
 

区  分 専門応用科目 環境リサイクル系科目 担当教員 濱田直巳 

授業科目 材料と機能 

英  訳 Materials Science 

配当年次     2 年次    前期 必選別 選択 単位数     2 単位 

【授業の概要】 
金属材料および非金属材料について基本的物性を学習し、主に力学的特性評価のための手法を学ぶ。また、
これらの物質の機能を高めるための処理、新たな用途などについても同時に学ぶ。 

【授業の目的】 
材料に対する処理を変えることでその特性が大きく変化する場合がある。近年、高分子材料が多く使われる
のは、材料自身の機能向上によるものであるが、耐震性など高い安全性や長寿命を要求される場所では、現
在でも主に金属が利用されている。材料特性評価の指標として常に重要視される項目として力学的特性があ
る。この講義では材料の力学的特性評価の手法について学んだ後、主に金属、合金について基本的な物性と
力学的特性についての理解を深める。また、これらの材料の機能を向上させる処理や加工に応用される理論
についても修得し、これと同時に特殊用途材料や高分子材料などの材料の最新の動向について理解を深める
。 

【到達目標】 
材料をリサイクルする上で材料の多岐にわたる性質を知る必要がある。工業材料に用いられる材料の性質、
種類、強化法について理解する。 

【準備学習(予習・復習)】 
講義の内容をまとめる． 

【授業計画】 

第 １回：材料特性の重要性 

第 ２回：金属および合金の状態変化 

第 ３回：金属材料の性質 

第 ４回：力学的性質とその試験法（1）引張強さ，応力-ひずみ曲線 

第 ５回：力学的性質とその試験法（2）硬さ，疲労，クリ－プ 

第 ６回：その他の試験法：熱伝導、電気伝導度 

第 ７回：加工上の性質 

第 ８回：金属材料の強化法及び熱処理 

第 ９回：中間まとめ 

第１０回：鉄および鋼の物性と用途 

第１１回：非鉄金属の物性と用途 

第１２回：合金の種類と物性および用途 

第１３回：さまざまな特殊用途材料 

第１４回：さまざまな高分子材料 

第１５回：まとめ 

期末試験 
【教科書】 
機械材料（田中政夫 朝倉健二 共著、共立出版社） 
 

【参考書】 
図解入門よくわかる最新金属の基本と仕組み（田中和明 秀和システム） 
 

【成績評価基準】 
期末試験(80%)、平常点(20%)で評価する。 
 

【メッセージ】 
 

 



 

区  分 専門科目群 － 専門応用科目 担当教員 歌谷 昌弘 

授業科目 リサイクル技術 

英  訳 Recycle Technology 

配当年次    ２年次   前期 必選別 選択 単位数    ２単位 

【授業の概要】 
企業は、地球温暖化、資源の高騰、最終処分問題、社会的責任等から、リサイクルを積極的に推進している
。これらのリサイクル技術の現状と課題について学ぶ。 

【授業の目的】 
資源リサイクルの現状、考え方や手法、課題を解説する。 
 

【到達目標】 
資源リサイクルの実例を学習し、リサイクルの方法や問題点を理解する。 
 

【準備学習(予習・復習)】 
前回の授業内容をよく理解しておくこと。 
授業の中で与えられる課題をまとめること。 

【授業計画】 

第 1回 産業界におけるリサイクルの必要性 

第 2回 金属資源のリサイクル（鉄鋼材料） 

第 3回 金属資源のリサイクル（非鉄金属材料） 

第 4回 レアメタルのリサイクル 

第 5回 プラスチックのリサイクル（マテリアルリサイクル） 

第 6回 プラスチックのリサイクル（ケミカルリサイクル） 

第 7回 プラスチックのリサイクル（サーマルリサイクル） 

第 8回 家電製品のリサイクル 

第 9回 自動車のリサイクル 

第 10回 建築廃材のリサイクル 

第 11回 食品廃棄物のリサイクル 

第 12回 バイオマスのリサイクル 

第 13回 欧米先進国のリサイクル 

第 14回 日本のリサイクル 

第 15回 まとめ 

 

【教科書】 
開講する前に指定する。 
 

【参考書】 
開講する前に指定する。 
 

【成績評価基準】 
課題提出（80%）、小テスト（20%）で評価する。 
 

【メッセージ】 
リサイクルについて学んでみよう。 
 

 



 

