第８回）自動車起源の染物質の大気中における反応（Ⅲ）
（第９回）自動車起源の染物質の大気中における反応（Ⅱ）
（第１０回）自動車から排出される汚染物質の測定・分析について解説する（Ⅰ）
（第１１回）自動車から排出される汚染物質の測定・分析について解説する（Ⅱ）
（第１２回）自動車から排出される汚染物質の測定・分析について解説する（Ⅲ）
（第１３回）自動車排出ガス低減対策についてについて解説する（Ⅰ）
（第１４回）自動車排出ガス低減対策についてについて解説する（Ⅱ）
（第１５回）自動車排出ガス低減対策についてについて解説する（Ⅲ）
キーワード

自動車起源染物質, 燃焼理論, 大気汚染，沿道拡散，排出ガス低減
授業の進め方
講義形式
教科書及び参考図書

教科書：オリジナルの映像資料・テキストを使用
参考書：「エアロゾル用語集」，日本エアロゾル学会編，京都大学学術出版会
「エアロゾルの大気環境影響」，笠原三紀夫, 東野達（編著），京都大
学学術出版会
学習相談
個別に担当教員に連絡をとり，指示に従って相談すること．
試験・成績評価等

（評価方法）
試験・平常点・出席で評価する。
（評価基準）
定期試験（７０％）
，平常点（２０％），出席（１０％）
その他

毎回の講義終了前，質問の受付及び回答の時間を設ける。疑問点があれば積極的に質問を
すること。

１年次 選択
（情報制御学分野の学
生は必修）

授業科目区分

分野専門科目
（情報制御学分野）

授業科目名

オートモーティブ情報制御学概論
Introduction to Automotive Informatics and Control

授業対象学生

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

金 曜日 ３ 時限

単位数

２単位

通常授業

履修条件

授業計画の欄参照
(See below)
授業の概要

自動車に関する制御と情報の基本概念を講義した後，デバイス，組込みシステム，パワー
エレクトロニクス，通信，ネットワーク，センシングなど関連する学術領域についての基
礎を紹介する。その上で，自動車における主要な情報・制御システム（エンジン，変速機
の制御システム，電気自動車，by-wire，ITSなど）について紹介し，今後の技術動向を展
望する。
The course shall introduce basical things of automotive information/control
technologies: electric devices, embedded system, power electronics, communication
network, sensing which are applied to power train control sustem, electric vehicle
by-wire system, ITS and so on.
全体の教育目標

環境対策や省エネルギー化，安全性の向上など，これからの社会的要請に応えるには，
自動車に情報システムや制御システムをひろく取り入れてゆくことが必須と考えられてい
る。自動車の情報分野と制御分野は多岐に渡っているが，相互に深く関連性を持っている。
本講義では，当該分野に必要な基礎的学術領域および要素技術の要点と関連性を講義し，
技術革新に必要な総合的な視野を涵養する。
個別の学習目標

情報制御分野の著名な研究者によるホットなトピックスを聴講することにより、研究の視
野を広げると共に最先端の知識を身につける。
授

業

計

画

（第１回）自動車の情報と制御の基本概念（１．制御） （川邊 Taketoshi Kawabe）
（第２回）自動車の情報と制御の基本概念（２．情報） （福田 Akira Fukuda）
（第３回）自動車用組込みハードウェア（杉原 Makoto Sugihara）
（第４回）自動車用組込みソフトウェア（中西 Tsuneo Nakanishi）
（第５回）自動車の通信とネットワーク（古川 Hiroshi Furukawa）
（第６回）自動車用デバイス（星 Masakatsu Hosi）
（第７回）自動車パワーエレクトロニクスの制御（）
（第８回）自動車のセンシング（廣田 Masaki Hirota）
（第９回）自動車のエンジン制御（大畠 Akira Ohata）
（第１０回）自動車の運動制御（小野 Eiichi Ono）
（第１１回）自動車の変速機制御（）
（第１２回）電気自動車（岩野 Hiroshi Iwano）

（第１３回）自動車のby-wire 制御（井上 Hideo Inoue）
（第１４回）情報と制御から見た自動車の今後（井上 Hideo Inoue）
（第１５回）まとめ・ディスカッション（川邊 Taketoshi Kawabe）
担

当

教

員

川邊 武俊，内山 誠，杉原 真，東川 甲平，福田 晃，古川 浩，星 正勝，
廣田 正樹，岩野 浩，松村 利夫，大畠 明，小野 英一，井上 秀雄，中西 恒夫，
柴山 尚士
Taketoshi Kawabe, Makoto Uchiyama, Makoto Sugihara, Kohei Higashikawa,
Akira Fukuda, Masakatsu Hoshi, Masaki Hirota, Hiroshi Iwano, Toshio Matsumura,
Akira Oohata, Eiichi Ono, Hideo Inoue, Tsuneo Nakanishi, Takashi Shibayama
キーワード

デバイス，組込みシステム，パワーエレクトロニクス，通信，ネットワーク，センシング
授業の進め方

自動車における情報制御分野のホットトピックスをその分野で著名な研究者が講義する。
教科書及び参考図書

金井，越智，川邊：ビークル制御，槇書店。Kiencke: Automotive Control System, Springer.
Schauffele et al.: Automotive Software Engineering, SAE Inter National.
学習相談

毎週１回各教員室で指導教員が学習相談を行なう。
試験・成績評価等

（評価方法）
レポートで理解度を評価する。
（評価基準）
レポートの評点平均が所定の点数以上であること。
その他

授業科目区分
授業科目名

分野専門科目
（情報制御学分野）
組込みハードウェア特論
Embedded Hardware

授業対象学生

１年次

選択

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年 金曜日

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

２時限

単位数

２単位

通常授業

履修条件

杉原 真
Makoto Sugihara
授業の概要

車載向け組込みシステムには，高性能，高信頼性，および低消費電力が要求される。本
講義では，多機能化する車載向け組込みシステムのハードウェアについて学習する。特に
電子制御ユニット（ECU）や車載ネットワークを含む組込みハードウェアのアーキテクチ
ャ，およびその設計手法，高性能化技術，高信頼化技術および低消費電力化技術について
最先端の技術動向を交えて体系的に学習する。
High performance, high reliability, and low power consumption are required for
automotive embedded systems. In this lecture, embedded hardware for automotive is
explained. Especially, the state of the art technology for electronic control unit (ECU),
embedded hardware architecture including automotive network, design methodology
for embedded hardware, techniques for performance, reliability and low power
consumption are systematically explained.
全体の教育目標

自動車の電子化が急速に進んでいる。エンジン制御や車間認識およびエアーバッグ制御
などの人命に関わる機能にも組込みシステムが利用されており，車載向け組込みシステム
には高性能だけでなく高い信頼性が要求される。また，発熱による信頼性低下を防ぐため
には，ハードウェアの低消費電力化がますます重要になっている。本講義では車載向け組
込みハードウェアのアーキテクチャ，高性能化技術，高信頼化技術，および低消費電力化
技術を習得することを目的とする。
個別の学習目標

車載LSIの諸問題の理解と、自動車向けマイクロプロセッサのアーキテクチャおよび高性
能化技術、高信頼化技術および低消費電力化技術などを習得する。
授

業

計

画

本授業においては、輪講形式で組込みハードウェア技術に関する技術を体系的に学習する。初回に
本講義の導入を行い、以降、輪講形式で授業を進める。

（第１回）組込みハードウェア技術の導入
（第２～１５回）組込みハードウェア技術に関する輪講
キーワード

電子制御ユニット（ECU）、マイクロプロセッサ、ディジタル集積回路、LSI設計技術

授業の進め方

配布資料とPCプロジェクタを利用して講義を行う。必要に応じて教科書や参考書を紹介す
る。講義中に適宜演習を行う。
教科書及び参考図書

資料を配布する。必要に応じて文献を紹介する。
学習相談

毎週金曜日、講義後に講義室にて行う。希望する者は事前に電子メールで相談の希望日時、
相談内容を連絡の上、予約すること。
試験・成績評価等

（評価方法）
講義中の発表（スライド、発表、及び質疑応答），レポート，および出席状況により総
合的に判断する。
（評価基準）
60 点以上を合格とする。
その他

授業科目区分
授業科目名

分野専門科目
（情報制御学分野）
組込みソフトウェア特論
Embedded Software

授業対象学生

１年次

選択

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

曜日

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

時限

単位数

２単位

通常授業

履修条件

福田 晃
Akira Fukuda
授業の概要

組込み／自動車ソフトウェアに関して，アーキテクチャ，ハードウェア技術，ソフトウ
エア開発技術／支援技術を解説するとともに，いくつかの組込みシステムの応用事例も解
説する．
全体の教育目標

自動車ソフトウェアの開発に必要とされる組込みソフトウェアに関する諸知識を体系的
に獲得することを目的とする．
個別の学習目標

自動車の開発に携わる技術者（ハードウェア，ソフトウェア，機械分野）と技術的な議
論ができ，車載制御情報システム関連の技術文献が理解できる程度の，車載制御情報ソフ
トウェアに関する一般的知識を身につけることを学習目標とされたい．ソフトウェアをプ
ロダクト面とプロセス面から理解すること．
授

業

計

画

（第１回）：ガイダンス，組込み／自動車ソフトウェア概論（福田 晃）
（第２回）：ハードウェア概論（１），アーキテクチャなど（非常勤講師）
（第３回）：ハードウェア概論（２），FPGA など（非常勤講師）
（第４回）：ソフトウェア開発（１），開発方法論方法論など（久住 憲嗣）
（第５回）：ソフトウェア開発（２），モデルベース開発など（久住 憲嗣）
（第６回）：開発支援技術とツール（１）（非常勤講師）
（第７回）：開発支援技術とツール（２）（非常勤講師）
（第８回）：開発事例 その１ 車載組込みソフトウエア（１）（非常勤講師）
（第９回）：開発事例 その１ 車載組込みソフトウエア（２）（非常勤講師）
（第１０回）：開発事例 その２ 人工衛星（１）（非常勤講師）
（第１１回）：開発事例 その２ 人工衛星（２）（非常勤講師）
（第１２回）：開発事例 その３ ヘルスケア機器（１）（非常勤講師）
（第１３回）：開発事例 その３ ヘルスケア機器（２）（非常勤講師）
（第１４回）：開発事例 その４ 情報家電（１）（非常勤講師）
（第１５回）：開発事例 その４ 情報家電（２）（非常勤講師）
キーワード

組込み／車載ソフトウェア，ソフトウェア開発方法論

授業の進め方

配布資料を中心にプロジェクタを用いて講義を行う．講義時間中，小テストによる演習を
適宜行うほか，宿題としてレポートの提出を求める．
教科書及び参考図書

資料を配布。その他参考書： 1) J. Schäuffele and T. Zurawka, Automotive Software Engineering:
Principles,Processes, Methods and Tools, SAE International 2005. (English Translation), 2) W. Wolf，
Computer as Components: Principles of Embedded Computer System Design, Morgan Kaufmann 2005, 3)
L. L. Pullum, Fault Tolerance: Techniques and Implementation, Artech House 2001. 4) K. Pohl, G. Böckle,
and F. V. D. Linden, Software Product Line Engineering: Foundations, Principles And Techniques, Springer
2005ほか．
学習相談

伊都キャンパスにおいて，電子メールによる事前予約制で学習相談を受け付ける。時間帯
は平日午後とする。相談内容と相談日時（複数書くこと）を記入のうえ，
fukuda@ait.kyushu-u.ac.jp宛にメールすること．
試験・成績評価等

（評価方法）
出席状況，およびレポートにより総合的に評価する．
（評価基準）
60 点以上を合格とする。
その他

授業科目区分
授業科目名

分野専門科目
（情報制御学分野）
ロバスト制御特論
Robusut Control Theory

授業対象学生

１年次

選択

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

曜日

時限

単位数

２単位

通常授業

履修条件

川邊 武俊
Taketoshi Kawabe
授業の概要

計算機シミュレーションの基本概念である，さまざまな物理現象とそのモデル化につい
て解説した後，ツールとしてのソフトウェア，モデルの作成法，適切なモデルの表記法，
数値演算の基礎を紹介する。シミュレーション応用の具体的例題として，制御システムの
ロバスト化の課題と手法を解説し，課題を設定する。課題解決に向けて計算機シミュレー
ションを演習する。
Modeling methods of physical ohenomena shall be introduced related to computer
simulation tequnique. Then, robust control theory shall be introduced with some
examples.
全体の教育目標

研究開発の効率化や，システムの効果を評価するために，計算機シミュレーションの実
行は必須となっている。計算機シミュレーションの概念・意義を解説した上で，物理現象
の数理モデル化，モデルの適切な表記法，モデルを数値演算するための基礎知識を習得す
る。さらに実際のシステム開発プロセスを模した実習を通じて計算機シミュレーションの
利点と注意点とを理解する。
個別の学習目標

自動車制御系の設計や動的システムの解析に必要な計算機シミュレーションの基礎を習得
する．
授

業

計

画

（第１回）さまざまな物理現象とそのモデル化
（第２回）計算機とシミュレーションソフトウェア
（第３回）理論解析によるモデルの作成
（第４回）システム同定によるモデルの作成
（第５回）物理現象とモデルの書き方
（第６回）因果律とモデル
（第７回）演算精度と数値積分法
（第８回）制御システムのロバスト性とモデルの誤差
（第９回）計算機シミュレーションによるロバスト性解析
（第１０回）小ゲイン定理にもとづくロバスト性強化の手法
（第１１回）可変構造制御によるロバスト性強化の手法
（第１２回）ロバスト制御系設計課題の説明
（第１３回）計算機シミュレーションに基づく制御系設計演習

