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はじめに 

本報告書は、平成 28 年度文部科学省「成長分野等における中核的人材養成な
どの戦略的推進事業」において「地域版学び直し教育プログラム等の開発・実証」
を目的とした「職域プロジェクトＡ」として、国立大学法人電気通信大学が受託
した「ウェブシステムデザインプログラム」の成果の概要をまとめたものである。 

 
ウェブは、現代においては企業ビジネスにおいて広告媒体、E コマース、企業

間取引、企業内システムなど様々な形態で利用をされており、ウェブを利用しな
い企業はないと言っても過言ではない。そうした状況であるにもかかわらず、中
小企業ではウェブの専門家がおらず、効果的なウェブの利用ができていない場
合が多く、こうした問題を解決するための教育が必要であると考える。特に本学
が立地する東京多摩地区においては、東京都心部に比べて中小の企業が多く、ビ
ジネスにおいてウェブを利用しているものの、すべて外注で専門家が不在、もし
くは技術者はいるもののウェブに関して体系的な学習を行った経験がないまま
にウェブの専門家として働いている、といったような問題がある。さらにこうし
た状況から、技術進歩が速いウェブ技術に関する最新のトレンドを追えておら
ず、ウェブを業務に十分生かせていないという現実もある。 

 
そこで、本プログラムでは、ウェブシステムを体系的に理解し、ウェブでの新

たな技術革新を展開し、主に企業内での後進への技術的・技能的指導が可能な中
核的専門人となる社会人を養成するための『ウェブシステムデザインプログラ
ム（Web System Design Program）』の教育プログラムを実施する。ウェブに代
表される IT分野における数多くの研究者や技術者を輩出してきた本学の教育研
究力と資源を最大限に活用し、またウェブに関する実務経験の豊富な国内の主
要機関との連携も行うことにより、社会人向けの平日夜間および週末開講、さら
にはウェブサイトでの e-ラーニングの活用による、高度で有用な履修証明プロ
グラムを実施することで目的とする人材の輩出を可能とする。なお、本プログラ
ムの開発にあたっては、地元多摩地域の企業や調布市等の協力を得て、地元企業
等へのアンケート調査の実施等により、地域のニーズに応じたオーダーメイド
型地域版学び直しプログラムとすることが特徴となっている。具体的には実施
したアンケート結果をもとに、想定される受講者である多摩地区企業の経営者、
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技術者のニーズと照らし合わせて、カリキュラムを「Web 技術」、「ネットワー
ク」、「セキュリティ」、「法規とマネジメント」及び「最新技術」の 5 分野に整理
し、それぞれの分野で講義と実習の時間配分を調整し、社会人の履修環境に合わ
せて、e-ラーニング、ビデオ配信、対面授業を組み合わせたカリキュラムを作成
した。 

 
本年度は初年度であり、来年度の実施へ向けた準備作業を中心に行った。採択

された 6 月から 9 月までは下準備を行い 8 月の事務室発足や主に本学大学院生
を中心とした教務補佐員の確保、さらには実質的な作業を行う 5 つのワーキン
ググループを発足させ、実際の準備作業の体制をまず整え、順次、作業を開始し
た。その後、10 月に準備委員会を実施し、12 月及び 2 月の運営委員会では各ワ
ーキンググループでの実施内容を踏まえて議論を行い、2 月中旬の外部評価委員
会で本年度のこれまでの準備状況に関する評価を得た。来年度については、実際
の授業を実施する予定で、平成 29 年 9 月から 2 月までの期間を予定している。 
 
なお、本プログラムの準備作業は、多くの協力者によって成り立っている。特

に、準備委員会、運営委員会、外部評価委員会の各委員会委員、5 つのワーキン
ググループの委員、授業内容の検討およびシラバス作成を行った授業担当予定
の講師、多摩地区企業へのアンケートの実施にあたってボランティア的に協力
して頂いた地元金融機関、さらには本プログラム事務室の関係者、その他多くの
関係者の協力に、深く感謝申し上げるとともに、来年度も引き続きのご協力をお
願い申し上げる次第である。 

 

ウェブシステムデザインプログラム 事業責任者 柳井啓司 
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Ｉ． 委託業務概要 

1． 事業概要 

（１） 事業名称 
 ウェブシステムデザインプログラム 

※ プログラム名称について 
 文部科学省への事業計画書の提出時は、ウェブデザイン技能検定への対応を主
眼とする「ウェブデザインプログラム」としていたが、その後、準備委員会等にお
いて、ウェブデザイン検定の内容を含むより広範囲なウェブシステム全体に関わ
る技術の体系的な習得を目的とした「ウェブシステムデザインプログラム」とする
ことが決定した。本報告書は、新旧のプログラム名称の使い分けはせず新名称で記
載している。 

 
（２） 事業責任者（事業全体の統括責任者） 

職名 情報理工学研究科・教授 
氏名 柳井 啓司 
電話番号 042－443－5333 
E-mail yanai@inf.uec.ac.jp 

 
（３） 事業の目的 
ウェブシステムの設計から構築・運営までの広範な知識を持った技術者が不足してお

り、技術的・技能的指導のできる中核的専門人材の養成が急務となっている。 
電気通信大学では、社会人や学生を対象にウェブシステム設計を中心とした IT に関す

る体系的な学び直しの機会を提供し、技術的・技能的な専門知識を擁した人材を養成する
教育プログラム（年間 120 時間以上）を平成 29 年度から開講することを計画している。 
本事業では、多くの研究者や技術者を輩出してきた本学の教育研究力と資源を活用し、

国内の主要機関との連携により、社会人向けの週末開講及びウェブサイトでの e-ラーニン
グによる高度で有用な履修証明プログラムを実施することで目的とする人材の輩出を可能
とする。 
なお、本プログラムの開発は、地元多摩地域の企業や調布市等の協力を得て、地元企業等

へのアンケート調査の実施等により、地域のニーズに応じたオーダーメイド型地域版学び
直しプログラムとしている。  
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2． 教育プログラムの内容 

Web システム設計を中心に「Web 技術」、「ネットワーク」、「セキュリティ」、「法規と
マネジメント」及び「最新技術」の５分野からなるウェブシステムデザインを体系的に整
理し、組織内での技術的・技能的指導へ生かすことのできる中核的専門人材を養成する。 
以下に、科目関連図と科目概要を示す。 

 

図 1 科目関連図 
 
 

表 1 科目概要 

科目名 概要 

Web UI・UX 概論 
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 

Web プログラミング演習 
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 

Web UI・UX プログラミング演習 I 
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 

Web UI・UX プログラミング演習 II 
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 
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データベース 
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 

Web フレームワーク演習 

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 

ネットワーク基礎 
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 

サーバ・ネットワーク構築演習 
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 

サーバ・ネットワーク運用技術 
サーバとネットワークの運用技術について
学ぶ 

情報セキュリティと情報リテラシ 
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 

サイバーセキュリティ演習 
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 

法規 
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 

ソフトウェア開発とマネジメント 
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 

クラウドコンピューティング 
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 

最新技術手法 
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 

データサイエンス 
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 

AI 
AI 関連で使われている手法や活用方法につ
いて学ぶ 

深層学習 
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 
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3． 事業の実施体制 

本プログラムは電気通信大学大学教育センターに設置した「ウェブシステムデザインプ
ログラム運営委員会」のもとで教材の開発から授業実施、学修管理までの企画・運営を行う。 
本プログラムの科目は、本学学術院に所属する教員とプログラムに参画する外部機関の協
力により派遣される外部講師により実施する。教材は本学「e ラーニングセンター」の LMS
（学習管理システム）で提供され、受講生の予習・復習及び演習、及びその学修履歴が蓄積
される。シラバスや成績は教務課学務情報システムで管理する。産業界や学協会からの委員
で構成される外部評価委員会は受講生の学修課程において、このプログラムが適切に運営
されているか評価する。以下に実施体制図を示す。 
 

 

図 2 実施体制 
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4． 平成 28年度の事業計画・成果目標 

（事業計画） 
月 事業の内容 

9 月 
 

１０月 
１１月 
１２月 
１月 
２月 

事務局体制の整備 
事業内容の検討 
１．プログラム設計 
２．企業、社会人へのアンケート調査 
３．e ラーニングシステム構築、試験運用 
４．Web サイト構築、試験運用 

 
（成果目標） 
協議の場としての「ウェブシステムデザインプログラム運営委員会」を開催する。履修プ

ログラム全体について議論し、企業、社会人からのアンケートの実施、科目の内容等につい
て検討、教材開発（テキスト開発、実習環境構築）を行う。 
 
平成 28 年度の事業計画は次のとおりである。ウェブシステムデザインプログラム運営委

員会を立ち上げ、委員会での議論を踏まえ、企業、社会人からのアンケート調査（要望調査）
を実施する。さらに、外部評価委員会の意見も踏まえて、想定した科目の内容等について検
討し決定するとともに具体的な教材開発（テキスト開発、実習環境構築）を行う。また、平
成 28 年度ウェブシステムデザインプログラム年度事業報告書を作成する。 
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II． 平成 28 年度事業の実施内容 

1. 組織、会議、委員会等の設置・開催 

事業計画に基づき、本事業を実施するにあたり円滑な運営を図るため、「ウェブシス
テムデザインプログラム事務室」を設置した。その上で、「ウェブシステムデザインプ
ログラム準備委員会」を設け、ウェブシステムデザインプログラム事業を支える運営委
員会が設置されるまでの間、運営委員会で審議する予定の企画案を作成するための業
務を行った。また、ウェブシステムデザインプログラム準備委員会の傘下に４つのワー
キンググループを設置した。具体的には、「プログラム設計ワーキンググループ」、「企
業等アンケート調査ワーキンググループ」、「e ラーニングシステム構築ワーキンググル
ープ」、「Web サイト構築ワーキンググループ」である。その後、ウェブシステムデザ
インプログラム準備委員会を移行する形でウェブシステムデザインプログラム運営委
員会を設置した。また、ウェブシステムデザインプログラムにおいて実施した事業の実
績について、学外の委員による外部評価を受け、より良い事業に反映するため、「ウェ
ブシステムデザインプログラム外部評価委員会」を設置した。以下に本プログラムにお
ける事項を表 2 としてまとめた。 

