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情報システム学科 

 

人材の養成及び 

教育研究上の目的 

人々が幸福に暮らせる自然環境・社会環境を維持発展していく基盤として、多様なニーズに

応える安全で安心な情報システムの実現に向けた諸課題に取り組むことで、優れたシステム

を作り上げるとともに、その必要性を戦略的に提言・説明し実現に向けマネジメントできる

アセスメント力を持った人材の養成を目的とする。 

情報システム学科で学ぶにあたって 

情報システム学科主任教授 八木 伸行 

１．情報システム学科で何を学ぶか 

情報システム学科は，「誰もが情報システムを快適，かつ安全に利用できるよう，利用者の多様なニーズ・

視点に立ったシステム構築を実現できるプロフェッショナル」の育成を掲げる学科である．この育成のため

に「プログラミングやメディア処理技術，Web 制作技術とともに，ICT アセスメントや情報セキュリティ，

情報管理など，高度な情報システム実現に向け，調査・分析・実現・評価・改善をプロデュースする総合的

な方法」を学ぶカリキュラムを用意している． 

本学修要覧に記載の通り，所定の年限の在学と所定の単位を修得すれば卒業となり，情報学の学士が授与

されることになるが，それは，以下の能力を獲得していることを意味する． 

・学科が設定した専門分野とそれに関連した領域を学習し，ユーザの立場から誰もが安心して安全に使える

人に優しい情報システムを構築することができる基礎技術と個人から企業組織まで多様なニーズをくみ上

げて調査，分析，評価，改善できる基礎的能力 

・プログラミング言語の基礎から画像・音などのメディア処理，データマイニングを含む情報学の基礎及び

LANなどのネットワークの基礎を理解し，社会において情報技術を活用できる能力 

・情報システムやサービスに関して，ユーザのニーズを調査・分析し，評価する能力を持ち，課題解決に向

けて，提言できる能力 

 これらの能力の獲得が，本学科で学んだ証であるので，卒業までにしっかりと身につけ，社会に羽ばたい

てほしい． 

 

２．教育目標 

本学科では，以下の方針で，カリキュラムを編成している． 

 幅広い視野と教養を身に付けるために，外国語科目，体育科目，および，社会科学，人文学，情報処理，

社会実習に関わる科目などからなる教養科目を設置する． 

 情報社会を理解し分析するにあたって必要な基礎知識や技能などについて，社会科学と情報科学の視点か

ら修得させることに加え，環境改善取組み ISO14001 を習得させるための環境マネジメントからなる専門

基礎科目を設置する． 

 学科に関わる専門的な方法論と知識を体系的に学ぶために，情報システム構築に必要な科目と情報システ

ムや情報サービスの分析，評価を行うために必要な科目を設置する．学科基盤科目と専門分野ごとの学科

専門科目をおき，ユーザの立場から誰もが安心して安全に使える人に優しい情報システムを構築すること

ができる基礎技術と個人から企業組織まで多様なニーズをくみ上げて調査，分析，評価，改善できる基礎

的能力を身に付けることができる構成とする． 

 学科基盤科目では，学科の専門分野に共通して修得すべき科目を教授し，専門科目の体系的学習の基盤を

養う．学科基盤科目として，情報システムを実現する上で必要とされる数学に関する標準的な科目と，プ

ログラミング教育を重視する観点からC 言語と JAVA を学修する科目を配置する．さらに，データマイニ

ングを含む情報学の基礎を学ぶ科目，LANを実際に構築する演習科目やコンピュータネットワーク及び画

像・音などのメディア情報処理に関する科目と，ICT 技術革新とそれが社会に与えたインパクトを分析・

検証する科目から構成する． 

 学科専門科目では，専門分野をシステムデザイン分野と ICTアセスメント分野の 2分野に区分し，情報シ
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ステムをデザインし，これを作り上げる情報システム要素技術を統合できる能力を養う専門性の高い科目

群によって構成することで専門分野を深く掘り下げた内容を教授する． 

 専門科目では，実習や演習などを重視し，実践的に能力の積み上げを図る．3 年次の事例研究および 4 年

次の卒業研究を必修とし，調査・分析能力，問題の解決・提言能力の涵養に向け，丁寧な個別指導を行う． 

 

３．教育の特徴 

本学修要覧に，卒業後の進路として，「ICT 系・メディア系・一般企業の情報システム開発部門」を目指

す場合と，「ICT企業の IT マネジメント部門，システムコンサルタント系」を目指す場合に分け，履修モデ

ルを掲載しているので，これを参考に自分の将来を見据えた履修計画を立ててほしい．前者のモデルには，

システムデザイン分野の学科専門科目が多く含まれ，後者のモデルには，ICTアセスメント分野の学科専門

科目が多く含まれているが，両モデルに記載されている学科専門科目もある． 

システムデザイン分野の学科専門科目群は，インターネットや携帯電話などの情報通信，音や映像といっ

たマルチメディア情報の処理など，現代の情報社会を支える様々なディジタル技術の知識・技術を習得し，

誰もが使え，安全で安心な情報システムをデザイン・構築する力を獲得するためのものである．コンピュー

タネットワーク，ディジタル信号処理，ディジタル通信，オペレーティングシステム，マルチメディア情報

処理，マルチメディア記述法，可視化技法，コンピュータシミュレーション，サーバシステム構築，音響心

理学などの科目がある． 

ICTアセスメント分野の学科専門科目群は，情報システムを構築する上で必要となる要素技術の理解およ

び，ユーザのニーズを調査・分析し，ビジネスとして成立させるための諸条件を勘案したシステム設計，要

員などのリソース確保，実行管理，評価などができる総合プロデュース力を獲得するためのものである．ICT

アセスメント概論，ビジネスモデリング，組織とマネジメント，情報政策論，システムインテグレーション，

電子商取引論，産業組織心理学，起業論，企業と情報管理，情報セキュリティなどの科目がある． 

両分野の専門科目群を学ぶ上での基盤となる知識や技術を身につけるのが，学科基盤科目である．このた

め，必修となっている科目が多い．微分積分学，線形代数学，確率統計基礎などの数学系科目，プログラミ

ング基礎，プログラミング演習などのプログラミング系科目，情報基礎学，情報理論，アルゴリズム論，コ

ンピュータシステム，知覚と認知，モバイルシステム，インタラクティブシステムデザイン，LAN環境演習，

テクノロジーエクスプローラなどの情報学系科目がある．この中のテクノロジーエクスプローラは，情報シ

ステム学科のカリキュラムの羅針盤となる科目である． 

また，3年次から全員が各研究室に配属され，ゼミ形式の指導が始まる．3年次の事例研究に続き，4年次

に卒業研究を行う．この過程で，指導教員から研究の助言を得て，自らの専門性を深めていく．自主性が強

く求められる専門科目である． 

 

４．学修にあたって 

所定の年限を在学し所定の単位を修得すれば卒業できるが，それだけであってほしくない．大学の勉強が，

社会に出て活用できなければ，勉強した意味がない．試験前にあわてて勉強するようでは，使える学問とは

ならない．学んだ知識を日々復唱し，実生活に使われている技術に照らし合わせて考えることにより，堅牢

な知識となる．大学では，高校までと違い，授業は学びのきっかけとして，授業で気になった内容は自ら深

堀りする自主性が求められる． 

また，この過程で，新しいことを自ら学ぶ姿勢，やり方を学んでほしい．大学で学んだことだけで対応で

きるのは，数年である．世の中の技術の進展は速い．しかも進展のスピードは，加速している．大学で学ん

だことだけで，生涯働き続けられるほど，世の中は甘くはない．この時代を生き抜くためには，常に学ぶ姿

勢が重要である．大学時代に生涯学び続けられるための基礎学力を高めておくことが重要である．そうして

おけば，新しいことも苦労なく受容することができるようになる．それとともに，学びの姿勢・やり方を獲

得してほしい．すなわち，計画を立て（計画力），集中して（集中力），しかも持続して（持続力），最後まで

やりぬく力（完遂力）である．これが身についていれば，どんな変化にも柔軟に対応できるはずである．こ

れを念頭に，大学での勉強を進めてほしいと思う． 

合わせ，大学生活でしかできない体験をたくさんしてほしい．今が，一番の挑戦，成長の時である．後悔

のない大学生活を送ってもらいたい． 
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情報システム学科専門科目 

 情報システム学科の専門科目では、情報システムを学んでいく上での助けになるよう、

科目内容に基づいていくつかの分類を行っている。履修する際にはこれらや履修モデルを

参考に、１年のうちは基礎固めを中心にバランスよく、2 年からは徐々に関心領域を重視し

ながら履修を進め、３，４年時には研究を意識しながら専門性を高める履修を進めること

が重要である。 

■学科基盤科目 

 情報システム学科で学び、事例研・卒研での研究に進むうえでの基礎知識、方法論に関

する科目を配置している。内容としては、情報通信システムの基礎から現在の状況の理解

に関する科目群、情報システム実現上で必要な数学基礎知識とその発展科目群、そしてプ

ログラミングを体系的に基礎から応用までを学修する科目群に大よそ分類できる。基盤と

して特に重要な科目は、必修あるいは選択必修の指定がされている。 

・情報通信システムの基礎から現状理解に関する科目群： 

「テクノロジーエクスプローラ」、「情報基礎学」、「コンピュータシステム」、「LAN 環境

演習」、「情報理論」などから成る。 

・数学基礎知識とその発展科目群： 

 「数学基礎」、「微分積分学 Ⅰ」、「線形代数学 Ⅰ」、「線形代数学 Ⅱ」、などから成る。 

・プログラミング系科目群： 

 「プログラミング基礎１」、「プログラミング基礎２」、「アルゴリズム論」、「プログラミ

ング演習の１A、１B、２A、２B、３」などから成る。 

■学科専門科目 

 専門性を高めながらさらに深く学んでいくための知識や、考え方について講義する科目

を配置しており、大きく 2 つの分野に分かれる。それぞれに分類される科目名の詳細は、

カリキュラム表に記載されている。 

［システムデザイン分野］ 

情報システムの構築・運用管理などに関する科目群や、マルチメディア情報の取り扱い

に関する科目群等から成る。特にサーバ系科目は重要であるため、必修科目に指定してい

る。 

［ICT アセスメント分野] 

産業社会に関する基礎知識、人間・組織マネジメント、情報政策・情報管理等を学び、

システム開発のプロジェクト計画を立案・実現・運用などの総合的能力を養う科目等から

成る。特にシステム実現に必要な調査・分析・設計・管理等を学ぶ「ICT アセスメント概

論」を科目に指定している。 
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メディア情報学部 教育課程表の注意事項  

 

● 「学部共通科目」は、両学科共通として教育課程表を掲載している。 

 

● 「専門科目」は、学科毎に教育課程表を掲載している。 

 

● 週時間数の「2」時間は、100分授業（1授業時間）のことである。 

 

● 週時間数の（ ）書きのものは、クラスにより前期または後期に配当される。 

 

● 時間割編成等の運用上、開講時期や担当教員を変更する場合がある。 

 

● 「教職課程」を履修するには、別途、教職課程履修登録をしなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



