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工学部 電気電子通信工学科（平成31年 4月名称変更予定）
電気・電子技術と情報通信技術を融合し、社会の発展に貢献する技術者を養成します。

問
100％クリーンな

社会はどうすれば

実現できるの

だろうか？

電気自動車（EV）を“街共有の電源”にすれば、

CO2 排出量ゼロの未来が実現可能です。

EVは未来を変える。大げさに聞こえるかもしれません

が、私たちはそう確信しています。なぜならEVは一般

的に必要とされる自動車でありながら、電力の貯蔵や

供給を担う社会インフラになり得るからです。EVに搭

載されている蓄電池は、EVのモータに電力を供給す

るだけでなく非常用電源としても活用でき、電線を介

せば街中に送電が可能です。また、将来的にはすべて

のモノがインターネットに接続され、街や国単位で電

力の需要予測やEVの電力貯蔵量がわかるようになる

はず。発電量が消費量を超えればEVに貯蔵し、足りな

ければ停車中のEVから供給して電力をまかない、

社会全体で“電力のシェア”ができるようになります。

現状、太陽光や風力などのクリーンエネルギーには、

天気によって発電量のばらつきがあり安定供給が難し

いという課題がありますが、EVが普及し社会インフラ

になれば、この課題を解決できるのです。

EVは家庭だけではなく、通勤や旅行に使いながら、会

社やホテルでも電力をシェアすることができます。EV

を移動に使うと、走行距離や道路の傾斜、天候状況な

どによって電力貯蔵量はどの程度変化するのか、実測

データも取っています。今後データを蓄積していくこと

で、EVが発揮できる電力シェアの実力を把握したいと

考えています。CO2を排出しない100％クリーンな世界

の実現にはまだ時間はかかるでしょうが、皆さんもEV

に乗ってみれば、それが夢ではなく実現可能な未来だ

と確信できるはず

です。

TCUの研究力

● 授業や研究活動を通じ、一人
　ひとりの強み・個性を発展。

グループワークの授業や複数人での研究
など、自分の適性を生かしたチームプレイ
を経験することで、強みを磨けます。

社会全体で電力をシェアするには、
どのような条件が必要になるだろう？
技術面だけでなく、人々の意識改革や
制度・法律の整備についても調べ、実現
に向けて何をするべきかを考えてみよう。

考えてみよう。

工学部 電気電子通信工学科
 電力システム研究室 中島 達人 教授（左）、太田 豊 准教授（右）

● エネルギー×エレクトロニクス×コミュニ
ケーションのおもしろいテーマを研究。

いつの時代にも必要で、世の中を支える
この分野は、堅実で実践的。夢中で研究
する日々を過ごすことができます。

● 特殊な設備・機器もあり、
　実機で体験的に学修。

高電圧発生装置やクリーンルーム、風力発
電機、電波暗室などの珍しい実験設備もあ
り、機器を扱って研究する経験が積めます。

工
学
基
礎
科
目

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期
数学基礎
微分積分学（1）
線形代数学（1）
物理学基礎
物理学（1）
物理学（2）
物理学実験
化学（1）
情報リテラシー演習
工学リテラシー
環境概論
科学体験教材開発

微分積分学（2）
線形代数学（2）
物理学（3）
物理学（4）
化学（2）
化学実験
コンピュータ概論
プログラミング基礎
環境と社会
科学技術史

微分方程式論
ベクトル解析学
数理統計学
代数学（1）
電磁気学基礎
化学（3）
生物学（1）
生物学実験
地学（1）
地学実験
数値解析
電気工学概論（実習含）

フーリエ解析学
関数論
代数学（2）
代数学（3）
相対論入門
化学（4）
生物学（2）
地学（2）
金属加工（製図・実習含）

ソフトウェア工学概論 技術日本語表現技法 技術者倫理

【学年配当しない科目】インターンシップ（1）／インターンシップ（2）／海外体験実習（1）／海外体験実習（2）

専
門
科
目

専門教養
理工学と生活
工業概論
原子力汎論

量子力学入門 論理的な問題解決の進め方

学科共通
科目

フレッシャーズ
セミナー

電気基礎
電気回路（1）
電気回路（1）演習

電気電子通信実験（1）
電気回路（2）
電気回路（2）演習
電気磁気学（1）
電気磁気学（1）演習
電気電子材料
電子回路
通信工学

電気電子通信実験（2）
電気磁気学（2）
電気磁気学（2）演習
電子計測
論理回路
応用電子回路
符号理論
プログラミング応用
電気化学
ディジタル信号処理

電気電子通信実験（3）
電子計測応用
伝送回路
電気電子通信技術英語（1）　　　　　　　　　

ディジタル工学
音響工学
電気製図
電気電子通信技術英語（2）

電気法規及び施設管理

【学年配当しない科目】特別講義（1）／特別講義（2）／特別講義（3）

エレクトロ
ニクス

電子物理基礎 半導体デバイス
計算電子工学

集積回路工学
光工学

電気機器 電気機器工学 システム解析
システム制御工学

パワーエレクトロニクス
ロボット応用工学

電力
エネルギー

電力エネルギー基礎 高電圧工学
発変電工学

送電工学
配電工学

通信
システム

ディジタル通信方式 通信システム
集積回路システム工学

通信信頼性工学
電磁波工学

卒業研究
関連科目

先端工学
事例研究

※上記のほか、教養科目、語学科目などの学部・学科共通科目を設置しています。詳細はP.85をご覧ください。
■字は選択科目　■字は必修科目　■字は選択必修科目　■字はリメディアル科目（数学、物理など基礎科目を学び直す補習教育）