 
表 2 年間事業事項 

月 実施内容 
8 月 ウェブシステムデザインプログラム事務室設置（8 月 1 日） 
9 月 プログラム設計ワーキンググループ打ち合わせ（9 月 15 日） 
10 月 第 1 回準備委員会（10 月 5 日） 
 第 1 回プログラム設計ワーキンググループ（10 月 5 日） 
 第 1 回 Web サイト構築ワーキンググループ（10 月 10 日） 
 第 2 回 Web サイト構築ワーキンググループ（10 月 17 日） 
 第 2 回準備委員会（10 月 31 日） 
11 月 第１回 e ラーニングシステム構築ワーキンググループ（11 月 30 日） 
12 月 第 1 回運営委員会（12 月 2 日） 
 第 2 回プログラム設計ワーキンググループ（12 月 2 日） 
1 月 第 2 回 e ラーニングシステム構築ワーキンググループ（1 月 31 日） 
 第 3 回 Web サイト構築ワーキンググループ（1 月 31 日） 
2 月 第 2 回運営委員会（2 月 6 日） 
 第 1 回外部評価委員会（2 月 15 日） 
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2. 事務室体制の設置 

ウェブシステムデザインプログラム事務室におけるスタッフは、以下に示す本学職員、コ
ーディネーター、教務補佐員、事務職員派遣で構成した。 
z 教務課事務担当者 

菊池 隆 
 

z ウェブシステムデザインプログラムコーディネーター 
峯水 延浩 

 
z 教務補佐員 

山本 翔平  赤澤 亮弥  滝沢 響吾  福永 秀樹  今田 寛 
知念 優治  花井 佑太  水口 七海  内田 優一 

 
z 事務職員派遣 

辛島 祐子  山崎 麻美子 
 
また、各スタッフは本事業を効率的に遂行するため、以下の表 3 に示すワーキンググル

ープ(WG)もしくは事務を担当する。○は委員、obs はオブザーバーとして会議に参加し業
務を補佐することを意味する。 

 表 3 各スタッフの担当業務 

スタッフ 
準備 
委員会 

運営 
委員会 

外部評価 
委員会 

プログラム 
WG 

アンケート 
WG 

EL 
WG 

WEB 
WG 

事
務 

峯水 延浩 ○ ○ obs ○ ○ ○ ○ ○ 
山本 翔平      obs   ○   

赤澤 亮弥    ○         

滝沢 響吾     obs ○       

福永 秀樹     obs ○       

今田  寛     obs obs ○ obs   

知念 優治     obs obs obs obs ○ 
花井 佑太     obs   obs obs   

内田 優一    obs     

水口 七海             ○ 

辛島 祐子            ○ 
山崎麻美子            ○ 
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3. 準備委員会の開催 

ウェブシステムデザインプログラム準備委員会は、「ウェブシステムデザインプログラム」
事業を支える運営委員会が設置されるまでの間、運営委員会で審議する予定の企画案を作
成するための業務を行った。会議は 2 回行われ、第１回準備委員会では、主な検討内容とし
て、プログラム設計、多摩地区企業ニーズ構築、e-ラーニングシステム構築、Web サイト構
築、その他業務５つの事項を調査し、本プログラムの趣旨にあった企画案を作成した。第２
回準備委員会では、主な検討内容として、プログラム名称の変更を行った。以下に、表 4 と
して準備委員会ならびに運営委員会の構成員を、表 5 として準備委員会概要を示した。 

 
表 4 準備委員会の構成員 

氏  名 所 属 ・ 職名 備   考 

1 柳井 啓司 情報理工学研究科・教授 事業責任者、委員長 

2 中嶋 信生 産学官連携センター長   

3 柏原 昭博 e ラーニングセンター長  

4 沼尾 雅之 情報理工学研究科・教授   

5 兼岩  憲 情報理工学研究科・教授   

6 大須賀昭彦 情報理工学研究科・教授   

7 石川 冬樹 情報システム学研究科・客員准教授   

8 峯水 延浩 
ウェブシステムデザインプログラム 
コーディネーター 

  

9 陸名  明 教務課長   

10 菊池  隆 教務課専門職員 事務担当者 

11 中野 和司 理事（教育・国際戦略担当） オブザーバー 

12 阿部 浩二 副学長（教育担当） オブザーバー 
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表 5 準備委員会概要 

会議名 ウェブシステムデザインプログラム準備委員会 

目 的 
準備委員会は、「ウェブシステムデザインプログラム」事業を支える

運営委員会が設置されるまでの間、運営委員会で審議する予定の企画案
を作成するための業務を行う。 

検討した 
具体的内容 

第１回検討内容 
・主に下記の事項を調査し、本プログラムの趣旨にあった企画案を作成
する 
① ウェブシステムデザインプログラム準備委員会のミッションにつ

いて 
② ウェブシステムデザインプログラム専門 WG のミッションと作業

工程について 
③ ウェブシステムデザインプログラム公式ウェブサイト仕様書につ

いて 
④ 平成 28 年度「成長分野等における中核的専門人材養成等の戦略的

推進」事業に係る計画変更について 
⑤ その他 
 
第２回検討内容 
・プログラム名称を変更する 
「ウェブデザインプログラム」→「ウェブシステムデザインプログラム」 

委員数 12 人 開催実績 2 回 
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第１回準備委員会 
平成 28 年 10 月 5 日（木）15:00〜16:40 本館５階会議室 1 

 
 
 
 
 

 
陪席者（オブザーバー）：  中野理事、阿部副学長 
事務局        ：  山本・赤澤（教務補佐員） 

 
アンケートによってプログラムが動くので、アンケート WG は速やかに動き始める必要

がある。 
 
ウェブサイトは Web サイト構築 WG の担当だが、既に事務室の方で先行して進めてい

る。公式 Web サイトの作成は本年度中に完成。コンテンツについてはＷＧで内容を検討す
る。年度末頃に決まる内容についてのコンテンツは後からに追加する予定。一通り動くよう
なものは 1 月末には公開する。現在の作業スケジュールに基づいて言うと、12 月中に動く
状態でファイルを納品する。コンテンツの方は年度末までに決定するので、1 月末に完成さ
せ、2 月末に報告書を出す予定である。 
 
それまでにカリキュラムも決まっていると思うので、妥当なスケジュールだと思う。 
 
当初の事業計画からは人件費の項目に変更がある。教務補佐員には学生が入ったが、学生

は付帯経費が少なく済むのでその分減額された。WG の数に合わせて教務補佐員を追加し
たため、OA 機器レンタルの項目が増額された。 

 
雑役務に関して、Web サイト構築の項目が減額され、代わりにアンケートの対象に高校

生を追加する可能性も考慮して増額している。新たに受講者向けのパンフレット制作を考
え、予算を追加した。 

  

柳井 ○ 中嶋 ○ 柏原 ○ 沼尾 ○ 兼岩 × 

大須賀 × 石川 ○ 峯水 ○ 陸名 ○ 菊池 ○ 

中野 ○ 阿部 ○       

 



14 
 

【メール審議】第２回ウェブシステムデザインプログラム準備委員会の開催について 
 
 
 標記のことについて、委員の日程上、下記のとおりメール審議を行いますので、よろし

くお取り計らい願います。 
 お手数ですが、審議結果は 10 月 28 日（金）正午までにご連絡願います。ご連絡がな

い場合は了承されたと見なしますので、ご了承願います。 
 
                   記 
 
議題１．ウェブデザインプログラムの名称変更について 
 
 本件に関して、新ためて下記理由により、変更したいのでご審議願います。 
文科省へ申請した平成 28 年度「成長分野等における中核的専門人材養成等の戦略的推

進」事業企画提案では、ウェブデザイン技能検定への対応を主眼とするプログラムとするこ
とを想定していたため事業名を「ウェブシステムデザインプログラム」とした。 

 採択後、第１回ウェブシステムデザインプログラム準備委員会（平成 28 年 10 月 5 日
開催）のとき、委員からの意見や文科省からのコメントを踏まえて、第１回プログラム設計
WG（平成 28 年 10 月 5 日開催）で検討した結果、Web デザイン検定の内容を含むより広
範囲な Web システム全体の設計に関わる技術の体系的な習得を目的としたプログラム名に
変更した方が望ましいとの意見が大半を占め、その方針が WG で認められた。このことを
受けて、ウェブシステムデザインプログラム準備委員会でプログラム名称を変更した。 

 なお、プログラムの名称変更について、文科省の担当者に照会しましたところ、実績報
告書で記載すれば変更してよいとの回答を得ていることを申し添えます。 
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4. 運営委員会の開催 

ウェブシステムデザインプログラムの円滑な実施に関し、その運営について審議を行う
ため、ウェブシステムデザインプログラム運営委員会を設置した。運営委員会では、主な検
討内容として、事業計画及び事業経費、企業・社会人へのアンケート調査（要望調査）の実
施、教材開発（テキスト開発、実習環境構築）、ウェブシステムデザインプログラムの教育
方法、プログラム履修生の募集方法等、プログラム開発事業成果報告書の作成の 6 つの事
項に関して議論を行った。 

 
表 6 運営委員会の構成員 

氏  名 所 属 ・ 職名 備考 

1 國分 明男 一般財団法人インターネット協会・副理事長              

2 清田 陽司 
株式会社ネクスト グループ経営戦略部 Ｒ＆Ｄユニット リッ
テルラボラトリーグループ・主席研究員 

 

3 藤崎 正範 株式会社ハートビーツ・代表取締役  

4 長島  剛 多摩信用金庫価値創造事業部・部長  

5 柳井 啓司 電気通信大学・教授 委員長 

6 中嶋 信生 電気通信大学 産学官連携センター長  

7 柏原 昭博 電気通信大学 e ラーニングセンター長  

8 沼尾 雅之 電気通信大学・教授  

9 兼岩  憲 電気通信大学・教授  

10 大須賀昭彦 電気通信大学・教授  

11 萩元 良二 電気通信大学・副理事  

12 石川 冬樹 電気通信大学・客員准教授  

13 峯水 延浩 
電気通信大学 
ウェブシステムデザインプログラム・コーディネーター 
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表 7 運営委員会概要 