メディア情報学部　情報システム学科　教育課程表 ○印必修　△印選択必修

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

環境マネジメントシステム ○ 2 2

統計学基礎 2 2

ミクロ経済学 2 2

情報発信入門 2 2 ※

情報環境論 2 2

マネジメント入門 2 2

コンピュータグラフィックス 2 2

情報と職業 2 2

情報と法 2 2

視覚情報表現論 2 2

データベース 2 2

情報と経済 2 2

キャリアデザイン 2 2

エネルギーと政策 2 2

情報の倫理 2 2

データ分析法 2 2

意思決定論 2 2

メディアと知的財産権 2 2

数学基礎 ○ 2 2

情報基礎学 ○ 2 2

知覚と認知 2 2

プログラミング基礎１ ○ 2 2 ※

プログラミング基礎２ ○ 2 2 ※

微分積分学Ⅰ ○ 2 2

微分積分学Ⅱ 2 2

線形代数学Ⅰ ○ 2 2

線形代数学Ⅱ ○ 2 2

テクノロジーエクスプローラ ○ 2 2

コンピュータシステム 2 2

アルゴリズム論 2 2

確率統計基礎 2 2

データマイニング 2 2

情報理論 2 2

プログラミング演習１Ａ △ 2 2 　　△から１科目選択　　※

プログラミング演習１Ｂ △ 2 2 　　△から１科目選択　　※

プログラミング演習２Ａ 2 2 ※

プログラミング演習２Ｂ 2 2 ※

フーリエ解析学 2 2

ＬＡＮ環境演習 2 2 ※

モバイルシステム 2 2

プログラミング演習３ 2 2 ※

インタラクティブシステムデザイン 2 2

コンピュータネットワーク 2 2

ディジタル通信 2 2

オペレーティングシステム 2 2

ディジタル信号処理 2 2

音響心理学 2 2

サーバシステム構築 ○ 2 2 ※

サーバ管理演習 ○ 2 2 ※

マルチメディア情報処理 2 2

マルチメディア記述法 2 2

可視化技法 2 2 ※

コンピュータシミュレーション 2 2 ※

オブジェクト指向方法論 2 2

アカウンティングシステム 2 2

ＩＣＴアセスメント概論 ○ 2 2

電子商取引論 2 2

情報セキュリティ 2 2

ビジネスモデリング 2 2

システムインテグレーション 2 2

オペレーションズリサーチ 2 2

組織とマネジメント 2 2

企業と情報管理 2 2

産業組織心理学 2 2

情報政策論 2 2

起業論 2 2

事例研究 ○ 4 3 3 ※

卒業研究 ○ 6 ※

※演習のため、他学科履修不可

授業科目

必
選
の
別

単
位
数

週　　時　　間　　数

備考1年 2年 3年 4年

専
門
基
礎
科
目

専
門
科
目

学
科
基
盤
科
目

学
科
専
門
科
目

（

シ
ス
テ
ム
デ
ザ
イ
ン
分
野
）

学
科
専
門
科
目

（

I
C
T
ア
セ
ス
メ
ン
ト
分
野
）

区分
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履修上の注意事項 （メディア情報学部共通） 

 

１．授業科目履修上の注意事項 

□ １・２年次の学修（履修）の考え方 

主に必修科目の修得と、基礎科目及び専門基礎科目、学科基盤科目など3年

次以降の専門的学習の基礎となる科目の修得をめざす。各学年４０単位以上

（各学期に最低２０単位以上）は取得すること。２年次修了までに８０単位以

上取得することを目標とする。 

 

□ ３・４年次の学修（履修）の考え方 

専門科目を主に履修し、３年次終了時点で卒業研究着手条件①～③を満たす

よう履修する。４年次では、卒業研究に着手し、卒業研究論文を作成する。卒

業要件１２４単位以上の取得を目指す。 

 

２．３年次進級条件について 

２年以上在学して７０単位以上取得しなければ、３年次に進級することがで

きないので、２年次終了時までに７０単位以上取得すること。２年次までの在

学年数は、４年を超えることができない。 

 

３．卒業研究着手について 

 ３年以上在学して、以下の条件を満たさなければ卒業研究着手は認められな

いので、この条件を満たすよう履修すること。 

①１００単位以上取得していること。 

②２年次までの必修科目を全て修得していること。 

③事例研究を修得していること。 

 

４．その他特に留意すべき点 

 他学科、他学部の科目を履修する場合は当該学修要覧を参照すること。 



 
 

 

1
1
5 

表－11 履修モデル 1（情報システム学科）：卒業後の進路として ICT 系・メディア系・一般企業の情報システム開発部門を目指す学生の例 

科目区分 

（卒業要件） 

1 年 2 年 3 年 4 年 必

修 

選

択 

自由 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

基
礎
科
目 

（
１
６
単
位
） 

外国語 

科目 

（6 単位） 

Communication 

Skills 1◎ 

Study Skills◎ 

Communication 

Skills 2◎ 

Reading and 

Writing 1◎ 

Reading and 

Writing 2◎ 

TOEIC 

Preparation◎ 

    

6 

 

0 

教養科目 

（10 単
位） 

情報と社会◎ 

情報リテラシー演習 

情報通信技術入門 

 

法と市民（憲法含
む） 

 

情報編集入門 

      

2 

 

8 

専門基礎科目 

（20 単位） 

環境マネジメントシ
ステム◎ 

情報発信入門 

統計学基礎 

コンピュータグラ
フィックス 

情報と職業 

情報と法 

視覚情報表現論 

データベース 

 

情報の倫理 

データ分析法 

   

2 

 

18 

専
門
科
目 

（
７
８
単
位
） 

学科基盤 

科目 

数学基礎◎ 

プログラミング基礎
１◎ 

情報基礎学◎ 

テクノロジーエクス
プローラ◎ 

 

微分積分学（１）
◎ 

線形代数学（１）

◎ 

プログラミング基
礎２◎ 

コンピュータシス
テム 

アルゴリズム論 

微分積分学（２） 

線形代数学（２）
◎ 

（プログラミング
演習１A△、 

プログラミング演

習１B△） 

確率統計基礎 

情報理論 

知覚と認知 

 

（プログラミング
演習２A、 

プログラミング演

習２B） 

LAN 環境演習 

モバイルシステム 

 

プログラミング演
習３ 

インタラクティブ

システムデザイン 

データマイニング 

  

 

32 2 44 

学科専門 

科目 

 

 コンピュータネッ

トワーク 

 

ICT アセスメント

概論◎ 

ディジタル通信 

情報セキュリティ 

ディジタル信号処

理 

オペレーティング
システム 

オブジェクト指向
方法論 

 

サーバシステム構

築◎ 

サーバ管理演習◎ 

マルチメディア情

報処理 

 

マルチメディア記

述法 

（コンピュータシ
ミュレーション、可

視化技法） 

音響心理学 

 

 

 

事例研究 

卒業研究 

    
事例研究◎ 卒業研究◎ 

自由選択科目 

（10 単位） 

中国語 1 

 

中国語 2 

キャリアデザイン
基礎 

 

 システムインテグ
レーション※ 

キャリアデザイン 

組織とマネジメン
ト※ 

 

 

  

0 

 

10 

合計（124 単位） 23 23 23 21 18 10 0 6 42 2 80 

◎必修科目 △選択必修科目 （ 、 ）はカッコ内のいずれかを選択する。※は教育課程表では学科専門分野であるが、モデル1では自由選択科目として履修する。 



 
 

 

1
1
6 

表－12 履修モデル2（情報システム学科）：卒業後の進路としてICT企業のIT マネジメント部門、システムコンサルタント系を目指す学生の例 

科目区分 

（卒業要件） 

1 年 2 年 3 年 4 年 必
修 

選
択 

自由 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

基
礎
科
目 

（
１
６
単
位
） 

外国語 

科目 

（6 単位） 

Communication 

Skills 1◎ 

Study Skills◎ 

Communication 

Skills 2◎ 

Reading and 

Writing 1◎ 

Reading and 

Writing 2◎ 

TOEIC 

Preparation◎ 

    

6 

 

0 

教養科目 

（10 単

位） 

情報と社会◎ 

情報リテラシー演
習 

情報通信技術入門 

法と市民（憲法含

む） 

情報編集入門 

      

2 

 

8 

専門基礎科目 

（20 単位） 

環境マネジメント
システム◎ 

情報発信入門 

統計学基礎 

 

マネジメント入門 

 

情報と職業 

情報と法 

情報と経済 

データベース 

情報の倫理 

データ分析法 

 

 

 

  

2 

 

18 

専
門
科
目 

（
７
８
単
位
） 

学科基盤 

科目 

数学基礎◎ 

プログラミング基
礎１◎ 

情報基礎学◎ 

テクノロジーエク
スプローラ◎ 

 

微分積分学（１）
◎ 

線形代数学（１）

◎ 

プログラミング基
礎２◎ 

コンピュータシス
テム 

アルゴリズム論 

微分積分学（２） 

線形代数学（２）
◎ 

（プログラミング
演習１A△、 

プログラミング演

習１B△） 

確率統計基礎 

情報理論 

（プログラミング
演習２A、 

プログラミング演

習２B） 

LAN 環境演習 

モバイルシステム 

 

インタラクティブシ
ステムデザイン 

  

 

32 2 44 

学科専門 

科目 

 

 コンピュータネッ
トワーク 

 

ICT アセスメント
概論◎ 

情報セキュリティ 

電子商取引論 

システムインテグ
レーション 

オブジェクト指向
方法論 

アカウンティング

システム 

サーバシステム構築
◎ 

サーバ管理演習◎ 

オペレーションズリ
サーチ 

組織とマネジメント 

企業と情報管理 

産業組織心理学 

情報政策論 

起業論 

ビジネスモデリン
グ 

 

 

 

事例研究 

卒業研究 

    
事例研究◎ 卒業研究◎ 

自由選択科目 

（10 単位） 

中国語 1 

 

 

中国語 2 

キャリアデザイン
基礎 

 

 科学技術と社会 

キャリアデザイン 

 

 意思決定論   

0 

 

10 

合計（124 単位） 23 23 21 21 18 12 0 6 42 2 80 

◎必修科目 △選択必修科目（ 、 ）はカッコ内のいずれかを選択する。 



応

用

発

展

基

礎

導

入

4
年
次

3

年

次

2

年

次

1

年

次

卒業研究

実験実習系

プログラミング基礎1

プログラミング基礎2

プログラミング演習1A

プログラミング演習1B

プログラミング演習2A

プログラミング演習2B

プログラミング演習3

LAN環境演習

サーバシステム構築

サーバ管理演習

可視化技法コンピュータシミュレーション

情報発信入門

専門基礎科目基礎理論系

関連科目

数学基礎

環境マネジメントシステム

アルゴリズム論

情報基礎学

微分積分学I

微分積分学II

線形代数学I

線形代数学II 確率統計基礎

フーリエ解析学

コンピュータシステムコンピュータネットワーク

オペレーティングシステム

ディジタル通信

ディジタル信号処理

発展理論系

マルチメディア記述法

マルチメディア情報処理

音響心理学

データマイニング

インタラクティブシステムデザイン

ビジネスモデリング

オペレーションズリサーチ

組織とマネジメント

企業と情報管理

産業組織心理学

情報政策論

起業論

データベース

モバイルシステム

オブジェクト指向方法論 アカウンティングシステム

システムインテグレーション

情報理論

知覚と認知

ICTアセスメント概論

情報セキュリティ

電子商取引論

コンピュータグラフィックス

テクノロジーエクスプローラ

統計学基礎 ミクロ経済学

情報環境論

マネジメント入門

情報と職業

情報と法

視覚情報表現論

情報と経済

キャリアデザイン

エネルギーと政策

情報の倫理

データ分析法

意思決定論

メディアと知的財産権

事例研究

外
国
語
科
目
・体
育
科
目

教
養
科
目

DP1:学科が設定した専門分野とそれに関連した領域を学習し，ユーザの立場
から誰もが安心して安全に使える人にやさしい情報システムを構築することが
できる基礎技術と個人から企業組織まで多様なニーズをくみ上げて調査，分
析，評価，改善できる基礎的能力を修得している．

