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●東京（羽田）から ＿＿＿ 約1時間15分
●鳥取砂丘コナン空港からタクシーで約5分

●東　京から ＿＿＿ 約9時間15分（夜行）
●京　都から ＿＿＿ 約3時間25分
●大　阪から ＿＿＿ 約2時間55分
●三ノ宮から ＿＿＿ 約2時間40分
●姫　路から ＿＿＿ 約2時間05分
●広　島から ＿＿＿ 約5時間30分
●博　多から ＿＿＿ 約10時間15分（夜行）
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●東　京から ＿＿＿ 約4時間55分
●名古屋から ＿＿＿ 約3時間10分
●京　都から ＿＿＿ 約3時間
●大　阪から ＿＿＿ 約2時間30分
●三ノ宮から ＿＿＿ 約2時間10分
●姫　路から ＿＿＿ 約1時間30分
●岡　山から ＿＿＿ 約1時間45分
●高　松から ＿＿＿ 約2時間50分
●広　島から ＿＿＿ 約2時間40分
●博　多から ＿＿＿ 約3時間45分
●JR鳥取駅からJRで約10分、JR鳥取大学前駅で下車すぐ
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柔軟で強固な「専門基礎力」に加え、その専門能力を充分に発揮し、
様々な分野でグローバルに活躍する人材を育てる3つの教育プログラム

電気情報系学科では電力・家電から次世代半導体に至る広範な電気電子工学に関わる電気電子工学プログラム、コンピュータと情報ネットワー
クを主とするコンピュータサイエンスプログラム、情報通信や動的システムの制御と計測を主とする電子情報制御システムプログラムの3種の
教育プログラムを設けています。2年生から自分の興味や将来進みたい進路に合わせてこれらの3つのプログラムから1つのプログラムを選択す
ることになります。それぞれのプログラムでは必修科目と選択科目が設定され、4年生に進級し卒業研究に着手するために必要な単位数、および
卒業に必要な単位数が定められています。これらのプログラムに従って履修を進めて行くことで自分の希望する進路に適した専門知識を効率的
に習得できるようにカリキュラムが組まれています。

つのプログラムが
現代社会で働ける3

あなたを作る

社会で活躍する先輩に聞く!

私は会社の中で使われているシステムの企画や
運用を担当しています。社員が効率良く働き、お
客様に喜ばれる商品、サービスを提供するのに貢
献していると思うとやりがいを感じます。皆さん
は将来の夢は決まっているでしょうか。決まって
いない方も多いのではないかと思います。鳥取大
学では、専門分野の授業のほかにも、学部に関係
なく受けられる授業があったり全国から集まっ
た経験豊富な教授達から話を聞けたりと将来の

夢を見つけるチャンスがたくさん用意されています。また、他県から集
まった専門分野の違う仲間と出会え、色んな価値観に触れるチャンス
があることも鳥取大学の良い点だと思います。ぜひこれらのチャンス
を活かして将来の夢を見つけてください。

鳥取大学にはチャンスがたくさんあります

山田康太郎さん
2013年度
工学研究科
博士前期課程修了
三菱自動車工業株式会社

人との関わり大切に

樫山　翔太さん
2015年度
工学研究科
博士前期課程修了
キオクシア株式会社

大学の講義で教わった数学や電磁気学は、会社
に入社してからも半導体開発業務の基礎となっ
ています。また、知識の習得だけでなく、研究室
に所属し研究室のメンバーと共に研究に打ち込
んだ経験が、仕事をする上で役に立っていると
思います。私の会社では、部署の垣根を越え協力
して一つの製品開発に取り組んでいます。そこ
では、コミュニケーション能力が常に求められ
ますが、大学の研究室で先輩や後輩と考えを伝

え合い共有した経験が、今の仕事にもつながっています。大学生活の
中では学部学科の交流やサークル活動など、たくさんの人と関わる
ことができます。何事にも積極的に取り組み、充実した大学生活を
送ってください。

コンピュータサイエンス
プログラム

電気電子工学
プログラム

電子情報制御システム
プログラム

■教育プログラムの特色

1年次

2年次

3年次

4年次

2年次前期

電磁気学Ⅰ（静電磁気・電流）
電磁気学演習Ⅰ
電気回路Ⅰ（回路の諸定理）
電気回路演習Ⅰ

2年次後期2年次前期

2年次後期 2年次前期

2年次後期

電磁気学Ⅱ（電磁誘導・電磁場）
電磁気学演習Ⅱ　　電子回路基礎
電子回路基礎演習
電気回路Ⅱ（交流回路）

確率・統計
離散数学
データ構造とアルゴリズムⅠ
プログラミング演習Ⅲ
計算機構成論Ⅰ

データ構造とアルゴリズムⅡ
ソフトウエア工学
情報理論

確率・統計
電気回路Ⅰ（回路の諸定理）
電気回路演習Ⅰ

計測と制御
信号処理プログラミング演習

3年次前期
信号処理工学

［プログラム別専門科目（必修）］

●大学入門ゼミ　　　●情報リテラシ　　●キャリア入門　　　●微分積分学Ⅰ及び演習　　　●数学基礎（複素数，集合と論理）　　　  
●プログラミングⅠ　●プログラミング演習Ⅰ　　　　　　　　●工学倫理　　　●電気情報系総論　　　
●データサイエンス入門　　　　　　　　●基礎物理学Ⅰ　　　●線形代数学Ⅰ

