
電気電子通信工学科の「未来に活きるKeywords」

2030年に6Gが実用化すれば、社会は大きく変わっていくでしょう。一方で、
高速・大容量のデータ通信が求められ多くのエネルギーが必要となりま
す。そこで重要となるのが電気電子通信技術。安定的な電力ネット
ワークの構築など限りある資源とエネルギーを活かし、持続可能
で進化する社会の実現へと導きます。

6G

スマートエネルギー社会
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[ めざせる資格・免許 ] ● 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　★ 建築設備士　★ 電気工事施工管理技士※

●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）　▲所定の単位を修得すると資格取得の際、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　★めざせる資格　
※必要となる実務経験年数を短縮することができます。

● 1年次後期から専門教育を開始　　● 多岐にわたる4つの研究領域　　● 研究成果を学会発表するチャンスも[ 学科の特徴 ]

▍《グリーンエレクトロニクス》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

▍《グリーンエレクトロニクス》回路デザイン研究室
製品を支えるLSI（大規模集積回路）の 
設計を効率良く進めるソフトウェアを開発

▍《情報通信プラットフォーム》通信システム・佐和橋研究室
第6世代移動通信（携帯電話）方式にお 
ける無線通信基礎技術の研究

▍《情報通信プラットフォーム》通信システム・平野研究室
電波の医療応用および、次世代小形無
線機の研究

▍《情報通信プラットフォーム》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

▍《情報通信プラットフォーム》無線システム研究室
無線通信にとって必須の電波を、効率良
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

▍《情報通信プラットフォーム》集積化システム・柴田研究室
次世代無線通信システムハードウェア設
計技術や混載集積回路、センサーネット
ワーク応用に関する研究

▍《情報通信プラットフォーム》集積化システム・傘研究室
AIやIoT基盤である最先端集積回路の
設計技術と応用技術の研究

▍《次世代ドライブシステム》電機モビリティ制御研究室
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開発

▍《次世代ドライブシステム》先端機器デザイン研究室
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

▍《超スマートエネルギー社会》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

▍《超スマートエネルギー社会》大電流エネルギーDX研究室
AI・ビッグデータ、高電圧・大電流、計測・通
信・制御をベースに、大規模電源と再生
可能エネルギーを共存させるDXの研究

▍《国際》Flexible Electronics Laboratory
This lab seeks to develop flexible 
electronics devices for wireless sending 
applications to meet various demands 
arising from the Internet of Things（IoT）.

▍《国際》Ubiquitous Intelligent System Lab
This lab focuses on the development of 
the intelligent Internet of Things (IoT) 
system to solve the society problem 
through the aid of ubiquitous computing, 
portable sensors, and artificial intelligence.　

[ 専門的に学べる研究室 ]

在校生の学科を選んだ理由を知りたい人は

89〜90ページへ▶LINKS ▶ もっと詳しく
資格・免許の詳細は

129ページへ▶

学びの領域は

31〜32ページへ▶
卒業後の仕事のイメージは

119〜128ページへ▶
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前 期 後 期 前 期 後 期 前 期 後 期 前 期 後 期
微分積分学（1a）※MS
微分積分学（1b）※MS
線形代数学（1a）※MS
線形代数学（1b）※MS
物理学実験（a）
物理学実験（b）
化学（1）
情報リテラシー演習（a）
情報リテラシー演習（b）

微分積分学（2a）※MS
微分積分学（2b）※MS
線形代数学（2a）※MS
線形代数学（2b）※MS
物理学及び演習（1）
物理学及び演習（2）
物理学（3）
物理学（4）
電磁気学基礎
上級力学
化学（2）
化学実験
コンピュータ概論（a）
コンピュータ概論（b）
プログラミング基礎（a）
プログラミング基礎（b）
ことづくり（1）

微分方程式論
ベクトル解析学
数理統計学（a）※MS
数理統計学（b）※MS
代数学
生物学（1）
生物学実験（a）
生物学実験（b）
地学（1）
地学実験（a）
地学実験（b）
電気工学概論（実習含）
ことづくり（2）