（第１４回）計算機シミュレーションに基づく制御系評価演習
（第１５回）計算機シミュレーションに基づく制御系の改良演習
キーワード

モデリング，計算機シミュレーション，ロバスト制御系設計
授業の進め方

各人が計算機シミュレーションソフトウェアを操作しながら講義を進める．
教科書及び参考図書

講師配布資料。その他，適宜文献を紹介する。
学習相談

毎回講義室で指導教員が学習相談を行なう。
試験・成績評価等

（評価方法）
出席状況と，与えた課題の解決結果のレポートを評価する。
（評価基準）
課題達成の度合いを評価基準とする。
その他

授業科目区分

分野専門科目

授業対象学生

（情報制御学分野）

１年次 選択

移動体通信基礎論

授業科目名

Fundamentals of Mobile Communication

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

金曜日

４－５ 時限

単位数

２単位

通常授業（第１クォータ）

履修条件

信号処理関連科目ならびに OSI 参照モデルに関する講

古川 浩
Hiroshi Furukawa

義の受講経験，もしくは同分野に関連する実務の経験
が望まれる。

授業の概要

ITS を支える高速移動通信に関連する最新の技術を概観し，システム構築や設計に必須な
基本概念を習得する。それをベースにして，ITS システム構築技術の習得を目指す。路車間
通信で必要な高速移動通信を可能とし，
また車車間通信で必要な分散ネットワークを可能と
するための各種信号処理技術やネットワーク制御技術を学ぶ。
全体の教育目標

ITS を支える高速移動通信に関連する最新の技術を概観し，システム構築や設計に必須な
基本概念を習得する。それをベースにして，ITS システム構築技術の習得を目指す。
個別の学習目標

先端無線通信技術の原理を学習し、応用できる知識を習得する。

授 業

計

画

（第１回）イントロダクション
（第２回）信号処理の基礎（DFT， FFT， 各種変復調など）
（第３回）マルチキャリア変調・適応変調
（第４回）送信ダイバーシチ，ビームフォーミング，時空間符号化
（第５回）MIMO（MLD）
（第６回）適応等化器
（第７回）誤り訂正符号１（ブロック符号，たたみこみ符号）
（第８回）誤り訂正符号２（ターボ符号）
（第９回）誤り訂正符号３（LDPC 符号）
（第１０回）多重アクセス（CDMA， CSMA/CA， OFDMA）
（第１１回）無線リソース制御（送信電力制御，ハンドオフ，Proportional

Fairness）
（第１２回）無線マルチホップネットワーク（ルーティング，協調通信）
（第１３回）第３世代移動通信
（第１４回）無線 LAN
（第１５回）DSRC
キーワード

無線通信、信号処理、移動体通信、通信方式、ダイバーシチ、MIMO、符号化、リソース制御
授業の進め方

板書あるいは電子プレゼンテーションを織り交ぜて行う。一部，輪講形式の講義を行う場合
がある。レポートを課する場合がある。
教科書及び参考図書

講義時に資料を配布
学習相談

随時応じる。希望する者は事前に電子メールで希望日時，相談内容を連絡の上，予約するこ
と。（furuhiro@is.kyushu-u.ac.jp）
試験・成績評価等

（評価方法）
出席ならびにレポートを総合的に判断する。一部，輪講を行う場合もあり，その場合，プ
レゼンテーションについても評価の対象とする。
（評価基準）
出席８０％以上，全レポート提出，輪講時のプレゼンテーション，プレゼンテーション時
の質疑への対応を考慮に入れる。
その他

授業科目区分
授業科目名

分野専門科目
授業対象学生
（情報制御学分野）
自動車センサーシステム特論
Automotive Sensor System

１年次

選択

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

曜日

時限

単位数

２単位

集中講義

履修条件

室 英夫
Hideo Muro
授業の概要

自動車のエレクトロニクスの中でのセンサの役割，センサを実現するための要素技術，
特に最近主流となりつつある MEMS センサ実現のための半導体技術について講義する。
さらにエンジン制御用，シャシ制御用，電装用，ITS 用と個別に代表的なシステムとそれ
に必要とされるセンサの特徴，構成等を説明する。
Sensing technology for automotive control shall be introduced. Semiconductor
MEMS technology is focused on. Mechanism of typical sensors for engine control,
motion control, ITS and so on are explained.
全体の教育目標

近年進展が著しいカーエレクトロニクスにおいて，その実現のためのキーとなってきた
各種センサの役割，基本構造，動作原理，応用について理解させる。
個別の学習目標
自動車用センサの用途や目的，基本構造を理解する．

授

業

計

画

（第１回）ガイダンス
（第２回）センサ概論
（第３回）半導体センサと自動車用センサ
（第４回）機械量センサ
（第５回）光・赤外線センサ
（第６回）磁気センサ
（第７回）温度センサ
（第８回）化学センサ
（第９回）自動車用電子システム
（第１０回）パワートレイン制御システム
（第１１回）シャシ制御システム
（第１２回）ボディー制御システム
（第１３回）ITS 用センサ（１）
（第１４回）ITS 用センサ（２）
（第１５回）自動車センサの今後・まとめ

キーワード
車載センサ，制御システム，計測原理，ＩＴＳ
授業の進め方
担当教員の準備する資料にもとづいて講義を進める．
教科書及び参考図書

室英夫他「マイクロセンサ工学」技術評論社（2009）
学習相談

講義室で指導教員が学習相談を行なう。
試験・成績評価等

（評価方法）
課題レポート，学習態度などで総合的に評価する。
（評価基準）
講義等の目的に述べられている到達目標の知識を習得したと思われるものを合格とす
る。
その他

授業科目区分
授業科目名

分野専門科目
授業対象学生
（情報制御学分野）
自動車パワーエレクトロニクス特論
Automotive Power Electronics

１年次

選択

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

曜日

時限

単位数

２単位

通常授業

履修条件

庄山 正仁
Prof. Masahito Shoyama
授業の概要

次世代の車載制御系のアクチュエータである小型モータやリニアモータ，電気自動車の
パワートレインの構成要素である高出力回転機（モータ），それを駆動するインバータ回
路，スイッチングデバイス（大電流半導体素子），2 次電池，大容量キャパシタ，および
電磁ノイズ対策について体系的に学ぶ。
In this subject, students will learn systematically about the following items.
1. Small motors and linear motors, which are actuators for the vehicle control
system in the next generation.
2. High-output rotating machines (motors) as components of the power train in the
electric vehicles.
3. Inverter circuits for driving motors.
4. Switching devices (large current semiconductor elements).
5. Secondary (rechargeable) battery.
6. Large-capacity capacitor.
7. Reduction technology for electromagnetic noise.
全体の教育目標

自動車における環境対応策として，モータ，インバータ，バッテリーを使ったエレクト
リック・パワートレインが急速に進展しつつあり，パワーエレクトロニクスの役割は年々
増大している。本講義は自動車パワーエレクトロニクス技術を修得することを目的とする
個別の学習目標

自動車パワーエレクトロニクス技術を習得することを目標とする。
授

業

計

画

（第１回）自動車パワーエレクトロニクス序論
（第２回）車載制御系アクチュエータ（小型回転機等）
（第３回）高出力回転機（ＡＣモータ）
（第４回）各種回転機の特性と制御方式
（第５回）スイッチングデバイス
（第６回）半導体電力変換回路
（第７回）スイッチングレギュレータ（ＤＣ-ＤＣコンバータ）
（第８回）インバータ（ＤＣ－ＡＣコンバータ）
（第９回）ＡＣモーターインバータ制御方式

（第１０回）ベクトル制御
（第１１回）車載電源と２次電池
（第１２回）燃料電池
（第１３回）大容量キャパシタ
（第１４回）電磁ノイズ対策
（第１５回）現状と最近の話題
キーワード

自動車、パワ-エレクトロニクス、アクチュエータ、ＡＣモータ、インバータ
授業の進め方

システム情報向け「電子回路工学特論」（水曜４限，W2-302）との合同授業を行なう。
詳細は別途指示するので，まず上記の初回の授業に出席すること。
教科書及び参考図書

参考書：森本雅之”電気自動車

電気とモーターで動く「クルマ」のしくみ”，森北出版

学習相談
適宜，学習相談を行う。
試験・成績評価等

（評価方法）
レポート，出席状況，筆記試験により総合的に判断する
（評価基準）
レポート，出席状況および試験成績に重点を置き総合的に判断する。
その他

授業科目区分

分野専門科目
（情報制御学分野）

授業科目名

自動車情報計測制御演習
Seminar on Automotive Informatics

授業対象学生

１年次 選択
（情報制御学分野の学
生は必修）

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

曜日

時限

単位数

２単位

通常授業

履修条件

授業計画の欄参照
Refer to the column of class
plan
授業の概要

複数名からなるグループに分かれ，教員または産業界が提示する，あるいはグループで
定めた国内外の社会ニーズを詳細化し，グループで明らかにすべき問題を定める。定めた
問題の解決に寄与し得る既存技術とその課題について，グループ各人で分担して国内外の
論文，特許をはじめとするさまざまな情報源を網羅的に調査し，調査結果をグループで分
析，知識として体系化し，また研究テーマを立案した上で報告書にまとめ，発表する。
Students form groups each of which analyzes a demand, which is given by professors
or industry, and define a problem. They are cooperatively required to exhaustively
survey papers, patents and other documents, analyze and systematize them. They are
finally required to propose their own research theme in the form of a report and oral
presentation.
全体の教育目標

国内外の社会ニーズを踏まえ，自動車分野，ならびに自動車が関連する諸分野における
既存技術とその課題，将来の技術動向を，国内外の論文，特許をはじめとするさまざまな
情報源から日常的に調査，分析，体系化し，新たな研究テーマを発掘する習慣を身につけ，
またその能力を涵養することを目的とする。
個別の学習目標

各自が専門とする技術分野について、調査・研究することにより研究の視野を広げると共
に新たな研究テーマを自ら発掘する習慣と能力を育成する。
授

業

計

画

本演習授業はグループごとに立てる計画に基づいて進める。授業で学生が行う活動は以
下の通りである。
1) グループで調査すべき具体的な問題の設定
2) グループ全員による調査，分析の計画の立案，実施，点検，改善
3) グループ各員によるその週の調査内容の報告（毎回）
4) 3 に対するグループ全員でのディスカッション（毎回）
5) グループ全員によるこれまでの調査内容の分析と知識としての体系化
また，教員は各回において，調査，分析の計画と方法に対する助言，ディスカッションへ
の参加，必要に応じて文献等の関連情報の提供，研究テーマ立案の支援等の指導を行う。
但し，第 1 回のガイダンス，学期中ごろ 1 回の中間発表会，最終回の全体発表会は全グル
ープで行う。

ガイダンス（第 1 回）： 演習の目的，技術調査・分析の方法，文献の読み方，計画の立
て方について教員より指導を行う。
中間発表会（学期中ごろ）： 各グループはそれまでの調査・分析内容，現在抱えている
問題を口頭発表し，今後の調査，分析の方向性や問題の解決に関して教員より助言を行う。
全体発表会（最終回）： 各グループは調査結果を分析，研究テーマを立案の上，報告書
にまとめて提出すると共に，調査・分析結果を口頭発表する。
担

当

教

員

川邊 武俊，内山 誠，杉原 真，東川 甲平，福田 晃，城戸 滋之，中西 恒夫
Taketoshi Kawabe, Makoto Uchiyama, Makoto Sugihara, Kohei Higashikawa,
Akira Fukuda, Shigeyuki Kido, Tsuneo Nakanishi
キーワード

情報制御技術、最新技術の分析・文献調査、プレゼンテーション
授業の進め方

情報制御分野の教員、学生が参加し、定めたテーマに関する国内外の関連研究について調
査した結果の報告を行い、それに関する質疑討論を行う。サーベイ結果はレポートとして
事前に関連教員に提出し、発表時に適切なコメントが得られるようにする。必要に応じ、
与えられた宿題事項に対して次回またはメールにて回答する。なお、テーマについては予
め指導教員と相談し定めるとものとする。
教科書及び参考図書

資料配布。またグループで取り組む課題に応じて適宜紹介する。
学習相談

毎週１回各教員室で指導教員が学習相談を行なう。
試験・成績評価等

（評価方法）各人の評価はグループ点と個人点の合計とする。中間発表会，全体発表会で
の口頭発表，報告書記載のグループによる全体の分析内容についてはグループ点として，
報告書の各人の調査内容とグループ活動への寄与については個人点とし，いずれも総合的
に評価する。
（評価基準）計画に基づいてグループ活動をしているか，国内外の調査を相当にしている
か，十分な議論と分析をしているか，明解な発表を行っているか，報告書はよくまとまっ
ているか等。詳細はガイダンスにおいて公表する。
その他

授業科目区分

分野専門科目
（情報制御学分野）

授業科目名

超伝導応用システム特論
Superconducting Application System

授業対象学生

１年次

選択

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

曜日

時限

単位数

２単位

通常授業
履修条件

東川 甲平
Kohei Higashikawa
授業の概要
超伝導技術は、損失がほとんど無視できる状態で、従来の百倍以上の電流密度での通電が可能と
いう特長を有しており、自動車に関係する分野では、電気自動車用モータへの適用、非接触給電への
適用、また燃料電池自動車普及に大きく関係する水素社会との相乗効果が期待されている。本講義
では、このような超伝導技術について、材料の基礎から応用システムまで、最新動向を含めて幅広く紹
介する。
Superconducting technology has an advantage where we can transport an electric
current at more than 100 times higher current density than the case with conventional
one without losses, and has been expected in the automotive field for (i) application to
motors for electric vehicles, (ii) application to wireless charging system, and (iii) synergy
effects with hydrogen infrastructure which is crucial for the popularization of fuel-cell
cars. Basic and applied superconducting technology is widely introduced in the lecture
including the latest trend.
全体の教育目標
自動車応用としては次世代技術となる超伝導技術やその周辺技術に関する知識を習得し、実用化
の観点からその利点と課題を考察する。
個別の学習目標
新奇技術に関する興味を持ち、その本質を理解した上で、自身の対象分野に展開させられるような
洞察力と発想力を向上させる。
授

業

計

画

1. 超伝導現象
2. 超伝導材料
3. 超伝導線材(1)（低温超伝導線材）
4. 超伝導線材(2)（高温超伝導線材）
5. 超伝導応用(1)（磁気応用）
6. 超伝導応用(2)（電力応用）
7. 超伝導応用(3)（輸送応用）
8. 超伝導回転機(1)（同期機）
9. 超伝導回転機(2)（誘導機）
10. 超伝導回転機(3)（制御）
11. 電気自動車への超伝導電動機の適用(1)（同期電動機）
12. 電気自動車への超伝導電動機の適用(2)（誘導電動機）
13. インフラストラクチャ(1)（超伝導技術を用いた非接触給電）
14. インフラストラクチャ(2)（超伝導技術と水素社会）