会議名 ウェブシステムデザインプログラム運営委員会 

目 的 
ウェブシステムデザインプログラムの円滑な実施に関し、その運営について

審議を行うため、ウェブシステムデザインプログラム運営委員会を設置する。 

検討した 
具体的内容 

第１回検討内容 
① 平成 28 年度事業計画及び所要経費について 
② 専門ワーキンググループについて 
③ 企業等へのアンケート調査の実施について 
 
第２回検討内容 
① 平成 29 年度ウェブシステムデザインプログラムのカリキュラムについて 
② 平成 29 年度ウェブシステムデザインプログラムのシラバスについて 

委員数 13 人 開催実績 2 回 
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第 1 回運営委員会 
平成 28 年 12 月 2 日（金）10:00〜12:00  

電気通信大学本館別館 危機対策本部(1 階) 
 
 
 
 
 
 
 
陪席者（オブザーバー）：  中野理事、阿部副学長 
事務局        ：  陸名・菊池（教務課）、山本（教務補佐員） 
 

（説明）本プログラムと運営委員会の趣旨、準備委員会と専門ＷＧの活動状況や事業名がウ
ェブデザインプログラムからウェブシステムデザインプログラムに変更となったこと、委
託費の措置がされている間の受講料は無料とする説明があった。 

 
（報告）平成 28 年度事業計画及び所要経費について報告があった。 

 
報告事項１．専門ワーキンググループについて「電気通信大学ウェブシステムデザインプ

ログラムの実施に関する規定」第 9 条の規定に基づき、専門 WG と WG の委員について、
報告があった。 

 
議題１．企業等へのアンケート調査の実施について企業等へのアンケート調査の実施内

容について以下のとおり説明があった。 
Q．実際にプログラムを受ける社会人を対象とした質問 

どのような開催形態が参加しやすいか 
どのような分野の講義を受けたいか、受けさせたいか 
 

（説明）アンケートの配布先は地元金融機関に紹介の依頼を考えており、民間企業 70 社か
ら回答を得ることを目標としている旨の説明があった。 

 
Ｑ．企業向けアンケートは誰を対象にしたアンケートなのか。提案のアンケートは前半が受
講生向け、後半が経営者向けの質問になっている。 
 
（提案）IT 関連の一般的な講座では、会社から指示を受け、講座に参加することが通例と

國分 ○ 清田 ○ 藤崎 × 長島 ○ 柳井 ○ 

中嶋 × 柏原 ○ 沼尾 × 兼岩 ○ 大須賀 × 

萩元 ○ 石川 ○ 峯水 ○     
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なっており、参加費も会社側で負担することが一般的である。従って、はじめから経営者を
対象とし、それとは別に個人的に参加する人にも大いに期待するのであれば受講生向けの
アンケートを作ってはいかがかとの提案があった。 

 
（説明）アンケートは社員のレベルを上げたいと考えている経営者向けと自発的に自分の
レベルを上げたいと考えている社員向けを複数個用意することの説明があった。 

 
（意見）収集、結果の開示をはじめ、アンケートは対象者ごとに完全に切り分け、また、経
営者が社員を講座に派遣する場合、夕方以降の講座に参加させると残業代を考慮しなけれ
ばならず、昼時の講座に参加させたいという結果が多くなると考えられる旨の意見があっ
た。 
 
（説明）本プログラムは来年の 10 月から開始し、プログラムの参加者を募集する時期はお
およそ来年の７月を計画している旨の説明があった。 

 
Ｑ．講義のレベルは大企業向けなのか、あるいは中小企業向けなのか、また、どのレベルに
合わせるのかという質問があった。 
 
（意見）アンケート先の企業は調布市付近、京王線沿線の企業にするべきであるという意見
があり、募集人数 15 人と人数により、アンケートを取った人たちの中からそのまま何人か
に本プログラムを受けてもらえるようなアンケートにするべきであるとの意見があった。 

 
（説明）e-ラーニングを活用することを前提にプログラムを組んでいること、学内で行う講
義も録画し、講義に参加できなかった受講生のことも考慮することの説明があった。 

 
（説明）ある企業では、経営者を対象に、何故社員に学ばせたいのか、何を社員に学ばせた
いのか、受講料がいくらなら講座を受けさせたいのか、何人講座を受けさせたいのか、等を
聞いていると説明があった。審議の結果、一人ひとりのエンジニアにアンケートを取らない
こと、講義自体は平日の夜間と土曜日に行うが、土曜日の講義に対して、会社側から手当て
が出ているかどうかはわからない旨の説明があった。 

 
（説明）アンケートは現状の対象とする受講者から経営者を対象としたものに変える方向
で考えがまとまっている旨の説明があった。 

 
（説明）エンジニア一人ひとりの意見は集めにくいこと、集めるとしたら貼り出すか、単発
講義を開いてその講義に集まった人に対して直接アンケートをとるくらいしか方法がない
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旨の説明があった。今回のアンケートは紙媒体だけではなく、ウェブでも答えられる形式に
し、社内メール等で直接エンジニアへアンケートを実施する予定である旨の説明があった。 

 
（意見）ウェブ形式は中小企業では可能かもしれないが、大企業ではアンケートへの動機付
けが難しいかもしれないとの意見があった。 

 
（説明）何十万で様々な属性を持つネットのユーザーに対して、属性を絞りつつアンケート
調査が外注できることの説明があった。 

 
（意見）アンケートは電気通信大学周辺の会社の方に答えてもらいたいので考えをまとめ
るという意見があった。 

 
（結論）審議の結果、アンケートの対象者は経営者を実施中心とすることとした。また、今
後アンケート調査事項は事業責任者とコーディネーターで修正し、その結果を各委員へ電
子メールでお知らせすることとなった。 
 
議題２．プログラムの運営について 

（提案）プログラム設計 WG で検討したカリキュラム案について資料に基づき、説明があ
った。 
 
（提案）ウェブシステムの作り方、サーバのセキュリティより、ウェブシステムのセキュリ
ティについての講義を行いさらにシステムは座学だけではなく、実際に触れることができ
る実験形式も取り入れる旨の提案があった。 

 
（説明）ウェブシステムのセキュリティに関して、学内の専門コースに内部講師で賄うこと
が可能である旨の説明があった。 

 
（意見）座学と実験の両方を取り入れるとなると授業時間が足りるかわからないという意
見があった。 
 
（提案）講義ジャンル全体として、マルチデバイス、アクセシビリティも視野に入れたウェ
ブシステムデザインの追加提案があった。 

 
（意見）PC やスマートフォン等、すでに存在するプラットフォーム上で講義を行うのであ
ればカリキュラムは現行のものでよいという意見があった。しかし、IoT 等最新の技術を視
野に入れる場合、これでは足りないという意見もあり、IoT に関しては一定の需要があると
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考えられるため、込み入った講義ができるとよいという意見もあった。 
 

（意見）どの企業レベルを対象に講義を展開するかどうかで講義内容も変わってくること、
また、中小企業の場合、中途採用などで基礎知識はすでに持っている方が集まっており、逆
に３０人以上の規模の企業のほうが需要はあるのではないか、という意見もあった。 

 
Ｑ．普通のウェブサイトを作るときに行うアクセス解析は大切ではないかという質問があ
った。 
Ａ．アクセス解析はマーケティングにて行う旨の説明があった。 

 
（意見）講義は内容を目的に受講生が集まる場合と講師を目的に受講生が集まる場合があ
るため予算に余裕があるならば外部講師に誰を呼んでほしいかというアンケートを追加し
てもいいかもしれないという意見があった。さらに、地元金融機関が現在想定しているアン
ケート配布先の企業では、社長自らが講師を引き受けてくれる可能性がある旨の説明があ
った。 

 
（結論）審議の結果、調布市周辺の需要がわかると心強いこと、セキュリティ分野を充実し、
IoT、モバイルの講義も先端手法として講義に追加することとし、基本的には WG に一任で
進め、進捗があれば各委員へ電子メールでお知らせすることとなった。 

 
（説明）e ラーニングシステム構築ＷＧで検討した進捗状況について資料と、さらに学内の 
e-ラーニングシステムを本プログラムにも流用したい旨の説明があった。 
 
（結論）基本的には WG に一任として進め、進捗があれば各委員へ電子メールでお知らせ
することとなった。 
 
（説明）Web サイト構築 WG の進捗状況について資料及びウェブサイトの利用目的につい
て説明があった。 
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第２回運営委員会 
平成 29 年 2 月 6 日（月）10:00〜12:00 

電気通信大学本館別館 第一会議室(２階) 
 
 
 
 
 
 
 
陪席者（オブザーバー）：  中野理事、阿部副学長 
事務局        ：  陸名（教務課）、山本（教務補佐員） 
 
 
報告事項１．企業等へのアンケート調査の実施について  

資料「ウェブシステムプログラムにおけるカリキュラム編成等のためのアンケー
ト調査（経営者、経営企画、管理部門の方)－サマリー」、資料「ウェブシステムプログラム
におけるカリキュラム編成等のためのアンケート調査（IT 関連の業務に従事している方）
－サマリー－」資料「ウェブシステムプログラムにおけるカリキュラム編成等のためのアン
ケート調査(学生)－サマリー－」に基づき、報告があった。 

 
（意見）本学先端工学基礎課程の学生は高校を卒業後、働きながら通っている人も多いの
で、基礎を学びたいという意見が多くなった可能性がある旨の意見があった。 

 
（説明）e-ラーニングによる演習は決まった時間にしか受けられないのかという質問があ
り、任意の時間に受講が可能であると e-ラーニングの説明があった。 

 
Ｑ．本アンケートでは e-ラーニングと講義配信は別の単語で設問を設けたかどうかという
質問があった。 
Ａ．本アンケートでは同一の単語で質問をした旨の説明があった。e-ラーニングと講義配信
を混同して回答している人間がいる可能性があると補足の説明があった。本プログラムで
は e-ラーニングと講義配信のどちらも扱うという説明があった。 

 
報告事項２．専門ワーキンググループについて 
１）Web サイトに関する事項について 
 資料「ウェブシステムデザインプログラム サイト トップページ（案）」、資料「ウ