フーリエ解析学
生物学（2）
地学（2）
数値解析
金属加工（製図・実習含）
ことづくり（3）

ことづくり（4） AI・ビッグデータ基礎
AI・ビッグデータ応用
技術者倫理
ことづくり（5）

【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）

P
B
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目

SD PBL（1） SD PBL（2） SD PBL（3）

専
門
科
目

専門教養

知的財産
サイバーフィジカルDX

理工学と生活
工業概論
原子力汎論
探究の進め方

量子力学入門
相対論入門

学部共通 Direct Current Electrical Circuit Analysis 電気化学（a）
電気化学（b）

電気電子通信計測応用

ひらめき
ことづくり

ひらめきづくり（1） ひらめきづくり（2） ひらめきづくり（3） ひらめきづくり（4） ひらめきづくり（5） Next PBL（1） Next PBL（2）

学科共通

電気数学（1）
電気数学（2）
電気回路概論
電磁気学概論

電気回路基礎及び演習
電磁気学基礎演習

電気電子通信基礎実験（a）
電気電子通信基礎実験（b）
電気回路応用
電磁気学応用
電気電子材料
電子回路
通信工学

電気電子通信工学実験（a）
電気電子通信工学実験（b）
電気電子通信計測
論理回路
応用電子回路
符号理論
プログラミング応用
ディジタル信号処理

電気電子通信応用実験（a）
電気電子通信応用実験（b）
伝送回路
電気電子通信技術英語（1）

デジタル工学
通信信頼性工学
電気電子通信技術英語（2）
音響工学
電気製図（a）
電気製図（b）

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）

グリーンエレ
クトロニクス

電子物理基礎 半導体デバイス エレクトロニクス工学
光エレクトロニクス

次世代ドライブ
システム

電気機器工学 パワーエレクトロニクス
システム解析

システム制御工学

超スマート
エネルギー社会

発変電工学 高電圧工学 配電工学 送電工学

情報通信
プラットフォーム

デジタル通信方式 通信システム
集積回路システム工学

電磁波工学

卒業研究
関連

先端工学
事例研究

卒業研究（1） 卒業研究（2）

※上記の他、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.94をご覧ください。　※MSは数理科学分野
■字は選択科目　■字は必修科目　■字は選択必修科目　■字は「ひらめき・こと・もの・ひと」づくりプログラム受講者のみ選択可

1 年 2 年 3 年 4 年
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び
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プ

 ● グリーンエレクトロニクス ● 次世代ドライブシステム
 ● 情報通信プラットフォーム ● 超スマートエネルギー社会 卒業研究

研究室に所属し、応用力を磨く
3年次後期から研究室に所属し、事例研究をスタート。4年次から本格的に卒業研究が始
まり、さらなる応用力を磨きます。

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、3年次後期で完結させます。必修科目である実験と、電気・
電子・通信の専門コア科目の演習は少人数で取り組み、専門の基礎力を養成します。

座学に加え、
実験や演習を経験し技術を磨く

カリキュラムは2022年4月現在のもので、一部変更される場合があります。

理工学部

通信システムの基盤を研究することは、

2
未来の社会基盤をつくること。

電気電子通信工学科

理工学部　電気電子通信工学科　
《情報通信プラットフォーム》
通信システム・佐和橋研究室

佐和橋 衛 教授

電気・電子技術と情報通信技術を融合した最先端の学び。

020年から商用利用が始まった5G

とは、新しい通信規格のことです。

高速大容量や多数同時接続などの

特徴があり、今後さらに普及すれば生活の利便

性が飛躍的に向上すると期待されています。しか

しその反面、5Gは無線であるため品質において

不安定な面もあります。例えば5Gによって実

現が近づくと言われている自動運転車の

場合、車同士の通信エラーが起きれば

車間距離に間違いが生じ、大きな事故に

つながりかねません。

私は無線を用いる各種通信システムの基盤技

術を研究しており、大手通信企業と共に技術開

発も行っています。特に企業にとって安全性は

とても重要であるため、そのような通信の「誤

り」を起こさない技術の開発が強く求められて

います。研究室では信号の送り方や周波数を変

えるなど様々な実験を行い、誤りの発生原因を

解明。高い品質で通信できるアルゴリズムを導

き出していきます。このアルゴリズムは小さな

機器に組み込まれるので、シンプルでなくては

なりません。そこにたどり着くまでが大変です

が、研究成果が実装され、信頼性の高い情報イ

ンフラとして社会を支えられる喜びはひと

しおです。

2030年には6Gが実用化すると言わ

れていますが、その規格はまだ定まって

いません。つまり、私たちが企業に対して基盤

技術を提案する余地が十分にあるということで

す。世界中どこでも、誰もが使いやすい通信シス

テムを開発できれば、高度な手術や質の高い教育

を受けられるようになるなど、あらゆる格差を無

くすことだってできるでしょう。そんな未来を、

ここで一緒に叶えてみませんか。

研究室 
 Pick up！

河野 聖（4 年）
東京都立南平高等学校出身

今まで直感に頼ることが多かった私ですが、学科の講義や実験、
研究活動を通して、論理的に考える習慣が身につきました。この論
理的思考力を発揮しながら、学科で培った「分野にとらわれない学
び」で、いろいろな仕事を経験できるゼネラリストをめざしています。

　　　 　 Student VOICE ▶ 学科の学びと私の未来

物事が起こる必然性を解く。
論理的思考ができるようになりました。 ■ 可視化できる社会を構築する ■ 電気電子通信計測応用

学生同士で学んだ知識をディス
カッションする機会があり印象
的でした。伝えること、教えても
らうことがたくさんあり、自分の
中で知識が定着することを実
感できました。

複雑化している社会を解決する手段とし
て、AIやDXといった技術が日々研究され
ています。私はそうした新技術を学び駆
使し、可視化することで、快適に暮らせ
る世の中をめざしていきたいと思います。

      Pick up!

＜成長につながった授業＞

世田谷キャンパス

私の未来に向けて変えること
hangehange
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