DP2:プログラミング言語の基礎から画像・音等のメディア処理，デー
タマイニングを含む情報学の基礎及びLANなどのネットワークの基礎
を理解し，社会において情報技術を活用できる能力を修得している．

DP3:情報システムやサービスに関して，ユーザのニーズを調査・

分析し，評価する能力を持ち，課題解決に向けて，提言できる能
力を修得している．

1
1
7
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科 目 概 要（2 年次以上配当科目のみ。1 年次配当科目は教授要目を参照のこと） 

             （教育課程表掲載順に記載） 

 

■ 情報と職業 
     岡部 大介 

Information and Workplaces 

２年生前期 

科目概要 
本講義において，科目担当者は，情報メディアやツールを，単に仕事を効率化する道具ではなく，むしろ，知識や技術をリンクし

たり，社会的ネットワークを構築するための道具であると捉える．このような見方に立って，様々な仕事場への情報メディアやツール

の導入や使用例を分析し，仕事場におけるデザインのあり方について講義することが趣旨となる．具体的には，人工物に情報を記

入する古くから行われている労働環境における情報伝達から，近年あたり前となった情報システムを用いた労働環境を確認し，今

日的なネットワーク化された情報と職業の意味を論考する． 

 

In this lecture, a view of information ecology is explained along with various examples in workplaces. 

履修心得 
今日の情報システムへの興味に加え，デジタルファブリケーションのような，新しい ICT と職業の関係に関心があること． 

 

■ 情報と法 
     佐藤 豊 

Information and Law 

２年生前期 

科目概要 
 情報社会の到来に伴い、サイバースペースにおいてさまざまな法的問題が発生しつつある。この講義では、情報メディアの発

達によるコミュニケーションのあり方の変化を概観し、「情報」と「法」の関わりをマクロな視点で捉え、放送・通信・インターネットなど情

報を媒介するシステムにまつわる法的問題を様々な事例とともに論じる。 

With the arrival of the information society, various legal problems are occurring in a cyber space. In this lecture, we will see 

how the communication system is changed by the development of the information media, and think about the legal problems of the 

Broadcasting/Internet where the information flows. 

  なお，本講義は，メディア情報学部カリキュラムポリシー1 項にある，社会科学の視点で情報社会を理解し分析する上で必要

な基礎知識を提示する科目となる． 

履修心得 
インターネット・放送・通信・デジタルコンテンツ・知的財産権・著作権というキーワードに関心のある学生を歓迎する。 

 

■ 視覚情報表現論 
     清水 由美子 

Visual Communication design 

２年生後期 

科目概要 
朝起きてから夜寝るまでの間、私たちは膨大な情報に接している。私的なメモやチラシ、貼り紙からテレビや Web のコンテンツに

至るまで、様々な意図と共に私たちの目に入ってくる情報を“見やすさ”、“分かりやすさ”、“印象づけ”などを中心に人間の認知プ

ロセスの観点から考察する。さらに視覚情報に関する基礎的な知識と併せ、“受け手が理解しやすいように、情報の形を変換する”

という情報デザインの考え方を学ぶ。 

We will consider from the viewpoint of human recognition processes information that we see through a variety of intentions 

ranging from personal memos to newspaper inserts, and posters, television and web contents mainly focusing on the concepts of 

being easy-to-see, easy-to-understand and their appeal. 

履修心得 
特になし 

要望 
毎日当たり前に見ている、受け取っている情報を種々の特定の視点から見直す、という経験を楽しんでほしい。
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■ データベース 
     鈴木 幸市 

Database 

２年生後期 

科目概要 
デジタル化された情報の蓄積保存にはデータベースは不可欠である。データベースの主流であるリ 

レーショナルデータベースについて、その基本的考え方、テーブル、クエリ、トランザクションな 

どの概念、データベースの具体的設計方法、その運用方法を教授する。さらに身近な活用事例 

についても教授する。 

Database is indispensable component to store digital information. 

In this subject, basic concept of database management system to store and utilize digital information, 

including relational data model, notion such as table, query, transaction, database design and its operation as well as their 

application will be taught. 

履修心得 
「コンピュータシステム」を受講すること、あるいは同等の予備知識を習得しておくこと。 

要望 
教材は事前にダウンロードし、PC あるいは印刷して授業に持参してください。スマホやタブレットは画面が小さいので使わないで

ください。/講義内容は広い範囲にわたっています。事前に教材を眺めておくこと、及び復習が大事です。データベースは情報シス

テムに不可欠な構成要素です。しっかり自分のものにしてください。 

各回の授業はそれ以前の授業内容がしっかり理解してあることを前提に進めます。止むを得ず欠席する場合は、欠席した回の

教材を少なくとも 4 時間は自学自習し、その結果を提出してください。 

 

■ 情報と経済 
     田中 秀実 

Information and the Economy 

２年生後期 

科目概要 
  本講義では、いわゆる「情報経済学」について、情報というものが経済理論ではどのように扱われるかについて論じる。通常の

経済理論では、取引において、双方が正しい情報を持っていることを前提としている。ところが、現代では、情報そのものが売買の

対象とさえなっているように、情報を把握すること自体が大きな課題であり、正しい情報を持たずに行動することは多大な不利益をも

たらす。そのような情報の非対称性は、モラルハザードや逆選択などの歪みのある取引結果を引き起こす。情報経済学はそのような

状況を考察する理論である。メディア情報学部カリキュラムポリシー1 項の，社会科学および情報科学の視点で情報社会を理解し分

析する上で必要な基礎知識を提示する科目となる． 

 

 This lecture tries to explain features and roles of information on the economic theory. In recent years, purchasing some kind 

of information is an usual activity. And, Information itself has high value and the role of it is increasingly more important. The 

normal economic theory supposes that both agents in economic contracts, buyer and seller, have the same correct information, 

but, in reality, some might have no information. This so-called asymmetry of information will cause moral-hazard or 

adverse-selection, a distortionary result on economic contracts. The information economics will try to explain these situations. 

履修心得 
数理的な思考に際して、教養レベルの基礎的な微積分学の知識があれば望ましい。 

要望 
情報経済という分野は、興味の方向によって、本講義におけるような、取引主体間の非対称情報が生み出す問題にゲーム理論

的なアプローチを行うものもあれば、ネットワーク経済における情報産業のありかたに政策論的なアプローチを行うものもあり、その

接近法は大きく異なっている。受講者は両者のスタンスの違いと、自己の興味の方向に留意して受講して欲しい。 

 

■ キャリアデザイン 
     池田 宗人 

Career Design 

２年生後期 

科目概要 
生涯にわたって自分の生き方を主体的に考え行動する力の基礎的部分を講義する。「生き方」の中では、職業ないし仕事に関

わる側面を中心に説明する。 

履修心得 
キャリアに関する問題意識。 



120 

 

要望 
本講義では、職業と仕事に関するキャリア（ワークキャリア）を対象の中心としますが、職業・仕事を含む「人生」（ライフキャリア）に

も通じる内容です。自律的、主体的に生きるためのスキルと考え方を身につける機会です。そんな機会を有効に活用するためにも、

積極的な授業への参加・取り組みを求めます。 

 

■ エネルギーと政策 
     木村 啓二 

Introduction to Energy Policy 

３年生前期 

科目概要 
エネルギーは私たちの生活や経済活動と密接にかかわっています。と同時に、それは国内のみならず世界全体とかかわり、か

つ環境影響を与えています。そこで、本講義では私たちのエネルギー利用が環境に与える諸影響について理解するとともに、そう

した課題解決に向けた取組と今後の課題について考えていきます。 

Energy production and consumption is closely related to our lives and economic activities. On the other hand, that affects 

environment issues. This lecture provides you basic information on energy consumption and the environmental impacts from the 

energy usage. In addition, we consider the current situations for addressing these challenges. 

履修心得 
経済学やエネルギーに関する基礎知識があれば望ましいですが、特に必須ではありません。 

 

■ 情報の倫理 
     田川 史朗 

Information Ethics 

３年生前期 

科目概要 
情報技術の進展にともない、人びとの生活・コミュニケーション様式は大きく変化している。日頃から携帯電話やパソコンなどのツ

ールを手にとる私たちが経験する社会的リアリティなど具体的な事例の検討からはじまり、L・レッシグのアーキテクチャ概念などに依

拠しながら、情報社会における倫理の役割について論説する。 

 

With the development of information technology, people living and communication style has changed greatly. Starting from a 

study of specific cases, such as the social reality that we experience to use tools such as mobile phones and personal computers 

on a daily basis, while relying such as the architecture concept of Lawrence Lessig, to learn about the role of ethics in the 

information society. 

 

なお本講義は、メディア情報学部カリキュラムポリシー1 項にある、社会科学の視点で情報社会を理解し分析する上で必要な基

礎知識を提示するための科目となる。 

履修心得 
ディスカッションの時間を設けるため、前週の講義で指定したテーマ等について自分なりの論点を説明できるよう準備しておくこ

と。 

要望 
情報端末利用のガイドラインやインターネット等 CMC におけるエチケットなどユーザーとして守るべきルールを羅列するような授

業ではありません。本講義では、なぜこうしたルールが必要なのかを理解するための想像力を養うことを企図しています。第三者か

ら個々具体的なルールに対して「なぜ守らなければならないのか？」と問われたときに、自分なりの「理由」を示せる力を身につけて

ほしいと思っています。 

 

■ データ分析法 
     玉利 祐樹 

Data Analysis 

３年生前期 

科目概要 
応用的な統計手法である多変量データ解析の手法について、考え方、ソフトウェア（Excel と R 言語）を使った実施の仕方、結果

の読み取り方まで解説し、これらの手法を用いるスキルを育成する。本講義は、社会メディア学科カリキュラムポリシー4 項の『社会

学・心理学・認知科学等における基礎的スキルと方法論』の科目である。 

The purpose of this class is to study several major methods of multivariate analysis. The students will also get the skills to use 

the major statistical package software (Excel and R). 