キーワード
超伝導、モータ、給電、水素
授業の進め方
提供した話題に関してディスカッションを行う。
教科書及び参考図書
講師配布資料。その他、適宜文献を紹介する。
学習相談
毎回講義室で指導教員が学習相談を行なう。
試験・成績評価等
（評価方法）
出席状況と、与えた課題の解決結果のレポートを評価する。
（評価基準）
課題達成の度合いを評価基準とする。
その他

授業科目区分
授業科目名

分野専門科目
授業対象学生
（情報制御学分野）
自動車電子デバイス特論
Automobile electronic device Advanced Course

１年次

選択

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

木曜日

４ 時限

単位数

２単位

通常授業

履修条件

内山 誠
Makoto Uchiyama
授業の概要

まず、自動車並びに自動車産業についての理解を深めつつ、世界規模の視点から自動車を
取り巻く環境、資源そして安全問題の概要を学び、そのポイントを理解する。次に、その
ために不可欠な、各種先進電動車の基礎と先進安全システム、それらに対する評価の視点
や手法を理解する。さらに、それらシステム、車両のキーとなる先進の電子デバイス、電
気化学デバイスを体系的に学び、その重要性と実現に向けた課題などの基礎を理解する。
最後に、それら一連の理解に立って、どのようなアプローチが、環境、資源、そして安全
問題を解決し、且つ、人や社会に役立つ次世代の自動車技術を実現するに有効であるかに
ついて考究・提案し、討議する。
Course Overview
Initially, students should get the enough understanding of the automobile technology,
automotive industry, and global environment, resources and safety issues deeply affected
by the automobile. Next, students should study basic essence of various advanced
electric vehicles and advanced safety systems, and then evaluate these advanced car
and systems. In addition, students should study systematically advanced electronic
devices and electrochemical devices that must be the key of those advanced car and
systems. Finally, students should elaborate, integrate and discuss, what kind of
approach and development for next generation automobile technology should truly
effective to solve the global serious problems of environment, resources and safety and to
get further well-being of the human race.
全体の教育目標

自動車の今後のありようが、単に日本だけでなく、人類にとって如何に大きな命題かを
理解しつつ、自動車の環境対策や省エネルギー化、資源問題や安全性の向上などの社会的
要請に応えるには、今後キーとなる先進の電子、電気化学デバイスと、それらを適用する
システム、車両の基礎の理解が必須であるかと言うことの理解と認識を深める。ことに、
各種先進電動車や先進安全システムのシステム構成の基礎を理解し、さらには、グローバ
ルな視野からの社会の受容性などの観点も織り込み、将来自動車のあるべき姿を考究する
ための実践的な知識と手法を学ぶ。
個別の学習目標

先進の自動車システムと、それらのキーとなる重要なデバイスの基礎知識を習得する。
更に、それらを材料にして将来自動車の在るべき姿を考究する試みにトライし、先を読み
見極めることの遣り甲斐と楽しさ、また難しさを学習する。

授 業 計 画
（第１回）
自動車と自動車を取り巻くの世界的状況
（第２、３、４、５回）
自動車を取り巻くのエネルギー問題、環境問題、資源問題、安全問題
（第６、７、８、９、回）
低燃費自動車、電動車の基礎（天然ガス自動車、HEV、電気自動車、燃料電池自動車）
（第１０、１１、１２回）
新動力（電気化学）デバイス、パワーデバイス他
（第１３、１４回）
先進安全システムとキーとなる電子デバイス基礎
（第１５回）
環境、資源、そして安全問題解決へ向けて（提議と討議）
なお、講義内容や順については、適宜変更や入れ替えることがある。
キーワード

自動車、自動車産業、自動車用電子デバイス、動力用電気化学デバイス、エネルギー問
題、環境問題、資源問題、安全問題、先進安全システム、次世代先進自動車、電動車、MEMS、
マイクロマシーニング、半導体デバイス、半導体センサー、将来予測
授業の進め方

プロジェクターを用いて授業を進める。また、討議や発表を頻繁におこなうことにより、
当初計画に徒に拘泥することなく、フレキシブルにかつダイナミックに進めたい。
教科書及び参考図書

講師配布資料。その他、適宜文献を紹介する。
学習相談

適宜応じたい。電子メール（uchiyama.makoto.365@m.kyushu-u.ac.jp）により事前連絡の
こと：相談の概内容と希望日時、場所等。（原則として、伊都キャンパス。）
試験・成績評価等

（評価方法）
出席状況と、与えた課題の解決結果のレポート、発表（質疑応答）を評価する。
（評価基準）
内容理解度と課題達成の度合いを評価基準とする。
その他

自動車は、最も大型の大衆消費型の工業産品の一つであり、本も巨大な産業の一つである。
自動車を学ぶことは、
他のあらゆる工業産品を理解することにも非常に役に立つと考える。

授業科目区分

分野専門科目
（情報制御学分野）

授業科目名

自動車情報計測制御実習
Practice on Automotive Informatics

授業対象学生

１年次 選択
（情報制御学分野の学
生は必修）

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

曜日

時限

単位数

２単位

集中講義

履修条件

授業計画の欄参照
Found in the class plan
(Taketoshi Kawabe,
Makoto Uchiyama,
Makoto Sugihara,
Kohei Higashikawa,
Akira Fukuda,
Shigeyuki Kido,
Masahiko Watanabe,
Tsuneo Nakanishi)
授業の概要

複数名からなるグループに分かれ，教員または産業界が提示する，あるいはグループで
定めた技術的課題に対する解決策を確立する。技術的課題は要求として与えられ，グルー
プは要求を分析し，要求を解決すべく新規システムの構築，あるいは既存システムの分析
や改善を行う。実習は PBL 形式で行い，受講生は計画に基づき，期限，予算の範囲で問
題を解決しなければならない。成果は別途定める日に開催する発表会で発表する。
Divided into one or more groups, establish a solution for a technical problem set by
each group or given by professors or industry. The technical problem is given as a
demand, and each group establish a new system or analyze/improve an existing
system by analyzing the demand. The practical training is done in the form of
project-based learning (PBL), and the students must solve the problem within a
budget and a time limit according to the agenda. The achievements are presented at a
report meeting held on a date determined separately.
全体の教育目標

自動車分野，ならびに自動車が関連する諸分野における情報，計測，制御システムに関
する技術的実課題に対し，同課題を分析し，既有の知識，技術を組み合わせ，また同課題
に関する関連既存技術を調査，活用し，限られた時間的，経済的制約内でその技術的解決
を図る PBL（Project Based Learning）実習を行うことで，問題解決力とプロジェクト実
施能力を涵養するとともに，座学で得た知識，技術を実体験として固定化することを目的
とする。
個別の学習目標

自動車の諸問題に対する解決力とプロジェクト実施能力を身につけると共に、座学で得た
知識を実システム上で体験することにより理解を深める。

授

業

計

画

本実習授業はグループごとに立てるプロジェクト実施計画に基づいて進める。授業で学
生が行う活動は以下の通りである。
グループ全員によるプロジェクトの立案，実施，点検，改善
要求の分析
解決策の検討
解決策の具体化
解決策の評価
たとえば，新規ソフトウェアシステムの構築を行うプロジェクトの場合，要求定義，分析，
設計，実装，テストの一連のプロセスを，プロジェクト計画に基づいて遂行する。
但し，最初の授業ではプロジェクト管理等に関するガイダンスを行う。また，教員は各回
において，プロジェクト実施のための助言，必要に応じて関連技術に関する情報の提供等
の指導を行う。
各グループは，実習終了後，プロジェクトの報告書と成果物（プロジェクト毎に定める。
主としてドキュメント類。）を提出し，別途定める日に催す発表会で成果を対外発表する。

担

川邊
渡辺

当

教

員

武俊，内山
政彦，中西

誠，杉原
恒夫，

真，東川

甲平，福田

晃，城戸

滋之，

キーワード

ＰＢＬ(Project Based Learning)、ソフトウェアプログラミング、計測技術、制御系設計
授業の進め方

実習用の実験キットと実習課題を与え、少人数のグループごとに実習課題に取り組む。課
題解決のための計画、手段を中間報告会で発表すると共に最終成果を報告会で発表する。
教科書及び参考図書

資料配布。またグループで取り組む課題に応じて適宜紹介する。
学習相談

試験・成績評価等

（評価方法）各人の評価はグループ点と個人点の合計とする。プロジェクトの実施状況に
ついてはグループ点とし，各人の担当した作業内容とプロジェクトへの寄与については個
人点とし，いずれも総合的に評価する。
（評価基準）プロジェクトの性格を加味した評価基準をプロジェクト開始前に提示する。
その他

本実習では，成果を論文，特許等の形で対外公開することを奨励する。

授業科目区分
授業科目名

分野専門科目
授業対象学生
（人間科学分野）
オートモーティブ人間科学概論
Introduction to Automotive Human Science

１年次

選択

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

曜日

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

時限

単位数

２単位

通常授業

履修条件

志堂寺 和則，尾方 義人
外井 哲志，大枝 良直
Kazunori SHIDOJI,
Yoshito OGATA,
Satoshi TOI, Yoshinao OEDA
授業の概要

人間科学分野の概論として，最初に，運転者の情報処理特性や運転適性，そして国や地
方自治体等の交通安全行政，施策等について紹介する。次に，オートモーティブデザイン
（自動車・自転車・鉄道・船舶等）全般に関して具体例を通じ説明する。道路案内標識シ
ステム，経路誘導，運転者の選択行動の理論，交通流、交通に関わる人の行動のモデル、
防犯・事故と交通計画について解説する。最後に、受講者が人間と車の関わりについて自
ら調べたことの発表をおこなう。
This course serves as a general introduction to the field of Automotive Human
Science. First part of this course, driver’s information processing, driving aptitude and
traffic safety policies are lectured. And, car design, bicycle design, railroad design and
ship design are lectured on concrete example. Further, the road guidance system,
route guidance, the theory and model of choice behavior of the driver, traffic flow, and
crime and accident and traffic planning are lectured. Finally, you will be requrired to
deliver a presentation on a topic of your choosing.
全体の教育目標

人間科学分野の授業に関する概論の受講により，自動車および自動車社会の持つ様々な
問題を知り，その問題解決方法の基礎を学習する。人間と自動車の関わりについて、多様
な解決すべき問題があることを理解する。
個別の学習目標

人間科学分野全体についての鳥瞰的な理解を得る。
授

業

計

画

（第１回）ガイダンス・交通事故状況（志堂寺）
（第２回）運転者の情報処理特性（志堂寺）
（第３回）交通安全教育（志堂寺）
（第４回）オートモーティブと人間（尾方）
（第５回）カーデザイン史（尾方）
（第６回）オートモーティブデザインの方法（尾方）
（第７回）交通流と渋滞発生のメカニズム（外井）
（第８回）自動車運転者の経路選択（外井）

（第９回）道路案内標識システムと経路案内、ITS の情報提供（外井）
（第１０回）土木技術者と交通計画（大枝）
（第１１回）交通行動とモデル（１）（大枝）
（第１２回）交通行動とモデル（２）（大枝）
（第１３回）事故・防犯と交通計画（大枝）
（第１４回）発表（志堂寺）
（第１５回）発表（外井）
キーワード

運転者の情報処理、交通教育、カーデザイン、デザイン方法、交通流、経路選択、人の
選択行動、防犯
授業の進め方

PC画面の投影、印刷物の配布などにより授業を進める。第４回から第６回は遠隔講義で
ある。
教科書及び参考図書

教科書：必要に応じてプリントを配布する。
副読本・参考書：各講義において、適宜、紹介する。
学習相談

電子メールで連絡してください。
試験・成績評価等

（評価方法）4 回実施するレポート（あるいは小テスト）および発表内容により評価する。
（評価基準）出席 2/3 以上。各レポート（小テスト）を 20 点満点、発表 20 点満点で採点
し，その合計点で評価する。
その他

授業科目区分
授業科目名

分野専門科目
授業対象学生
（人間科学分野）
エクステリア・エアロ デザイン
Exterior Aerodynamic Design

１年次

選択

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

火曜日

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

３ 時限

単位数

２単位

通常授業

履修条件

東 大輔
Daisuke AZUMA
授業の概要

自動車のエクステリア（外装）デザインは，単に美を追求するだけではなく，様々な設
計要件を満たしていなければならない。特に空気力学的性能は，形態が機能に影響を与え
る最たるものであり，デザイナー自身も空力技術に配慮しつつ，ボディ形状を決定しなけ
ればならない。以上の様な理由から，デザインをベースに，自動車に特化した空力技術を
解説し，「カーデザインにおける形態と機能」についての理解を深め，地球環境に優しい
自動車をデザインする方法を考察する。
There are various approaches to improving a vehicle fuel efficiency, such as by
decreasing body weight, improving the engine combustion efficiency or reducing
rolling resistance. Among these, technologies for reducing aerodynamic drag are
receiving renewed attention as one important element of development that is
intricately related to design.
In car design, new value is created by fusing aerodynamic performance with beauty.
In this lecture, the relationship between design and such issure of aerodynamic
performance as reducing drag and lift, as well as the significance of aerodynamic
design development for automobiles will be expounded.
全体の教育目標

自動車の外装デザインは，美を追求するだけではなく，様々な設計要件を満たしていな
ければならない。特に空気力学的性能は，形態が機能に影響を与える最たるものであり，
デザイナー自身も空力技術に配慮しつつ，ボディ形状を決定しなければならない。それゆ
えデザインをベースに，車に特化した空力技術を解説し，「カーデザインにおける形態と
機能」についての理解を深めることを目的とする。
個別の学習目標

空力性能は外装デザインにより決定されることを理解し、「なぜその様な形状になった
のか」という形の意味を常に考えつつ、デザインに興味を持ってもらいたい。
授

業

計

画

（第１回）ガイダンス；エクステリアデザインとは
（第２～３回）エアロデザインの歴史
（第４～６回）デザインと空力
（第７回）空力理論の基礎
（第８～１０回）自動車空力の基礎
（第１１～１４回）自動車空力の応用
（第１５回）まとめ