國分 ○ 清田 ○ 藤崎 × 長島 ○ 柳井 ○ 

中嶋 ○ 柏原 × 沼尾 × 兼岩 × 大須賀 ○ 

萩元 ○ 石川 ○ 峯水 ○     
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ェブシステムデザインプログラム 講座内容ページ（案）」、資料「ウェブシステムデザイン
プログラム ネットワーク（案）」資料「ウェブシステムデザインプログラム ロゴ（案）」
に基づき報告があった。 
（意見）WordPress を用いる場合、セキュリティには細心の注意を払うべきであるという意
見があった。 

 
２）e-ラーニングシステム構築に関する事項について 

 資料「管理システムシステム改修」に基づき報告があった。 
 
報告事項３．その他報告事項について  
１）計画変更承認申請書について 

（報告）前回の運営委員会にて承認された計画変更が文科省より 1 月 31 日付けで認可され
た旨の報告があった。 

 
議題１．平成２９年度ウェブシステムデザインプログラムのカリキュラムについて 
議題２．平成２９年度ウェブシステムデザインプログラムのシラバスについて 
 資料「カリキュラム（案）」に基づき、説明があった。 
 資料４「シラバス（案）」に基づき、説明があった。 
 

（意見）IoT を深く盛り込むよりはセキュリティについて基礎からしっかり行い、IoT は基
礎に留めてもよいという意見があった。 

 
Ｑ．本プログラムは週に何回ほど大学へ足を運ばなければならないのかという質問があっ
た。 
Ａ．水曜日の夜と隔週の土曜日に終日行うこと、水曜日は学内講師による講義、土曜日は TA
の付き添いによる演習を考えていることの回答があった。 

 
Ｑ．本プログラムの学内での公式の位置付けについて質問があった。 
Ａ．事務局より、本プログラムは学校教育法第 105 条に定める特別の課程という位置付け
となっているとの説明があった。 

 
（意見）外部講師が本プログラムの講義を行うことで本学にて講義を行った教育実績が残
るようにしたいという意見があった。 

 
（意見）アンケートとカリキュラムがリンクしているのか、アンケートの結果が確実に反映
しているのかどうか、しっかり確認してほしい、受講生の期待は予想以上に高いので教授と
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その旨を共有してほしいという意見があった。 
 
（意見）別の切り口で、本学と共同研究を行っていない企業に学部講師を依頼することで本
学との新たな連携の切り口になるのではないかという意見があった。 
 
議題３．平成２９年度ウェブシステムデザインプログラムの募集要項について 

資料「募集要項（案）」に基づき、説明が行われた。 
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5. ワーキンググループの開催 

 準備委員会及び運営委員会の傘下において、「プログラム設計ワーキンググループ」、「企
業等アンケート調査ワーキンググループ」、「e ラーニングシステム構築ワーキンググルー
プ」、「Web サイト構築ワーキンググループ」の４つのワーキンググループが設置され、そ
れぞれのワーキンググループにおいて、ウェブシステムデザインプログラム構築の詳細な
部分の議論検討を行った。 
 

5-1．プログラム設計ワーキンググループ 

ウェブシステムデザインプログラムのプログラム設計について検討するワーキンググル
ープを設置した。受講対象層のニーズを踏まえて、カリキュラムの策定、シラバスの作成演
習問題の作成を行った。 
 

表 8 プログラム設計 WG の構成員 
氏  名 所 属 ・ 職名 備考 

1 柳井 啓司 情報理工学研究科・教授 座長 
2 中嶋 信生 産学官連携センター長  
3 柏原 昭博 e ラーニングセンター長  
4 沼尾 雅之 情報理工学研究科・教授  
5 兼岩  憲 情報理工学研究科・教授  
6 石川 冬樹 客員准教授  
7 峯水 延浩 ウェブシステムデザインプログラム コーディネーター  
8 赤澤 亮弥 教務補佐員  
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表 9 プログラム設計 WG 概要 

会議名 プログラム設計 WG 

目 的 
受講対象層のニーズを踏まえて、カリキュラムの策定、シラバスの作成、演
習問題の作成を行う。 

検討した 
具体的内容 

第１回検討内容 
① 事務局での作業状況について 
② BP 申請について 
③ ウェブシステムデザイン技能検定について 
④ カリキュラムについて 
 
第２回検討内容 
 カリキュラムについて 

委員数 8 人 開催実績 2 回 
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第 1 回プログラム設計ＷＧ 
平成 28 年 10 月 5 日（木）16:40〜17:30 本館５階会議室１ 

 
 
 
 
 

陪席者（オブザーバー）：  中野理事、阿部副学長 
事務局        ：  陸名（教務課）、知念（教務補佐員） 

 
 
報告事項１．ウェブシステムデザインプログラムについて 
１）本プログラム概要 
ウェブシステムデザインプログラムという名称はウェブシステムデザイン技能検定から

命名されたものであり、当初はウェブシステムデザイン技能検定が本プログラムにおける
唯一のコンテンツであった。しかし、ウェブデザイナー養成に関しては既に各種専門学校
等、民間による取り組みが多数あり、官支援の対象としての優先度が低いということが指摘
されていたことを受け、採択されたプログラムでは地域のニーズに応えるオーダーメイド
型プログラムに変更された。そのため、他のコンテンツも必要となり、ウェブシステムデザ
イン技能検定にどの程度の比重を置くかを考える必要が出てきた。ただし、少なくとも過去
問題や演習問題を e ラーニングシステム上に掲載する必要はあり、現在、事務局の方で演習
問題の作成を行っている。 

 
２）ウェブシステムデザイン技能検定 
ウェブシステムデザイン技能検定には３級、２級、１級があり、２級と１級に関しては一

つ下の級に合格しているか、もしくは一定年数以上の実務経験があるかが受験資格となる。
問題の形式としては、選択式の問題と、実際にパソコン上でウェブサイトを構築するという
実技問題が出題される。選択式については開発言語についての出題や、それらの言語を策定
している機関が公表している仕様等が出題される。他には著作権などの知的財産権の扱い
に関する問題が出題されている。プログラム設計 WG 参考資料の方に、ウェブシステムデ
ザイン技能検定の試験問題にどのような分野の知識が求められるかの表が掲載されてい
る。 

 
３）予算 
来年度の予算は確約されておらず、来年度に再度事業計画書を文部科学省に提出する必

要がある。今年度の予算について、3 月分の経費は出ない。また、今年度の予算が出たのは

柳井 ○ 柏原 ○ 沼尾 ○ 兼岩 × 石川 ○ 

峯水 ○ 赤澤 ○       
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6 月からだったが、来年度は 4 月中に始めると考えていることを文部科学省から言質を得て
いる。今年度は投資段階であるため予算が多いが、来年度はランニングコスト分のため同額
が与えられるとは考えにくい。 

 
４）受講料 
東京電機大学では文部科学省から補助金が出ており、受講料が半額となっている。また、

NII でも当初文部科学省から補助金が出ており、その期間は受講料が無料であったが、現在
は受講料を徴収している。 

 
当初の NII のように受講料を無料にした場合、受講者の質が悪くなることが危惧される

ため、熟慮しなければならない。ただし、選抜式にすることで対処できるのではないかとい
う意見もあった。 

 
５）名称 
本プログラムの名称は、会議時点で、「ウェブシステムデザインプログラム」であったが、

ウェブシステムデザインだとウェブページデザインの方を連想させてしまうと考え、現名
称である「ウェブシステムデザインプログラム」にすることが提案された。 

 
 
報告事項２．BP 申請について 
１）BP 
BP とは Brush up Program for professional（職業実践力育成プログラム）の略称である。

120 時間の履修証明プログラムのうち、職業実践力育成のための要件を満たしたものに対し
て文科省が認定する。BP 申請が認定されると、厚労省の教育訓練給付制度の認定を受ける
ことができ、これに認定されると受講料の 20％が補助される。 

 
２）本プログラムとの関連 
教育訓練給付制度の認定を目標にプログラムを考えたい。教育訓練給付制度は、BP 申請

の認定を受けた状態での 1 年間の実績と定員充足率を満たすことで認定される。今年度ウ
ェブシステムデザインプログラムを完成させ、来年度に BP 申請の認定を受けたい。 

 
 
報告事項３．ウェブシステムデザインプログラムのカリキュラムについて 
１）カリキュラムの制約 
履修証明プログラムとして実施することから、前提としてカリキュラムは 120 時間以上、

そのうち 50%以上を外部講師に依頼する必要がある。 
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２）e-ラーニングシステム 
BP 認定を考慮すると、社会人の学びやすいシステムで行う必要がある。その中の一つと

して e-ラーニング等を使った授業形態があげられる。そのため、今回の予算計画では e-ラ
ーニングシステムの改修に 250 万円が割り当てられている。 

 
120 時間の制約に関して、20 時間程度を e-ラーニングシステム上で行う演習時間に割り

当てている例が、大阪大学等の一部の大学で実在する。一方で、120 時間の 50%以上を外
部講師が担うという制約について、外部講師が作ったコンテンツであればそのコンテンツ
を使用した演習時間が、外部講師の担当した時間として認められるかどうかは不明であり、
文部科学省に問い合わせる必要がある。 

 
e-ラーニングシステムの利用について、本学ではシングルサインオン（SSO）認証を利用

しており、これは学外生でも利用できることが判明した。ただし、原則として学内生を対象
とし、学外生が利用する場合には契約変更が必要となる可能性がある。そのため、教務課か
ら情報基盤センターに全学 ID を申請し、アカウントを取得する。学生の身分に関しては議
論の余地がある。科目等履修生に関しては、番号を振るように大学院教務係から情報基盤セ
ンターの方に依頼する。 

 
３）内容 
カリキュラムについては、ウェブシステムデザイン技能検定を含めた上で、電気通信大学

の特色を出せるコンテンツを追加することを想定している。これに関連して、AI 研究セン
ターが設立されたことから、AI 要素を含めるのはどうかという意見があった。また、理論
的な内容を重視するのか、Facebook や twitter 等を題材として実践的な内容を重視するのか
といった方向性も検討しなければならない。 

