
授業科目名 Web UI・UX概論

主担当 株式会社スマートロボティクス　井島　剛志

授業の方法 講義4回

E-learningの有無 無

科目概要 工学・心理学など多角的視点からUI・UXについて考え、UI・UXを設計するため

の考え方・思想を学ぶ

習得できる能力 WebサイトのUI・UXを設計するための考え方・思想がわかる

第1回                                                          担当:井島　剛志

UI・UXとは何か（講義）

キーワード

第2回                                                          担当:井島　剛志

UIデザインと工学（講義）

キーワード

第3回                                                          担当:井島　剛志

UIデザインと心理学（講義）

キーワード

第4回                                                          担当:井島　剛志

UIデザインとWebアクセシビリティ（講義）

キーワード　ユニバーサルデザイン

評価方法 出席（欠席時は動画視聴）、レポート

教科書

参考書 デザイン人間工学 魅力ある製品・UX・サービス構築のために（山岡俊樹

（著）、共立出版）

UIデザインの心理学 わかりやすさ・使いやすさの法則（Jeff Johnson（著）、武

舎広幸+武舎るみ（訳）、インプレス）

その他 前もって履修しておくことが望ましい科目:

授業内容

ウェブシステムデザインプログラム　シラバス　 No.1



授業科目名 Webプログラミング演習

主担当 合資会社オズ　神山　司

授業の方法 講義1回, 演習5回

E-learningの有無 無

科目概要 簡単なCGIアプリケーションの作成を題材として、HTML,Rubyのプログラミ

ングについて学ぶ

習得できる能力 HTML,Rubyを用いたプログラミング

第1回                                                          担当:神山　司

Webプログラミング概論（講義）

キーワード

第2回                                                          担当:神山　司

【HTML入門】Webページの構造の理解（演習）

キーワード　マークアップ言語

第3回                                                          担当:神山　司

【Ruby入門】irbを用いた基本的な機能の確認（演習）

キーワード　演算子、変数、関数（メソッド）

第4回                                                          担当:神山　司

【Ruby入門】関数（メソッド）とクラス（演習）

キーワード　関数（メソッド）、クラス、クラスメソッド、インスタンスメ

ソッド、メソッドチェーン

第5回                                                          担当:神山　司

【Ruby入門】ライブラリの活用（演習）

キーワード　CGIライブラリ

第6回                                                          担当:神山　司

CGIとWebアプリケーション（演習）

キーワード　Webrick、CGI、Webアプリケーション

評価方法 出席（欠席時は動画視聴）、完成したプログラムの提出

教科書

参考書

その他 前もって履修しておくことが望ましい科目:

授業内容
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授業科目名 Web UI・UXプログラミング演習I

主担当 大藤　幹

授業の方法 講義4回

E-learningの有無 無

科目概要 HTML・CSSの記述と動作の確認を通してUI・UXを設計するための技術的な知識

を学ぶ

習得できる能力 WebサイトのUI・UXを設計するための技術的知識

第1回                                                          担当:大藤　幹

HTMLとCSSとウェブブラウザ（講義）

キーワード　W3C勧告、HTML、CSS

第2回                                                          担当:大藤　幹

マークアップ言語とHTML（演習）

キーワード　HTMLタグ、要素、W3C

第3回                                                          担当:大藤　幹

スタイルシートとCSS（演習）

キーワード　スタイルシート、CSS

第4回                                                          担当:大藤　幹

簡単なWebサイトの設計（演習）

キーワード

評価方法 出席（欠席時は動画視聴）、レポート

教科書

参考書

その他 前もって履修しておくことが望ましい科目: Web UI・UX概論

授業内容
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授業科目名 Web UI・UXプログラミング演習Ⅱ