1
2 2

3
卒業研究 4

めざせる資格 ● 中学校教諭一種免許状（数学）（理科）（技術）　● 高等学校教諭一種免許状（数学）（理科）（工業）
● 電気主任技術者　▲ 電気工事士

●--所定の単位を修得すると得られる資格（実務・研修・講習を含む）　▲--資格取得の際、試験科目の免除など、必要な条件の一部が免除となる資格　▶教職課程 • 資格の詳細はP.99

この学科をもっと知りたい方は
こちらもCheck!

学びの領域を知りたい人は

27～30ページへ▶
在校生の学科を選んだ理由を知りたい人は

31ページへ▶
卒業後の仕事のイメージを知りたい人は

107～116ページへ▶

電気電子通信工学科3つの特徴

工学全般の基礎力を養成
1年次後期から専門科目を学び、「先端工学」と「事例研究」で完結させます。必修科
目である実験と、電気・電子の基礎科目の演習は少人数で取り組み、工学全般の基礎
力を養成します。

◆学びのステップ

研究室に所属し、応用力を磨く
3年次後期から卒業研究をスタート。卒業研究では研究室に所属し、さらなる応用力
を磨きます。

研究成果を学会発表するチャンスも
3年次後期からは最先端の研究を行う研究室
に所属。成果を挙げれば、学会で発表すること
も可能です。

1 年 2年 3年 4年

卒業研究

フレッシャーズセミナー
導入教育として、4年
間で何を学修し、ど
ういった能力を身に
つけるのかなどの基
本を学びます。

事例研究
自分で具体 的な課
題・目標を設定し、実
験に着手。発表や議
論も経験し、研究力
の基礎固めをします。

卒業研究
課題の発見解決力、
実験結果の解析考察
力などの研究力を総
合的に磨き、4年間
の学修を仕上げます。

1 3 42

座学に加え、実験や演習を経験し技術を磨く

学生VOICE

髙木 真宏
（2年）

電気磁気学（1）・（2）は電気
電子工学に欠かせない分野
で、非常に難しい科目。です
が、1年次の電気基礎をしっ
かり学んでおけば、スムーズに
理解を深められます。1年次か
らの積み重ねがポイントです。

1年次後期から専門教育を開始
広範囲にわたる電気・電子・通信分野を総合的
に学び、基礎を培うだけでなく、早期から専門教
育を始めることで、高度な専門性を養います。

多岐にわたる9つの研究領域
幅広い電気・電子・通信分野をカバーする9つ
の研究領域を用意。興味や得意を生かし、専
門性を磨き上げることができます。

● 量子・ナノデバイス工学
● 計算電子工学
● システム制御工学
● 電気機器工学

● 応用計測工学
● 電力応用工学
● 通信システム工学
● 電磁波工学
● 集積回路工学

9つの専門領域

電気電子通信実験
電気回路や電気磁気
などの基礎科目で学
んだ内容を、実験を
通じて確認し、理解
をさらに深めます。

カリキュラムは平成30年4月現在のもので、一部変更される場合があります。

▍ナノエレクトロニクス研究室
未来の省エネ社会のための革新的半導体
デバイスの創製へ向けた研究

▍フォトニクス研究室（回路デザイン）
製品を支えるLSI（大規模集積回路）の
設計を効率よく進めるソフトウェアを開発

▍通信システム研究室
第4世代及び第5世代移動通信方式に
おける無線アクセス技術、無線伝送技術、
無線回線制御技術の研究

▍通信信頼性研究室
通信ネットワークの故障やセキュリティ
被害に対する合理的な対策の研究

▍無線システム研究室
無線通信にとって必須の電波を、効率
よく、安全に利用するための機器開発や
計測技術の開発を行う

▍集積化システム研究室
電子回路、大規模集積回路（LSI）の設計
と応用技術の研究、及びIoTセンサー
ネットワークの構成技術、応用技術の研究

▍ 電気機器研究室（モータドライブグループ）
自動車・家電・産業と幅広い分野の最先端
モータ技術、ドライブ方法などを研究

▍電気機器研究室（電磁システムグループ）
リニアモーターカーに使用される中核
技術と関連する技術を追究

▍電気機器研究室（システム制御グループ）
運輸安全の専門性をもとに高度な制御
技術で電気機械と人の接点に挑む

▍電力システム研究室
再生可能エネルギー、電気自動車と
調和するスマートな電力システムを構築

▍電気応用研究室
環境保全・植物工場・電力設備診断など
の分野で放電・プラズマを応用する研究

▍大電流エネルギー研究室
高電圧大電流工学をベースに計測制御
技術を駆使した電力の安定供給、鉄道、
宇宙推進などの研究開発

専門的に学べる研究室