キーワード

エクステリアデザイン、エアロダイナミクス、エアロデザイン
授業の進め方

プリント、パワーポイント等を中心に授業を行う。
教科書及び参考図書

適宜プリント等を配布
学習相談

電話またはＥメールで予約のうえ、大橋１号館６階石井教員室にて行う。
試験・成績評価等

（評価方法）
レポート，課題，授業への積極的参加等による評価
（評価基準）
上記の点を総合的に評価
その他

授業科目区分
授業科目名

分野専門科目
授業対象学生
（人間科学分野）
自動車感性評価学
Kansei Assessment on Automotive

１年次

選択

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

曜日

時限

単位数

２単位

通常授業

履修条件

志堂寺 和則
Kazunori SHIDOJI
授業の概要

自動車の魅力を高めていくためには、安全性、快適性をいかに高めていくかが重要であ
り、この目的を達成するためには、人間（ドライバー）がどう感じるか、どう思うかを数
値化し統計解析をする研究方法に習熟することが必須である。この講義では、最初に、測
定方法および統計解析の基本的な考え方について解説した後、質的データ、量的データの
統計的解析方法について述べる。最後に多変量解析を紹介する。
Safety and comfortableness are important factors to make automotive more attractive.
It is essential to learn research method based on statistical analysis used in Kansei.
This course introduces you to the basics of measurement and statistics, categorical
data analysis, continuous data analysis and multivariate analysis.
全体の教育目標

人間（ドライバー）を扱った自動車関連の研究で用いられている測定法、データ解析法
について学ぶ。論文を読む力を身につけると同時に自分でデータを取得し解析をおこなう
ための基礎力を身につける。
個別の学習目標

測定法、データ解析法について、幅広い基礎力を身につけるとともに、実際の研究で使
用できる応用力を身につける。
授

業

計

画

（第１回）ガイダンス
（第２回）測定方法
（第３回）統計解析の基礎
（第４回）Ｒの使い方
（第５回）質的データの解析法１（名義尺度）
（第６回）質的データの解析法２（順序尺度）
（第７回）量的データの解析法１（ｔ検定）
（第８回）量的データの解析法２（分散分析の基礎）
（第９回）量的データの解析法３（分散分析の応用）
（第１０回）量的データの解析法４（分散分析の発展課題）
（第１１回）２変数の関係の分析法（相関係数）
（第１２回）多変量解析３（重回帰分析）
（第１３回）多変量解析４（因子分析・主成分分析）
（第１４回）多変量解析５（判別分析・クラスター分析）
（第１５回）まとめとディスカッション

キーワード

測定方法、質的データの解析法、量的データの解析法、多変量解析
授業の進め方

PC画面の投影を中心に配布資料を使って講義をおこなう。
教科書及び参考図書

教科書：必要に応じてプリントを配布する。
副読本・参考書：
『官能評価の基礎と応用：自動車における感性のエンジニアリングのために』
沢 日本規格協会
『Ｒによるやさしい統計学』 山田・杉澤・村井 オーム社
『よくわかる心理統計』 山田・村井 ミネルヴァ書房

天坂・長

学習相談

随時可能。事前にメールで予約してください。
試験・成績評価等

（評価方法）日頃の演習における発表内容および試験評価する。
（評価基準）出席２／３以上。日頃の演習（50 点）と試験（50 点）の合計で評価する。
その他

PCを用いて演習をおこなうので、PCを持参する必要がある。

授業科目区分

分野専門科目
（人間科学分野）

授業科目名

交通心理学研究法
Research methods in traffic psychology

授業対象学生

１年次

選択

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

曜日

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

時限

単位数

２単位

通常授業

履修条件

志堂寺 和則
Kazunori SHIDOJI
授業の概要

交通心理学分野の研究を行うための、実験法、調査法、論文の書き方、発表資料の作り
方について学ぶ。それぞれについて、最初に解説があり、次に実例に基づく演習が用意さ
れている。解説や演習では初学者が陥りやすいポイントを知ることができ、修士論文研究
を行うための研究法を身につけることができる。
The main purpose of Research methods in traffic psychology is to introuduce students to
experimental method, questionnaire method, academic writing and making presentation
materials. Each part consists of explanation and practice based on research examples.
Throughout the course you will learn about the research methods and techniques for
master thesis.
全体の教育目標
交通心理学分野において用いられている、実験法、調査法、論文の書き方、発表資料の作り方に
ついて学ぶ。論文を読む力を身につけると同時に自分で研究をおこなうための基礎力を身につける。
個別の学習目標
実験法、調査法、論文の書き方、発表資料の作り方について、幅広い基礎力を身につけるとと

もに、実際の研究で使用できる応用力を身につける。
授

業

計

画

（第１回）ガイダンスと研究倫理
（第２回）実験法の基礎
（第３回）実験法の応用
（第４回）調査法の基礎
（第５回）調査法の応用
（第６回）論文の書き方
（第７回）論文の書き方（演習１）
（第８回）論文の書き方（演習２）
（第９回）論文の書き方（演習３）
（第１０回）発表資料の作り方
（第１１回）発表資料の作り方（演習１）
（第１２回）発表資料の作り方（演習２）
（第１３回）発表資料の作り方（演習３）
（第１４回）発表の仕方
（第１５回）まとめとディスカッション
キーワード
実験法、調査法、論文の書き方、発表資料の作り方

授業の進め方

PC画面の投影を中心に配布資料を使って講義をおこなう。
教科書及び参考図書

教科書：必要に応じてプリントを配布する。
学習相談

随時可能。事前にメールで予約してください。
試験・成績評価等

（評価方法）日頃の演習における発表内容および試験評価する。
（評価基準）出席２／３以上。日頃の演習（50 点）と試験（50 点）の合計で評価する。
その他

PCを用いて演習をおこなうので、PCを持参する必要がある。

授業科目区分
授業科目名

分野専門科目
（人間科学分野）
交通心理学
Traffic Psychology

授業対象学生

１年次

選択

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

曜日

時限

単位数

２単位

通常授業

履修条件

志堂寺 和則
Kazunori SHIDOJI
授業の概要

自動車事故の原因は，そのほとんどが人的要因にあるといわれており，運転者の心理や
行動特性を理解することが事故防止に必須である。また，これらの理解は，魅力的な自動
車，快適な自動車を作る上でも重要である。この講義では，運転者の情報処理特性，運転
態度と運転行動との関係，運転行動のモデル，危険知覚，危険を受容する心理と行動，飲
酒や疲労，ストレスが運転者に及ぼす影響，社会的行動としての運転（カーコミュニケー
ション，攻撃性）等について解説し，運転者の心理と行動についての理解を深める。
Human factors play a major role in traffic accidents. Understanding of driver's mental
process and behavioral characteristics is important in order to prevent accidents. The
main aim of this course is to familiarise the students with the basic theories,
objectives, and methods of traffic psychology, including driver's information
processings, driving attitudes, driving models, risk perception, risk taking, drunk
driving, fatigue, car communications and so on.
全体の教育目標

自動車事故の原因は，そのほとんどが人的要因にあると言われており，運転者の心理や
行動特性を理解することが事故防止に必須である。また，これらの理解は，魅力的な自動
車，快適な自動車を作る上でも重要である。本講義では，運転者の情報処理特性や運転行
動のモデル等を学び，運転者の心理と行動についての理解を深める。
個別の学習目標

運転者の情報処理特性、運転行動のモデルなど交通心理学のキー概念について習得する。
授

業

計

画

（第１回）ガイダンス
（第２回）運転者の情報処理特性１（知覚）
（第３回）運転者の情報処理特性２（認知）
（第４回）運転者の情報処理特性３（運転時の注視特性と注意）
（第５回）運転者の情報処理特性４（判断，操作）
（第６回）運転者の情報処理特性５（高齢者）
（第７回）運転態度と運転行動
（第８回）運転行動のモデル１（心理学的モデル）
（第９回）運転行動のモデル２（工学的モデル）
（第１０回）ハザード知覚とリスク知覚
（第１１回）リスクテイキング
（第１２回）運転におよぼす飲酒，疲労の影響
（第１３回）運転時のストレス

（第１４回）社会的行動としての運転
（第１５回）まとめとディスカッション
キーワード

運転者の情報処理特性、運転行動のモデル、リスクテイキング
授業の進め方

PC画面の投影を中心に配布資料を使って講義をおこなう。
教科書及び参考図書

教科書：必要に応じてプリントを配布する。
副読本・参考書：適宜，講義中に紹介する。
学習相談

随時可能。事前にメールで予約してください。
試験・成績評価等

（評価方法）定期試験により評価する。
（評価基準）出席２／３以上。基礎的な事項の理解が得られているかにより評価する。
その他

授業科目区分
授業科目名

分野専門科目
（人間科学分野）
自動車安全文化論
Traffic Safety

授業対象学生

１年次

選択

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

曜日

時限

単位数

２単位

通常授業

履修条件

志堂寺 和則
Kazunori SHIDOJI
授業の概要

人間科学の立場から自動車の安全性を考えるために，交通事故の実態，運転適性と交通
安全教育について学習する。最初に，どのような事故がどのくらい起こっているのかを認
識するために事故統計について紹介する。次に，交通安全に関する学問的基礎である交通
心理学について概略を説明し，事故要因，歩行者・自転車の事故，ヒューマンエラーの理
論，さらに運転適性（性格理論や心理テスト，交通事故傾性，事故傾向，運転適性，運転
適性検査）について紹介する。次に，交通安全教育について，国や地方自治体，学校，地
域，企業，海外の取り組みを説明する。最後に，近年，研究開発が進みつつある運転支援
システムについて紹介する。
This course covers traffic accident statistics, driving aptitude and road safety
education with the purpose of improvement of automotive safety. To understand how
many car accidents happen, we begin by exploring the traffic accidents statistics.
After that, you will learn what is known about basic of traffic psychology, traffic
accident factors, pedestrian and cyclist accidents, human error, driving aptitude, road
safety education, measures and policies, and Advanced Driver Assistance Systems
(ADAS).
全体の教育目標

この講義では人間科学の立場から自動車の安全性について考えるために，交通事故の実
態，運転適性と交通安全教育について学習する。これまでの安全対策を把握し，将来の施
策，対策への展望が自分なりに持てるようになることが本講義の目標である。
個別の学習目標

交通事故統計の見方、交通心理学の概略、運転適性に関する過去研究、現在日本や世界
で行われている交通安全教育について理解する。
授

業

計

画

（第１回）ガイダンス
（第２回）自動車事故原因の調査と分析，事故統計
（第３回）交通心理学１（視知覚、認知）
（第４回）交通心理学２（運転行動モデル、リスクテイキング）
（第５回）自動車事故の直接要因と間接要因
（第６回）歩行者事故，自転車事故
（第７回）ヒューマンエラー
（第８回）運転適性１（性格理論，心理テスト）
（第９回）運転適性２（事故傾性，事故傾向，運転適性）
（第１０回）運転適性３（運転適性検査）

（第１１回）交通安全教育１（国や地方自治体の交通安全行政，施策）
（第１２回）交通安全教育２（地域での交通安全教育，企業での安全管理，安全風土形成）
（第１３回）交通安全教育３（海外の交通安全教育，運転者教育）
（第１４回）運転支援システム
（第１５回）まとめとディスカッション
キーワード

交通事故統計、交通心理学，運転適性、交通安全教育、運転支援システム
授業の進め方

PC画面の投影を中心に，配布資料を使って講義をおこなう。
教科書及び参考図書

教科書：必要に応じてプリントを配布する。
副読本・参考書：適宜，講義中に紹介する。
学習相談

随時可能。事前にメールで予約してください。
試験・成績評価等

（評価方法）
レポートにより評価する。
（評価基準）
出席２／３以上。過去の安全対策について理解しているか，安全対策に関する
今後の計画を具体的に論じられるかを評価する。
その他

授業科目区分
授業科目名

分野専門科目
（人間科学分野）
車と人間
Human and Automotive

授業対象学生

１年次

選択

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期

曜日

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

時限

単位数

２単位

集中講義

履修条件

宮崎 聖子
Seiko MIYAZAKI
授業の概要

本授業は，講義を主体とし，演習も行なう。現代は，車と人間のあり方が問われている
時代でもある。ここでは，車と人間のあり方を文化人類学的，歴史社会学的に考える視点
と，そのための調査方法を運用できる能力を養うことを目的とする。前半では，車と人間
をめぐるトピックを多角的な視点から取り上げ，紹介する。また，車と人間の問題につい
て考えるために，調査の事例とその方法などを解説する。後半は，学生が興味あるテーマ
について調査し，報告と討論を行なう。
“Human and Automotive” provides various points of view to relation between human
and automobile. It includes lecture and seminar with anthropological, sociohistorical
and gender perspectives. Members of this class are expected to do research about
relation between human and automobile.
全体の教育目標

車と人間のあり方を人類学的，歴史社会学的に考える視点を養う。また，そのための調
査方法を理解し，運用できる能力を養う。
個別の学習目標

・車と人間のありようを歴史的視点から理解し、ジェンダーの視点でも現象を把握できる
ようになる。
・フィールドワークやライフヒストリー法の手法について、理解する。
授

業

計

画

（第１回）車と人間の歴史 1
（第２回）車と人間の歴史 2
（第３回）農村と車
（第４回）都市と車
（第５回）車とライフサイクル
（第６回）フィールドワーク 1
（第７回）フィールドワーク 2
（第８回）ライフヒストリー法 1
（第９回）ライフヒストリー法 2
（第１０回）車とジェンダー
（第１１回）報告と討論 1
（第１２回）報告と討論 2
（第１３回）報告と討論 3
（第１４回）報告と討論 4
（第１５回）まとめ

キーワード

ライフサイクル、フィールドワーク、ライフヒストリー、ジェンダー
授業の進め方

前半の講義は、配布資料を使用しつつ行う。後半の演習では、講義で学習したことをもと
に一人1回の報告を行い、参加者全員で討論する。
教科書及び参考図書

参考資料を配布する。
学習相談

授業の前後に、またはメールで学習相談を行う。miyazaki@fwu.ac.jp
試験・成績評価等

（評価方法）
講義時の小レポート(30％)と，各回での報告と討論への参加状況(70％)により評価する。
（評価基準）
総合的な理解力と，テーマに対する取組み姿勢を中心に評価する。
その他