主担当 野中　文雄

授業の方法 講義6回

E-learningの有無 無

科目概要 Javascriptによる簡単なプログラミングを通してUI・UXを設計するための技術的

な知識を学ぶ

習得できる能力 WebサイトのUI・UXを設計するための技術的知識

第1回                                                          担当:野中　文雄

ウェブブラウザで動くプログラム（講義）

キーワード　Javascript、ECMAScript、W3C、HTML5、AJAX、Jquery

第2回                                                          担当:野中　文雄

Javascript入門（演習）

キーワード　演算子、条件分岐

第3回                                                          担当:野中　文雄

Javascriptとフォーム（演習）

キーワード　FORMタグ

第4回                                                          担当:野中　文雄

Document Object Model（演習）

キーワード　DOM、HTML5

第5回                                                         担当:野中　文雄

Prototype（演習）

キーワード　Prototype

第6回                                                          担当:神山　司

WebAPIの活用（演習）

キーワード　WebSocket

評価方法 出席（欠席時は動画視聴）、レポート

教科書

参考書

その他 前もって履修しておくことが望ましい科目: Web UI・UX概論、Web UI・UXプロ

グラミング演習I

授業内容
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授業科目名 データベース

主担当 電気通信大学　大森　匡　教授

授業の方法 講義4回, 演習1回

E-learningの有無 有

科目概要 複数のユーザ間で一貫したデータの集合を共有して利用・更新するための関係

データベースシステムソフトウェアの原理を学ぶ

習得できる能力 関係データベースシステムの原理

第1回                                                          担当:大森　匡

関係データベースの概要（講義）

キーワード　データベース管理システム，関係データベース、関係データモデル

第2回                                                           担当:大森　匡

関係代数演算，問い合わせ言語（講義）

キーワード　関係代数演算，SQL

第3回                                                          担当:大森　匡

関係代数演算の実行算法と高速化　(講義)

キーワード　１次・２次インデックス，結合算法

第4回                                                          担当:大森　匡

共有データの更新と一貫性維持の理論（講義)

キーワード　正規化，トランザクション，データの一貫性

第５回　　　　　　　　　　　　　　　 担当:大森　匡

　　　関係データベースシステムの現実　(演習)

キーワード　　ＳＱＬ，ビュー，トランザクション

評価方法 原理に関する問題回答と，演習による動作の確認

教科書 北川博之，データベースシステム，オーム社

参考書 データベースの気持ちがわかるＳＱＬはじめの一歩，技術評論社

その他 (教科書は講義概要とほぼ同じ内容の参考書という位置づけであり，自作の講義

資料を当日配布します．参考書は演習用であり，検討中です．）

前もって履修しておくことが望ましい科目:

授業内容
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授業科目名 Webフレームワーク演習

主担当 合資会社オズ　神山　司

授業の方法 講義2回, 演習2回

E-learningの有無 無

科目概要 Webフレームワークを用いた簡単なアプリケーションの作成を題材として、Web

アプリケーションの脆弱性とWebフレームワークの必要性について学ぶ

習得できる能力 フレームワークを用いたアプリケーションの作成、脆弱性の理解

第1回                                                          担当:神山　司

Webフレームワーク概論（講義）

キーワード　Webフレームワーク、Ruby on Rails

第2回                                                          担当:神山　司

Webアプリケーションと脆弱性（講義）

キーワード　脆弱性、SQLインジェクション、ディレクトリトラバーサル、

scriptタグ

第3回                                                          担当:神山　司

Ruby on Rails入門(1)（演習）

キーワード　Ruby、Ruby on Rails、MVC

第4回                                                          担当:神山　司

Ruby on Rails入門(2)（演習）

キーワード　Ruby、Ruby on Rails、MVC、WebAPI、WebSocket

評価方法 出席（欠席時は動画視聴）、完成したプログラムの提出

教科書

参考書

その他 前もって履修しておくことが望ましい科目: Web UI・UX概論、Web UI・UXプロ

グラミング演習I、Web UI・UXプログラミング演習II、Webプログラミング演

習、データベース

授業内容
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授業科目名 ネットワーク基礎

主担当 電気通信大学　加藤　聰彦　教授

授業の方法 講義4回、演習2回

E-learningの有無 有

科目概要 インターネットの仕組みと、プロトコルの役割について学ぶ

習得できる能力 ネットワークに関する技術的知識・技能

第1回                                                          担当:加藤　聰彦

コンピュータネットワーク概論（講義）

キーワード　LAN、WAN、IEEE802.11、トポロジ、OSI基本参照モデル、ネット

ワークプロトコル

第2回                                                           担当:加藤　聰彦

イーサネットとIPネットワーク（講義）

キーワード　MACアドレス、ARP、IPアドレス、サブネットマスク、パケット、

ヘッダ、IPv4、IPv6、ルータ

第3回                                                           担当:加藤　聰彦

TCPとUDP（講義）

キーワード　TCP、UDP、ポート、3wayハンドシェイク、パケット、ヘッダ

第4回                                                           担当:加藤　聰彦

サーバの役割とHTTP・FTP・DNS（講義）

キーワード　サーバ、HTTP、FTP、DNS、DNSレコード、逆引き、DDNS、

DNSキャッシュ

第5回                                                           担当:加藤　聰彦

IPネットワーク構築演習（演習）

キーワード　MACアドレス、ARP、IPアドレス、サブネットマスク、パケット、

ヘッダ

第6回                                                           担当:加藤　聰彦

プロトコル演習（演習）

キーワード　HTTP、FTP、netcat(telnet)

評価方法 出席（欠席時は動画視聴）、演習課題

教科書

参考書 コンピュータサイエンス教科書シリーズ１０（加藤聰彦（著）、インターネッ

ト、コロナ社）

その他 前もって履修しておくことが望ましい科目:

授業内容
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授業科目名 サーバ・ネットワーク構築演習

主担当 NTTネットワーク基盤技術研究所　藤崎　智宏

授業の方法 講義2回, 演習4回

E-learningの有無 有

科目概要 Linuxサーバとネットワークの構築を通して、サーバとネットワークの設定・管

理方法について学ぶ

習得できる能力 Linuxの操作、Webサーバ、NAT・ファイアウォールの構築、VLANの設定

第1回                                                          担当:藤崎　智宏

サーバ構築演習概論（講義）

キーワード　Webサーバ、LAMP、Linux、Apache、MySQL(MariaDB)、nginx

第2回                                                          担当:藤崎　智宏

Linuxのインストールと設定（演習）

キーワード　Linuxコマンド、パッケージ管理システム、設定ファイル、テキス

トエディタ、SSH

第3回                                                          担当:藤崎　智宏

Apache・MySQLのインストールと設定（演習）

キーワード　Apache、MySQL(MariaDB)

第4回                                                          担当:藤崎　智宏

ネットワーク構築演習概論（講義）

キーワード　IPアドレス、MACアドレス、ファイアウォール、NAT、プロキシ、

VLAN

第5回                                                          担当:藤崎　智宏

iptablesのインストールと設定（演習）

キーワード　ファイアウォール、NAT

第6回                                                          担当:藤崎　智宏

VLANと仮想ネットワークインタフェース（演習）

キーワード　タグVLAN、ポートVLAN、仮想ネットワークインタフェース、

tun、tap

評価方法 出席（欠席時は動画視聴）、構築したシステムの動作確認

教科書

参考書 [改訂新版]プロのためのLinuxシステム構築・運用技術 (Software Design plus)

（中井 悦司  (著)、技術評論社）

プロのための〔図解〕ネットワーク機器入門 スイッチ、ルータからファイア

ウォールまで徹底解説（三輪 賢一  (著)、技術評論社）

その他 前もって履修しておくことが望ましい科目: ネットワーク基礎

授業内容
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授業科目名 サーバ・ネットワーク運用技術

主担当 NTTネットワーク基盤技術研究所　藤崎　智宏

授業の方法 講義2回

E-learningの有無 無

科目概要 Linuxサーバとネットワークの運用技術について学ぶ

習得できる能力 運用の手法

第1回                                                          担当:藤崎　智宏

サーバ・ネットワーク運用技術（講義）

キーワード　フールプルーフ、フェイルセーフ、フェイルソフト、フォールトト

レランス、UPS、クラスタ、IPMI

第2回                                                          担当:藤崎　智宏

サーバ・ネットワーク運用技術（講義）

キーワード　モニタリング、死活監視、SNMP

評価方法 出席（欠席時は動画視聴）、構築したシステムの動作確認

教科書

参考書 [改訂新版]プロのためのLinuxシステム構築・運用技術 (Software Design plus)