 



121 

 

履修心得 
初等統計学（統計学基礎、応用統計）の知識を前提として、講義を進めます。 

要望 
データ解析はマーケティングやコンサルティング、営業計画を立てたりする場合に必要になる手法で社会で非常に有用なツール

です。ただし、数学の知識が必要となります。真面目な受講態度と努力が必要です。コピーペーストしたレポートや、単にソフトを使

ったというだけのレポートも、科目の性質上評価の対象となりません。R 言語は現在多くの大学や事業所で使われている最先端のフ

リーソフトです。公開されている統計データや、空間データなどの分析に使えるのでぜひこの機会に身につけると、きっと役立つでし

ょう。 

 

■ 意思決定論 
     阿部 雅之 

Decision Making Method 

３年生後期 

科目概要 
意思決定をデータ中心のアプローチとして捉え、ビジネスのみならず、日常生活においても重要な位置づけであることを習得す

る。学習直後から活用可能な事例を中心に学習する。 

This lecture treats Decision Making Method by data-oriented approach. We also discuss Decision Making Method in our daily 

life. 

履修心得 
特に設定はしないが、統計関連科目されにできれば簿記会計関連科目の学習が望ましい。また、表計算ソフトエクセルの基本

的操作ができればなおよい。 

要望 
学習したその日からすぐに活用できるテーマを教材としているので、日常の生活や行動を意思決定的観点からシステム的に捉え、

普段の生活の場でも実践してください。この授業を受けることで、それまで持っていた先入観や概念が大きく覆ります。若いうちにカ

ルチャーショックを大いに受けてください。 

 

■ メディアと知的財産権 
     張 睿暎 

Media and Intellectual Property 

３年生後期 

科目概要 
デジタル技術やネットワーク技術の進展によりメディアは急速に変革しつつあり、それに伴って知的財産権のあり方にも大きな影

響を与えている。この講義では、特にデジタル技術・ネットワーク技術と関連の深い著作権を中心に、著作権法の理解を深められる

ように、各メディア（著作物）にまつわる紛争事例を素材に解説していく。 

The media is revolutionizing rapidly by the development of digital technology and the network technology. In this lecture, I will 

illustrate about various aspects of digital media , mainly from the aspect of copyright law. 

履修心得 
断絶のない授業参加により全体像を把握することに重みをおくので、第１回目のガイダンスに必ず参加すること。授業中には質

問をたくさんするので、積極的に発言することが望ましい。 

要望 
断絶のない授業参加により全体像を把握することが大事である。授業中は積極的に発言してほしい。 

 

■ 知覚と認知 
     八木 伸行 

Perception and Cognition 

２年生前期前半 

科目概要 
人にやさしいシステムを構築するには，人がどのように物を知覚し，認知し，記憶・学習し，行動するかのメカニズムを知っておく

ことが，重要である．本講義では，そのために必要な視覚，聴覚，味覚，嗅覚，触覚などの知覚の基本特性，画像，形状，運動，立

体，文字などの認知特性，記憶・学習メカニズムの基本について学ぶ．The aim of the lecture is to obtain basic knowledge of 

perceptive and cognitive mechanisms through visual and auditory systems from the psychological and physiological points of view 

because the knowledge is quite useful to design. The lecture focuses the basic characteristic of visual perception, hearing sense, 

taste, olfaction and haptics, cognition of image, shape, motion, 3D, and text, and mechanism of memory and learning. 

履修心得 
特になし 
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■ 微分積分学 II 
     鈴木 理 

Calculus II 

２年生前期 

科目概要 
多変数関数の微分法と積分法について講義する。微分の概念（偏微分と全微分）とその幾何学的意味について講義し、合成関

数の微分の計算方法や、応用として２変数関数の極値問題の解法を指導する。また、定積分の基本的概念を講義し、累次積分や

積分順序の変更による積分計算の方法を指導する。変数変換や広義積分の概念とその計算方法を講義する。これらの計算技法の

応用として、立体の体積や曲面の表面積を扱う。 

This course is the sequel to the class "Calculus I" and deals with differential and integral calculus of functions of several 

variables. The topics in this class are as follows: partial and total differential, differentiation of composite functions, higher-order 

partial derivatives, extrema, multivariable integrals, change of variables, improper integrals and their applications. 

 

履修心得 
微分積分学 I の知識は前提とする 

要望 
わからないところがあれば、質問をするなどして、積極的に取り組んでほしい 

 

■ 線形代数学 II 
     安田 正實 

Linear Algebra II 

２年生前期 

科目概要 
ベクトル空間における基本項目を学習し、さまざまな分野との関わりをもつ行列論の理論的応用を学ぶ。本講義ではベクトル、行

列の知識をとおして専門知識の理解に役立てることを目指します。 

The aim is to learn the fundamental notion for the vector space and to apply the matrix theory on the various related theory. 

This mathematical notion provides a useful knowledge on further special topics. 

履修心得 
線形代数学Ⅰを前提とする。行列の基本変形、連立方程式の解法、行列の階数、逆行列、行列式が計算できること。 

複素数の計算、微分積分での最大最小の計算ができること。 

要望 
参考書は授業内でも説明します。また学習のための補習資料をＷＥＢに掲示します。 

予習や復習は積極的におこない、もし分からない点があれば積極的に質問してください。 

 

■ 確率統計基礎 
     堀口 正之 

Elementary Probability and Statistics 

２年生前期 

科目概要 
集めたデータの整理の仕方やデータに対する確率的取り扱いの基本的な考え方、確率分布や独立性、期待値、分散、大数の

法則と中心極限定理について講義する。また、標本の概念、推定や検定の手法の基本的概念と計算方法、およびその分析方法と

して母平均や母分散の推定と検定やカイ２乗検定を扱う。 

In this class, I give series of lectures about basic knowledge and skills on mathematical statistics and probability theory. 

Keywords relating to topics are: probability distributions and independence, expectation, variance, law of large numbers and 

central limit theorem, sampling theory, estimation and test of population mean and variance, Chi-square test. 

履修心得 
数学基礎、微分積分学、線形代数の基本的な知識があること 

要望 
授業で扱った内容は、次の授業までに理解しておくこと。自分で考えてわからない場合は必ず質問すること。 
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■ データマイニング 
     大谷 紀子 

Data Mining 

３年生前期 

科目概要 
大量のデータに埋もれている価値のある情報や新しい知識を抽出するためのデータマイニング技術について解説する。数値デ

ータだけでなく、インターネット上のテキストやリンクの情報にも焦点をあて、世の中にあふれる情報の活用方法を紹介する。小規模

なサンプルデータを用いて手計算によりマイニングをする演習を実施し、理解の定着を図るとともに、データマイニングの意義を実

感させる。 

The purpose of this lecture is to understand Data Mining techniques and think about how to utilize data. 

履修心得 
情報理論を履修し、情報量とエントロピーに関する知識があること。対数を含む基本的な数学の知識があること。 

要望 
授業で扱った内容は、次の授業までにすべて理解しておくこと。自分で考えてわからない場合は必ず質問すること。 

 

■ 情報理論 
     藤井 哲郎 

Information Theory 

２年生前期 

科目概要 
現在の情報技術（IT）の飛躍的発展の背景には、しっかりとした理論体系のもとに構築された「情報理論」の存在がある。携帯電

話も地デジ放送もこの情報理論が支えている。本講義では、情報理論の基礎を学ぶことで、その後の専門科目や研究を学ぶため

の基礎素養を身につける。 

The purpose of this course is to introduce the elements of Information Theory including Entropy, Source Coding, Channel 

Coding, and Security. In this course, the relation between Information Theory and practical problems is also focused. 

履修心得 
確率と統計に関する基本的な知識 

要望 
情報理論の基礎をしっかりと学んで欲しい。 

 

■ プログラミング演習 1A 
     八木 伸行 

Practical Programming IA 

２年生前期 

科目概要 
本演習では、実用的な情報システムで必要となる，対象の構造を表現するためのデータ構造およびその処理のためのアルゴリ

ズムを，C 言語のプログラムでどのように表現するか学習する．そのため，ポインタや動的メモリの扱いを含む C 言語のやや高度な

言語要素について学習するとともに，データを処理する様々な方法を，プログラミングの演習を通して学習する．また，仕様と実装方

法の分離を，抽象データ型の考え方を用いて理解する．The aim of the lecture is to obtain practical C programminng technique, 

which is indispensable to develop practical information systems, such as data structure to express target data and algorithm to 

process them. For the purpose, advanced elements in C language such as pointer and dynamic memory allocation, C++ extention 

from C, and various processing methods to process those data structures are learned through programminng practices. 

履修心得 
プログラミング基礎１を履修していること． 

 

■ プログラミング演習 1B 
     横井 利彰 

Practical Programming IB 

２年生前期 

科目概要 
C 言語および Java 言語の基礎の理解を前提とした上で、Java 言語によるグラフィカル・ユーザ・インタフェースと対話性のデザイ

ン、マルチスレッドによる並行処理、ネットワーク通信の基本について解説する。次に、学生自らが複数のクラスの設計を行うことが

できるように、複数クラスが連携するプログラムの作成方法を紹介する。この過程を通じて、オブジェクト指向プログラム開発の基本

的流れを指導するとともに、オブジェクト指向分析・設計・開発の概要を紹介する。まとめとして、プロジェクト形式で最終的なプログ
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ラム作品の作成を指導し、実践的な応用プログラミング能力を身につけさせる。 

This is an intermediate course of software engineering using the Java programming language. The course is designed for 

students with some programming experience in C and Java. Topics include: Object-oriented development, graphical user interface, 

multi-threads, classes, objects, inheritance, interfaces, polymorphism, and network communications. 

 

履修心得 
プログラミング基礎１での C 言語基礎と、プログラミング基礎２での Java 言語基礎の理解。 

要望 
プログラム作成には忍耐が必要なので、少しずつ確実に学びアイデアを実現する喜びを味わってほしいです。 

 

■ プログラミング演習 2A 
     大谷 紀子 

Practical Programming IIA 

２年生後期 

科目概要 
システムの開発プロセスとして、要件定義、システム設計、実装、テスト、評価に関する基本的知識を解説する。演習では、顧客

からのシステム開発要求を受注した場面を想定し、数名からなるチームで各種ドキュメントの作成、レビュー、C 言語による実装、テ

スト、顧客への最終プレゼンを行うことで、システムエンジニアのシステム開発作業を体験させる。アシスタントを顧客、教員を上司と

して、アポの取り方をはじめとするコミュニケーションの方法も指導する。 

The purpose of this lecture is to obtain basic knowledge about requirement definition, system design, implementation, testing, 

and evaluation in the software development process. 

履修心得 
プログラミング基礎 1、プログラミング演習 1A を受講し、C 言語を習得していること。 

要望 
システムエンジニアとしての素養を身につける演習なので、意欲を持ってグループワークに取り組んで欲しい。 

 

■ プログラミング演習 2B 
     横井 利彰 

Practical Programming IIB 

２年生後期 

科目概要 
企業や組織で運用するソフトウェアの開発では、複数の人間が参加して分析・設計し、連携をとりながらプログラム開発を行うた

め、本演習では、この流れをプロジェクト学習の形で体験しながら、実践力を習得できる学習内容を提供する。具体的には、「プロジ

ェクトの範囲と目的の明確化」、「対象における課題とニーズ分析」、「具体的なシステム化」、「機能の検討・選定」、「機能を実現す

るための資源選定」、「開発から稼動までのスケジュール策定」、を数名のチームで行うことができるように指導しながら、受講生が

Java 言語での携帯端末向けソフトウェア開発を行うことができるように指導する。 

 

This course is an introduction to software engineering using the Java programming language. Students will learn the 

fundamentals of software development by team. The focus is on developing high quality, working software that solves real 

problems. The course is designed for students with intermediate programming experience. Topics include: Requirement definition 

document, object-oriented analysis, object-oriented design, object-oriented programming, Android application development, and 

schedule management. 