区  分 
専門応用科目 

環境リサイクル系科目 
担当教員 渡邊真彦 

授業科目 環境工学概論 

英  訳 Introduction to Environmental Engineering 

配当年次     2年次 前  期 必選別 選択 単位数   2  単位 

【授業の概要】 
我々の周囲に存在する「環境」を取り扱う工学の範囲について学び、今日大きな問題とされている地球環境
問題について講義する。 

【授業の目的】 
環境に関する種々の関連技術について広く紹介する。 

【到達目標】 
環境問題と工学技術の関わりについて理解する。 

【準備学習(予習・復習)】 
前回の授業内容をよく理解しておくこと。授業の中で与えられる課題をまとめること。 

【授業計画】 

第 １回 講義概要とシラバス説明 

第 ２回 環境問題とその事例 

第 ３回 環境問題の歴史 

第 ４回 環境工学とは 

第 ５回 環境リスク 

第 ６回 大気環境（１）：温室効果ガス 

第 ７回 大気環境（２）：フロンガス 

第 ８回 水環境（１） ：飲料水、上下水道 

第 ９回 水環境（２） ：地球規模の水資源 

第１０回 循環型社会とは 

第１１回 資源循環（１）：産業と資源 

第１２回 資源循環（２）：廃棄物 

第１３回 資源循環（３）：エネルギー 

第１４回 環境管理システム 

第１５回 まとめ 

【教科書】 
適宜、プリントを配布する。 

【参考書】 
適宜紹介する。 

【成績評価基準】 
課題提出（80%）、小テスト（20%）で評価する。 

【メッセージ】 

 



 

区  分 専門科目群－専門応用科目 
（環境リサイクル系科目） 担当教員 山嵜 勝弘 

授業科目 工業化学 

英  訳 Industrial Chemistry 

配当年次    ２年次   前期 必選別 選択 単位数   ２単位 

【授業の概要】 
硫酸などの鉱酸、水酸化ナトリウムなどのソーダ製品、およびアンモニアなどの汎用無機化合物、油脂、

油脂、高分子材料、石油化学製品などの汎用有機化合物などについて製造方法や特性を学ぶとともに、資源
、エネルギ－、環境、安全性、リサイクルとの関連を考える基礎知識を身につける。これらの修得をもとに
、中学・高校で学ぶ理科や化学がいかに日常生活や産業で役立っているかを体験的に理解する。 

【授業の目的】 
化学とは、物質変換の原理を探求する学問である。中学・高校生にとって、理科の授業が理工系への入り

口であり、中学・高校で学習している理科によって工業化学にいかに役立っているかに気づかせることがで
き、理科への学習意欲を高めることができる。講義では、工業化学の概要と基礎知識の中で主に無機・有機
化学、生物化学の基礎を重点的に学習するとともに、効率的な化学反応プロセスを利用してどのようにして
科学技術立国を支える技術開発と大量生産が行われているのかについても理解を深める。 

【到達目標】 
無機工業化学、有機工業化学の基礎的知識を体系的に学び、多様な現象を化学的に理解する知識を得る。 

【準備学習(予習・復習)】 
授業の要点をまとめること。配布プリントを整理し内容を理解すること。不明点は質問すること。 

 

【授業計画】 

第 １回：化学工業の現状と課題 

第 ２回：金属精錬（1）鉄鋼材料 

第 ３回：金属精錬（2）非鉄金属 

第 ４回：硫酸、塩酸、硝酸、リン酸、シュウ酸 

第 ５回：ソーダ工業、塩素 

第 ６回：水素・アンモニア・肥料 

第 ７回：セラミックス、ガラス工業、セメント工業 

第 ８回：原油精製、石油化学基礎原料 

第 ９回：エチレン、プロピレン、ブタジエン、メタノール、ベンゼン 

第１０回：石炭化学工業 

第１１回：汎用高分子材料 

第１２回：機能性高分子材料 

第１３回：界面活性剤、生体材料 

第１４回：半導体、圧電体、焦電体 

第１５回：授業総括 

定期試験 

【教科書】 
必要に応じて、適宜プリントを配付する。 

【参考書】 
新しい工業化学 足立吟也他 化学同人 

【成績評価基準】 
定期試験（５０％）、レポート提出（３０％）、授業への取り組み（２０％）で評価する。 

【メッセージ】 
 工業製品、環境問題、リサイクル技術などを学ぶには、広範な工業化学の基礎知識が重要である。 
 

 