（中井 悦司  (著)、技術評論社）

プロのための〔図解〕ネットワーク機器入門 スイッチ、ルータからファイア

ウォールまで徹底解説（三輪 賢一  (著)、技術評論社）

その他 前もって履修しておくことが望ましい科目: ネットワーク基礎、サーバ・ネット

ワーク構築演習

授業内容
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授業科目名 情報セキュリティと情報リテラシ

主担当 電気通信大学　前佛　栄　客員教授

授業の方法 講義２回、演習３回

E-learningの有無有

科目概要 情報に対するセキュリティと情報リテラシについて学ぶ

習得できる能力 情報セキュリティに関する知識、情報リテラシを理解する

授業内容 第1回                                                 担当:前佛　栄

情報セキュリティ/情報リテラシ概論（１）（講義）

キーワード　Society5.0時代の情報セキュリティ/情報リテラシ、ネットワーク及

び端末セキュリティ、PMS/ISMSセキュリティマネジメント/リスクマネジメン

ト　（PMS:Privacy Management System, ISMS:Information Security

第2回                                                 担当:前佛　栄

情報セキュリティ/情報リテラシ概論（２）（講義）

キーワード　Society5.0時代の情報セキュリティ/情報リテラシ、ネットワーク及

び端末セキュリティ、PMS/ISMSセキュリティマネジメント/リスクマネジメン

ト　（PMS:Privacy Management System, ISMS:Information Security

第3回                                                 担当:前佛　栄

情報セキュリティと情報リテラシの実際（演習）

キーワード　PMS/ISMS取得のメリット・デメリット

第4回                                                 担当:前佛　栄

企業に取っての改訂個人情報保護（１）（演習）

キーワード　改訂個人情報保護法は企業に有利に働くか

第5回                                                 担当:前佛　栄

企業に取っての改訂個人情報保護（２）（演習）

キーワード　改訂個人情報保護法は企業に有利に働くか

評価方法 出席（欠席時は動画視聴）、レポート

教科書

参考書

その他 前もって履修しておくことが望ましい科目: サイバーセキュリティ演習、法規
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授業科目名 サイバーセキュリティ演習