履修心得 
プログラミング基礎１での C 言語基礎と、プログラミング基礎２での Java 言語基礎の理解、プログラミング演習１B での Java 言語

応用の理解。 

要望 
ソフトウェア作成には忍耐と発想力が必要なので、少しずつ確実に学び多面的な視点でアイデアを練り、実現する喜びを味わっ

てほしいです。 
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■ フーリエ解析学 
     鈴木 理 

Fourier Analysis 

２年生後期 

 

科目概要 
フーリエ解析は、波の伝播や熱の伝導を記述する数理理論として開発されたものであり、いまでは様々な分野で応用されている

重要なものである。最近では音楽の波形解析にも応用され、”1/f-ゆらぎ”はよく知られている。これらの数学的基盤はフーリエ変換

である。本講義では、フーリエ級数、フーリエ変換を扱い、その定義、計算方法や代表的な性質を扱う。テーラー級数展開や微分

方程式への応用についても講義する。 

 

履修心得 
微分積分学(2)で扱う内容を理解していること 

 

■ LAN 環境演習 
     藤井 哲郎、関 良明 

Construction of Local Area Networks 

２年生後期前半 

科目概要 
小規模の情報機器ネットワークの適切なシステム構築技術について、ハブ、サーバ、ＰＣなどのハードウェアと、これらを活用する

ためのソフトウェア環境について、演習を通じて学ぶ。具体的には、有線のＬＡＮを対象として、ＭＳ-Windows ＯＳによるサーバ・ク

ライアントの構築、アクティブディレクトリ・ＤＮＳの設定、ファイル共有・アクセス権設定、Ｗｅｂシステムの構築を行う。 

This course is designed to train students by hands-on training in setting up and securing the local area network. Students will 

gain the knowledge to set up the hardware(including Hub, PC, LAN cables),install software(including OS,Active directory,DNS 

and IIS)and maintain the security (such as file sharing and access control) 

履修心得 
「コンピュータネットワーク」にて、LAN、TCP/IP、DNS などのインターネットに関する基本知識を習得していること。 

要望 
実動するＬＡＮ環境を構築するので、興味を持って、積極的に取り組んで欲しい。 

 

■ モバイルシステム 
     諏訪 敬祐 

Mobile Communications System 

２年生後期 

科目概要 
スマートフォンを中心にモバイル情報端末の利用が急速に進んでいる。モバイルシステムはインターネットと連携して様々なサー

ビスを提供している。本講義では、モバイルシステムとモバイルネットワークの概要とディジタル伝送と端末技術の基本的仕組の理

解を目的とする。さらに、モバイルマルチメディアサービスの概要を理解し、サービスを提供するためのインターネット技術及びネット

ワーク技術について講義を行う。また、ウェアラブル端末、電子ペーパーや GPS の原理、位置情報サービス、電子書籍など情報端

末の利用について講義する。 

This lecture shows the outline of the mobile communications system and technologies and discusses the mobile services. 

履修心得 
インターネットなどのネットワーク技術、コンピュータシステム、ディジタル通信技術の基本的な理解が必要である。 

要望 
授業には毎回出席すること。課題レポートの提出、試験は必須です。 
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■ プログラミング演習 3 
     小倉 信彦 

Practical Programming III 

３年生前期 

科目概要 
サーバサイドスクリプティング言語による Web アプリケーションの作成方法を講義・演習指導する。Web アプリケーションの作成に

必要な HTML 要素を講義・演習指導し、スクリプトによる動的なページの生成や、リクエストへの応答を行う方法を講義・演習指導す

る。また、SQL 文を用いたデータベースの作成、操作および、プログラミング言語からデータベースを操作する方法を講義・演習指

導する。これらの要素技術を用いた、簡単な Web アプリケーション作成の演習指導を行う。 

This course teaches an outline of the Server Side Programming and programming technique of PHP language with SQL 

databases as an framework of the Server Side Programming. 

履修心得 
プログラミングの基礎を学んでいること。 

基本的な HTML 要素を学んでいること。 

要望 
プログラミングの基礎については復習しておくこと。特に自分が勉強したプログラミング言語については、簡単なプログラムが作成

できるようにしておくこと。 

 

■ インタラクティブシステムデザイン 
     八木 伸行 

Interactive System Design 

３年生前期 

科目概要 
人にやさしい誰にも使いやすいヒューマン・コンピュータ・インタラクションを実現する基礎技術である人の行動特性，各種インタ

フェース手法，インタフェース評価法を学ぶ．その中で，人の知覚，認知特性を踏まえたインタフェース技法，グラフィカル・ユーザイ

ンタフェースなどのインタラクティブ・インタフェース・デザイン法を学ぶ．また，ビジュアル・インタフェースだけでなく，マルチモーダ

ル・インタフェースやエージェント・インタフェースなどについても学ぶ．The aim of the lecture is to obtain basic knowledge how to 

design human-friendly interactive system, such as human behavior characteristics, interface principles and interface evaluation 

method to design better  human-computer interaction. In the lecture, interface techniques based on human perception and 

cognition, and interactive interface design such as graphical user interface are learned. Besides visual interface, multi-modal 

interface and agent interface are also learned. 

履修心得 
知覚と認知を，履修していることが望ましい． 

 

■ ディジタル通信 
     諏訪 敬祐 

Digital Communication 

２年生前期後半 

科目概要 
インターネットを利用したディジタル情報の伝送にはディジタル通信技術が用いられている。特に無線通信方式、光通信方式で

は高速、高能率な通信技術の適用が重要である。本講義では、ディジタル通信の概要について学び、ディジタル化の原理、マルチ

プルアクセス方式、ディジタル変調方式とディジタル復調方式の原理の修得を目的とする。さらに、ディジタル伝送における通信品

質改善技術、システム信頼性設計などについて講義を行う。また、携帯電話システム、無線 LAN などの通信システムについても講

義する。 

This subject gives a lecture on digital communication techniques to acquire the basic principle of the digital signal transmission 

and the digital communication systems. 

履修心得 
情報通信技術、インターネットなどのネットワーク技術の基本的な理解が必要である。 

要望 
授業には毎回出席すること。試験は必須です。 
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■ オペレーティングシステム 
     君山 博之 

Operating System 

２年生後期 

科目概要 
オペレーティングシステムは、コンピュータシステム全体を管理する基本ソフトウェアである。本講義では、オペレーティングシステ

ムの機能や役割を習得し、その知識をコンピュータシステムの開発や構築など，システム構成力の習得に役立つ能力を養う。 

An operating system (OS) is a fundamental software which manages the whole of computer hardware resources. In this lecture, 

we will learn roles and functions of OSes to master capability to integrate computer system, to create application softwares, and 

also to manage computer systems. 

履修心得 
コンピュータの基本的な構成、動作原理、プログラミング基礎、コンピュータネットワークとプロトコルの基礎知識が必須。 

要望 
オペレーティングシステムはコンピュータのほとんどの処理を行っている基本ソフトウエアです．基本ソフトウエアとは言うものの機

能は多岐に渡り，実装も複雑です．そのためこの講義内容を理解するためには，関連科目として掲げた講義（特に「コンピュータシ

ステム」および「コンピュータネットワーク」）の内容に関しては確実に習得してから授業に臨んでださい． 

オペレーティングシステムは常に進化しているソフトウエアです．ゆえに，単に講義内容を覚えるのではなく，なぜそうなているの

かを理解することが大事です．なので，毎回の講義内容を確実に理解し，不明点があれば必ず質問することを心がけてください． 

 

■ ディジタル信号処理 
     小倉 信彦 

Digital Signal Processing 

２年生後期 

科目概要 
ディジタル信号処理技術は、通信、音響、テレビ、医用、計測、制御などの幅広い分野で，必要不可欠な基盤技術となっている。

身近なところでは、携帯電話の基礎実現技術として重要な役割を担っている。本科目ではディジタル信号処理システムの特性、フ

ーリエ変換、ディジタルフィルタを中心に講義する。 

The course introduces basic concepts and fundamental techniques in digital signal processing. These include signal 

representation, convolution, Fourier analysis and digital filters. 

履修心得 
行列、複素数などの数学に関する初歩的な基礎知識 

要望 
数学の知識を必要とする。基礎知識の積み重ねであるので、わからない事は、受講した週のうちに復習すること。 

 

■ 音響心理学 
     岡本 学 

Psychoacoustics 

３年生後期 

科目概要 
本講義は，カリキュラムポリシー3 項にある，情報システム学科に関わる専門的な知識を体系的に学こと，および音響に関わる情

報システムや情報サービスの分析に関わる。聴覚は，外界の情報を取り込む受容器官として，視覚と並んで極めて重要である。音

に対する種々の心理特性と聞こえのメカニズムを十分理解することによって，音響心理に関する基礎力を養う。 

The aim of the lecture is to obtain basic knowledge of psychoacoustics including pitch, timbre, loudness, masking, music scales 

and auditory illusions. 

履修心得 
新しい知識の獲得に貪欲で，音に興味のある学生であること 

 

■ サーバシステム構築 
     岩野 公司、宮地 英生、後藤 正幸 

Server System Construction 

３年生前期前半 

科目概要 
インターネット社会において情報サービスの提供に必要不可欠な「サーバシステム」について、ＯＳのインストールから安定運用

に結び付けるための基礎的な技術の習得を目的とする。Ｌｉｎｕｘ ＯＳのインストール、ネットワーク設定、各種サーバの導入と設定に
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ついて演習を行い、様々なＬｉｎｕｘコマンドを駆使してサーバ構築や基本的な設定ができる水準に到達することを目標とする。 

This course is designed to train students by hands-on training in setting up and securing the Linux server system. The course 

covers the basic knowledge to install the Linux OS, configure network settings, and setup various network services. 

履修心得 
「ＬＡＮ環境演習」などの履修を通して、ネットワークに関連する知識を習得していることが望ましい。 

要望 
Ｌｉｎｕｘによるサーバを最初から学生自身で構築し、実際にＷｅｂサーバを稼動させる演習を行うので、最初から興味を持って積

極的に取り組んでほしい。 

 

■ サーバ管理演習 
     岩野 公司、宮地 英生、後藤 正幸 

Server Management 

３年生前期後半 

科目概要 
「サーバシステム構築」に引き続き、Ｌｉｎｕｘサーバに関わる様々なサーバ管理の技術について、さらに高度な内容を演習形式で

学ぶ。ネットワークサービスの設定や保守の基礎と併せて、利便性と安定運用、クラッキング対策などのバランスの視点から、サービ

スの制限ポリシーなどに関する具体的知識を、演習を通して習得することを目的とする。また、サービス提供者側と利用者側の要求

分析、およびハードウェア構成決定からサービスの内容の決定についても扱う。 

This course is designed to develop students' skill to manage the Linux server system. The course is opened as a continuation 

course of "Server System Construction" and covers the basic knowledge to install the network applications into Linux system and 

maintain the security. 