 

区  分 専門応用科目群 ‐ 環境リサイクル系科目 担当教員 竹野 健次 

授業科目 水処理工学 

英  訳 Water Treatment Engineering 

配当年次    ２年次   後期 必選別 選択 単位数   ２単位 

【授業の概要】 
 人類は21世紀を迎え、環境問題はもはや地球規模で対応せざる得なくなっている。また、世界的に
水不足が懸念されている背景から、排水処理技術によって汚水から水資源への応用、廃水からメタン
や水素などエネルギー変換を行う高度な水処理技術を紹介する。 
【授業の目的】 
 高度成長期の日本は、経済発展と引き換えに悪質な工場廃水を排出し、公害や環境破壊など大きな問題を
起こした。その後、法的整備と水処理技術が進歩することによって、環境保全に大きく貢献した。本講義は
環境を守る法律と、一般家庭および各種産業廃水の処理方法について学習することを目的とする。 

【到達目標】 
 世界的に水不足が懸念されている背景から、排水処理技術によって汚水から水資源への応用、廃水か
らメタンや水素などエネルギー変換を行う高度な水処理技術についての知識を習得する。また、排水量
と浄化能力など水処理に関する施設の設計の能力を養う。 

【準備学習(予習・復習)】 
 予習として、国内外の環境問題を調べ、現状を知る。その後、講義で習ったその原因と詳しい状況を知り、資料を
中心に復習と、今後の環境について予測をする。 

【授業計画】 

第 １回 水処理工学とは 

第 ２回 水質の指標 

第 ３回 水質汚濁の発生源と現状 

第 ４回 国又は地方公共団体の水質汚濁防止対策 

第 ５回 汚水処理Ⅰ（測定方法と水質評価） 

第 ６回 汚水処理Ⅱ（物理・化学的処理法） 

第 ７回 汚水処理Ⅲ（生物的処理法） 

第 ８回 水質関係の有害物質Ⅰ（種類と性質） 

第 ９回 水質関係の有害物質Ⅱ（処理方法） 

第１０回 水質関係の有害物質Ⅲ（測定方法と水質評価） 

第１１回 処理水の再利用 

第１２回 大規模水質汚濁とその影響 

第１３回 汚水からの資源利用 

第１４回 汚泥の処理と資源利用 

第１５回 授業のまとめ 

期末試験 

【教科書】 
   なし 
 

【参考書】 
   適宜、プリントを配布する。 
 

【成績評価基準】 
  小テスト（４０％）、期末試験（６０％）で評価する。 
 

【メッセージ】 
   汚水の処理と再生は、水資源の有効活用と環境問題に重要な課題です。化学ⅠおよびⅡの履修が望ましい。 
 

 



 

区  分 専門応用科目 環境リサイクル系科目 担当教員 濱田直巳 

授業科目 極限環境利用技術 

英  訳 Technology in Extreme Environment 

配当年次     2 年次   後期 必選別 選択 単位数    2 単位 

【授業の概要】今日の身の回りの製品や技術は高圧、真空、低温、高温といったいわゆる極限環境技術の

恩恵を受けている。本講義では極限環境を生み出すためのしくみ、極限環境を生み出すための装置、装置材

料などの基礎知識、その問題点および応用分野などを講述する。 

【授業の目的】 
低温、高圧、真空および高温技術の基礎を学び、その応用力を身につける。 
 

【到達目標】 
低温、高圧、真空および高温環境実現のための手法とその応用を理解する。 
 

【準備学習(予習・復習)】 
授業の内容をまとめること。 
 

【授業計画】 

第 １回 講義概要 

第 ２回 単位換算 

第 ３回 基礎的事項 

第 ４回 ボイルの法則、シャルルの法則 

第 ５回 高圧装置 

第 ６回 HIP、CIP 

第 ７回 高圧、食品加工への応用 

第 ８回 真空装置 

第 ９回 ポンプ構造と種類、シリンダー 

第１０回 溜め込み式ポンプと真空計 

第１１回 真空の応用 

第１２回 冷凍装置 

第１３回 低温と機械的性質 

第１４回 高温装置 

第１５回 高温技術の応用 

 

【教科書】 
プリント配布 
 

【参考書】 
 
 

【成績評価基準】 
小試験(50%)、レポート提出(30%)、平常点(20%)で評価する。 
 
 

【メッセージ】 
 
 

 



 