実施場所は福岡女子大学とする。
こじんまりとしたクラスなので、皆さんの自由闊達な参加・討論を期待します。

授業科目区分
授業科目名

分野専門科目
授業対象学生
（人間科学分野）
交通流工学
Traffic Flow and Road Capacity

１年次

選択

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年 月曜日

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

４ 時限

単位数

２単位

通常授業

履修条件

外井 哲志
TOI Satoshi
授業の概要

道路の幾何構造，自動車のミクロ交通流，ネットワーク交通流の現象と理論，及び交通
量配分演習の学習を行う。
Geometry of the road, micro traffic flow of the car, the phenomenon and the theory
of network traffic flow and traffic assignment are lectured and trained.
全体の教育目標

自動車とその走行空間との関係を総合的に理解することを目標とする
個別の学習目標

交通量、速度、密度の関係を十分に理解し、車線数や信号現示を計算方法、ならびに道
路網における経路配分の計算方法について修得する。
授

業

計

画

（第１回）ガイダンス・道路概論
（第２回）道路の幾何構造
（第３回）道路交通流の表現(車間距離、車頭時間，交通流率、密度、速度の関係)
（第４回）道路交通流の表現(交通流の観測データ)
（第５回）交通交通流の表現(追従モデル)
（第６回）交通現象と交通容量(交通渋滞と shock wave)
（第７回）交通現象と交通容量(信号交差点①)
（第８回）交通現象と交通容量(信号交差点②)
（第９回）交通シミュレーション
（第１０回）道路網における交通流(グラフ理論の基礎と最短経路問題）
（第１１回）道路網における交通流(Dijkstra 法演習)
（第１２回）道路網における交通流(経路選択の理論①）
（第１３回）道路網における交通流(交通量配分の理論②）
（第１４回）道路網における交通流(交通量配分演習)
（第１５回）復習
キーワード

交通流、渋滞、ネットワーク、走行空間、信号制御、交通容量
授業の進め方

配布資料を中心に授業を行い、単元ごとに演習を取り入れ、レポートの提出を求める。

教科書及び参考図書

教科書：必要に応じてプリントを配布する(製本の場合有料)。
副読本・参考書：必要に応じて指定する。
学習相談

随時可能。ただし、事前にメールで連絡し了解を取ること。
試験・成績評価等

（評価方法）
レポートの提出状況により評価する。
（評価基準）
各分野それぞれに出題する。基本理論の理解を評価の基準とする。
その他

授業科目区分
授業科目名

分野専門科目
授業対象学生
（人間科学分野）
オートモーティブ環境科学Ⅱ
Automotive Environmental Science II

１年次

選択

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年 木 曜日 １ 時限

通常授業・集中講義・臨時

通常授業

担当教員

単位数

２単位

履修条件

三谷 泰浩
Yasuhiro Mitani
授業の概要

自動車および自動車社会がもたらす大気汚染，騒音・振動，エネルギー資源の消費，CO 2
の排出などの各種環境問題を概観し，自然環境および社会環境へのインパクトを時空間的
にとらえて，技術的解決，政策，生活様式の改革など環境システム的考え方による環境科
学の基礎を学習する。
Large-scale development is advanced one after another, and the approach of a new
natural and the social environment that surrounds not the environment as a
construction technology are requested. It is assumed to be the first target to know the
natural environment of the earth as a first step, and is master of the overall
environmental system engineering that thinks about the ideal way of the engineering
how for the development activity of a human to have given the environment the
impact, and to restore it secondarily.
全体の教育目標

本講義を通じて，環境問題に対する取組の多くが表面的・断面的であることを理解し，
工学の立場から環境問題をどのように取り扱うべきであるかを学習するとともに，環境と
調和した人間活動のあるべき姿を考える。そして，環境問題に対する根源的，体系的理解
を深め，人間活動の活発化にともない顕在してきた地球規模にまで及ぶ環境問題を単なる
科学技術としての立場ではなく，自然環境や社会環境の中で改めて捉え直し，新しい環境
への取組みを検討する。
個別の学習目標

地球の自然環境を知ること，人間の開発活動が環境へどのようなインパクトを与えている
かをグローバルにとらえて，技術的解決，政策，生活様式の改革など環境システム的考え
方による環境科学の習得
授

業

計

画

（第１回）オートモーティブ環境科学Ⅱのガイダンス
（第２回）人間活動と環境変化（１）
（第３回）人間活動と環境変化（２）
（第４回）人間社会への影響（１）
（第５回）人間社会への影響（２）
（第６回）地圏環境問題の基本的概念（１）
（第７回）地圏環境問題の基本的概念（２）
（第８回）地圏環境問題の基本的概念（３）
（第９回）地球システム（１）
（第１０回）地球システム（２）

（第１１回）土と環境（１）
（第１２回）土と環境（２）
（第１３回）生態学と地質学（１）
（第１４回）生態学と地質学（１）
（第１５回）自然災害
キーワード

地球環境問題，開発と環境保全，地理情報システム（GIS）
授業の進め方

授業は基本的に講義形式で実施する。講義内容に応じて課題を提示し，レポートの提出お
よび発表を求める。また，場合によっては，外部講師による特別講義も開催する。
教科書及び参考図書

（教科書）講義資料を配布する．
（副読本・参考書）必要に応じて指定する
学習相談

質問については，随時受け付ける。ただし，事前に電話，メール等にて連絡すること。
(mitani@doc.kyushu-u.ac.jp)
試験・成績評価等

（評価方法）
レポートの提出および発表・出席状況等により総合的に評価する．
（評価基準）
基礎知識の理解および技術の現状の把握が専門修士としてのレベルに到達している．
その他

外国人の生徒にも対するために1年毎に英語による同じ内容の講義を実施する。そのた
め，2年次のみの講義としているが，場合によっては，1年次での受講も可とする（要相談）
。

授業科目区分

分野専門科目

授業対象学生

（人間科学分野）

１年次 選択

インテリア・インタフェース デザイン

授業科目名

Interior Interface Design

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

曜日

時限

単位数

２単位

集中講義

履修条件

尾方 義人、迫坪 知広

特に無し

Yoshito Ogata,
Tomohiro Sakotsubo
授業の概要

自動車のインテリア l について考えるときに、「移動空間」として人間と車とのユーザビ
リティーをふまえた安全性や快適性が求められる。また車は、単なる移動手段としてではな
く、
積極的なコミュニケーションやエンターテインメント空間としてもとらえることができ
る。また、移動空間・移動体は自動車だけでなく、船・バイク・飛行隊など多くのモノが生
活に関わってきている。ここでは、芸術工学や工業設計学の基盤となる人間工学やインター
フェース・インタラクションの観点から、オートモーティブ自体を多角的とらえ理解を深め
るため講義と演習を併用しながら進めて行く。
全体の教育目標

インテリアデザイン・インターフェースデザインについて安全性，快適性，娯楽性などの
側面から移動体空間のデザイン要素を考え，
具体的な企画や提案を行うことのできる知識や
考え方を手に入れる。
個別の学習目標

現在かつ将来の社会の状況を客観的に認識し、論理的思考力と美的感性により、オートモ
ーティブ統合的に理解することを目標とする。
授 業

計

画

（第 1 回）ガイダンス；移動体空間におけるインテリアデザインについて
（第 2 回）インテリアデザインの要素
（第 3 回-5 回）人間工学とインテリアデザイン
（第 6-9 回）インターフェースデザイン
（第 10-14 回）具体事例に基づく商品企画
（第 15 回）企画発表
キーワード

インテリアデザイン、インターフェースデザイン、インタラクションデザイン、人間工学、
インダストリアルデザイン

授業の進め方

講義及び演習
教科書及び参考図書

授業時に指示する
学習相談

学習相談を行う。
試験・成績評価等

（評価方法）
課題•提出物によって評価する
（評価基準）
出席５０％ 課題•レポート５０％
その他

授業科目区分
授業科目名

分野専門科目
（人間科学分野）
都市交通論
Urban Transportation

授業対象学生

１年次

選択

講義題目
授業方法及び開講学期等

後期

曜日

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

時限

単位数

２単位

集中講義

履修条件

北折充隆、梶田佳孝、中井宏
Mitsutaka KITAORI,
Yoshitaka KAJITA, Hiroshi
NAKAI
授業の概要

本講義は、３名の講師による講義である。梶田は、都市における公共交通と自動車の観
点から土地利用との関係、交通網計画、複数交通手段の結節点、交通需要マネジメントに
よる自動車の効率的利用、地区の安心安全のための計画について解説する。中井は、交通
事故の発生状況について、車両特性や環境要因からだけでなく人間科学的な側面（当事者
の要因）から俯瞰するとともに、ソフト面での安全対策（特に、安全教育）を中心に解説
する。北折は、交通ルールに関する切り口から、社会について考える機会を提供する。主
に、制限速度や厳罰化について、多面的観点から考える力を養う。
(KAJITA) Kajita gives a lecture on the relationship to land use, transport network
planning, transport hub, efficient car use by travel demand management, district plan
for safety and security on the viewpoint of public transportation and car. (NAKAI)
The cause of traffic accidents will be explained from the viewpoint of human factors as
well as road environment factors. Moreover, the traffic safety educations carried out
in Japan will be introduced. (KITAORI) KITAORI provides some oppotunity about
considering social problem from traffic rules. Mainly, I focus to speed limit and
Toughen the law, and train multifaceted thinking power.
全体の教育目標

人間科学分野の講義として、交通計画学、都市計画学、交通心理学、社会心理学の立場
から講義を行う。各講師が解説するテーマのそれぞれについて基礎的な事項を理解し、人
間科学的視点から交通問題を考えることができるようになることが全体的な目標である。
個別の学習目標

梶田の講義では、土地利用、交通網計画、複数交通手段の結節点、交通需要マネジメン
トによる自動車の効率的利用、地区の安心安全のための計画について理解する。中井の講
義では、交通事故の発生状況、安全対策、安全教育について理解する。北折の講義では、
制限速度、厳罰化、交通行動から考える現代社会について理解する。
授

業

計

画

（第１回）土地利用と交通（梶田）
（第２回）交通網の計画（梶田）
（第３回）交通結節点（梶田）
（第４回）交通需要マネジメント（梶田）
（第５回）地区交通計画（梶田）
（第６回）交通事故の実態（事故データの見方、活かし方）（中井）

（第７回）意図的な不安全行動と無意図的な不安全行動（中井）
（第８回）交通場面での意思疎通、他者理解（中井）
（第９回）交通安全教育に関する理論、感情と運転（中井）
（第１０回）最新の安全教育―理論と実践（中井）
（第１１回）制限速度（北折）
（第１２回）制限速度の経済的観点（北折）
（第１３回）道路交通法（北折）
（第１４回）厳罰化のあり方（北折）
（第１５回）社会の成り立ち（北折）
キーワード

土地利用、交通網、交通結節点、交通需要マネジメント、地区交通、安全教育、カーコ
ミュニケーション、ヒューマンエラー、リスクテイキング、道路交通法、厳罰化、社会の
成り立ち
授業の進め方

梶田：PC画面の投影、印刷物の配布などにより授業を進める。
中井：配付資料に沿った講義を中心に、一部グループワークを行う。
北折：プリントを配布します。通常講義形式で実施します。
教科書及び参考図書

梶田：教科書：必要に応じてプリントを配布する。
梶田：参考図書：各講義において、適宜、紹介する。
中井：教科書は不要。参考図書は講義中に、適宜指示する。
北折：プリント中で指定しますが、特にありません。
学習相談

梶田：電子メールで連絡してください。
中井：電子メールにて、相談を受け付ける。
北折：適宜受け付けます。
試験・成績評価等

出席 2/3 以上。
梶田：（評価方法）各回実施するレポートにより評価する。
梶田：（評価基準）レポートを 40 点満点で評価する。
中井：（評価方法）受講態度およびレポートにより評価する。
中井：（評価基準）受講態度（10 点）、レポート（20 点）で評価する。
北折：（評価方法）レポート課題を指示する。
北折：（評価基準）レポートを 30 点満点で評価する。
その他

中井：受講者数により、グループワークは実施しない場合がある。

授業科目区分

分野専門科目

授業対象学生

（人間科学分野）

１年次 選択

海外都市計画

授業科目名

City Planning in Foreign Countries

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

曜日

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

時限

単位数

２単位

集中講義

履修条件

趙 世晨
ZHAO SHICHEN
授業の概要

本授業は講義形式で、都市解析モデルに関する専門知識の修得を通じて、都市現象の定量
都市モデルは数学方程式を
的把握及び予測に必要な総合力を身につけることを目的とする。
用いて都市現象、システム等を記述し、都市現象のいくつかの側面を抽象化し、都市におけ
る土地利用、交通計画、施設配置等の数多くの都市活動を扱っている。この授業では、主に
1950 年代以降自動車が急速に普及し、新しいモビリティに対処するために欧米を中心に開
発された代表的な都市モデルの解き方及び実際の計画の場でどのように応用されて来たか
を解説する。
全体の教育目標

都市モデル及び都市解析の専門知識を修得することを目的とする。講義形式の授業による
知識の修得を通じて、都市解析に関する手法について学び、都市における様々な予測・推計
及び都市現象の定量的把握の総合力の向上を目指す。
個別の学習目標

都市解析に関する手法について学び、講義形式の授業による知識の修得と作業を通じて、
都市における将来予測や都市現象の定量的把握の総合力の向上を目指す。
授 業

計

画

（第１回）ガイダンス
（第２回）都市モデルの歴史及びその系譜
（第３回）小売買物モデルの解き方
（第４回）ローリーモデルの構成及び応用
（第５回）ハフモデル及び修正ハフモデルの解き方
（第６回）エントロピー最大化を考慮した空間相互作用モデル
（第７回）住宅立地選択モデルの解き方
（第８回）負の自由エネルギーを考慮した立地モデル

（第９回）道路ネットワークの位置ポテンシャル１（地利値）
（第１０回）道路ネットワークの位置ポテンシャル２（確立モデル）
（第１１回）ネットワーク解析を用いた都市構造の分析方法
（第１２回）ネットワーク解析を用いた景観構成の分析方法
（第１３回）情報理論を用いた道路網の分かりやすさの分析方法
（第１４回）投資理論を考慮した都市モデルの考え方
（第１５回）海外関連学術文献のレビュー（個別発表）
キーワード