●微分積分学Ⅱ及び演習　　　●物理学実験演習　　　●論理回路　　　●プログラミングⅡ　　　●プログラミング演習Ⅱ
●基礎物理学Ⅱ　　　　　　　●線形代数学Ⅱ

●電気情報系実験Ⅰ　　○量子力学　　　　○計算機構成論Ⅱ　　　　　○電磁気学Ⅱ（電磁誘導・電磁場）　　
○電磁気学演習Ⅱ　　　○電子回路基礎　　○電子回路基礎演習　　　　○電気回路Ⅱ（交流回路）　　　　　○計測と制御　　　　　
○信号処理プログラミング演習　　　　　　○データ構造とアルゴリズムⅡ　　　○ソフトウェア工学　　　○情報理論　　

●技術英語　　●電気情報系実験Ⅱ　　○固体電子論　　○半導体Ⅰ（基礎）　　○電気機器（回転機と静止器）　　
○オペレーティングシステム　　○言語とコンパイラ　　○信号処理工学　　○高電圧工学　　○電気法規及び電力施設管理　　
○電気情報系特別講義Ⅰ～Ⅳ　　○システム電子回路　　○制御工学Ⅰ　　○組込みシステム基礎　　○情報セキュリティ

○微分方程式　　　　○複素関数論　　○熱力学・統計力学　　○形式言語とオートマトン　　○確率・統計　　○離散数学　　
○フーリエ解析　　　○電磁気学Ⅰ（静電磁気・電流）　　○電磁気学演習Ⅰ　　　　　○電気回路Ⅰ（回路の諸定理）　　
○電気回路演習Ⅰ　　○データ構造とアルゴリズムⅠ　　○プログラミング演習Ⅲ　　○計算機構成論Ⅰ　　○数値計算法

○数理計画法　　○情報通信工学　　○半導体Ⅱ（デバイス応用）　　○電気電子材料　　○電力Ⅰ（発変電）　　
○パワーエレクトロニクス　　○ロボット制御実習　　　○情報ネットワーク　　○並列・分散プログラミング　　
○データベースと情報検索　　○人工知能　　○画像情報処理　　○電波工学（分布定数とアンテナ）  　○制御工学Ⅱ（現代制御）　　
○プログラミング応用演習　　○電気電子工学実験

●卒業研究　　　　○電力Ⅱ（３相交流・送配電）　　○パターン認識論　
○ヒューマンコンピュータインタラクション　　　　○電気電子設計製図　　　　○機械概論

●卒業研究　　　　○機械設計製図基礎

前期

後期

前期

後期

前期

後期

前期

後期

［学科共通科目］■カリキュラム ●は全プログラムで必須科目　　※専門科目のほか、1～3年次で全学共通科目を学びます。

電気機械器具製造
三菱電機、デンソーテン、シャープ、三菱電機エンジニアリング、富士通、グローリー、
デンソー、村田製作所、出雲村田製作所、京セラ、シャープ、セイコーエプソン、ダイ
キン工業、リコーインダストリアルソリューションズ、鳥取西菱電機、パナソニック、ソ
ニーLSIデザイン、鳥取スター電機、NECプラットフォームズ、ダイヘン、鶴見製作所、
日亜化学工業、日本無線、東芝テック、日本電産、大真空、東芝、オムロン、オリンパ
ス、カシオ計算機、キヤノン

一般機械器具製造
アイシン、三菱自動車工業、スズキ、ダイハツ工業、ジェイテクト、ノーリツ、モビテッ
ク、ファナック、マツダ、三井造船、IHI 、NTN 、今治造船