 
４）時間帯 
平日の夜に既存の講義、土曜日に外部講師の講義を割り当てることを検討している。 
 
５）定員 
現在は定員を 15 名で予定しているが、定員充足率を考慮して再検討しなければならな

い。 
 
６）教材 
授業をいつ始めるのかにもよるが、仮に 4 月からとした場合、教材は 2 月までに全て完

成させておく必要がある。これに関して、実際には募集期間が存在するため、2 月までに用
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意するのは容易ではない。基本的には現在あるものを活用し、足りない部分の作成を外部講
師に依頼する形になると思われるが、講義時間の 50%以上を外部講師が担当しなければな
らない制約上、電気通信大学の先生にも協力してもらう必要がある。 

 
７）アンケート 
地域のニーズに応えるオーダーメイド型プログラムとして、多摩地域の中小企業を対象

にアンケートを実施する予定。ただし、高校生や本学の先端工学基礎課程の学生を対象にす
るべきという意見もある。本プログラムの方針を決定するためのアンケートではあるが、結
果が得られるのが年末年始辺りになると考えられるため、結果をある程度予想して動く必
要がある。 

 
 
報告事項４．社会人向けコースの前例について 
１）NII（http://www.topse.jp/） 
受講者は 40 人、講義は 30 コマであり、トップエスイーコースやアドバンス・トップエ

スイーコースなどいくつかのコースに分けられている。 
 
当初は専門学校ではできないような独自の講義が用意され、一般に教われるような内容

の講義は後から追加された。 
 
 
今後の予定について： 
今後、11 月初頭まではメールベースで議論を進めることとする。 
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第２回プログラム設計ＷＧ 
平成 28 年 12 月 2 日（金）13:00〜14:30  

本館別館危機管理本部室 
 
 
 
 
 

事務局：陸名・菊池（教務課） 
 
報告事項１．カリキュラムに関する検討 

 1）講義 
外部の方だと、インターネット協会方、大学関係の方等が候補。 

学内では、現在あるコンテンツを使っていく形とし、担当予定の先生には、コンテンツ作成
を依頼し、教務課では、学則を変更し、特別の課程（履修証明プログラム）と位置づけると
いう提案がされた。 
 
 2）教務課の対応 
今年度末までに、学則の改定とは別に「特別の課程」に関する規程を作る必要がある。当

初はこの規程を 12 月末ごろに、教育委員会の方にかけようかと考えていたが、１,２月にカ
リキュラムを決定しないと、先の規程が整備できないという意見があった。 
 

3）システム開発 
今回ウェブサイトを構築するというより、システム開発を行う。開発手法としては一般的

なシステム開発手法で問題はない。データベースについては、SQLite 等、RDB 以外のもの
を取り扱うと、データサイエンスの方で、ビックデータを SQL で入力して、R でプロット
するということもできるという提案がされた。 

 
3）講義で取り扱うプログラミング言語 

言語案では、PHP、Perl、Python、Java といろいろ並んでいるが、言語は PHP だけにする
という方法もあるのではと提案がされた。 

 

  

柳井 ○ 柏原 ○ 沼尾 × 兼岩 × 石川 ○ 

峯水 ○ 赤澤 ×       
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5-2．企業等アンケート調査ワーキンググループ 

受講者のニーズ調査を行うために、アンケートの作成を行い、多摩地域の企業等に対して
調査を実施した。 
 

表 10 企業等アンケート調査 WG の構成員 
氏  名 所 属 ・ 職名 備考 

1 峯水 延浩 
ウェブシステムデザインプログラム 
コーディネーター 

座長 

2 柳井 啓司 情報理工学研究科・教授   
3 中嶋 信生 産学官連携センター長   

4 小森 英和 産学官連携センター・コーディネーター   

5 滝沢 響吾 教務補佐員   
6 福永 秀樹 教務補佐員   

 
 

表 11 企業等アンケート調査 WG 概要 

会議名 企業等アンケート調査 WG 

目 的 
受講者のニーズ調査を行うために、アンケートの作成を行い、多摩地域の
企業等に対して調査を実施する。 

検討した 
具体的内容 

 
アンケート調査内容および方針の検討、仕様書の作成 
業者の作成した設問の検討および修正指示 
企業等へのアンケート依頼の進行管理、調整 
集計結果からニーズに応じた講義内容をカリキュラムにフィードバック 
 

委員数 6 人 開催実績 メール会議 
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【調査の目的】 
日本では、優秀なウェブデザイナーが極めて少なく、欧米において多数存在するウェブで

の技術的革新企業が育っていない。これらは様々な事柄に起因し、それらの課題を解決する
ための教育プログラムが必須であると考える。ついては、本プログラムの実施にあたり、企
業や社会人からアンケート調査を実施し、実態を把握すると共に、カリキュラムの編成、科
目内容、講義方法等の検討の際に参考とする。 

 
【対象】 
・多摩地区の企業 ７０社程度 
・電気通信大学に在学する先端工学基礎課程社会人学生  
 
【手法】 
・企業調査 
アンケート調査の実務作業は電気通信大学の技術移転機関である「キャンパスクリエイト」

に委託し、同社が作成した素案について、当ワーキンググループがその内容を精査し、修正
を加えた。 
１． 委託業者は、アンケート調査を多摩地区にある 70 社程度の企業に依頼を行った。 
２． 企業からアンケート回収し、集計を行った。 
３． 集計結果の分析を行った。 
 
・学内調査 
１． 学内では授業終了後にアンケート調査票を配布し、回収した。 
２． 集計及び集計結果の分析は委託業者が行った。 

 
【調査項目】 
①IT 関連の技術に関して、不足している、または学びたい知識はあるか。 
②IT 関連の資格を取得することに興味はあるか。また、取得する場合、どの資格を希望す
るか。 
③IT 技能向上のために、年間にどれくらいの金額をかけられるか。 
④学習のために e-ラーニング システムを利用することをどう考えるか。利用する場合、そ
の時間・場所・端末について希望はあるか。 
⑤平日や週末のどの時間帯であれば講義を受けたいと考えるか。また、電気通信大学には週
に何度までならば通学できるか。 
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【調査結果】 
回答数： 

・経営者   ４６件 
・IT 関連の業務に従事する会社員 ４０件 
・夜間主学生   ６４件 
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5-3．e ラーニングシステム構築ワーキンググループ 

 Web 上からウェブシステムデザインプログラムの授業を受講することを実現するた
め e-ラーニングシステム構築について検討するワーキンググループを設置した。社会人向
けの学習システムとして使いやすい機能の検討やシステム改修の仕様策定を行った。 
 

表 12 e ラーニングシステム構築 WG の構成員 
氏  名 所 属 ・ 職名 備考 

1 柏原 昭博 e ラーニングセンター長 座長 
2 柳井 啓司 情報理工学研究科・教授   
3 菊池  隆 教務課専門職員 事務担当者 
4 今田  寛 教務補佐員   

 
表 13  e ラーニングシステム構築 WG 概要 

会議名 e ラーニングシステム構築 WG 

目 的 
社会人向けの学習システムとして使いやすい機能の検討や、システム
改修の仕様策定を行う。 

検討した 
具体的内容 

第１回検討内容 
1. WebClass へのログインについて 
2. e-ラーニングの内容について 
3. WebClass の使用方法について 
4. 動画の取り扱いについて 
5. WG での作業内容について 
 
第２回検討内容 
1. WebClass に追加で必要となる機能について 
 
第３回検討内容 
1. 動画配信サーバ改修について 
2. 今後の進め方について 

委員数 6 人 開催実績 3 回 
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第１回 e ラーニングシステム構築ＷＧ 
平成 28 年 11 月 30 日（水）16:30〜18:20  

教務課会議室 
 
 
 
 
 

陪席者（オブザーバー）：  平（日本データパシフィック） 
事務局        ：  知念・内田（教務補佐員） 

 
報告事項 1．社会人向けコースについて 
 
1）社会人向けコース概要 
来年度以降通年の社会人向けのコース(カリキュラムの検討中)を学生としてでは

なく、会社に勤めながらのスキルアップを目的として開講したいという意見があった。
受講生としては 20 人程度を想定。コース内容はウェブシステムとし e-ラーニングを利
用して受講生の負担を減らす。 

 
2）e-ラーニング概要 
e-ラーニングでは数学の演習問題の数値(パラメータ)を一人一人若干変更して出

題できる。講義を WebClass と連携させることによりタブレット上（iPad Pro）で書い
たものがディスプレイに出力される。その後資料は PDF にして学生に配布可能とな
る。また、予習用の動画をアップロードすることも可能である。レポートの提出も
WebClass で行っているが採点も可能である。 

 
3）WebClass の改善 
受講生が WebClass の画面を来年の夏までにリニューアルする。問題の新規作成や

タブレット等の端末でも操作の快適化、簡略化を図る。ビューアまでは標準的に備えて
いるので必要ない 
(意見１)過去問を演習問題として e-ラーニングに組み込みたいが、現状の管理画面で
は問題の編集がしにくい。具体的には画像が複数枚あると登録できず、別のツールが必
要になる、一括アップロードが難しいといった問題がある。簡単な作業については管理
画面の充実を図ってほしい。 
(回答 1) CSV の仕様を理解していない人でも利用が可能なソフトを作成することで対
応した。 

柏原 ○ 高田 ○ 菊池 ○ 峯水 ○ 今田 × 

柳井 ×         

 



36 
 

(意見 2)タブレットから WebClass に画像や動画はアップロードできるのか 
(回答 2)アプリから可能 
(意見 3)グループワークの機能はどのようなものか。 
(回答 3)ルーブリック評価など。ポートフォリオを使用している。 
(意見 4)現代の学生の状況に対応した機能はないか 
(回答 4)タイムラインを講義ごとに作成し、質問等あればそこに書き込むという 
形の講義 
(意見 5)ネット接続の必要があるのか、接続状態にあればタイムラインは更新され 
るのか、PC には対応しているのか ファイルの UP はできるのか 
(回答 5)ネット接続は必要であり、接続状態であればタイムラインは更新される。 
 PC 対応は現在計画中である。ファイルの UP はできる。この機能は現在スマホ 
には対応しており、チャット機能もついている 
教員側の操作性を向上させ使いたくなるような機能がほしい。編集画面のオプシ 
ョンは簡単なもの、もしくは必要なものだけに絞って詳細な設定をするときは専 
用のページを用意してほしいといった意見もあった。 
 

