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生活に欠かせない電気はインフラを
支えるもっとも大切な分野です。電気
電子工学の技術がこのインフラを作
り出しています。 

身の回りの電気製品を生産する工場
でも、多種多様の電気製品が使われて
おり、まさに人々のくらし・産業を支え
る技術の一つが電気電子工学です。 

電気電子工学は、私たちの生活に欠かすことのできない学問・技術分野
です。電気を使った製品が当たり前のように動いているのは、電気をつ
くり、運び、利用する技術があるからです。電気電子工学科では、インフ
ラをつくり、くらしや産業を支え、生活に根付いた製品を持続させ、幅広
い分野で活躍するエンジニアの育成を目指しています。

家庭にある電気製品のおかげで我々の
生活は非常に便利なものになりました。
この便利さを持続するためには、昔も
今も電気電子工学が欠かせません。

建設業、自動車産業、情報技術から医療
まで、幅広い分野で電気・電子工学、情
報通信技術が必要とされ、様々な分野で
活躍することができます。

病院や診療所といった医療現場において、人工
心肺装置や人工透析装置、人工呼吸器、心臓
ペースメーカーなどの生命維持装置の操作・保
守点検などを行う「医療機器のスペシャリスト」
が臨床工学技士です。医学的な知識に加え、電
気電子工学・機械工学の知識・技術・経験の修得
を目指します。 

電気電子工学科電気電子工学科

多様な産業への就職

ロボット・オートメーション
エレベータ・鉄道車両

電気自動車・モータ・発電機

生活を 

幅広い分野で 

（学科センター） 

電気主任技術者、電気通信主任技術者、電気工事施工管理技士、電気工事士、工事担任者、
第一級陸上特殊無線技士、第二級海上特殊無線技士、無線通信士、陸上無線技術士、技術士、
技術士補、情報処理技術者、消防設備士（甲種）、エネルギー管理士、臨床工学技士、
中学校教諭一種免許状（技術）、高等学校教諭一種免許状（工業・情報）

電気電子工学科に関する詳しい情報は…

COLLEGE OF ENGINEERING, NIHON UNIVERSITY

■臨床工学技士課程 

https://www.ce.nihon-u.ac.jp/department501/
学科ホームページ

日本大学工学部電気電子工学科日本大学工学部電気電子工学科
〒963-8642 福島県郡山市田村町徳定字中河原１

電気電子工学の役割
インフラを 

くらし・産業を 

「電」は雨、田、雷など実際に目で見（み）ることのできる世界
を示し、「気」は勇気、元気、本気、気持ちなどの心で観（み）
なければみえない世界を示します。
「目で見える現実」と「目で見えない未来」の両方を学修す
る場が電気電子工学科です。

電気の樹 テレビ・電子レンジ
電気冷蔵庫・ラジオ
CD・VTR・DVD
デジタルカメラ

人工心肺装置・人工呼吸器
心臓ペースメーカ
医療用内視鏡
マイクロ波治療
超音波診断

携帯電話・無線通信
衛星通信・衛星放送
光ファイバー通信
インターネット

燃料電池・風力発電
火力発電・化学プラント
地熱発電・送配電
太陽電池

システム制御・
電気機器産業

情報通信産業エネルギー産業

家電・
計測機器産業

医療機器産業
パソコン・ディスプレイ
コンピュータ・ファクシミリ
情報処理・電卓・超LSI
レーザ・IC・サイリスタ
ダイオード・トランジスタ

情報機器産業

TEL 024-956-8780

department of electrical and electronic engineering

【製造業】

【電気・ガス・熱供給・水道業】東京電力ホールディングス（株）/東北電力（株）
防衛省 陸上自衛隊 【医療・福祉業】【公務員】 （福）恩賜財団済生会山形済生病院

【運輸業】東日本旅客鉄道（株） 【情報サービス業】日本システムウエア（株）/富士ソフト（株）
【サービス業】日本工営（株） 【不動産業】（株）NTT東日本－南関東

■産業分類別就職状況

■就職先実績＜50音順＞

（株）関電工/（株）協和エクシオ/（株）きんでん/住友電設（株）/東芝プラントシステム（株）/
（株）ドコモCS/日本電設工業（株）/日本リーテック（株）/（株）ユアテック