空間相互作用モデル、ネットワーク解析、都市解析
授業の進め方

資料をを配布し、週１回の講義を行う。課題を示し、レポートの提出を求める。
教科書及び参考図書

教科書：特に指定しない。必要に応じてプリントを配布する。
参考書：①建築・都市計画のためのモデル分析の手法（日本建築学会編）、
②建築・都市計画のための調査・分析方法（日本建築学会編）など
学習相談

学習相談を随時に行う。ただし、希望する者は事前に電子メールで相談の希望日時、相談
内容を連絡の上、予約すること。（zhao@arch.kyushu-u.ac.jp）
試験・成績評価等

（評価方法）
出席、レポート提出ならびに発表内容により、成績評価を行う。
（評価基準）
出席 2/3 以上、レポート（50 点）、発表（50 点）
その他

授業科目区分
授業科目名

分野専門科目
授業対象学生
（人間科学分野）
交通情報・誘導学
Traffic Information and Guidance System

１年次

選択

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

曜日

時限

単位数

２単位

集中講義

履修条件

外井 哲志
TOI Satoshi
授業の概要

前半部分で、道路交通の需要予測ならびに運転者の経路選択特性に関する基礎知識を講
義する。後半では、道路網の効率的利用のための案内誘導情報に関する知識、運転者が安
心して目的地まで走行できる経路の案内システムのあり方について講義する。
In the first half, the basic knowledge of the route choice characteristics of the driver
and the demand estimation of the road traffic are lectured. In the second half, the
knowledge about the guidance information for the efficient use of the road network,
and the guidance system for the driver to travel to the destination with confidence.
全体の教育目標

運転者が安心して目的地まで走行できる経路を案内するとともに，混雑時には最短時間
経路に誘導する合理的な情報提供の方法，および交通シミュレーション手法の学習を通し
て，道路網の効率的利用のための案内誘導情報に関する基本的知識を修得する。
個別の学習目標

案内に必要な基本的情報とその提供方法について十分に理解すること。
授

業

計

画

（第１回）ガイダンス
（第２回）交通需要の調査（１）
（第３回）交通需要の調査（２）
（第４回）交通需要の予測（１）
（第５回）交通需要の予測（２）
（第６回）道路網における経路（１）
（第７回）道路網における経路（２）
（第８回）運転者の経路設定（思考過程）
（第９回）道路案内標識の基本内容（１）
（第１０回）道路案内標識の基本内容（２）
（第１１回）カーナビゲーションにおけるルート案内（１）
（第１２回）カーナビゲーションにおけるルート案内（２）
（第１３回）経路誘導（推奨）の理論
（第１４回）演習
（第１５回）ディスカッション
キーワード

案内情報、案内標識、カーナビ、経路案内、交通シミュレーション

授業の進め方

教科書および配布資料を中心に授業を行い、単元ごとに演習を取り入れ、レポートの提出
を求める。
教科書及び参考図書

教科書：必要に応じてプリントを配布する(製本の場合は有料)。
副読本・参考書：必要に応じて指定する。
学習相談

随時可能。ただし、事前にメールで連絡し了解を取ること。
試験・成績評価等

（評価方法）
実習・演習とレポートの提出状況により評価する。
（評価基準）
各分野それぞれにおける基本理論の理解と実習を評価の基準とする。
その他

授業科目区分
授業科目名

分野専門科目
授業対象学生
（社会科学分野）
オートモーティブ社会科学概論
Introduction to Automotive Social Science

１年次

選択

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

曜日

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

時限

単位数

２単位

集中講義

履修条件

藤田敏之
Toshiyuki Fujita
授業の概要

自動車および自動車産業をめぐる諸問題について全体像を俯瞰したうえ、これらの問題
が社会科学的なアプローチによってどのように捉えられ、分析できるかを概観していく。
自動車が経済や社会、環境に与える影響を主に経済学の視点から、自動車メーカーや部品
メーカーの直面する課題を主に経営学の視点から講義する。
※平成 28 年度は経営学を専門とする専任教員不在のため、経済学からの視点を中心に講義
を行う。
We get broad understandings on various problems concerning automobiles and auto companies,
and study how to analyze these problems using social scientific methodologies. Some lectures are
given from perspective of economics explaining the effects of automobiles on the society and the
environment, and some are given from perspective of management focusing on the challenges
faced by auto manufacturers and part manufacturers.
全体の教育目標

自動車および自動車産業をめぐる諸問題を社会科学はどう捉え、どう分析するのか、そ
の基礎を学習する。
個別の学習目標

① 世界の自動車産業の全体像の把握。
② 自動車（社会）をめぐって、経営・経済・社会・環境の面でどのような問題があるの
か、その全体像や構図を理解する。
③ これらの問題に対し、社会科学においてどのような研究領域や研究アプローチがある
かを理解する。
授

業

計

画

第 1 回 ガイダンス
第 2，3 回 自動車の社会的費用
第 4，5 回 自動車の排ガス規制の理論と現実
第 6，7 回 交通事故のリスク評価
第 8，9 回 自動車のリサイクル
第 10，11 回 消費者による次世代自動車の評価
第 12，13 回 次世代自動車普及の費用と便益
第 14 回 まとめ
第 15 回 試験

キーワード

自動車産業
費用便益分析

国際競争力

経済学

経営学

環境問題・エネルギー問題

授業の進め方

各回の担当教員が主に講義形式で授業を行う。
教科書及び参考図書

教科書は指定しない。適宜、参考文献を紹介する。
学習相談

電子メールなどで教員に連絡を取り、来室・相談に来ること。
試験・成績評価等

（評価方法）
期末試験、複数回課すレポートおよび受講態度により評価する。
（評価基準）
授業回数の 2/3 以上の出席が単位取得のための必要条件となる。
100 点満点で評価し、60 点以上が合格となる。
その他

授業科目区分

分野専門科目
（社会科学分野）

授業科目名

経営管理特論 Management

講義題目

Macro organizational behavior

授業方法及び開講学期等

授業対象学生

前期・ 木

曜日 ２

時限

1 年次 選択

単位数

2

単位

通常授業・

担当教員
閔 延媛

Jungwon Min

履修条件
なし None

授業の概要

Macro organizational behavior is one of the academic field in management studies,
which is aimed at explaining causal relations regarding organizational actions,
performance, and survival with its focus on interactions between organizations and
their external environments. In this course, students will learn and review
fundamental theories and empirical approaches which are frequently used in this
field. As a final test, this course will require students to make a short research
proposal based on ideas that they learn in this class and state research questions,
purposes, main arguments (hypotheses), and expected implications.
全体の教育目標
To discuss theoretical approaches frequently used in the field of research on macro
organizational behavior.
個別の学習目標
1. To understand research on macro organizational behavior
2. To understand how to find research questions and develop main arguments
(hypotheses) and implications
3. To critically and constructively assess empirical research papers
授 業 計 画
Details of reading assignments will be announced later.
# 1. Orientation
# 2. Overview, Tips for finding reference papers
# 3. Elements of research design
# 4. Reading empirical papers
# 5. Resource competition(1)
# 6. Resource competition(2)
# 7. Inter-firm ties (1)
# 8. Inter-firm ties (2)
# 9. Learning from organizational failures (1)
# 10. Learning from organizational failures (2)
# 11. Attention and adoption of rules (1)
# 12. Attention and adoption of rules (2)
# 13. Mimicry and organizatinoal behaviors (1)
# 14. Mimicry and organizatinoal behaviors (2)
# 15. Presentation of short research proposals

キーワード
Interactions between firms and environments, Organization management theories,
Empirical research
授業の進め方
Students need to read assigned two academic papers and submit review notes. The
review notes should include 1) research questions, 2) purposes, 3) hypotheses, 4)
methods, 5) findings, 6) students' comments. (Sample of the review note will be
available at the first class.) We will have one presenter per one paper. Class will
consist of presentations about summary of papers for 20 minutes, followed by class
discussion for 25 minutes led by the presenter per one paper.
教科書及び参考図書
Singleton, R. J., and Bruce, S. 2009. Approaches to Social Research. Oxford
University.
Academic papers published in Administrative Science Quarterly, Academy of
Management Journal, and Strategic Management Journal (The list of papers will be
distributed at the first class.)
学習相談
Office 506 on Thursdays
試験・成績評価等

Assignments (40%) + Presentations (30%) + Participation when others present (30%)
その他

Both of Japanese and English are allowed in review notes, presentations and
discussions.
Please come to the first class and make sure if you will take this course before the
secnd class. We will finalize the presentation schedule in the second class.

授業科目区分
授業科目名
講義題目

分野専門科目
授業対象学生
（社会科学分野）
イノベーション・マネジメント
Innovation Management

１年次

選択

イノベーション・マネジメントの理論的・実証的研究の検討

授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年 火 曜日 ４ 時限

通常授業・集中講義・臨時

通常授業

担当教員

調整中（後日連絡）
To be announced

単位数

２単位

履修条件

企業戦略マネジメントも併せて受講することが望ま
しい。

授業の概要

自動車産業は技術イノベーションの成果が企業の業績に直接に結びつく代表的な産業で
あり，そのイノベーションプロセスのマネジメントは独自な進化を示している。この授業
では，そのことを踏まえて新規技術の創出をビジネスに結びつけるイノベーション・マネ
ジメントのディシプリンについて具体的な事例を踏まえながら学ぶ。
Abstract
The automotive industry is a typlical industry where technological innovations
directly affect performace of firms. The management of the innovation creation
processes in the industry has made distinct evolutions. In this course students will
learn through case studies about innovation management diciplines that will connect
the creation of new technologies to business opportunites.
全体の教育目標

イノベーションは企業にとって利益の源泉である。企業が存続繁栄するためにはイノベ
ーションを継続的に生み出して効果的に管理していかなければならない。ここではイノベ
ーション・マネジメントに関する研究書の輪読及び討論を通じて，受講者が実際のイノベ
ーション・プロジェクトを効果的に管理できるような知識の修得を目指す。
個別の学習目標

すべての学問分野がそうであるように，イノベーション・マネジメント分野も多くの専
門用語を駆使することで高度な思考を可能にしている。したがって，受講者にはイノベー
ション・マネジメント分野の専門用語の理解と修得に務めてもらい，具体的にはその専門
用語を使ってイノベーションに関する社会現象を説明できるようになることを目指す。
授 業 計 画

第１部 トヨタの製品開発
（第１回） 第１・２章の検討と討論
（第２回） 第３・４章の検討と討論
（第３回） 第５・６章の検討と討論
（第４回） 第７・８章の検討と討論
（第５回） 第９・10 章の検討と討論
（第６回） 第 11・12 章の検討と討論
（第７回） 第 13・14 章の検討と討論
第２部 リバース・イノベーション
（第８回） 第１・２章の検討と討論

（第９回） 第３・４章の検討と討論
（第１０回） 第５・６章の検討と討論
（第１１回） 第７・８章の検討と討論
（第１２回） 第９章の検討と討論
（第１３回） 第 10 章の検討と討論
（第１４回） 第 11 章の検討と討論
（第１５回） 第 12・終章の検討と討論
キーワード

主査制度，リバース・イノベーション
授業の進め方

教科書の輪読と討論を中心に授業を進めていく。受講生には全員に教科書の該当部分を
事前に読んできてもらい，教員や受講者の間で討論しながら当該部分の理解を深めていく。
教科書及び参考図書

安達瑛二『トヨタの製品開発―トヨタ主査制度の戦略，開発，制覇の記録―』白桃書房，
2014 年。
ビジャイ・ゴビンダラジャン，クリス・トリンブル（渡部典子訳）
『リバース・イノベーシ
ョン─新興国の名もない企業が世界市場を支配するとき―』ダイヤモンド社，2012 年。
学習相談

授業中には質疑応答という形式で学習相談にのる。授業の事前と事後にはメールで学習
相談にのり，メールもしくは口頭で回答する。
試験・成績評価等

（評価方法）
授業への取り組みを総合的に評価する。
（評価基準）
具体的には，①授業中の発言・質問の内容，②授業への出席状況と受講態度，③期末レ
ポートの内容，の３つの観点から総合的に絶対基準で評価する。
その他

受講者は必ず事前に教科書の該当箇所を読んでこなければならない。

授業科目区分
授業科目名

分野専門科目

授業対象学生

（社会科学分野）

1・2 年次 選択

プロダクション・マネジメント
Production Management

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

目代 武史

火曜日 6 時限

単位数

２単位

通常授業

履修条件
特になし

MOKUDAI, Takefumi
授業の概要

生産管理の役割は、生産の良い流れを設計し、維持し、改善することにある。本講義では、「流れ
づくり」という観点から、（1）生産管理の全体像を描くとともに、（2）流れを分析するためのツールの
習得、（3）流れを改善するための考え方や方法論について学習する。
具体的には、トヨタ生産方式を源流とするリーン生産方式の考え方に基づき、品質（Quality）、コ
スト（Cost）、納期（Delivery）の維持・改善とともに、生産の柔軟性（Flexibility）の向上をいかに図っ
ていくかを学んでいく。また、生産の流れを分析する手法として、バリュー・ストリーム・マッピング
（VSM、トヨタでは「モノと情報の流れ図」として知られる）を紹介し、VSM を用いた生産改善につい
て学ぶ。
さらに、今後の生産管理の在り方を考えるために、日本のものづくりが拠って立つ前提条件であ
る生産組織や労務管理の特徴、情報技術の影響についてもとりあげ考察していく。授業でとりあげ
る主なトピックは以下の通りである。
1. 生産システムの歴史
6. 流れの改善
2. 生産プロセス分析
7. 生産の柔軟性
3. 品質管理
8. サプライチェーン・マネジメント
4. コスト管理
9. 生産組織・労務管理
5. 生産計画
10. 生産管理の未来
Abstract
The mission of production operations management is to design, sustain and improve smooth flow
of production activities. In this course students will (1) understand an overall picture of production
operations management, (2) learn tools to analyze the flow of production activities, and (3) acquire
knowledge on principles and practices to improve the flow of the production.
Based on the Lean Production Management concept (or Toyota Production System), students
will learn how to improve quality, costs, and delivery as well as how to achieve flexibility of the
production system. Mapping tools, e.g. value stream map (VSM), will be introduced as one of
powerful tools for production process improvement.
In addition, conditions, which have supported Japanese style production systems, such as
organizational contexts, labor management, and information technologies, will be critically
discussed.
This course will address following topics.