4）自宅学習向けに講義の録画 
先端工学基礎課程用の収録がフォトロンを利用しており、配信用が大学独自のもの

である。既存の設備との連携を検討し、視聴履歴が見られるのであれば検討の余地があ
る。社会人向けと自宅学習用の動画は親和性が高いと考えられるが、著作権は教員の懸
念事項となっている。著作権を考慮すると Youtube は危険である。 
(意見 1)自宅学習用の録画講義について視聴率(出席率)の管理は可能か。 
(回答 1)WebClass とフォトロンを利用すれば可能である。ユニット機能(視聴 
の度合いで次に進めるようにする)が有効という提案がされた。 
(意見 2)教員は講義にパワーポイントを使用するが、授業の進行に合わせてスライ 
ドを表示できるか。 
(回答 2)フォトロンが既に実装している。 
(意見 3)e-ラーニングにて自宅学習の支援のために、座学を教室で収録したものを 
再生し、最後に簡単な小テストをするようなものはできる。 
(回答 3)WebClass 単体での実装は難しく フォトロンの録画サーバと連携すれ 
ばできる。 
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第３回 e ラーニングシステム構築ＷＧ 
平成 29 年 1 月 31 日（火）13:00〜14:20 教務課会議室 

 
 
 
 
 

陪席者（オブザーバー）：  水井（教務課大学院教務係）、 
（株）ケーエス、（株）フォトロン 

 
報告事項 1．動画配信サーバ改修について（株）ケーエス、（株）フォトロン担当

者による機能説明 
1）動画の配信機能、仕様など技術面について 
WebClass 上ではポップアップウィンドウで表示される。 
教室収録機 Bee8 の API がある。（画面レイアウトの途中変更が可能） 
配信サーバの API もある。（動画一覧などが取得できる） 
配信サーバと WebClass の連携は URL を通して行う。 
プレーヤ―は HTML5 の VideoTag を使っている。 
VideoTag の制約を受ける。 
H264 で特定の形式でないと再生できない。アップされた形式を確認する機能は無

い。 
 
2）大学院動画配信との整合性について 
 WebClass を通さずに、動画サーバーログインで視聴することも可能であり、 
操作方法は基本的に変わらない。 
 配信の承認機能は、（アップロード先、ファイル移動）フォルダ分けで対応可能。 
 
3）シングルサインオン認証連携について 
SSO 認証を通さないと再生できない。 
 
4）システムの管理権限、カスタマイズ、保守について 
２月２０日前後に納入予定のため、情報基盤センターに作業連絡。IP アドレス 
割り当て（グローバル）、Windows CAL ライセンスが必要である。 

 

柏原 ○ 高田 × 菊池 × 峯水 ○ 今田 ○ 

柳井 ○         
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5-4．Web サイト構築ワーキンググループ 

ウェブシステムデザインプログラムのウェブサイト構築について検討するワーキンググ
ループを設置した。開講案内や取り組み紹介、教材掲載のための Web サイトについて、他
大学の事例調査や仕様策定、制作業者とのコンテンツの調整を行った。 
 

表 14 Web サイト構築 WG の構成員 
氏  名 所 属 ・ 職名 備考 

1 成見  哲 情報理工学研究科・教授 座長 
2 柳井 啓司 情報理工学研究科・教授   

3 峯水 延浩 ウェブシステムデザインプログラム コーディネーター   

4 菊池  隆 教務課専門職員 事務担当者 
5 山本 翔平 教務補佐員   
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表 15 Web サイト構築 WG 概要 

会議名 Web サイト構築 WG 

目 的 
ウェブシステムデザインプログラムの開講案内や取り組み紹介、教材掲
載のための Web サイトについて、他大学の事例調査や仕様策定、制作
業者とのコンテンツの調整を行うウェブサイト構築について検討する。 

検討した 
具体的内容 

第１回検討内容 
1. 事務局での作業状況について 
2. コンテンツ内容について 
3. 今後の予定について 
 
第２回検討内容 
1. 調布市地域情報化コンソーシアムについて 
2. 講師・学生へのインタビューについて 
3. キャッチコピーについて 
4. サブドメインについて 
5. フレームワークについて 
 
第３回検討内容 
1. ロゴについて 
2. サイトについて 

委員数 5 人 開催実績 3 回 
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第１回 Web サイト構築ＷＧ 
平成 28 年 10 月 11 日（火）13：00〜14：30 西９号館７階 成見研究室 

 
 
 
 

事務局 ：  知念（教務補佐員） 
 
報告事項 1．ウェブサイト開発概要  

  
1）ウェブサイト概要 
基本部分は 12 月末に納品。納品時に完成度を確認する基準について考慮する必要がある。 
未確定の部分は他大学のページを参考にして文面を考える。ウェブサーバは情報基盤セン
ターのものを使い、Post-2 の利用か VMware 上で一から構築する。添付資料のテンプレー
トについては 
要求仕様書や、設計書、画面設計書をさくせいする必要がある。  

 
2）コンテンツの内容について 
講義内容・受講手続き・履修証明制度・BP の紹介・講師の紹介を作成する。内容（文章

等）を誰が作るのか（プロに外注もしくは自分達で作る）検討する必要がある。電通大独自
の取り組みについては、業者に依頼して、受講したくなるような紹介文面を考えてもらい、
一般的な部分については他大学のページを参考にして自分達で作るとよいのではと提案が
された。自作と外注の違いについては外注した方が図・写真を使った良いデザインのものが
仕上がり、自前で作るとパワポで雑に作ったようなデザインになってしまうことが考えら
れる。デザインを気にしない簡単なものなら、（WordPress 等を利用して）自作することが
可能である。デザインについては先端工学基礎課程の紹介ページのデザインが良いため参
考にする。ウェブサイトのページ数については１ページ１コンテンツで計算している。 
 

3）インタビューの件について 
Web サイトのコンテンツとして講座受講生にインタビューの内容を掲載。A4 で 1 ページ

程度(写真含む)にする。実施に当たって、想定授業を受講した学生に感想を聞き、担当講師
にインタビューを行う。12 月末までにサンプルを用意する。 

  

成見 ○ 柳井 × 峯水 ○ 菊池 × 山本 ○ 
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第２回 Web サイト構築ＷＧ 
平成 28 年 10 月 1７日（月）13:00〜14:30  

東３５号館１０７室 ウェブシステムデザイン事務室 
 
 
 
 

陪席者（オブザーバー）：  横山・鈴木（CLIC） 
事務局        ：  知念（教務補佐員） 

 
 
報告事項１．プロジェクト名の変更 
ウェブシステムデザインプログラムからウェブシステムデザインプログラムになった 
 
報告事項 2．ウェブサイト概要 
1）委託業者：調布市地域情報化コンソーシアムについて 
最近はレスポンシブサイトを制作しており、調布市系のサイトを中心に制作している 

 
2）柳井教授へのインタビューについて 

内容はサイトを見ている人へのメッセージになっている。人数と分量でページ数は調整可
能である。全員載せるなら一言ずつ、主要メンバーだけならば充実した内容、等が考えられ
る。講師の写真は 3 枚(バストアップ、話している写真、自由枠（学会発表の様子など） 

)くらいを予定している。柳井教授が“このプログラムのトップである”ことがわかるよう
にする。内部の教授は 3〜5 人が適当であるという意見があった。 
 

3）学生へのインタビューについて 
柳井教授が(本プログラムで使用することを想定している)講義を受けた学生を対象にイ

ンタビューを行う予定である。“こんなプログラムなら参加したい”とサイトを訪れた人間に
思わせるインタビューを行う。インタビューの方法や対象とする人間、年齢層を意識するこ
とが必要である。受講志願者から見ると本プログラムは“先端工学基礎課程より大変ではな
いが、大学の講義を学びなおすことができる機会”という位置付けに見えるようにしたいと
いう意見があった。 

 
4）キャッチコピーについて 

大学ならではの強みを含めた、このような授業は専門学校で行えるものではない、大学とし
ての強みを生かすことが重要である。現実に使われている技術のブラックボックス的な部

成見 ○ 柳井 × 峯水 ○ 菊池 ○ 山本 ○ 
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分を学問として知ることができるといったことはキャッチコピー、事業を作る上で重要な
ことである。経営層にも響く(企業の学び直しの機会に使ってもらう(要確認)、中小企業の
専務クラスが中堅社員を参加させたくなる)ようなキャッチコピーにしたいという意見があ
った。 
現在のキャッチコピーは計画書、仕様書を基に作成したたたき台である。事業計画書の文

言を使うというところからアイディアがスタートし、漢字だらけの仕様書から漢字を少し
減らし、カタカナを多めにし、養成をカタカナにするとカタカナだらけで逆に意味がわから
なくなるのでそのまま、という流れで作られたものである。事業内容を決めつつ、CLIC と
キャッチコピーを相談する必要がある。理論と実践の融合が重きを置くべき点かという意
見があった。 

 
5）サブドメインについて 
「ウェブシステムデザインプログラム」という事業名なのでこれを基に公式サイトのサ

ブドメインを考えた結果、大学生の講義の略し方風の“sysdes(シスデザ)”という案も出たが
“websys(ウェブシス)”に決定した。URL は http://www.websys.edu.uec.ac.jp/である。 
 

6）フレームワークについて 
赤矢印は直観的にサイトを見ている人の目の動きで黄色矢印は理論的にサイトを見ている
人の目の動きである。現状のフレームワーク、キャッチコピー、文章は計画書、仕様書を基
に書かれている計画書に書かれていないこと、書かれていることで気になったことは積極
的に情報交換を行う。 

  

http://www.websys.edu.uec.ac.jp/
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第３回 Web サイト構築ＷＧ 
平成 29 年 1 月 31 日（火）16:00〜17:30  
ウェブシステムデザインプログラム事務室 

 
 
 
 

陪席者（オブザーバー）：  横山・鈴木（CLIC） 
事務局        ：  今田・花井・知念（教務補佐員） 

 
 報告事項 1．ウェブサイト概要 

1）ロゴについて 
業者から提示されたロゴデザイン３案のうち、A 案で決定する。２段組みイメージ、電気

通信大学を付加したもの、英文版を用意する。 
 

2）講義内容のページについて 
講義内容のページについてカリキュラムをもとに掲載を進める。講義の分野別カテゴリ

ーに応じて、分けて掲載する。 
 

3）サイトに掲載する画像について 
CLIC 側で汎用素材は用意できるが、電気通信大学ならではの専門の素材はウェブシステ

ムデザイン事務室側の意見、もしくは大学で用意してほしいいった意見があった。 

 
 