【建設業】

アルパイン（株）/アルプスアルパイン（株）/岩通マニュファクチャリング（株）/キヤノン（株）/
白河オリンパス（株）/スズキ（株）/ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング（株）/
大同信号（株）/東京計器（株）/日本精機（株）/日本無線（株）/富士通セミコンダクター（株）

令和元年度
就職率

100%100%

電気電子工学科
ホームページ
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渡部 仁貴 教授

千葉 玲一 教授

四方 潤一 准教授

道山 哲幸 専任講師

池田 正則 教授

石川 瑞恵 専任講師

乾 成里 准教授

髙梨 宏之 准教授

石川 博康 教授

高橋 竜太 准教授

村上 佳弥 助教

遠藤 拓 教授

西田 豪 准教授

村山 嘉延 准教授

渡邊 博之 教授

嶌田 聡 教授

羽田野 剛司 准教授

電気電子工学科
YouTube

■目指す資格

電気電子工学科
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知識・技術と人間性を身につける　 年間4
電気電子工学を学ぶための基礎となる「数学」をはじめ、エンジニアに要求される論理的思考力や倫理観を養成するカリキュラム構成としています。
早い時期から将来の仕事を意識しながら専門知識を身につけられるようにコースを設定し、各コースに合わせて専門科目を履修することができます。

興味をもって勉強すれば、
ものの見方が変わる

先生方の手厚い指導と先輩との
交流で大学生活も充実

電気は幅広い分野に活かせる
未来を創る学科

多彩な実験や研究成果の
発表が楽しい

1・2年生では電磁気学で電磁誘導の法則に興味
を持ちました。電磁誘導の現象を学ぶことで、IH 
やワイヤレス給電、リニアモーターカーの浮上
原理などの仕組みが理解できました。3年生では
制御・システム系や情報系がさらに興味を持ち
ました。勉強を一生懸命することで、今まで見て
いた見方が変わってきました。今後は、大学院で
専門科目の知識を深めて行きたいと思います。

現代社会を支える基盤技術であるため電気電
子工学科を選びました。2年生から専門科目が
増えレポートや課題がたくさんあり、普通高校
出身なので不安がありましたが、先生方が手厚
く指導してくださります。また、サークルはボ
クシング部を選びました。他学科の友人もで
き、先輩との交流もあり、充実した大学生活を
毎日送っています。

電気の知識や技術は幅広い工学の分野で活かす
ことができ、多彩なフィールドを活かし将来に
ついて考えることができます。また、電気は未来
を創る学問です。自分の学び方次第で大きく発
展させることができると考えると日々の学習に
力が入ります。

電気電子工学科は座学だけでなく、多彩な実験や
製作実習により知識が身につく所が魅力的だと
感じます。研究室ではモータの制御について研究
しており、ゼミナール形式のプレゼンテーション
を行うこともあります。お互いの成果について発
表し合うのは楽しいです。幅広く学ぶことが出来
るので将来の選択肢がより多くなります。

現在、キヤノンでは監視カメラなどのカメラ製品
が開発されています。私は生産技術の現場で、品
質管理の仕事を行っています。大学で学んだこと
は、製品を開発する上で、生産性を高める技術で
役立っています。将来は、少ない資源から多くの
価値を生み出すことが環境を考慮したモノづく
りや生産管理を実現できるようなやさしい技術
者になりたいと考えています。

電力関連の大手企業に就職するためには大学推
薦が必須です。専門的な知識だけでなく、周りと
コミュニケーションをとりながら勉学に励むこ
とが出来る大学での環境がアドバンテージにな
りました。また、研究にどう取り組んだのかを詳
しくアピールできたのも有利に働きました。将来
は一つ一つ学んで新しいアイディアを出し、地元
福島の復興・支援をしていきたいです。

新たなイノベーションを生むためには、基礎知識
が必要不可欠であり、大学では電気電子の基礎に
ついて学ぶことが出来ました。また、大学院では
研究テーマについて学会や研究会での発表を重
ね、専門知識を学ぶことで自身の成長に繋げるこ
とが出来ました。これからは、無線通信機器の開
発に携わることで、人々の生活の安心安全に貢献
したいと考えています。