履修心得 
本科目の履修者は「サーバシステム構築」を履修している必要がある。 

要望 
実際にＷｅｂサーバを稼動させる上で重要な管理／セキュリティに関する技術を扱うので、興味を持って積極的に取り組んでほし

い。 

 

■ マルチメディア情報処理 
     岩野 公司 

Multimedia Information Processing 

３年生前期 

科目概要 
現在の情報システムにおいて重要な要素となっている、コンピュータによる「マルチメディア情報処理」について講義を行う。マル

チメディア情報としては「画像」と「音声」を取り上げ、それぞれの情報・信号の基本的な特徴や、それぞれに対する代表的な信号処

理技術を解説する。静止画・動画・音声の各種分析手法や符号化技術の基礎、画像認識や音声認識のための特徴量抽出手法や

パターンマッチング手法などについて学習し、それらの原理の習得を目標とする。 

This lecture presents fundamentals of multimedia information processing. Topics will cover various basic techniques for speech 

and image signal processing; including speech signal analysis and processing, image signal coding and processing, and 

speech/image recognition. 

履修心得 
「ディジタル信号処理」で周波数の概念、離散フーリエ変換について学んでいることを前提とする。 

要望 
知識の習得に強い意欲を持って受講すること。疑問点や不明点は、質問や復習を行ってすぐに解決すること。 

 

■ マルチメディア記述法 
     八木 伸行 

Multimedia Coding Technology 

３年生後期 

科目概要 
本科目では，マルチメディア記述に関する技術を，基礎から応用まで幅広く習得する．マルチメディア・フォーマットならびにイン

タフェース，MPEG 等の映像・音声符号化や BML 等のマルチメディア符号化の技術、規格など，マルチメディア記述法の基本を学

ぶ．また，マルチメディア・コンテンツの管理・活用に不可欠な MPEG7 等のメタデータ記述法についても学ぶ．さらに，マルチメディ

アの応用例として，デジタル放送，インターネット放送，モバイルマルチメディアなどの仕組みについても学ぶ．The aim of the 

lecture is to obtain multimedia coding technology widely from fundamentals to applications. The lecture includes technology and 

standards about multimedia format, multimedia interface, video and audio coding such as MPEG, multimedig coding such as BML, 
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and metadata description neccessary for management and utilization of multimedia content such as MPEG-7. The lecture also 

covers digital broadcasting, Internet TV, and mobile multimedia as applications of multimedia. 

履修心得 
マルチメディア情報処理を履修しているか，同等の知識があることが望ましい． 

 

■ 可視化技法 
     宮地 英生 

Fundamentals of Visualization 

３年生後期 

科目概要 
１年次の CG 技術の基礎理解を踏まえ，プログラミングによるコンピュータグラフィックス技術を用いた表現手法とその利用法につ

いて学ぶことにより，対象をわかりやすく表現し，また自らの表現目的を明快に示す CG 作成技法を身につける．インタラクティブ性

や，より自由度の大きいアニメーション等の表現に主眼をおいた OpenGL と C を用いる CG 作成技法を修得する.This course is 

intended for students to understand a method of three dimensional image generation with computer using OpenGL which provides 

wide range functions which realize interactivity, mathematically described phenomenon expression and so on. 

履修心得 
CG 基本技術，Ｃ言語の基礎を理解していること． 

１年後期：コンピュータグラフィックスを履修しておくことが望ましい． 

同じ時期に開講される「コンピュータシミュレーション」受講を薦めます． 

要望 
論理的な思考と表現への関心をもつこと．遅刻・欠席をしないこと．自由な発想と自発的な取り組みを期待します 

 

■ コンピュータシミュレーション 
     横井 利彰 

Computer Simulation 

３年生後期 

科目概要 
物理現象から社会現象に至るまでの問題解決案策定の有力手段の一つとして、コンピュータシミュレーション技術を中心に解説

し、取り扱う問題を正確かつ迅速に解決する基本的能力を育成する。内容としては、「システムの主要因子抽出」、「因果関係の数

学モデル表現」、「コンピュータ上での再現」、「パラメータ可変時の定性的・定量的挙動把握」、「意思決定者の判断材料としてのま

とめ」について紹介し、課題を通じて指導する。また具体的な事例を取り上げ、プログラミングを通じて実践力がつくように指導する。 

 The course introduces concepts of analytic modeling and computer simulation, using projects drawn from multidisciplinary 

areas of computational engineering science. 

履修心得 
Java 言語や C++言語でのプログラミングを通じてシミュレーションを行うので、基本的なプログラミング能力を有することが望まし

い。 

要望 
コンピュータシミュレーション技術を理解して課題解決に利用するためには、対象となる現象を記述する数式や因果関係の正し

い理解が重要であるため、微分方程式、線形代数等について充分に復習しておくことが望ましい。また、コンピュータシミュレーショ

ンでは、オブジェクト指向によって構築されたライブラリを用いることが多いため、円滑な学習のためには、オブジェクト指向プログラ

ミングの一通りの実習経験を有していることが望ましい。 

 

■ オブジェクト指向方法論 
     小倉 信彦 

Object-Oriented Methodology 

２年生後期後半 

科目概要 
オブジェクト指向方法論はソフトウェア開発法の一種であり、構造化分析・設計手法の後に、より進んだ開発法として登場した。オ

ブジェクト指向方法論に属する開発法には様々なものがあるが、本科目では、多くの開発法で用いられる記法である統一モデリング

言語 UML について講義する。また、開発プロセスの例を挙げ、分析の課題を提示する。講義や課題をとおしてオブジェクト指向開

発法によるドメインや対象システムの表現方法および、分析・設計手法を指導する。 

This course teaches the basic principles of the object-oriented paradigm and software developing process based on the 

paradigm.  The topics covered in this course will include: unified modeling language, iterative process, use case driven 

development. 
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履修心得 
基本的なプログラミングの能力を身につけていることが望ましい。 

要望 
情報システムやソフトウェアの開発の基礎となる知識であるので、しっかりと理解して欲しい。 

 

■ アカウンティングシステム 
     田中 優希 

Accounting System 

２年生後期 

科目概要 
本講義では複式簿記の記録・作表のルールを学ぶ。 

簿記は会計学の基礎であると同時に、企業経営の理解にもつながるため、多くの学生の履修を期待する。 

The theme of this lecture is a double-entry bookkeeping.  

This lecture is also the basis of accounting. At the same time, learning of bookkeeping also leads to an understanding of 

corporate behavior. 

履修心得 
予備知識を必要としない。ただし日ごろから経済系のニュースに気を配ると、講義の理解が早まる。 

要望 
週に１度の講義だけでは、簿記はなかなか身につきません。各自の復習が重要です。慣れてくると、パズルのようにスラスラと解く

ことが出来ると思います。初めは大変かもしれませんが、継続して学習してください。 

 

■ ICT アセスメント概論 
     梅原 英一 

Introduction of ICT assessment 

２年生前期 

科目概要 
IT 技術者には、テクノロジ系の技術のみならず、経営戦略やマネジメントの知識も必要である。そこで、本クラスでは、情報処理

技術者に必要なストラテジ系、マネジメント系の基本知識を講義する。基本的に IT パスポート試験のシラバスに従って講義する。 

IT engineer is required not only knowledge of IT technology but also management and business strategy. In this class, I will 

lecture elementary knowledge of management and business strategy required for IT engineer,according to the syllabus of IT 

Passport Examination. 

履修心得 
特になし 

要望 
IT 技術者には、マネジメントやストラテジに関する知識も必須です。 

なお、テクノロジ系の知識は別の授業で必ず身につけてください。 

また、2 年次・3 年次には、この分野に関する専門科目も配置されてます。 

より深い内容は、専門科目で履修してください。 

 

■ 電子商取引論 
     梅原 英一 

Electronic Commerce 

２年生前期 

科目概要 
ICT 活用の分野として電子商取引がある。本講義では特に電子商取引のうち消費者向けビジネス（B2C）の基本事項に焦点を当

てる。さらに、それらをふまえた上で、仮想の模擬 EC サイトの構築演習を行う。 

＜科目概要（英文）＞The members of the class will understand the basics of e-commerce, especially B2C (Business to 

Customer). In addition, we will exercise a construction of simulated EC shop. 

履修心得 
情報リテラシー演習における Web サイト構築の知識はあるものとします。 

PhotoShop の知識があることが望ましいが必須ではない 

高校レベルの簡単な数学の知識（微積分、行列）は少し必要です 

要望 
前半の基礎理論は経営学の分野です。不慣れな分野と思いますが、チャレンジしてください。 
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■ 情報セキュリティ 
     関 良明 

Computer Security 

２年生前期 

科目概要 
インターネットやＩＴの普及に伴い、情報セキュリティが重要となっている。授業では、基礎技術として暗号関数、基盤技術として

情報暗号、相手認証、電子署名などを講義する。また、応用技術としてファイアウォール、ＶＰＮ、ＩＣカードなどを講義する。最後に、

ＮＩＳＴのＦＩＰＳについて言及する。 

According to spread of internet and IT,information security becomes very important. A teacher lectures on threat to 

information,network security,encryption technology, and authentication technology. 

履修心得 
ネットワークに関する知識を学んでおくこと。 

要望 
技術の発展にともない、情報通信環境の安全性も変化し続けている。このことを踏まえて、ますます重要となる情報セキュリティの

必要性や基礎知識を理解して、実践してほしい。 

 

■ ビジネスモデリング 
     梅原 英一 

Business Modelling 

３年生後期 

科目概要 
企業の業務改善や業務処理システム構築などのために業務処理の手順を単純なモデルとして記述する複数の方法を理解し、

自分でも簡単な業務処理の手順を記述できるようにする．また、ビジネスゲームを通じて、販売管理、原価管理などを行うことにより、

企業経営の基本的な仕組みを実感する。 

Business model is the mechanism for making a profit for an organization. In this course, ICT-related business models are 

lectured with cases, first. Then, how to describe business processes is explained. 

履修心得 
特になし 

 

■ システムインテグレーション 
     関 良明 

System Integration 

２年生後期前半 

科目概要 
システム開発において、ソフトウェア開発は重要である。授業では、開発モデル、開発工程、開発手法について講義する。開発

規模の見積もり、構造化手法、オブジェクト開発手法については、多くの演習問題を出題する。 

In order to integrate information systems, software development is very important. A teacher lectures on  development models, 

development processes, and the exercises of development skills. 

履修心得 
情報サービス、情報システム、ＩＴ技術者、ＳＥについて、事前に調べておくこと。 

要望 
将来ＩＴ技術者を目指すうえで基礎となる科目。 

特に、演習問題を自分で解き、授業中にしっかり理解すること。 

 

■ オペレーションズリサーチ 
     増井 忠幸 

Operations Research 

３年生前期 

科目概要 
OR は、経営事象や社会事象を、数学モデルで表現し定量的に分析することによって、その構造や挙動を解析・把握し、意思決

定のための定量的基礎を得るための方法である。この講義では、問題の捉え方及び要因の抽出とその関係付けによる数学的モデ

ル作成方法について、身近な事象を例として取り上げ、モデル構築の方法と解析方法について講述する。また、典型的な OR モデ

ルについて解説し、その数学的な意味を理解するとともに、演習等によってその解法を理解し、システム開発能力を養うと共に、意

思決定やシステム設計に役立てる素養を身に付けることを狙いとする。 
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＜科目概要（英文）＞The objectives of this lecture are to understand the typical OR models and methods of analysis, and to 

acquire the modeling skills appropriate for many kinds of phenomenon such as business management and environmental problems 

for decision making.  