その他製造
JFEプラントエンジ、日立金属、カネカ、神鋼エンジニアリング＆メンテナンス、コタ
ニ、ニプロ、神戸製鋼所

アウトソーシング
アルトナー、アルプス技研、メイテック、アウトソーシングテクノロジー

建設
きんでん、中電工、本州四国連絡道路

運輸・物流
ダイフク、西日本旅客鉄道

エネルギー
関西電力、中国電力、中国電力ネットワーク

公務員
国家公務員、地方公務員

情報通信
三菱電機インフォメーションネットワーク、大日本印刷、凸版印刷、OKI ソフトウェア、メ
ルコ・パワー・システムズ、三菱電機コントロールソフトウェア、ケイズ、JFEシステムズ、
鳥取県情報センター、オムロン ソフトウェア、セリオ、富士ソフト、三菱電機インフォ
メーションシステムズ、東芝ディジタルソリューションズ、大塚商会、三菱電機マイコン
機器ソフトウェア、日本システムウェア、富士通エフサス、システナ、システムリサーチ、
アクティブ・ワーク、インテックソリューションパワー、リコーITソリューションズ、アクシ
ス、NECソリューションイノベータ、パナソニックインフォメーションシステムズ、パナソ
ニックソリューションテクノロジー、キヤノンITソリューションズ、NECネッツエスアイ

※過去5年分のデータに基づく

29.4%
電気機械器具製造

14.6%
一般機械器具製造

8.5%
その他製造

26.1%
情報通信

2.2%エネルギー
1.7%運輸・物流

4.3%公務員
2.6%その他

5.5%建設

5.2%
アウトソーシング

［業種別就職内定状況］

卒業生、大学院修了者は社会で活躍しています
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［プログラム別専門科目（必修）］

●大学入門ゼミ　　　●情報リテラシ　　●キャリア入門　　　●微分積分学Ⅰ及び演習　　　●数学基礎（複素数，集合と論理）　　　  
●プログラミングⅠ　●プログラミング演習Ⅰ　　　　　　　　●工学倫理　　　●電気情報系総論　　　
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8.5%
その他製造

26.1%
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4.3%公務員
2.6%その他

5.5%建設

5.2%
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［業種別就職内定状況］

卒業生、大学院修了者は社会で活躍しています
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電気電子工学プログラム
暮らしを支える

「電気」の基礎から応用までを学ぶ
電気電子工学プログラムでは、電子デバイスやパワーエレクトロニクスに重点を置き、主に物
理・物性、半導体・材料、電気・電子回路、電力等の学問を学ぶことにより、将来これらを駆使し
て情報社会の基盤となる技術に携われる人材になることを目指します。具体的にはまず、統計
力学、電磁気学、量子力学等電気電子現象の基礎となる物理を学びます。また、半導体、電気電
子材料、電気回路、電子回路等、ハードウエア
を支える電子材料や、電気回路、電子回路等、
電子デバイスをシステム化する回路理論に
ついて学習します。さらに、電気機器、電力
等、パワーエレクトロニクスについても学習
します。卒業後は、大学院進学や電気関連（電機、
電子デバイス、電力等の分野）の他、情報通信・
製造業における技術者・研究者として活躍す
ることが期待されます。

私は生体イメージングへの応用を想定し、発光
材料であるナノ粒子蛍光体の研究を行っていま
す。生体イメージングとは体の中の情報を可視
化する技術で、現在実用化されているものでは
MRI、CTスキャン、レントゲンなどがあります。
私の研究は体内に注入した蛍光体により、細胞
を発光させ、外部から特殊なカメラを用いて細
胞の動きを観察するという技術です。がん診断・
治療への貢献が期待されており、実現すれば従
来の生体イメージング技術に比べて安全、簡

単、低コストで診断が行えると考えられています。私自身レントゲンやCTス
キャンなどのイメージング技術には小さいころから何度もお世話になって
おり、医療を通じてたくさんの人の
役に立つ研究だと考え今の研究室
を希望しました。研究している材料
は情報がまだまだ少なく実験がうま
くいかないことも多いですが、あきら
めずに実験と考察を日々繰り返して
います。地道な研究の過程で培った
粘り強さや問題解決力は社会人に
なってからも必ず役に立つと考えて
います。

生活に欠かせない技術をより良いものへ

新田　祐大さん
2020年度
博士前期課程入学

私は光半導体工学研究室にて太陽電池の研究
をしています。太陽光発電は環境負荷の少ない
再生エネルギーとして注目されており、さらなる
普及拡大が望まれています。そこで、発電コスト
を下げるために、従来のものと異なる材料を用い
た高効率太陽電池の作製を目標にしています。研
究室配属の際、実際にデバイスを作製して仕組
みを理解したいという思いからこの研究室を志
望しました。一つの試料が完成するまでに数多く
の手順があり、失敗することも多いですが、欠陥

の少ない高品質なものを作製するために、最適なプロセスの検討を試みて
います。実験では細かい条件の変化が結果に影響することを実感し、どん
な些細な点でも着目し考察していくことが大切であることを学びました。
研究活動では、これまでに学ん
だことを十分に活かせる環境が
整っているので、主体的に行動
するように心がけています。そし
て、研究で行き詰まったときは、
指導教員の先生や研究室のメ
ンバーなど相談できる人が周り
にたくさんいるので、アドバイス
をもらい、軌道修正をしながら
研究を進めることができます。