主担当 廣田 一貴、八木橋 優、三村 聡志、前田 優人

授業の方法 講義3回, 演習3回

E-learningの有無有

科目概要 CTFを通して、脆弱性のできやすいポイントや攻撃手法について学ぶ

習得できる能力 脆弱性に関する知識、攻撃手法、攻撃対策、脆弱性調査、脆弱性情報の収集能力

第1回                                                          担当:廣田、八木橋、三村、前田

クロスサイトスクリプティングとSQLインジェクション（講義）

キーワード　クロスサイトスクリプティング、SQLインジェクション、同一オリ

ジンポリシー、JavaScript、Cookie

第2回                                                         担当:廣田、八木橋、三村、前田

ディレクトリトラバーサルと任意コード実行（講義）

キーワード　ディレクトリトラバーサル、OSコマンドインジェクション、File

Inclusion、アップローダ

第3回                                                          担当:廣田、八木橋、三村、前田

アプリケーションロジックと実装不備（講義）

キーワード　強制ブラウジング、権限不備、クロスサイトリクエストフォージェ

リ、安全なウェブアプリケーションの作り方

第4回                                                         担当:廣田、八木橋、三村、前田

CTF実践演習（演習）

キーワード　キャプチャーザフラッグ

第5回                                                          担当:廣田、八木橋、三村、前田

CTF実践演習（演習）

キーワード　キャプチャーザフラッグ

第6回                                                          担当:廣田、八木橋、三村、前田

CTF実践演習（演習）

キーワード　キャプチャーザフラッグ

評価方法 出席、演習課題

教科書

参考書 セキュリティコンテストチャレンジブック　CTFで学ぼう！情報を守るための戦

い方（碓井 利宣 (著), 竹迫 良範 (著), 廣田 一貴 (著), 保要 隆明 (著), 前田 優人

(著), 美濃 圭佑 (著), 三村 聡志 (著), 八木橋 優 (著), SECCON実行委員会 (監修)、

マイナビ）

体系的に学ぶ 安全なWebアプリケーションの作り方　脆弱性が生まれる原理と対

策の実践（徳丸 浩  (著)、SB Creative）

Webセキュリティ担当者のための脆弱性診断スタートガイド 上野宣が教える情報

漏えいを防ぐ技術（上野 宣 (著)、SE SHOEISHA）

その他 前もって履修しておくことが望ましい科目: ネットワーク基礎、サーバ・ネット

ワーク構築演習、Web UI・UX概論、Web UI・UXプログラミング演習I、Web

UI・UXプログラミング演習II、Webプログラミング演習、データベース

ウェブシステムデザインプログラム　シラバス　 No.11

授業内容



授業科目名 法規

主担当 電気通信大学　本間 高弘　教授

授業の方法 講義3.5回相当, 試験0.5回相当

E-learningの有無 無

科目概要 インターネット上で必要となる法務知識を体系的に学習する。

習得できる能力 インターネット事業の法体系、責任の所在を見極める知識、知的財産・情報発信

の取り扱い上の留意点

第1回                                                       担当:本間　高弘

システム開発に必要な法務知識（講義）

キーワード　知的財産権，外注したプログラムの取扱

第2回                                                      担当:本間　高弘

システム開発に必要な第三者の権利、著作物の取扱（講義）

キーワード　オープンソース, 肖像権, パブリシティ権

第3回                                                      担当:本間　高弘

開発したシステムの保護（講義）

キーワード　システムの保護

第4回                                                       担当:本間　高弘

システム運用に関連する法規、まとめ（講義）

キーワード　プロバイダ責任法、個人情報保護法

評価方法 出席（欠席時は動画視聴）、レポート、試験(各回小テスト, もしくは最後に45分

のテストを行う。詳しくは担当教員の指示に従うこと)

教科書

参考書

その他 前もって履修しておくことが望ましい科目:

ウェブシステムデザインプログラム　シラバス　No.12

授業内容



授業科目名 ソフトウェア開発とマネジメント

主担当 東芝ソリューション株式会社　岩船　誠司

授業の方法 講義2回, 演習2回

E-learningの有無 無

科目概要 ソフトウェア開発に必要なマネジメントと品質管理の知識を学ぶ

習得できる能力 マネジメントと品質管理の知識

第1回                                                         担当:岩船　誠司

ソフトウェア開発とマネジメント（講義）

キーワード　PMBOK、SQuBOK、マネジメント、ソフトウェア品質、QA

第2回                                                          担当:岩船　誠司

マネジメントと品質管理の手法（講義）

キーワード　デバック、テスト、ソフトウェア開発モデル、開発プロセス、

PMBOK、SQuBOK、QA、テスト自動化

第3回                                                          担当:岩船　誠司

[PBL]演習（演習）

キーワード　ディスカッション

第4回                                                          担当:岩船　誠司

[PBL]演習（演習）

キーワード　ディスカッション

評価方法 出席（欠席時は動画視聴）、PBL成果物

教科書

参考書

その他 前もって履修しておくことが望ましい科目: Web UI・UXプログラミング演習I、

Web UI・UXプログラミング演習II、Webプログラミング演習、Webフレームワー

ク演習

授業内容
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授業科目名 クラウドコンピューティング

主担当 国立情報学研究所　石川冬樹　准教授

授業の方法 講義3回, 演習1回

E-learningの有無 無

科目概要 幅広く活用されるクラウドコンピューティングについての基礎を学ぶ

習得できる能力 クラウドについて理解する

第1回                                             担当:石川　冬樹

クラウドの役割（講義）

キーワード　クラウドコンピューティング、仮想化

第2回                                             担当:石川　冬樹

クラウドのサービスとその利用（講義）

キーワード　仮想マシン、ストレージ、ネットワーク、データベース

第3回                                             担当:石川　冬樹

クラウドにおけるスケーラビリティ（講義）

キーワード　CAP定理、BASEトランザクション、オートスケーリング

第4回                                             担当:石川　冬樹

クラウド実践演習（演習）

キーワード　仮想マシン、ストレージ、ネットワーク、データベース

評価方法 出席（欠席時は動画視聴）、演習課題

教科書

参考書

その他 前もって履修しておくことが望ましい科目: ネットワーク基礎、サーバ・ネット

ワーク構築演習、Web UI・UX概論、Web UI・UXプログラミング演習I、Web

UI・UXプログラミング演習II、Webプログラミング演習、データベース

授業内容
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授業科目名 最新技術手法

主担当 NRIセキュアテクノロジーズ株式会社　野口　大輔・NRIセキュアテクノロジー

ズ株式会社　大塚　淳平・株式会社ＬＩＦＵＬＬ　清田　陽司

授業の方法 講義４回

E-learningの有無 無

科目概要 ウェブシステムデザインに関する様々な最新技術手法とその考え方について学ぶ

習得できる能力 ウェブシステムデザインに関しての最新技術とその考え方を多面的に理解する

第1回                                                          担当:清田　陽司

AI技術の動向（講義）

キーワード

第2回                                                          担当:清田　陽司

AI技術の動向（講義）

キーワード

第3回                                                          担当:大塚　淳平

企業のセキュリティ対策動向（講義）

キーワード

第4回                                                          担当:野口　大輔

自動車のセキュリティ動向（講義）

キーワード

評価方法 出席（欠席時は動画視聴）、レポート課題

教科書

参考書

その他 前もって履修しておくことが望ましい科目: ネットワーク基礎、サーバ・ネット

ワーク構築演習、Web UI・UX概論、Web UI・UXプログラミング演習I、Web

UI・UXプログラミング演習II、Webプログラミング演習、データベース、クラウ

ドコンピューティング、サイバーセキュリティ演習

授業内容
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授業科目名 データサイエンス

主担当 電気通信大学　山本 渉　講師

授業の方法 講義2回, 演習2回

E-learningの有無 無し

科目概要 データサイエンスの概要と、基本的なアルゴリズムについて学ぶ

習得できる能力 データマイニング手法、機械学習、R、可視化、ソーシャルネットワーク分析な

第1回                                                          担当:山本　渉

データサイエンス概論（講義）

キーワード　統計的データ解析、データマイニング、データサイエンス、パター

ン学習、統計的学習理論

第2回                                                          担当:山本　渉

ウェブにおけるデータサイエンス（講義）

キーワード　分類予測、アンサンブル学習、サポートベクトルマシン、ランダム

フォレスト

第3回                                                          担当:山本　渉

実応用例の紹介と演習（演習, 講義）

キーワード　R、Python、Perl、Ruby

第4回                                                          担当:山本　渉

Webデータの解析（演習）

キーワード　データマイニング

評価方法 出席、演習課題

教科書

参考書

その他 前もって履修しておくことが望ましい科目:

授業内容
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授業科目名 AI

主担当 電気通信大学　栗原　聡　教授

授業の方法 講義4回

E-learningの有無 無

科目概要 AI関連で使われている手法や活用方法について学ぶ

習得できる能力

第1回                                                          担当:栗原　聡

人工知能概論（講義）

キーワード　チューリングテスト、モンテカルロ法、ビッグデータ、機械学習、

深層学習

第2回                                                          担当:栗原　聡

AIとIoT（講義）

キーワード　IoT, デバイス, ゲートウェイ, サーバ

第3回                                                          担当:栗原　聡

AIとビジネス活用（講義）

キーワード　ビジネス、WEBマイニング、クラウドソーシング

第4回                                                          担当:栗原　聡

AIとこれからの社会（講義）

キーワード　AIと仕事、社会

評価方法 出席（欠席時は動画視聴）、レポート

教科書

参考書

その他 前もって履修しておくことが望ましい科目:

授業内容
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授業科目名 深層学習

主担当 電気通信大学　柳井　啓司　教授

授業の方法 講義2回, 演習2回

E-learningの有無 無

科目概要 画像認識を中心に学習方法や畳み込みネットワークについて学ぶ

習得できる能力

第1回                                                     担当:柳井　啓司

深層学習概論（講義）

キーワード　機械学習と深層学習の違い、画像、言語、音声による活用

第2回                                                     担当:柳井　啓司

画像における深層学習（講義）

キーワード　畳み込みネットワーク、学習方法、誤差逆伝搬法

第3回                                                     担当:柳井　啓司

実応用例の紹介と演習（演習, 講義）

キーワード　領域分割、画像生成、自動運転

第4回                                                     担当:柳井　啓司

学習済みネットワークの実行（演習）

キーワード　簡単なネットワークの学習

評価方法 出席（欠席時は動画視聴）、レポート

教科書

参考書

その他 前もって履修しておくことが望ましい科目:

授業内容
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