区  分 専門科目群 － 専門応用科目 担当教員 歌谷 昌弘 

授業科目 電気化学 

英  訳 Electrochemistry 

配当年次    ２年次   後期 必選別 選択 単位数    ２単位 

【授業の概要】 
生活の中で利用されている電気化学を例に挙げながら、その基本原理の理解に重点を置いて解説を行う。 

【授業の目的】 
電気化学はエネルギー、合成化学、半導体工学、環境などへ広く応用されている。電気化学の基礎的な部分から応用
までをわかりやすく解説する。 

【到達目標】 
電気化学の基礎を学習し、さらに具体的な製品等でどのように応用されているかを学ぶ。 
 

【準備学習(予習・復習)】 
前回の授業内容をよく理解しておくこと。 
授業の中で与えられる課題をまとめること。 

【授業計画】 

第 1回 電気と化学の境界領域 

第 2回 身近な電気化学 

第 3回 液体の電気化学 

第 4回 固体の電気化学 

第 5回 エネルギー変換技術 

第 6回 資源利用を支える技術 

第 7回 環境改善を支える技術 

第 8回 電気と化学 

第 9回 半導体と電気化学 

第 10回 半導体素子 

第 11回 情報処理と電気化学 

第 12回 ライフサイエンスと電気化学 

第 13回 電池 

第 14回 電気化学の将来 

第 15回 まとめ 

 

【教科書】 
開講する前に指定する。 
 

【参考書】 
開講する前に指定する。 
 

【成績評価基準】 
課題提出（80%）、小テスト（20%）で評価する。 
 

【メッセージ】 
電気化学の基礎をマスターしよう。 
 

 



 

区  分 専門応用科目 環境リサイクル系科目 担当教員 濱田直巳 

授業科目 金属製錬技術 

英  訳 Metal Refinement Technology 

配当年次     3年次   前期 必選別 選択 単位数      2単位 

【授業の概要】 
工業的に多用されている、鉄、鋼、アルミニウムおよび銅についての精錬方法について概説する。 
 

【授業の目的】 
金属精錬の基礎を学び、金属素材プロセスを理解する。 
 

【到達目標】 
鉄、鋼、アルミニウムおよび銅の製造方法とその製錬方法を理解する。 
 

【準備学習(予習・復習)】 
授業の内容をまとめること。 
 

【授業計画】 

第 １回 金属材料と資源 

第 ２回 鉱物資源のでき方と存在 

第 ３回 鋼ができるまでのあらまし 

第 ４回 事前処理 

第 ５回 高炉の原理 

第 ６回 転炉 

第 ７回 一次精錬，二次精錬 

第 ８回 鋼の種類 

第 ９回 圧延 

第１０回 アルミニウム精錬 

第１１回 バイヤー法 

第１２回 アルミニウムの加工 

第１３回 銅精錬（焙焼，自溶炉，転炉） 

第１４回 電解精錬 

第１５回 まとめ 

 

【教科書】 
サステナブル 金属素材プロセス入門 中村崇編 アグネ技術センタ 
 

【参考書】 
よくわかる最新金属の基本と仕組み（秀和システム），粉粒体装置 伊藤光弘 東京電機出版 
 

【成績評価基準】 
小試験(50%)、レポート提出(30%)、平常点(20%)で評価する。 
 

【メッセージ】 
 
 

 



 

区  分 専門応用科目 環境リサイクル系科目 担当教員 濱田直巳 

授業科目 分離工学 

英  訳 Separation Engineering 

配当年次     2年次    前期 必選別 選択 単位数      2単位 

【授業の概要】分離工学は気体・液体、液体・液体の分離を主に行うが、本講義では固体・気体あるいは固
体・個体の分離操作について説明する。固体・液体、固体・気体あるいは固体・個体を分離するための分離
分級機械は多数存在する。本講義では分離分級機械の種類、構造、原理などについて説明をする。 

【授業の目的】 
分離、分級のモデルについて学習し、分離分級の原理を理解する。 
 
 