＜キーワード＞モデル、最適化、経営科学、数理計画 

履修心得 
確率・統計学の基礎知識、数学的基礎（微分積分学、線形代数学）が必要。 

統計学基礎、数学基礎、微分積分学、線形代数学、ビジネスモデリング、アルゴリズム論などを履修していることが望ましい。 

要望 
この講義は、問題を論理的に把握・記述し、考える素養を身に着け、さらに解法をアルゴリズム化する能力を養うことを狙いとして

いる。考え方や理論・演習内容を講義中に完全に理解するようにして欲しい。欠席すると次回の講義内容がわからなくなることが多

いので、欠席しないようにし、やむを得ず欠席した場合には、次回の講義までに内容を理解しておくようにしてください。 

 

■ 組織とマネジメント 
     梅原 英一 

Organization and Management 

３年生前期 

科目概要 
企業の情報システムは組織や経営戦略と表裏一体の関係にある。そこで情報システムや IT の専門家として基本的な経営理論、

組織理論の概念を学習する。また、演習として実際の上場企業の分析を行い、経営や組織を理解する。 

Organizational management and information systems have the relationship between the two sides of the same coin. Therefore, 

as a specialist in information systems and IT, we have to learn basic concepts of management theory and organizational theory. 

履修心得 
特になし。 

要望 
IT 技術者でも最低限の経営学の知識は必要です。情報処理技術者試験の出題範囲でもあります。 

 

■ 企業と情報管理 
     梅原 英一 

Business and Information Security 

３年生前期 

科目概要 
情報社会における企業活動は、情報システムによって、多種・多様な情報を蓄積し利用することで成立している。この情報システ

ムを管理しているのは、CIO（Chief Information Officer：情報担当役員）である。CIO の重要な役割は、情報システムの適切な管理と

投資意思決定である。そこで第一に日本における企業情報システムを概観する。第２に情報システムの管理の基礎となるシステム

監査について講義と演習を行う。 

Business organizations are utilizing various information using information systems. CIO (Chief Information Officer) manages 

these information systems. 

Important role of the CIO is an appropriate management and investment decision-making of these information systems. 

Therefore first, we overview Japanese enterprise information systems. 

Second, learn and exercise for system auditing. 

履修心得 
情報セキュリティの基礎、情報システムの基礎 

高校程度の数学の知識は必要です 

要望 
CIO（情報担当役員）は、どのような役割を担うべきかを学びましょう 

 

■ 産業組織心理学 
     本多・ハワード 素子 

Industrial / Organizational Psycholoigy 

３年生前期 

科目概要 
産業組織心理学の研究知見を基に、組織や仕事に関して、それを取り巻く社会問題と関連づけて紹介する。グループワークや

心理尺度によるセルフアセスメントを通して、自身の将来のキャリアについて理解を深めるとともに、主体的に考えてもらう。 

Based on the theories and research findings in I-O Psychology, we discuss the various social problems related to current 

industrial organizations. The members of a class will also think about their own future career paths using scores from career 



133 

 

related scales and group discussion. 

履修心得 
社会心理学のグループダイナミクスの知見を学ぶことが役立つ。参考図書を紹介するので読んで欲しい。 

要望 
産業心理学は、応用心理学、社会心理学、集団力学、経営学、組織行動学など多領域に関わる実践的な研究分野である。身

近な社会から広い社会まで、社会に関心を持ち、これからの仕事、組織、キャリアについて理解を深めて欲しい。 

 

■ 情報政策論 
     岸田 伸幸 

Information Policy 

３年生後期 

科目概要 
20 世紀に始まった情報通信技術の急速な進歩は、世紀末には情報通信革命と呼ばれた劇的なイノベーションを惹起し、高度情

報通信ネットワークが現代社会に不可欠なインフラストラクチャーとして定着した。そうした社会基盤を適切に利活用し、安全・安心・

便利な国民生活、熾烈な競争に励む企業活動、人類が抱える地球規模の矛盾解決などを支援するには、国家の情報政策の役割

が重大である。 

本科目では、総務省の情報通信政策を中心に現代日本の情報政策の現状を教えると共に、情報政策形成の中枢である内閣府

IT 戦略本部について講義する。また、政策科学的アプローチにより日本の情報政策の特性を把握できるよう指導する。更に、海外

の政策動向と国際協調活動について講義し、今後の情報政策の方向性について考える機会を与える。 

なお本科目は、メディア情報学部カリキュラムポリシー1 項にある、社会科学の視点で情報社会を理解し分析する上で必要な基

礎知識を提示するための科目となる。 

The rapid development of the information and communication technology which had started in 20th Century provoked drastic 

innovations that were called the Inofromation and Communication Revolution and made advanced information and communication 

networks as one of the indispensable infrastructure of the contemporary society. National information and communication policies 

are important for making use of such a social infrastructure properly so that to support the people’s safe, secure, and convenient 

livings, the businesse under fierce competitions, and the troubleshootings for global human welfare. 

In this cource, I will lecture Japan’s information policis based mainly on Ministry of Internal Affairs and Communications’ 

along with the IT Strategy Headquarters which is the center of the information polcy making. Moreover, the policy scientific 

approaches will be tought so as to enable students to understand characteristics of Japan’s information policy. Furthermore, I will 

make lectures about some of foreign information policies and the international cooperations to give students an opportunity to 

think about future direction of Japan’s information and communication policy. 

This course is one of the subjects in the Sociology and Media Studies curriculum policy article 1 to present the basic 

knowledge necessary to understand the information-based society from the view point of social sciense. 

履修心得 
日本の主権をシェアする国民の一人として国政全般への関心があること。留学生はこの限りでないが、母国の情報政策について

基礎知識があることが望ましい。 

要望 
 日常的市民生活から、ビッグビジネス、高度学術研究に至るまで、情報政策の影響は、幅広い範囲の高度で専門的な内容に

及びます。内外の情報政策の主要課題を、技術的側面を含めて理解すると同時に、日本の情報政策のダイナミズムを規定するメタ

ポリシー／メガポリシーを踏まえた見識を養いたいと思います。 

 

■ 起業論 
     岸田 伸幸 

Entrepreneurship and business startups 

３年生後期 

科目概要 
本科目では、現代社会を経済活動を通じて変革する起業家について教授する。ケースを交えた講義とビジネスプランニング入

門編を行い、起業の知識と理論、実務の概容を理解させる。序盤では、教科書に沿って、ベンチャー企業など起業家活動の実態に

ついて講義する。中盤では、ビジネスプランニング入門編として、事業アイデア創出方法を教え、中間レポートを提出させる。終盤で

は、優秀アイデアに拠るビジネスプランをグループで作成し発表する演習を実施する。期中に起業関係実務家のゲスト講義を予定

する。本講義は，社会メディア学科カリキュラムポリシー4 項の「コミュニティデザイン分野」の専門科目となる。 

 This course focuses on the entreprenouers that change the contemprary world by means of socio-economic activities. You 

will study entrepreneurial knowledge, theories, and outline of the startup management through the elementary business planning 

group work, as well as lecures with cases. 

 Lectures on text books about entreprenourial activities such like small businesses will be given at first. Then, business idea 

creation methods for the group work will be studied. Students are required to submit one’s interim report. On the later half of the 

term, exercise groups are organized for the business planning and the presentation based on excellent ideas that students had 
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created. A guest lecture by a startup business person is scheduled by the end of the term. This course is one of the expert 

subjects of “Commnity Desgin Fields” in the Sociology and Media Studies curriculum policy article 4. 

履修心得 
第１回授業、起業に関する簡単なアンケートを行うので、起業家やベンチャーに対する現在の知識や関心を簡単に整理しておく

こと。 

これは採点対象ではなく、特別な予習は不要である。 

要望 
現代社会のイノベーションの担い手として、起業家の存在は重要です。その典型はベンチャービジネスで見られますが、地域社

会でも大企業でも起業活動が必要とされています。将来どんなキャリアを選んでも役立つ、バランスのとれた講座を目指します。ま

た、グループ演習では、自分や友人の、思わぬ起業家的資質が覚醒するかもしれません。積極的に授業に参加する学生を評価し

ます。
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■ 事例研究     各教員 

Case Studies Seminar 

3 年通年 

講義の目的 
事例研究では、配属された学生が、主として研究テーマを発見することをねらいとして、文献調査、現場調査、実験

等を個人またはグループで行う。こうしたアカデミック・トレーニングを通して、研究分野の知見を体得し、卒業研究

の基礎を学ぶ。また、本事例研究においては、企業におけるインターンシップ、共同研究、受託研究、公開発表、イベ

ント参加なども積極的に含め、その多様化を図ることにしている。本事例研究と卒業研究をセットにして配置し、必修

とする。 

This compulsory seminar will offer the basic academic training to the junior students, so that they will be 

able to learn more about the adviser’s disciplines, and try to find their own study themes. Also the students 

must read related academic books in foreign languages under the guidance of the teacher. 

 

■ 卒業研究      各教員 

Senior Seminar 

4 年通年 

講義の目的 
事例研究で学んだ基礎の上に立ち、卒業論文の課題設定、中間発表を経て、最終的に卒業論文を完成させる。そこに

至るまでに、ゼミ方式および個別指導を併用することにより、実効のある指導を行う｡また、本学部の性質上、研究成果

は論文形式にとどまらず、コンピュータ・ソフトやビデオなどの電子加工物、模型なども認める。ただし、そのような

場合であっても、研究テーマや意図、製作過程を記述した報告書ないし卒業研究概要の提出を求める。 

This compulsory seminar to be held in the senior year will provide the students with the opportunity to write 

a graduation thesis under the auspice of the adviser. Without the completion of this thesis the students are 

not eligible to receive the BA degree. 