成見 ○ 柳井 × 峯水 ○ 菊池 × 山本 ○ 
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6. 外部評価委員会の開催 

 ウェブシステムデザインプログラムを実施した事業の実績について、学外の委員による
外部評価を受け、より良い事業に反映するため、ウェブシステムデザインプログラム外部評
価委員会を設置し、平成 28 年度事業、プログラム開発事業の 2 つの事項に関して議論を行
った。 
 

表 16 外部評価委員会の構成員 
氏名 所 属 ・ 職名 備考 

１ 平田 克二 
特定非営利活動法人インターネッ
トスキル認定普及協会・副理事長 

 

２ 樽石 将人 Retty 株式会社・ＣＴＯ  

３ 吉田  純 元パナソニック株式会社 委員長 

４ 八田 主税 調布市・生活文化スポーツ部 部長  

５ 佐野  洋 東京外国語大学・教授  

 
表 17 外部評価委員会概要 

会議名 ウェブシステムデザインプログラム外部評価委員会 

目 的 
ウェブシステムデザインプログラムを実施した事業の実績につい

て、学外の委員による外部評価を受け、より良い事業に反映するた
め、ウェブシステムデザインプログラム外部評価委員会を設置する。 

検討した 
具体的内容 

1. 平成 28 年度事業について 
2. プログラム開発事業について 

委員数 5 人 開催実績 1 回 
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第１回 外部評価委員会 
平成 29 年 2 月 15 日（水）15:00〜17:00 
電気通信大学本館 学長応接室(3 階) 

 
 
 
 
・陪席者（オブザーバー）： 中野理事、阿部副学長、萩元副理事、柳井事業責任者 
・事務局：陸名（教務課）、 峯水コーディネーター、 山本（教務補佐員） 
 
（プログラム開発事業について外部評価委員からの意見） 
 
広範でバランスのよいカリキュラムであること、カリキュラム修了後、受講生の実力は向

上するのではないかと思ったこと、このカリキュラムを修了後にウェブデザイン技能検定
二級は十分に取得できるのではないかという意見があった。 
 
外部講師が多い印象を受けたので、内部講師の優秀な人をもう少し投入し、今後のフォロ

ーも視野に入れるべきではないかという意見があった。 
 
庶民のシラバスとして、統一感を持たせた方がよいという意見があった。アンケートの結

果より、地域に貢献するという面でも、経営者側からの期待という面でも、大きいミッショ
ンであること、シラバスも商品なので、統一感を出すべきであるという意見があった。さら
に、シラバスを見て、知識の何パーセントがわかるというような指標を、経営者もビジュア
ル的に、直観的にわかるような、たとえばスパナ 5 本中 2 本分理解できるものを用意する
とよいのではないかという意見があった。 
 
カリキュラムの網羅性に関して、クライアント側の技術も重要なのであれはなおよいと

いう意見があった。また、カリキュラムが 123 時間もあり、とても長いので、知っている部
分をスキップできる制度があればよいという意見があった。 
 
法規もしっかり網羅されていてよい、さらに AI 等新しい技術に関する講義もあり、受け

たいと思わせるカリキュラムになっていてよいという意見があった。さらに、端末側の講義
もあればよいという意見があった。 

 
  

平田 ○ 樽石 ○ 吉田 ○ 八田 ○ 佐野 ○ 
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7. 開発・改修したシステムについて 

 今回の事業では e-ラーニングシステムである WebClass の改修を行った。 
また、WebClass に掲載する問題の作成を支援するために、当事務室で問題作成支援ソフト
ウェアの開発を行った。 
 
 

 

図 3  WebClass 問題画面 
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図 4  WebClass コースメニュー  
 

 
図 5  WebClass 問題登録画面 
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図 6  WebClass スマートフォン版画面 
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① WebClass Problem Author 
 
●概要 
WebClass Problem Zip Creator (WPZC)で作成した問題ファイルを WebClass に問題とし
て登録する際、問題を 1 つずつアップロードし、回答などを設定する必要があった。問題
を一括してアップロードし、回答の設定も自動化するために、一括アップロード可能なデ
ータ形式を作成する専用のツールを作成した。 
 
●機能 
WebClass Problem Author は以下のような機能を有する。 
 
 一覧表示機能 
 問題追加機能 
 問題読み込み機能（WPZC との機能連携用） 
 問題編集機能（WPZC との機能連携用） 
 回答設定機能 
 配点設定機能 
 ファイル保存機能 
 ファイル読込機能 
 一括アップロード形式出力機能 

 

 
図 7  WebClass 用問題登録支援ソフト(WebClass Problem Author) 
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② WebClass Problem Zip Creator (WPZC) 
 
●概要 
e-ラーニングシステム WebClass の問題ページは、HTML または PDF 形式で作成する必
要がある。従来は PDF での問題ページ作成が主に行われていたが、フレーム内での表示
が見づらいという理由から、現在は HTML での作成が推奨されている。しかし、HTML
での問題ページ作成を HTML タグを用いて行う場合には時間がかかり、かつ問題ページ
作成者ごとにレイアウトが統一されないという問題がある。そこで、問題ページ作成の専
用ツールを用意することで、HTML による記述を簡易化し、問題ページ作成の時間を短縮
した。 
 
●機能 
WebClass Problem Zip Creator (WPZC)は以下の機能を有する。 
 
 ひな形方式による自動 HTML 生成機能 
 リアルタイムプレビュー機能 
 画像ファイル埋め込み機能 
 選択肢作成機能 
 答え設定機能（機能連携用） 
 ファイル保存機能 
 ファイル読込機能 
 ZIP ファイル書出機能 
 

 

図 8  WebClass 用問題作成支援ソフト(WebClass Problem Zip Creator) 
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③ 講義収録管理配信サーバー 
 
教室に設置されている講義収録システム（既設）と連携し、教室の教壇、黒板およびプ

ロジェクターに入力されているスライド資料の映像を録画し、e-ラーニングシステム
WebClass と連携して配信を行う。 
単に動画を配信するだけでなく、視聴時間を管理し、教員側で学習状況を把握できるよう
LMS（Learning Management System）と連携している。 
 

  
  

 
 

 
図 10 視聴画面一覧表示・グラフ表示 

  

図 9 自動収録配信システム画面 
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図 11  WebClass―動画配信システム間の連携図 
 
 

 

図 12 動画視聴履歴の WebClass 上での確認画面 
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III． 事業総括および平成 28 年度事業計画 

1. 効果ならびに課題・改善点  

本プログラムの構築に向けた事業の実施体制として、全学教育・学生支援機構「大学教育
センター」のもとで、準備委員会を立ち上げ、その後、学内規程で定めた運営委員会、外部
評価委員会を設置して、平成 29 年度に開講するカリキュラムと教育環境整備を行った。 
外部からの委員を含む運営委員会をベースに明確なミッションの下、４つのワーキング

グループ（プログラム設計 WG、企業等アンケート調査 WG、e ラーニングシステム構築
WG、Web サイト構築 WG）で具体的な作業に取り組んだ。 
受講生対象層のニーズを踏まえて、カリキュラムの策定、シラバスの作成、演習問題の作

成をミッションとした「プログラム設計ＷＧ」は、地元地域の企業等からアンケート調査結
果を踏まえ、５分野（Web 技術、ネットワーク、セキュリティ、法規とマネジメント、最新
技術）の体系的なカリキュラムを完成した。外部評価委員会の委員よりウェブシステムデザ
インプログラムは体系的であり、趣旨に合致したプログラムであると評価を得ている。 
課題としては、本プログラムの開講が平成 29 年 9 月からということもあり、実施した時

点で具体的な課題が生じてくると考えられる。 
改善点については、平成 29 年度開講中に受講生から履修状況調査を実施し、運営委員会、

外部評価委員会の各委員の意見を取り入れ、改善すべきことを精査し、多摩地域のニーズに
よりフィットするオーダーメイド型地域版学び直しのプログラムの充実を目指す。 
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2. 平成 29年度事業計画 

 
 
平成２９年 

５月     企業へ募集案内の送付 
５月     第１回運営委員会の開催 
６月   募集期間（６月１日〜３０日(予定)） 
７月     選考・発表・通知 
７月     第２回運営委員会の開催 

   ９月     履修プログラム開講（〜平成３０年２月） 
  １２月     履修状況調査の実施（〜１２月中旬） 
  １２月     第３回運営委員会の開催 
平成３０年 
   １月     第１回外部評価委員会の開催 
   ２月     履修プログラム閉講 
   ２月     第４回運営委員会の開催 
   ２月     成果報告書、実績報告書の作成・文科省へ報告 
 
 



電気通信大学 ウェブシステムデザインプログラム 概要 

１． プログラムの目的 

電気通信大学は平成 29 年度より、主に社会人を対象とした履修証明プログラム「電気
通信大学ウェブシステムデザインプログラム」の開講を予定しています。多摩地域の企業

等のニーズによるオーダーメイド型教育プログラムであり、電気通信大学としては初めての

取り組みです。 

本プログラムは、「Web 技術」、「ネットワーク」、「セキュリティ」、「法規とマネジメント」及び
「最新技術」の５分野からなるウェブシステムデザインを体系的に理解し、ウェブシステムの

設計から構築・運営までの広範な知識を、組織内での技術的・技能的指導へ生かすことの

できる中核的専門人材の養成を目指します。 

２． 募集人数 

１５人程度 

３． 開講期間 

平成２９年度の場合は、平成２９年９月から平成３０年２月中旬 （予定） 

４． 学修時間 

１２３時間 

５．ウェブシステムデザインプログラム科目関連図 

  別紙参照 



 

 



科目名 キーワード 概要 コマ数

1 Web　UI・UX概論
サイトレイアウト、UIデザイン、UX、レスポンシブ
ルデザイン、アクセシビリティ

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

4

2 Webプログラミング演習
HTML、CSS、CGI、Ruby、演算子、変数、関数、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

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

6

3 Web　UI・UXプログラミング演習I
W3C勧告、HTML、HTMLタグ、要素、CSS、スタイル
シート

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

4

4 Web　UI・UXプログラミング演習II
Javascript、ECMAScript、W3C、HTML5、AJAX、
Jquery、演算子、条件分岐、FORMタグ、DOM、
HTML5、Prototype、Websocket

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

6

5 データベース

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、関係代数演算、SQL、１次・２次イ
ンデックス、結合算法、正規化、トランザクショ
ン、データの一貫性、ビュー