【到達目標】 
固体・気体あるいは固体・個体の分離分級の原理やその技術について知識を習得する。 

【準備学習(予習・復習)】 
授業内容をまとめる。演習問題を自分で行う。 
 

【授業計画】 

第 １回 流体の性質 

第 ２回 粒子運動の基礎現象 

第 ３回 粒子に働く力と運動 

第 ４回 粒子運動に関する問題 

第 ５回 分級効率，乾式分級，湿式分級 

第 ６回 ふるい分け 

第 ７回 流体からの分離 固気分離 重力集じん、慣性集じん 

第 ８回 遠心集じん 

第 ９回 濾過集じん 

第１０回 電気集じん、洗浄集じん 

第１１回 固液分離 沈降濃縮 遠心分離 

第１２回 濾過 

第１３回 その他の分離操作 

第１４回 粉粒体機器装置の摩耗現象と耐摩耗性材料 

第１５回 まとめ 

 

【教科書】 
粉粒体装置 伊藤光弘 東京電機出版 
 

【参考書】 
粉体工学演習 今木清康 コロナ社、粒子・粉体工学 椿淳一郎、鈴木道隆、神田良照 日刊工業新聞 
 

【成績評価基準】 
小試験(50%)、レポート提出(30%)、平常点(20%)で評価する。 
 

【メッセージ】 
 
 



 

 



 

区  分 専門応用科目 環境リサイクル系科目 担当教員 濱田直巳、佐伯哲二、歌谷昌弘、 
渡邊真彦、山嵜勝弘 

授業科目 環境リサイクル実験Ⅰ 

英  訳 Experiment of Environmental and Recycling Ⅰ 

配当年次     3年次    前期 必選別 選択 単位数      1単位 

【授業の概要】 
この講義では全ての学生が環境およびリサイクルに関する４つの実習 テーマを行う。１つの実習終了毎に
レポートを作成しながら理解を深める。 

【授業の目的】 
テーマ毎にグループに分かれ実験を行う事で環境計測およびリサイクルに関する基礎的な技術を習得する。 
 

【到達目標】 
ラボスケールの実験を通じてリサイクル技術のスキルを高める。 

【準備学習(予習・復習)】 
復習：実験データをきちんとまとめる。予習：次回実験の手順などを確認し分からないところを調べておく事。 
 

【授業計画】 

第 １回 ガイダンス 

第 ２回 テーマの概説と班編成 

第 ３回 第 1実験テーマ① 

第 ４回 第 1実験テーマ② 

第 ５回 第 1実験テーマ③ 

第 ６回 第２実験テーマ① 

第 ７回 第２実験テーマ② 

第 ８回 第２実験テーマ③ 

第 ９回 第３実験テーマ① 

第１０回 第３実験テーマ② 

第１１回 第３実験テーマ③ 

第１２回 第４実験テーマ① 

第１３回 第４実験テーマ② 

第１４回 第４実験テーマ③ 

第１５回 まとめ 

【教科書】 
プリント等を配布する。 
 

【参考書】 
プリント等を配布する。 
 

【成績評価基準】 
4テーマの実験について各3週ずつ行いレポートを提出させる、全ての実験テーマでの成績を総合し、3段階評価を行う。 
 

【メッセージ】 
 
 

 



 

区  分 専門応用科目 環境リサイクル系科目 担当教員 濱田直巳、佐伯哲二、歌谷昌弘、 
渡邊真彦、山嵜勝弘 

授業科目 環境リサイクル実験Ⅱ 

英  訳 Experiment of Environmental and Recycling Ⅱ 

配当年次     3年次    前期 必選別 選択 単位数      1単位 

【授業の概要】 
この講義では全ての学生が環境およびリサイクルに関する４つの実習 テーマを行う。１つの実習終了毎に
レポートを作成しながら理解を深める。 

【授業の目的】 
前期に引き続き、環境計測およびリサイクルに関してより発展的な技術を習得する。 
 

【到達目標】 
ラボスケールの実験を通じてリサイクル技術のスキルを高める。 

【準備学習(予習・復習)】 
復習：実験データをきちんとまとめる。予習：次回実験の手順などを確認し分からないところを調べておく事。 
 

【授業計画】 

第 １回 ガイダンス 

第 ２回 テーマの概説と班編成 

第 ３回 第 1実験テーマ① 

第 ４回 第 1実験テーマ② 

第 ５回 第 1実験テーマ③ 

第 ６回 第２実験テーマ① 

第 ７回 第２実験テーマ② 

第 ８回 第２実験テーマ③ 

第 ９回 第３実験テーマ① 

第１０回 第３実験テーマ② 

第１１回 第３実験テーマ③ 

第１２回 第４実験テーマ① 

第１３回 第４実験テーマ② 

第１４回 第４実験テーマ③ 

第１５回 まとめ 

【教科書】 
プリント等を配布する。 
 

【参考書】 
プリント等を配布する。 
 

【成績評価基準】 
4テーマの実験について各3週ずつ行いレポートを提出させる、全ての実験テーマでの成績を総合し、3段階評価を行う。 
 

【メッセージ】 
 
 