ワイヤレス通信システムの
発展に寄与する

タテ・ヨコ自在に動く
リニアモーターを開発

家庭での予防医療に役立つ
装置の開発

生活に一番身近な携帯電話をはじめ、無線
LAN、カーナビゲーションなどのディジタ
ル無線伝送技術に関する研究開発を行うワ
イヤレス通信研究室。GPSの測位精度改善
手法やUAV（無人航空機）を用いた位置検
出に関する研究にも取り組んでいます。

人体に無害で、X線のように物体を透視で
きる「テラヘルツ波」は、がんの診断などへ
の応用が期待されています。光工学研究室
では、家庭での予防医療に役立てることを
目的に、卓上でテラヘルツ波を発生させる
ことができるコンパクトな装置を開発して
います。

電気機器研究室では、独自に開発したX-Y
リニア誘導モーターを用いて、工場などの
製造ラインでタテ方向、ヨコ方向に自在に
移動できる搬送システムを構築していま
す。リニアモーターカーにも用いられてい
る「磁気浮上システム」も研究テーマのひと
つです。

燃料電池の
効率性・耐久性向上に挑む

次世代の自動車事故予防
システムの実現を目指す

最も発電効率が高いとされる高温作動型
の固体酸化物燃料電池の大幅な性能向上
を目指す電気エネルギー工学研究室。高温
環境でも燃料電池が性能を最大限発揮す
るためのセラミックス材料の高温物性、相
安定性、界面反応解析など基礎的な研究も
行っています。

ドライブレコーダーで収集した危険場面か
ら歩行者の行動を予測し、事故を回避する
システムの実現を目指しています。歩行者
が前方の障害物を避ける際の経路をデータ
で数式化した「予測モデル」をシステムに組
み込むことで、安全かつ快適な運転が可能
になります。

優れた技術者の土台となる
電子工学、情報工学及び通信工学にかかわる技術者を養成するコースで、
「情報」系及び「通信」系の科目を中心に履修します。

電気エネルギー及び制御工学にかかわる技術者を養成するコースで、
「電気機器・電力」系及び「計測・制御・システム」系の科目を中心に履修します。

大学院

社会貢献
専門知識を深め

研究クローズアップ

卒業生からのメッセージ卒業生からのメッセージ

3年次

4年次

2年次

1年次
3年

福井 雄大さん（茨城県・勝田高校出身）

電気電子女子の会

電気電子女子の会では、現在37人の女性がいます。年に1度、
院生や学科の先生方と学修時の情報交換、交流をする事を目的
として懇談会があります。授業や就活だけでなく、臨床工学技
士課程の話も沢山、楽しく食事をしながら聞くことができるの
で、女子学生達にとって毎年楽しみな行事となっています！

藤田 優花さん
4年 臨床工学技士課程履修

（福島県・清陵情報高校出身/写真：上段中央）

4年

吉田 美穂さん（福島県・田村高校出身）

2年

石田 愛乃 さん（福島県・郡山高校出身）

コース別の
必修科目

堀川 裕貴さん
日本無線株式会社　就職

岡田 凌摩さん
東京電力ホールディングス株式会社　就職

電子回路　電磁気学
電気機器　電気電子設計製図

電気電子基礎実験

より深く、幅広い
知識の修得
ゼミナール　技術者倫理
エレクトロニクス実験
エネルギー機器実験

通信工学
情報通信ネットワーク

卒業研究
電波法及び電気通信事業法

電気法規及び施設管理

佐藤 雅弘 さん

※履修科目の詳細は学科ホームページや工学部ガイドブックをご参照ください

コース別の
選択科目

コース共通の
必修科目

曽我 祐貴さん
キヤノン株式会社　就職

（電気電子工学科卒業）

（電気電子工学科卒業）

（電気電子工学専攻修了）

電子情報通信コース

（岩手県・金ケ崎高校出身）

電気エネルギーコース

電気回路　電気電子製作実習
情報リテラシー

教養科目　外国語科目
自然科学科目

工学を学ぶ
土台作り

電気電子工学の
基礎から応用へ

年1
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