1.
2.
3.
4.
5.

History of production systems
Process analysis
Quality management
Cost management
Production planning

6.
7.
8.
9.

Improvement of production flows
Flexibility of production
Supply chain management
Production organizations, labor
management
10. Future of production systems

全体の教育目標

日本のものづくりの基盤をなす思想、仕組み、管理ツール、作業・管理組織の理解
個別の学習目標



生産の良い流れの理解



流れの分析ツールの習得



ものづくりの背景にある思想、仕組み、前提条件の理解
授

業

計 画

（第１回）

イントロダクション

（第２回）

生産システムの歴史

（第３回）

生産プロセス分析（1）：流れを記述する

（第４回）

生産プロセス分析（2）：流れをつくる

（第５回）

品質管理（1）：不良とは何か

（第６回）

品質管理（2）：不良をいかに減らすか

（第７回）

コスト管理（1）：原価をいかに捉えるか

（第８回）

コスト管理（2）：原価をいかに削減するか

（第９回）

生産計画（1）：資材所要量計画による生産計画

（第１０回） 生産計画（2）：JIT における生産計画
（第１１回） 流れを改善する
（第１２回） 生産の柔軟性
（第１３回） 企業を超えた流れづくり（SCM）
（第１４回） 良い流れづくりを支える生産組織・労務管理
（第１５回） 生産管理の未来
キーワード
良い流れづくり、品質、コスト、納期、柔軟性、VSM、もの造りの組織
授業の進め方

教科書を用いた講義を中心に進め、仮想の生産管理の問題に関するワークショップを併用する。
また、受講者に教科書や参考文献などのまとめ・考察を発表してもらう場合もある。
※本講義の受講を検討している人は、必ず初回のガイダンスに参加してください。
教科書及び参考図書

【教科書】富田純一、糸久正人（2015）『コア・テキスト 生産管理』新世社
【参考図書】 授業のさらなる理解のため、講読を薦める文献


藤本隆宏（2001）『生産マネジメント入門 I（生産システム編）』日本経済新聞社



藤本隆宏（2001）『生産マネジメント入門 II（生産資源・技術管理編）』日本経済新聞社



藤本隆宏（2012）『ものづくりからの復活：円高・震災に現場は負けない』日本経済新聞出版社



マイク・ローザー、ジョン・シュック（2001）『「モノ」と「情報」の流れ図で現場の見方を変えよう!!』
日刊工業新聞社

学習相談
講義の際もしくは電子メール（mokudai.takefumi.076@m.kyushu-u.ac.jp）にて予約の上、個別に
相談に応じる。
試験・成績評価等

（評価方法）
授業への出席，討議，レポートなどで評価する。
（評価基準）


小レポートの提出

50％



クラスでの発表・質疑

25％



最終レポート

25％

その他

授業科目区分

分野専門科目
（社会科学分野）

授業科目名

エコロジーの経済
Economics of Ecology

授業対象学生

１年次

選択

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

曜日

時限

単位数

２単位

集中講義

履修条件

藤田 敏之
Toshiyuki Fujita

大学１・２年で学ぶ程度の微分積分，数理統計に関す
る基礎知識を有することが望ましい。

授業の概要

環境への幅広い理解の中に自動車を位置づけて理解することを目的として、環境経済学
の概要を講義する。前半では環境問題の原因を経済学的に説明し、後半では問題を解決す
るための環境政策の評価について講義する。
We provide lectures of environmental economics which aim to make students understand the
relation between cars and the environment. We first explain the cause of environmental problems
economically, and then focus on the description of environmental policies to solve the problems.
全体の教育目標

環境経済学の基礎的な理論を説明しながら，
自動車と環境問題のかかわりを理解させる。
個別の学習目標

環境問題の経済学的原因，環境政策，政策の評価，環境の価値について理解する。
授

業

計

画

※各回の講義において自動車に関する環境問題を具体例としてとりあげる。
（第１回）環境と経済
自然環境と人間の関わりや環境経済学の課題を説明する。
（第２回 ～ 第４回）外部性と市場の失敗
経済学の基本的概念である市場や効率性といった概念についてふれた後，環境問題の経済
学的原因である外部不経済と市場の失敗を説明する。
（第５回 ～ 第６回）公共財
公共財および負の公共財を定義し，それらの効率的な供給が市場においてなされないこと
を説明する。
（第７回）コースの定理
ある条件下で外部性の問題が当事者間交渉によって解決されることを説明する。
（第８回）直接規制
政府が企業に対して環境基準を設けて遵守させる直接規制について説明する。
（第９回 ～第１２回）経済的手段
近年注目されるようになっている環境税，排出量取引といった環境政策の経済的手段およ
びそれらの効率性，問題点について説明する。
（第１３回 ～第１４回）環境評価
環境保全，環境リスク回避の貨幣的価値を測定する手法について説明する。
（第１５回）総括討議

キーワード

環境問題，外部性，公共財，環境規制，ピグー税，排出量取引，環境評価
授業の進め方

講義形式で行う。
教科書及び参考図書

教科書は特に定めない。参考図書については講義の中で適宜指示する。
学習相談

随時相談に応じるが，相談希望の場合は事前にメールでアポイントメントをとること。
試験・成績評価等

（評価方法）
レポートを２回課し，レポートの内容と期末の定期試験の成績により評価する。
（評価基準）
レポート４０％，定期試験６０％
その他

分野専門科目
（社会科学分野）

授業科目区分

授業対象学生

選択

生産管理

授業科目名

Production Operations Management

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年 火曜日

３ 時限

単位数

2 単位

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

履修条件

目代 武史
MOKUDAI, Takefumi
授業の概要
製造業（とくに自動車産業）における生産管理の諸問題を経営学（経営戦略論や組織論）と
工学（経営工学）の二つの視点から学習する。コスト、品質、納期といった生産管理の基本問
題へのアプローチに加え、生産現場のマネジメントが企業の「競争力」へとつながるロジック
を検討していく。
Abstract
This course provides students with fundamental concepts and practices of production operations
management in manufacturing industries (especially in an automotive industry) from both management
science and industrial engineering. Students will lean about practices and management to realize higher
quality, timely delivery at lower costs. In addition, the logic that operations management leads to
competitive advantage of a firm will be discussed.
全体の教育目標
1.

生産管理の全体像と考え方、管理手法の基本を理解する

2.

生産活動の各要素および全体としてのシステムが企業の競争力にいかに結びついている
かを理解する

個別の学習目標
1.

生産管理の専門用語や仕組みを他者に説明できる程度にまで理解する

2.

生産現場におけるモノと情報の流れを理解し、図解できるようになる

3.

生産現場の諸問題に生産管理の理論や手法を適用できるようになる

授

業

計

画

（第１回）イントロダクション／生産管理の全体像
（第 2 回）クラス討論：現代の自動車生産を巡る課題
（第 3 回）テキスト第 2 章

開発と生産のプロセス分析

（第 4 回）テキスト第 4 章

競争力とその構成要素

（第 5 回）テキスト第 5 章

コスト・生産性の管理と改善（1）

（第 6 回）テキスト第 5 章

コスト・生産性の管理と改善（2）

（第 7 回）テキスト第 6 章

納期と工程管理（1）

（第 8 回）テキスト第 6 章

納期と工程管理（2）

（第 9 回）テキスト第 7 章

品質とその管理・改善（1）

（第 10 回）テキスト第 7 章

品質とその管理・改善（2）

（第 11 回）テキスト第 8 章

フレキシビリティ

（第 12 回）テキスト第 9 章

生産戦略

（第 13 回）テキスト第 10 章

人事・労務管理

（第 14 回）テキスト第 11 章

設備管理と生産技術

（第 15 回）テキスト第 12 章

購買管理とサプライヤーシステム

キーワード
品質、コスト、納期、生産性、競争力
授業の進め方
講義（テキストに基づいた座学）および演習（実習、クラス討論、等）を組み合わせて進め
る。
教科書及び参考図書
藤本隆宏（2001）『生産マネジメント入門（Ⅰ）』日本経済新聞社
藤本隆宏（2001）『生産マネジメント入門（Ⅱ）』日本経済新聞社
学習相談
講義の際もしくは電子メール（mokudai.takefumi.076@m.kyushu-u.ac.jp）にて予約の上、個別
に相談に応じる。
試験・成績評価等
講義における演習および討論への貢献度、小テスト、小レポートにより評価
（評価基準）
1.

講義における演習および討論への貢献度

30%

2.

小テスト

30％

3.

小レポート

40%

その他
自動車メーカーないし自動車部品メーカーの工場を見学する場合がある（ただし、受け入れ
企業の都合および受講者のスケジュールにより、実施しない場合もある）

授業科目区分

分野専門科目

授業対象学生

（社会科学分野）

１年次・２年次 選択

企業戦略マネジメント

授業科目名

Corporate Strategy

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

曜日

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

時限

単位数

２単位

集中講義

履修条件

目代 武史

特になし

MOKUDAI, Takefumi
授業の概要

企業戦略の役割は、企業の中長期的な目標を実現するために整合的な企業行動をとるための指
針を示すことにある。そこで、本講義では、戦略の概念と理論、戦略形成の手法とプロセス、戦略
が機能する論理について学んでいく。講義でとりあげる主なトピックは以下の通りである。
1.

戦略とは何か

6.

標準、ネットワーク、プラットフォーム

2.

ケースメソッド入門

7.

戦略的提携

3.

SWOT 分析

8.

多角化戦略

4.

垂直統合と競争優位

9.

多角化戦略と資源配分

5.

コストリーダーシップと製品差別化

Abstract
A mission of strategy of a firm is to provide a policy, which enables the firm to take actions in a
consistent way to realize its mid-/long-term goals. This course will provide students with concepts
and theories of strategy, processes and tools to formulate strategy, and conditions and logics for the
strategy to work. The course will address following topics.
1.

What is strategy

6.

Standards, networks and platforms

2.

Introduction to case method

7.

Strategic alliance

3.

SWOT analysis

8.

Diversification strategy

4.

Vertical integration

9.

Diversification and resource

5.

Cost leadership strategy and

allocation

differentiation strategy
全体の教育目標

企業が効果的な戦略を実現するために必要な戦略の本質、戦略が機能する論理、戦略形成
の方法論を学ぶ。
個別の学習目標



戦略の鍵概念、分析ツールと方法論の理解



ケース討論を通じた分析力と判断力の育成

授

業

計 画

（第１回）

コースガイダンス

（第２回）

ケースメソッド入門：ケース討論①

（第３回）

脅威と機会の分析

（第４回）

企業の強みと弱み

（第５回）

SWOT 分析の実践：ケース討論② 「ダイハツ工業株式会社（2009-2013 年

「FMS オーディオ株式会社」

度）」
（第６回）

垂直統合と競争優位（1）：理論編

（第７回）

垂直統合と競争優位（2）：ケース討論③ 「しまむら」

（第８回）

コストリーダーシップと製品差別化（1）理論編

（第９回）

コストリーダーシップと製品差別化（2）：ケース討論④ 「フレッシュネ
スバーガー」

（第１０回） 標準、ネットワーク、プラットフォーム（1）：理論編
（第１１回） 標準、ネットワーク、プラットフォーム（2）：ケース討論⑤ ビットワレ
ット
（第１２回） 戦略的提携
（第１３回） 多角化と組織
（第１４回） 多角化戦略と資源配分
（第１５回） 多角化戦略：ケース討論⑥ 「ブックオフコーポレーション」
キーワード
競争優位、事業戦略、全社戦略、ビジネスモデル、ケースメソッド
授業の進め方

本講義では、戦略概念や理論、方法論に関する講義とケースメソッドによるクラス討論を併用す
る。
講義の回の準備と進め方




事前に指定された課題文献および参考文献の予習と要点整理


課題文献：授業前に必ず読む必要のある文献



参考文献：授業のさらなる理解のため、講読を薦める文献

講義により基本概念、理論、留意点などを解説。質疑により理解の確認、掘り下げ。

ケース討論の回の準備と進め方


指定されたケースの入手。余裕をもって早めに手配すること。



課題ケースの事前分析。具体的な討論テーマは、事前の講義で通知する。



クラスでのケース討論。課題ケースにおける経営問題の発見、判断とその根拠、戦略代替案
の提案などについてディスカッションを行う。

※本講義の受講を検討している人は、必ず初回のガイダンスに参加してください。

教科書及び参考図書

【教科書】


J・B・バーニー（2003）『企業戦略論 <上>基本編』ダイヤモンド社



J・B・バーニー（2003）『企業戦略論 <中>事業戦略編』ダイヤモンド社



J・B・バーニー（2003）『企業戦略論 <下>全社戦略編』ダイヤモンド社
戦略論の概念、理論、その論理、限界を網羅的かつ緻密に解説した教科書。読破する
には相当の知的体力を要するが、その価値は大きい。

【ケース教材】
初回の講義の際に指定する。ケース教材は、一部を除き、各自で購入する必要があるので、余
裕をもって購入手続きを行うこと。購入方法は、第 1 回の授業で説明する。
【参考文献】


楠木建（2010）『ストーリーとしての競争戦略：優れた戦略の条件』東洋経済新報社
優れた戦略を打ち手の「つながり」として説明。事例の解釈も面白い。



R・P・ルメルト（2012）『良い戦略、悪い戦略』日本経済新聞出版社
良い戦略（と悪い戦略）の論理を考察。「悪い戦略とは、単に良い戦略の不在を意味する
のではない。悪い戦略をもたらすのは、誤った発想とリーダーシップの欠如である。」
（p.49）



網倉久永、新宅純二郎（2011）『マネジメント・テキスト 経営戦略入門』日本経済新聞出版社
戦略論の概念、理論、留意点を日本企業の事例を用いながら丁寧に解説。



今枝昌宏（2014）『ビジネスモデルの教科書』東洋経済新聞社

ビジネスモデルをカタログ的に整理。単なる分類、事例集にとどまらず、価値創造の論理、成立条
件、留意事項なども論じられており、ビジネスモデル策定の参照パターン集として使える。
学習相談
講義の際もしくは電子メール（mokudai.takefumi.076@m.kyushu-u.ac.jp）にて予約の上、個別に
相談に応じる。
試験・成績評価等