 



 

区  分 
専門応用科目 

環境リサイクル系科目 
担当教員 渡邊真彦 

授業科目 移動現象論 

英  訳 Science of Diffusion and Transfer 

配当年次     3年次 後  期 必選別 選択 単位数   2  単位 

【授業の概要】 
熱と物質の移動は、物理学の根本的な概念であり、材料の製造プロセスに深く関係する。この講義では、個
体、流体を含め、幾つかのマテリアルを取り上げ、熱や物質そのものの移動がどのように進展するのかにつ
いて講義する。 

【授業の目的】 
効率的な反応システム設計には、熱と運動量の移動現象の理解が必須である。この講義では、まずこれらの
物理的基本概念の理解を目的としている。また、拡散方程式をはじめとする熱と運動量の定量的な取扱に必
要な数学的手法を学び、可視化の難しい「熱」の解析について、具体的なイメージを持って取組めるように
なることを目標としている。 

【到達目標】 
熱と運動量の移動について基本的な方程式を解きイメージできるようになることを目標とする。 

【準備学習(予習・復習)】 
前回の授業内容をよく理解しておくこと。授業の中で与えられる課題をまとめること。 

【授業計画】 

第 １回：流速の概念 

第 ２回：無次元化とは 

第 ３回：拡散方程式 

第 ４回：境界条件 

第 ５回：ニュートンの法則 

第 ６回：レイノルズ数 

第 ７回：ストークスの法則 

第 ８回：固体における拡散 (1)  一般論 

第 ９回：固体における拡散 (2) 格子間機構 

第１０回：定常拡散  

第１１回：非定常拡散 (1) 薄膜問題 

第１２回：非定常拡散 (2) 相互拡散 

第１３回：固有拡散、化学ポテンシャルの効果 

第１４回：拡散と相変態、反応拡散 

第１５回：まとめ 

期末試験 

【教科書】 
特になし。 

【参考書】 
適宜プリントを配付する。 

【成績評価基準】 
授業の内容に関連して演習と適宜レポートを採点し、期末試験の成績と総合して、100点満点のうち60点以
上を合格とし、3段階で評価する。 

【メッセージ】 

 



 

区  分 専門科目群 － 専門応用科目 担当教員 歌谷 昌弘 

授業科目 環境整備工学 

英  訳 Environment  Engineering 

配当年次    ４年次   前期 必選別 選択 単位数    ２単位 

【授業の概要】 
基本的な制御の理論から始めて、シミュレーションによる解析手法、簡単なコンピュータ制御までを解説し
てゆく。 

【授業の目的】 
リサイクルで必要となる環境を維持管理するには、さまざまな制御技術が使用されている。現場で使用される制御技
術の習得を目指す。 

【到達目標】 
基本的な制御技術の基礎を修得し、さらに環境制御への応用方法を身につける。 
 

【準備学習(予習・復習)】 
前回の授業内容をよく理解しておくこと。 
授業の中で与えられる課題をまとめること。 

【授業計画】 

第 1回 身近な制御技術 

第 2回 モデル化の手法（微分方程式とは） 

第 3回 モデル化の手法（現象を表現する微分方程式） 

第 4回 モデル化の手法（制御理論と微分方程式） 

第 5回 シミュレーション基礎：ブラウン運動 

第 6回 シミュレーション基礎：運動方程式 

第 7回 シミュレーション基礎：生態システム・モデル 

第 8回 シミュレーション応用：水槽シミュレーション 

第 9回 シミュレーション応用：空調シミュレーション 

第 10回 コンピュータ制御：原理 

第 11回 コンピュータ制御：プログラムによる制御 

第 12回 コンピュータ制御：いろいろな制御デバイス 

第 13回 コンピュータ制御：温度制御 

第 14回 現場で使用されている環境制御技術 

第 15回 まとめ 

 

【教科書】 
開講する前に指定する。 
 

【参考書】 
開講する前に指定する。 
 

【成績評価基準】 
課題提出（80%）、小テスト（20%）で評価する。 
 

【メッセージ】 
環境を制御する手法を学んでみよう。 
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