＜

＜注意事項＞ 

以下に記載した教員毎の概要は、平成 28 年度の実施に基づくものです。平成 30 年度「事例研究」配属の際は、定年

退職教員や新規着任教員等により担当教員が変更となる場合があります。 

 

●岩野 公司  
○事例研究 
音声・音楽・環境音・映像などの「音」を中心としたマルチメディア情報を対象として、それらを人間のように処理・

認識・理解する情報システムに関する研究を行う。関連する研究事例の調査、基礎的な知識・スキルの習得を行うこと

で、卒業研究のための基礎を養う。 

○卒業研究 
事例研究で得た知識・スキルを基に、「音」を中心としたマルチメディア情報を対象とした知的情報システムの提案

や設計、構築などに関する研究を行う。研究対象には、システムが人や社会に与える影響の調査・評価も含まれる。研

究成果を分かりやすく公表するための作文能力やプレゼンテーション能力についても向上を目指す。 

 

●梅原 英一  
○事例研究 
経営情報・経営情報システムに関して研究する 

【前期】経営情報システムを研究するための基本的な知識を習得する 

（１）経営に関して：基本的な経営学の専門書を輪講する 

（２）情報システム／経営情報に関して（グループワークでのプロジェクト） 

  （２－１）システム構築：各自関心のあるテーマでシステムを構築する。 

  （２－２）データサイエンティスト：各自関心のあるテーマでデータ解析を行う。 

  （２－３）経営情報：各自関心のあるテーマでビジネスモデル・ビジネスゲーム、意思決定モデル、情報セキュ

リティなどを調査する。 

（３）なお、情報処理技術者試験の取得（受験）を推奨する。希望者にはサポートを行う。 

【後期】グループワークとして成果をまとめる 

前期の情報システム／データ／経営情報に関する課題を発展させる。 

①関連論文の輪講・発表（プレゼン） 

②課題の成果を論文形式でまとめ、発表（プレゼン）する。 

○卒業研究 
経営情報・経営情報システムに関して研究する。 

企業や行政により IT の活用事例研究、システム構築による実験・シミュレーション、数理モデルやシミュレーション

によるモデル化や実際のデータによる分析を行う。 
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テーマは学生が関心のあるテーマを自分で選択する。 

複数人で一つのテーマに取り組むことも認める。 

結果は卒業論文としてまとめ提出する。 

 

●大谷 紀子  
○事例研究 

Web システムを構築するためのプログラミングを習得し、学内サービスシステムの構築を通してシステムエンジニアの

下流工程を体験することで、システムエンジニアに求められる素養を身につける。また、コンピュータによる知的処理

の研究に必要な知識や技術を習得したり、プレゼンテーション能力やコミュニケーション能力などを身につけたりする

ことで、卒業研究の基盤を作る。 

The purpose of this course is to make the base for the senior seminar. You will develop computer programming 

skills, system designing techniques and presentation skills. 

○卒業研究 
推論や学習など、人間が知能を使って行なう活動と同様の処理をコンピュータで実行したり、人間には到底不可能と

思われる膨大な情報処理をコンピュータで効率よく実行したりすることで、さまざまな問題を解決する手法を探求する。

特に，生物の進化過程を模倣した遺伝的アルゴリズムと呼ばれる手法などを中心に研究する。対象問題の特徴に合わせ

た処理方法を考案し、実用性も考慮しながらシステムを構築して、提案手法の有用性を検証する。 

Your idea about the intelligent computer systems for solving some problems should be achieved through this 

course. 

 

●諏訪 敬祐  
○事例研究 
情報通信、インターネットの技術・原理を国内外の文献などから理解し、社会において情報通信技術がどのように適

用され、利用されているかを調査・検証し、技術的課題を明らかにする。さらに、個人、社会にとってふさわしいコミ

ュニケーションの形態について検討し、文献調査やシステム構築により考察する。本事例研究と卒業研究は一体である

ため、必修科目である。 

○卒業研究 
情報通信技術の仕組みを理解し、ユーザの視点からの情報通信システムを提案し、構築する。研究の過程で課題を解

決するための技術的な提案が行える積極性を修得する。 

 

●関 良明  
○事例研究 

SNS やスマートフォンの急速な普及を背景として、新たなコラボレーションやネットワークサービスが次々に登場し、

情報セキュリティの問題も顕在化している。私たちの社会・地域、日常生活、ビジネス、教育・学習など様々な社会活

動の場面を、より安心・安全にする知見や技術、ネットワークサービスの開発を一層推進していくことが求められてい

る。2016 年の事例研究は、利用者自身が各種のセキュリティ脅威を認識して、適切な対応ができるように、各種セキュ

リティ脅威を考慮したシステムデザインを探求する。 

○卒業研究 
コンピュータネットワークのグローバルな普及、情報メディアの多様な発展、ネットワークサービスの拡大とそれに

ともなう各種脅威の顕在化など、情報通信環境は変化し続けている。このような変革期において、社会活動を効率的に

推進するための情報共有サービスと、情報資産を守るための情報セキュリティは表裏一体の関係にある。2016 年の卒業

研究は、利用者自身が各種セキュリティ脅威を認識できる情報共有システムの提案と評価に取り組む。 

 

●藤井 哲郎  
○事例研究 
高品質な映像メディアの代表であるデジタルシネマからデジタル HDTV、モバイルメディアまでの多岐にわたるデジタ

ル映像メディアを対象に、これらをネットワークで流通させる技術とそれを支えるデジタルメディア処理技術に関する

調査・分析・実験・考察を行う。インターネット、ホームネットワーク、モバイル等の実際のネットワーク上での具体

的検証を積み重ね、新しいアーキテクチャ、プロトコル、ビジネスモデルを探る。このような学習を通して、卒業研究

を進めるために必要な基礎的な能力を身につける。 

○卒業研究 
メディア・ネットワーキングとそれを支えるメディア処理技術の研究を進める。デジタルシネマに代表される高品質

映像から、デジタル HDTV、モバイルメディアまでの幅広いデジタル映像メディアを対象とし、これらをネットワークで

流通させる技術とそれを支えるデジタルメディア処理技術に関する研究を進める。さらに、これらの技術に基づく新し

いビジネスモデルの開拓もめざす。 
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●宮地 英生  
○事例研究 
コンピュータグラフィックスおよび可視化に関する知識、プログラミング能力、システム設計技術、プレゼンテーシ

ョン技術を身につけ、卒業研究の基盤を作る。 

The purpose of this course is to make the base for the senior seminar. You will develop computer programming 

skills, system designing techniques and presentation skills about computer graphics and visualization. 

 

●八木 伸行  
○事例研究 
楽しく使いやすく役立つメディア技術と，人と情報環境が調和したメディアインタフェース技術を研究する．週 1 回

のゼミを中心に，調査，分析，実験，発表，討論を通して，知能メディアに関する専門知識ならびに専門技術を習得す

る．主なテーマは，以下の通り． 

(1)映像コンテンツの制作・管理・活用技術 

・画像認識，音声認識，自然言語処理によるメタデータ抽出 

・映像コンテンツの意味解析と構造化 

・映像コンテンツの再構成，知識資源化 

・メタデータ付与ツール 

・簡易コンテンツ生成 

・映像特殊効果システム 

(2)映像メディアのインタフェース技術 

・ユーザの嗜好，興味度推定 

・コンテンツ推薦 

・マルチモーダル検索インタフェース 

・ユーザニーズに合わせたコンテンツ提示 

・多様な端末に向けたコンテンツ提示 

○卒業研究 
楽しく使いやすく役立つメディア技術と，人と情報環境が調和したメディアインタフェース技術を研究する．知能メ

ディアに関する専門知識ならびに専門技術を深め，独自のアイデアを具現化する．主なテーマは，以下の通り． 

(1)映像コンテンツの制作・管理・活用技術 

・画像認識，音声認識，自然言語処理によるメタデータ抽出 

・映像コンテンツの意味解析と構造化 

・映像コンテンツの再構成，知識資源化 

・メタデータ付与ツール 

・簡易コンテンツ生成 

・映像特殊効果システム 

(2)映像メディアのインタフェース技術 

・ユーザの嗜好，興味度推定 

・コンテンツ推薦 

・マルチモーダル検索インタフェース 

・ユーザニーズに合わせたコンテンツ提示 

・多様な端末に向けたコンテンツ提示 

 

●横井 利彰  
○事例研究 
目標： 「最新の情報技術を学び、実践的な問題解決力を養う」 

 Java 言語や C 言語に関して、基盤となる力や強い興味を持っていることが望ましい。 

 

学修項目(予定) 

 (1) Java 言語の実践力育成実習 (5 月～7 月) 

 (2) 最新情報通信技術の動向に関連する輪講 （6 月～7 月） 

 (3) Java3D、Oculus 等に関する学習・作品制作 

 (4) Android アプリ開発の実践と作品制作 （８月～翌年２月） 

 (5)  卒業研究のための最新技術の実践的学習とプレゼンテーション （10 月～3 月） 

  (ア) 防災・減災「リアル班」 

   1) Android アプリによる避難者誘導の拡充、Google Glass による救助隊員支援の拡充 

   2) 防災本部機能の拡充（避難者支援、リアルタイム状況表示） 

  (イ) 防災・減災「バーチャル班」 

   1) 避難シミュレータの発展 

      1. Java3D モデルの拡充（立体音、ジェスチャーインタフェース） 
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      2. Oculus Lift 用モデルの構築（複数参加、物理シミュレーション考慮など） 

   2) 物理シミュレーションの発展 

      1. 崩壊・崩落シミュレーション（Bullet/JBullet）、炎・消火シミュレーション（粒子法等） 

  (ウ) サーバ／クラウド／Hadoop 

   1) 教育支援（授業支援連携）、ビッグデータ処理 

  (エ) 記録メディア（Blu-ray、DVD、USB メモリー、HDD 他）の寿命と適正活用 

  (オ) 電子ペーパー端末の実践的活用事例研究 

 

年間活動： 

  ・ 毎週のゼミ（講義／輪講形式での議論と実習） 

  ・ 必要に応じてプチゼミ（特定テーマの短期集中学習）を実施 

  ・TCU 横浜祭、オープンキャンパスでの研究展示 

  ・ 夏合宿（8 月）、中間作品発表会(９月・12 月) 、最終作品発表会(2 月)の実施 

  ・ 後期から卒業研究グループゼミに参加し専門研究の理解を深める 

○卒業研究 
目標：「独自の研究を通じて、実践的な問題解決能力を身につける」 

※ Java 言語や C++ 言語等に関する応用力を有するか、強い学習意欲があることが望ましい。 

 

主な研究テーマ： 

(1) 防災・減災「リアル班」 

  Android アプリによる避難者誘導（位置・移動・避難者情報の把握・送受） 

  Google Glass による救助隊員支援（現場情報・生命情報取得、本部連携） 

  防災本部機能の拡充（避難者支援、リアルタイム状況表示、他） 

(2) 防災・減災「バーチャル班」 

  避難シミュレータの発展 

   ①Java3D モデルの拡充（立体音、ジェスチャーインタフェース、他） 

   ②Oculus Lift 用モデルの構築（複数参加、物理シミュレーション考慮など） 

  物理シミュレーションの発展 

   ①崩壊・崩落シミュレーション（Bullet／JBullet） 

   ②火炎・放水・消火シミュレーション（粒子法など） 

(3) サーバ／クラウド／Hadoop 

  教育支援（授業支援連携）、ビッグデータ処理 

(4) 記録メディア（Blu-ray、DVD、USB メモリー、HDD 他）の寿命と適正活用 

  （記録・再生のエラー処理技術、寿命評価、高信頼性記録システム開発、他） 

(5) Web サービス構築 

  （クラウド、スマートフォンと連携した情報サービスの構築、他） 

(6) 電子ペーパー端末・タブレット等の実践的活用 

  （教育現場・学内業務での実践的活用研究、他） 

(7) その他 

 

年間活動： 

  毎週：全体ゼミ、プロジェクト報告会、テーマ別ゼミ 

  TCU 横浜祭、オープンキャンパスでの研究展示 

  夏合宿： 第 1 回中間発表会 

  第 2 回中間発表会（12 月）、最終発表会（2 月） 

 

 

●小倉 信彦  
○事例研究 
射影法や勾配法等の基礎的な最適化手法を学び、また計算機実験や文献輪読を行い、卒業研究のための基礎知識を身

につける。 

○卒業研究 
事例研究の経験を踏まえ、音声・画像処理や通信等各自テーマを設定し、多様な環境下で使われる信号処理システム

の、アルゴリズム・理論上の問題や実装上の課題を解決することを目指す。 

 