（評価方法）


ケースレポートの提出

50％（1～2 ページ／ケース、5 本程度）



クラス討論への貢献

30％（何を貢献と評価するかは、第 1 回、第 2 回の授業で具体的に

説明）


最終レポート

その他

20％（課題は講義の中で提示）

授業科目区分

分野専門科目

授業対象学生

（社会科学分野）

1 年次 選択

市場システム分析

授業科目名

Analysis of Market Systems

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

曜日

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

時限

単位数

２単位

集中講義

履修条件

田中 謙一郎

Excel の基本操作が出来ること。

Kenichiro TANAKA
授業の概要

イノベーション普及とともにかつての勝者たちが抱えるジレンマに言及し、その実証分
析を通じてビッグデータによるデータ加工の基本を探る。
Abstract
This course will deal with dilemmas which one-time winners experience in face of diffusion of
innovations and will conduct empirical analyses on these issues to explore the basics of data
processing with big data.
全体の教育目標

Ｒを中心にコンピュータ・ソフト実習（ＳＰＳＳを含む）を通じて，経営データの加工法
の基礎を習得し、プレゼンテーションの幅を広げる。
個別の学習目標

ＲやＳＰＳＳによる多変量解析やデータマイニングで経営データの市場分析を習得する。
授

業

計 画

（第１回）ベイズの定理とベイズ更新
（第２回）カテゴリカル・データの扱い
（第３回）多変量解析（1）主成分分析と因子分析
（第４回）多変量解析（2）判別分析（百道浜ストアの店舗展開）
（第５回）多変量解析（3）回帰分析
（第６回）多変量解析（4）コレスポンデンス分析
（第７回）多変量解析（5）多重コレスポンデンス分析
（第８回）多変量解析（6）クラスター分析
（第９回）データマイニング(1) 決定木(1)
（第１０回）データマイニング(2) 決定木(2)
（第１１回）データマイニング(3) アソシエーション・ルール(1）
（第１２回）データマイニング(4) アソシエーション・ルール(2）

（第１３回）データマイニング(5) 自己組織化マップ
（第１４回）データマイニング(6) 非階層型クラスター分析
（第１５回）データマイニング(7) サポートベクターマシン
キーワード

普及モデル；イノベーションのジレンマ；キャズム；自己組織化マップ；サポートベクタ
ーマシン
授業の進め方

課題を示し、e-learningソフトであるMoodleを用いてレポートを提出する。
教科書及び参考図書

ジェフリー・ムーア「キャズム」翔泳社。
学習相談

毎日4時10分～5時にＰＣ室（西南学院大学東キャンパス大学院棟3階）で学習相談を行う。
希望する者は事前に電子メールで相談の希望日時，相談内容を連絡の上，予約すること。
（urashima@seinan-gu.ac.jp）
試験・成績評価等

（評価方法）ＲやＳＰＳＳに関するコンピュータ・ソフトの実習を行う。この実習課題によ
って主な評価を行う。
（評価基準）出席点 10％，授業参加点 30％，実習課題 60％の割合で評価する。
その他

(集中講義)2010年3/1(月)-3/5(金)；西南学院大学東キャンパス大学院棟3階ＰＣ室；
毎日2限目―4限目（10時40分から4時10分まで）；昼休みは12時10分から1時まで

授業科目区分

分野専門科目（社会科学分野）

授業対象学生

授業科目名

グローバル経営 Global Management

１年次 選択

講義題目
授業方法及び開講学期等

後期

月曜日

通常授業・集中講義・臨時

７時限

単位数

２ 単位

博多駅9階で開講

担当教員

履修条件

Hiroshi Hoshino 星野裕志

No prerequisite or specific knowledge is necessary to
take the course

授業の概要
This course is to provide an overview of the role of logistics in a global economy by
acquainting students with the basic knowledge on global logistics including the concepts
and frameworks.
The basic structure of the course will involve case method, class discussion, lecture and
group presentation on the current issues regarding global logistics.
You will be expected to come prepared to engage with the material, to attend class and to
aggressively participate in the class discussion. You are also encouraged to discuss cases
and course issues with your classmates in preparing for the class. Peer review on each
group presentation will be done for grading.
全体の教育目標


Importance of Logistics Management for firms’ comparative advantage.



Basic knowledge and framework of Logistics

個別の学習目標


Supply Chain MGMT



Business Process MGMT



Physical Distribution



Innovation



Logistics Provider

授

業

1.

Course Guidance

2.

Definition and Key concept of logistics

計

画

Case #1: “Intel’s Site Selection Decision in Latin America” [Thunderbird, The
American Graduate School of International Management Case]
3.

Competitive advantage through logistics management – Innovation in logistics (A):
Containerization, Various Transport modes.

4.

Innovation in logistics (B): Hub & Spoke System, Intermodal (Multimodal) transport

5.

Innovation in Logistics (C): Parcel Delivery, Hub & Spoke system
Case #2 “Yamato Transport Co. Ltd.: TA-Q-BIN” [National University of Singapore
Case]

6.

Logistics Service, Outsourcing

7.

Supply Chain Management
Case #3: “Zara: IT for Fast Fashion” [Harvard Business School Case]

8.

Strategy of Logistics Service Providers
Guest Speaker: Mr. Keiji Ushiyama, President, GENEQ Corporation

9.

Port Development
Case #4: “PSA: The World’s Port of Call” [HBS Case]

10. Logistics Cost
Group Presentation #1
11. Rules and regulations
Group Presentation #2
12. Reverse Logistics
Case #5: “Nokia India; Battery Recall Logistics” [Richard Ivey School of Business
Case]
13. Panama Canal Expansion
Group Presentation #3
14. Humanitarian Logistics
Group Presentation #4
15. Logistics Management
Summary and Course Conclusion
キーワード

Logistics Management, Physical Distribution, Physical Supply, Supply Chain
Management
授業の進め方
A Combination of lecture and class discussion on assigned topics and group projects
(1) Introduce you to the key concepts and frameworks of global logistics.
(2) Provide the basic knowledge and issues regarding the competitive advantage of firms
and organizations.
(3) Engage you in a discussion and a group project to develop deeper understanding of
the topics.
* Anyone who considers taking this course should attend the first session on October 5.
教科書及び参考図書


Bowersox, Donald J. and Closs, David J., Logistical Management, The McGraw-hill
Companies, 1996



Cases and some reading materials used in the lecture should be purchased by each
student.

学習相談
Contact to the following emal address to make an appointment.
hoshino@econ.kyushu-u.ac.jp

試験・成績評価等
A grade in this course will be determined as follows:


30 per cent on case reports (3-4 cases)



30 per cent on class participation



20 per cent on the group project (presentation)



20 per cent on the final case report

その他


Course Material should be downloaded from WebCT with your own user ID and
password.
https://bb9.iii.kyushu-u.ac.jp



GSEC15002

You need to purchase following cases 1-4 through Harvard On-line
(http://www.hbs.edu/research/cases.html)
(1) “Yamato Transport Co. Ltd.: TA-Q-BIN”, National University of Singapore, Case
W13635, 2014
(2) “Zara: IT for Fast Fashion”, Harvard Business School Case
(3) “PSA: The World’s Port of Call”, HBS Case, Harvard Business School Press, 2001
(4) “Nokia India; Battery Recall Logistics”, Richard Ivey School of Business, The
University of Western Ontario, W11082, 2011

Please note that each student is required to purchase his/her own copy and violation of
Intellectual Property Right is strictly prohibited.

授業科目区分

分野専門科目（社会科学分野）

授業対象学生

１年次 選択

交通の経済学

授業科目名

Economics of Transportation

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

通常授業・集中講義・臨時

曜日

時限

単位数

２

単位

集中講義（予定）
履修条件

担当教員
大井 尚司 （大分大学経済学部）
Hisashi OOI (Faculty of Economics,
Oita University)
E-mail ooi-hisashi@oita-u.ac.jp
授業の概要

道路交通の関係する社会問題は、自動車という輸送モードにとどまらず、バス・タクシー・鉄道・航空
などの公共交通、自動車産業等における物流面、道路整備の問題、制度設計、企業等の立地戦略な
ど多様な面に影響する。本講義では、そういった交通の社会経済面への影響について概観する。
Abstract
Social issues related to road transportation influence not only on private car transportation but also
public transportation (e.g. omnibus, taxi, railway, and airway), logistics for industries, constructions and
maintenance of road networks, design of social institutions, location strategies of firms, and so forth.
This course will address the socio-economical impacts of transportation.
全体の教育目標
本専攻の趣旨である自動車交通の社会的影響について考えることはもちろんのこと、それ以外の交
通全体や、関係する社会問題を受講生自身で考察し自らの意見を持つための視座を提供する。
個別の学習目標
社会・経済事象には交通に関係する問題が多種多様に存在するので、新聞・雑誌記事などで提供
される問題について、そのまま受け止めるのではなく、自ら問題意識を持って考えて頂きたい。
授

業

計

画

下記（１）をメイン（15回のうち8回～10回）とし、受講生のレベル・テーマ・理解度に応じて（２）を5回程
度行う。ただし、受講生が3名未満の場合は、（１）（２）を並行して行うことも検討する。
（１）主に経済学のツールによる交通政策の考え方の習得
経済学ベースの交通政策のテキストを使って、その内容を報告し、質疑応答と議論を行う。
講師は、補足説明等の必要なフォローは行うが、基本的には受講生の自主的な運営に任される。
なお、２コマ連続の場合、１コマは講師の講義に充てることがある（政策評価手法、需要、費用、政
策的価値判断などのテーマを予定。資料は講師が用意する）。
（２）現実の交通問題に関する文献（主に学術論文）を用いた経済学ベースでの価値判断トレーニング
受講生の関心のあるテーマに関して、学術論文を検索してもらい、その内容を報告してもらう。報告
の際は、前半で学んだ文献に基づく内容と関連付けてまとめて（読破して）いくことで、経済学的な価
値判断の方法を学ぶとともに、その是非を議論していきたい。

キーワード
交通、自動車化、道路整備、経済評価、需要と供給
授業の進め方
受講生がテキストないしは学術論文の内容を要約し、Powerpointまたはレジュメで報告を行う。
講師はその内容に補足説明を行う。なお、２コマ連続の場合、１コマを講師講義に充てることがある。
後半の（２）は、修士論文の内容によっては、その研究進捗の一環として本講義で中間報告することも
歓迎する。受講生の希望があれば（1）を継続する。
教科書及び参考図書
教科書：衛藤卓也監修 根本敏則・後藤孝夫・大井尚司編著(2015)『現代交通問題 考』成山堂書店
※著者割引があるので、講師の指示があるまで購入は不要。
参考書： ティム・パウエル／岡野行秀他監訳(2008)『交通の経済理論』NTT 出版
衛藤卓也・大井尚司・後藤孝夫(2011)『交通政策入門』同文館出版
八田達夫(2013)『ミクロ経済学 Expressway』東洋経済新報社
学習相談
講義終了後・講義の休憩時間に個別に、もしくはメールにて受け付ける。
試験・成績評価等
報告内容（発表内容・作成資料）および授業への参画態度で評価する。
欠席回数が３割（コマ数で５回）を超えた場合、報告を行わなかった場合は評価の対象外とする。
その他
（１）初回に詳細なコースシラバスを配布する。講義の具体的な内容や進め方については初回に受講
生と相談して決定する（輪読の内容や講義内容を変えることもありうる）。
（２）例年受講生の関心のあるテーマに合わせた講義内容の編成を行ってきたが、進行上の障害があ
ったことと、本講義の意味合いが保てなくなることから、本年度より交通経済の体系的な理解を中心と
した内容に変更する。昨年度までの内容とは異なるので、過年度生は注意されたい。

授業科目区分

分野専門科目
（社会科学分野）

授業科目名

産業法規特論
Industrial Law

授業対象学生

１年次

選択

講義題目
授業方法及び開講学期等

前期・後期・通年

通常授業・集中講義・臨時
担当教員

曜日

時限

単位数

２単位

集中講義

履修条件

松田 一也
Kazuya Matsuda
授業の概要

産業に関る法規は多様である。法における権利義務の原則を理解し，会社法の仕組み，
商行為の実際，さらに自動車にかかわる各種の法規，製造物責任などの考え方と運用を学
ぶ。リーガルマインドの原理を修得し，自動車産業と社会の関係や自動車産業の社会的役
割と責任について洞察力を養う。必要に応じて、現地研修やゲストスピーカーを招く。
全体の教育目標

産業政策と関連づけながら，産業の発展と調整さらに規制をめぐる法規を理解する。特
に自動車は社会経済の基盤であり，生活や環境にとっても重要な存在であるので，各種の
法や規制が設けられている。講義では多様な観点から，自動車の意義と産業法の関連を取
り上げる。
個別の学習目標

自動車産業ベースに、産業政策と法規制の両面から、産業発展の過程を考えるとともに、
リコール、知財、環境・エネルギー対策など、産業を取り巻く様々な事象について理解を
深め、産業の将来展望を行う。
授

業

計

画

（第１回）産業と法の考え方
（第２回）経済の仕組みと経済法の体系
（第３回）日本の産業発展と産業政策（１）
（第４回）日本の産業発展と産業政策（２）
（第５回）産業の振興事例とそのスキーム
（第６回）地域における関連産業の育成と連携
（第７回）製造物責任とリコール
（第８回）知的財産権と産業（１）
（第９回）知的財産権と産業（２）
（第１０回）環境・エネルギー政策と法規制
（第１１回）グローバル化する経済と法
（第１２回）自動車産業の現状
（第１３回）自動車産業の課題と政策手段
（第１４回）自動車産業の将来展望
（第１５回）総括討議

キーワード

自動車産業、産業政策、知的財産、環境・エネルギー政策、中小企業育成、連携
授業の進め方

ＰＰのレジメを用意し、その内容の説明をするとともに、討議、質疑応答により、その理
解を深めていく。ゲストスピーカーによる講義や企業訪問等による企業人との意見交換も
行う。
教科書及び参考図書

産業法規は多岐にわたるので，参考書等はその都度指示する。
学習相談

講義終了後直接、また、電子メールにより随時可能。
試験・成績評価等

（評価方法）
授業への出席，討議，レポートなどで評価する。
（評価基準）
出席
30％
討議
30％
レポート 40％
その他