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

4

6 Webフレームワーク演習
Webフレームワーク、Ruby on Rails、MVC、WebAPI、
WebSocket、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

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

4

7 ネットワーク基礎
LAN、WAN、IEEE802.11、OSI基本参照モデル、ネット
ワークプロトコル、ARP、IP、TCP、UDP、HTTP、
FTP、DNS、サブネットマスク、パケット、ヘッダ

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

6

8 サーバ・ネットワーク構築演習

Webサーバ、LAMP、Linux、Apache、
MySQL(MariaDB)、nginx、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、IPアドレス、MACアドレス、ファイア
ウォール、NAT、プロキシ、VLAN、タグVLAN、ポート
VLAN

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

6

9 サーバ・ネットワーク運用技術
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、
モニタリング、死活監視、SNMP

サーバとネットワークの運用技術について学ぶ 2

10 情報セキュリティと情報リテラシ

情報セキュリティ、情報リテラシ、セキュリティマ
ネジメント、リスクマネジメント、ソーシャルエン
ジニアリング、標的型攻撃、フィッシング、迷惑
メール、、不正競争防止法、不正アクセス防止法

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

6

11 サイバーセキュリティ演習

SQLインジェクション、コマンドインジェクション、
ディレクトリトラバーサル、CVE、JVN、クロスサイ
トスクリプティング、クロスサイトリクエスト
フォージェリ、クッキー、キャプチャーザフラッグ

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

6

12 法規
電気通信事業法、知的財産権, 著作権, 個人情報保
護法、名誉毀損, プライバシー侵害, 肖像権の侵害

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。

4

13 ソフトウェア開発とマネジメント
PMBOK、SQuBOK、マネジメント、ソフトウェア品質、
QA、デバック、テスト、ソフトウェア開発モデル、
開発プロセス、テスト自動化、

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

4

14 クラウドコンピューティング
仮想化、仮想マシン、ストレージ、ネットワーク、
データベース、オートスケーリング、CAP定理、BASE
トランザクション

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

4

15 最新技術手法 企業講演
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

4

16 データサイエンス
データマイニング手法、機械学習、ディープラーニ
ング、R、可視化、ソーシャルネットワーク分析

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

4

17 AI WEBマイニング、クラウドソーシング、汎用人工知能 AI関連で使われている手法や活用方法について学ぶ 4

18 深層学習
畳み込みネットワーク、学習方法、誤差逆伝搬法、
領域分割、画像生成、自動運転

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

4

電気通信大学　ウェブシステムデザインプログラム　カリキュラム一覧表



授業科目名 Web UI・UX概論
主担当 外部講師
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:外部講師
UI・UXとは何か（講義）

キーワード
第2回                                                          担当:外部講師

UIデザインと工学（講義）
キーワード
第3回                                                          担当:外部講師

UIデザインと心理学（講義）
キーワード
第4回                                                          担当:外部講師

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（案） No.1



授業科目名 Webプログラミング演習
主担当 外部講師
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:外部講師
Webプログラミング概論（講義）

キーワード
第2回                                                          担当:外部講師

【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:外部講師

【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:外部講師

【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:外部講師

【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:外部講師

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

ウェブシステムデザインプログラム　シラバス（案） No.2



授業科目名 Web UI・UXプログラミング演習I
主担当 外部講師
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:外部講師
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:外部講師

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:外部講師

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:外部講師

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

ウェブシステムデザインプログラム　シラバス（案） No.3



授業科目名 Web UI・UXプログラミング演習Ⅱ
主担当 外部講師
授業の方法 講義4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:外部講師
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:外部講師

Javascript入門（演習）
キーワード　演算子、条件分岐
第3回                                                          担当:外部講師

Javascriptとフォーム（演習）
キーワード　FORMタグ
第4回                                                          担当:外部講師

Document Object Model（演習）
キーワード　DOM、HTML5
第5回                                                         担当:外部講師

Prototype（演習）
キーワード　Prototype
第6回                                                          担当:外部講師

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

ウェブシステムデザインプログラム　シラバス（案） No.4



授業科目名 データベース
主担当 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　電気通信大学
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　電気通信大学

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　電気通信大学

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　電気通信大学

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　電気通信大学
　　　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

ウェブシステムデザインプログラム　シラバス（案） No.5



授業科目名 Webフレームワーク演習
主担当 外部講師
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:外部講師
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:外部講師

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:外部講師

Ruby on Rails入門(1)（演習）
キーワード　Ruby、Ruby on Rails、MVC
第4回                                                          担当:外部講師

Ruby on Rails入門(2)（演習）
キーワード　Ruby、Ruby on Rails、MVC、WebAPI、WebSocket
第5回                                                          担当:外部講師

キーワード
第6回                                                         担当:外部講師

キーワード
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

ウェブシステムデザインプログラム　シラバス（案） No.6



授業科目名 ネットワーク基礎
主担当 学内講師
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　電気通信大学
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　電気通信大学

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　電気通信大学

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　電気通信大学

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　電気通信大学

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　電気通信大学

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

ウェブシステムデザインプログラム　シラバス（案） No.7



授業科目名 サーバ・ネットワーク構築演習
主担当 外部講師
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:外部講師
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:外部講師

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:外部講師

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:外部講師

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:外部講師

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:外部講師

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

ウェブシステムデザインプログラム　シラバス（案） No.8



授業科目名 サーバ・ネットワーク運用技術
主担当 外部講師
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:外部講師
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:外部講師

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

ウェブシステムデザインプログラム　シラバス（案） No.9



授業科目名 情報セキュリティと情報リテラシ
主担当 学内講師
授業の方法 講義6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

第1回                                                          担当:前佛栄　電気通信大学
情報セキュリティと情報リテラシ概論（講義）

キーワード　情報セキュリティ、情報リテラシ、セキュリティマネジメント、リ
スクマネジメント、不正競争防止法、不正アクセス防止法
第2回                                                          担当:前佛栄　電気通信大学

机の上のセキュリティ（講義）
キーワード　書類、付箋、USBメモリ、携帯電話
第3回                                                          担当:前佛栄　電気通信大学

人と人のセキュリティ（講義）
キーワード　ソーシャルエンジニアリング、標的型攻撃、フィッシング、迷惑
メール
第4回                                                          担当:前佛栄　電気通信大学

電子データのセキュリティ（講義）
キーワード　携帯電話、USBメモリ、インターネット
第5回                                                          担当:前佛栄　電気通信大学

情報メディアの情報リテラシ（講義）
キーワード　テレビ、新聞、雑誌、本、うわさ話
第6回                                                          担当:前佛栄　電気通信大学

インターネットの情報リテラシ（講義）
キーワード　SNS、メール、検索サイト、まとめサイト

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

授業内容

ウェブシステムデザインプログラム　シラバス（案） No.10



授業科目名 サイバーセキュリティ演習
主担当 外部講師
授業の方法 講義2回, 演習4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:外部講師
インジェクションとトラバーサル（講義）

キーワード　SQLインジェクション、コマンドインジェクション、ディレクトリ
トラバーサル、CVE、JVN
第2回                                                          担当:外部講師

XSS・CSRFとクッキー奪取による不正ログイン（講義）
キーワード　クロスサイトスクリプティング、クロスサイトリクエストフォー
ジェリ、クッキー、CVE、JVN
第3回                                                          担当:外部講師

CTF実践演習（演習）
キーワード　キャプチャーザフラッグ
第4回                                                          担当:外部講師

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:外部講師

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:外部講師

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）

授業内容

ウェブシステムデザインプログラム　シラバス（案） No.11



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



授業科目名 法規
主担当 学内講師, 外部講師
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・著作物・

情報発信の取り扱い上の留意点
第1回                                                          担当:本間 高弘　電気通信大学

電気通信事業法とWebサイト（講義）
キーワード　電気通信事業法
第2回                                                          担当:本間 高弘　電気通信大学

知的財産と個人情報（講義）
キーワード　知的財産権, 著作権, 個人情報保護法
第3回                                                          担当:本間 高弘　電気通信大学

情報発信と法的責任（講義）
キーワード　名誉毀損, プライバシー侵害, 肖像権の侵害
第4回                                                          担当:本間 高弘　電気通信大学

まとめとテスト（講義）
キーワード　総まとめ, テスト

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:

授業内容

ウェブシステムデザインプログラム　シラバス（案） No.12



授業科目名 ソフトウェア開発とマネジメント
主担当 外部講師
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:外部講師
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:外部講師

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:外部講師

[PBL]演習（演習）
キーワード　ディスカッション
第4回                                                          担当:外部講師

[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

ウェブシステムデザインプログラム　シラバス（案） No.13



授業科目名 クラウドコンピューティング
主担当 外部講師
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　国立情報学研究所
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　国立情報学研究所

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　国立情報学研究所

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　国立情報学研究所

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

ウェブシステムデザインプログラム　シラバス（案） No.14



授業科目名 最新技術手法
主担当 外部講師
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:外部講師

企業講演（講義）
キーワード
第2回                                                          担当:外部講師

企業講演（講義）
キーワード
第3回                                                          担当:外部講師

企業講演（講義）
キーワード
第4回                                                          担当:外部講師

企業講演（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

ウェブシステムデザインプログラム　シラバス（案） No.15



授業科目名 データサイエンス
主担当 外部講師
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/電気通信大学
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/電気通信大学

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/電気通信大学

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/電気通信大学

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

ウェブシステムデザインプログラム　シラバス（案） No.16



授業科目名 AI
主担当 栗原聡
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　電気通信大学
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　電気通信大学

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　電気通信大学

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　電気通信大学

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

ウェブシステムデザインプログラム　シラバス（案） No.17



授業科目名 深層学習
主担当 柳井啓司
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　電気通信大学
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　電気通信大学

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　電気通信大学

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　電気通信大学

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

ウェブシステムデザインプログラム　シラバス（案） No.18
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