高効率太陽電池の実現

堺　勇太さん
2020年度
博士前期課程入学

Electrical and Electronic Engineering

電気電子工学のエキスパートに

市野　邦男教 授
専　　門/半導体工学
                   （光電変換デバイス）
担当科目/電磁気学、
                   固体物性論など

電気電子工学プログラムでは、現在のAI・
IoT社会を支える、電子デバイスを中心と
するハードウェアに関する電気電子工学
の基礎や応用技術を学びます。３年生ま
では数学や物理系の基礎科目、また関連
の専門科目を学び、４年生では関連分野
の研究室に所属し、光半導体デバイス、
受発光材料、微小電気機械システム

（MEMS）デバイス、電気電子工学応用等
に関わる卒業研究に取り組むことができ
ます。デバイスや材料の研究では実際に
作って実証することが重要です。そこで、
専用の実験装置を使って、新しいアイデア
を実現するための電子材料やデバイスを
実際に自分で試作します。困難に直面す
ることも多いですが、それを自分で解決し
ていくことで、達成感とともに将来技術者
として活躍するための貴重な経験が得られます。本プログラムの卒業生
は、電機メーカー、電力会社、自動車メーカーをはじめ様々な業界に就
職して、電子デバイスその他のものづくり分野で活躍しています。コン
ピューターも種々のハードウェアがなければ動きません。皆さんもぜひ
本プログラムで学び、電気電子工学のエキスパートとして、日本を支え
るものづくりのさらなる発展に貢献しませんか。

京都大学大学院工学研究科博
士後期課程修了後、1994年4
月鳥取大学工学部助手。
その後、助教授・准教授を経て
2014年4月同大学院工学研究
科教授。

Profile

私が所属しているマイクロデバイス工学研究室で
は、様々な半導体微細加工技術を用いてMEMS
(Micro Electro Mechanical Systems)デバイ
スを作製しております。MEMSデバイスは、半導
体デバイスと異なり構造体を物理的に移動させ
ることが可能であるため、様々な分野と組み合わ
せることが可能です。私は現在、低侵襲手術ロ
ボット鉗子の力覚センサの研究をしています。現
在広く普及している低侵襲手術ロボットの鉗子に
は触覚機能がなく、鉗子が血管や臓器に接触し

傷つけてしまう問題があり、高い操縦技術が求められます。これらを解決す
るために、光ファイバと微細加工技術を用いた力覚センサの研究を行って
います。本研究は、低侵襲手術ロボットを実
際に使用している臨床医など医療現場の最
前線に立っている医師や技術者と相談させ
て頂きながら、実物のロボット鉗子を用いて
共同研究を進めています。工学のみに捉わ
れず、様々な技術分野の先生方と連携しな
がら共同研究を進めることで、現場でのニー
ズを的確に肌で感じることが出来、日々やり
がいを感じています。大学院修了までに力
覚センサを実現させるために全力で研究に
取り組んでいきたいと思います。

共同研究の魅力

佐藤　和崇さん
2021年度
博士前期課程入学
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コンピュータサイエンスプログラムコンピュータサイエンスプログラム
情報化社会を担う
コンピュータの仕組みと利用法を学ぶ
コンピュータサイエンスプログラムでは、計算機科学や知識メディアに重点を置き、主に計算
機、ソフトウエア、知識処理、通信等の学問を学び、計算機の仕組みを理解した上で、ソフトウ
エア技術を知識処理に活用して情報社会の発展に寄与できる人材になることを目指します。
具体的にはまず、論理回路、計算機構成論等計算機の仕組みについて学習します。また、データ
構造とアルゴリズム、ソフトウエア工学、並
列・分散プログラミング等、計算機を活用す
るためのソフトウエア技術について学習し
ます。さらに、データベースと情報検索、画像
情報処理等、ソフトウエア技術を知識処理に
活用する方法について学習します。卒業後
は、大学院進学や情報通信（ソフトウエア、通
信等の分野）の他、電気・製造業における技術
者・研究者として活躍することが期待されま
す。

社会へ貢献する計算機

稲松　優利さん
2021年度
博士前期課程入学

近年、AIは医療、製造、金融など、幅広い分野で使
われ始めています。AIの利用が進む中で、導き出さ
れた推論結果の判断理由を、人が理解することが
困難な場合があります。このようにAIがブラック
ボックス化すると、利用者は安全に利用すること
ができません。そこで、AIを人が理解し、説明可能
なものとする働きが重要視されています。これに
関連するものとして、私は機械学習に用いられる
映像中の、人の目には理解が難しい特徴を可視化
するための研究を行っています。AIや機械学習な

どの用語は難しく聞こえるかもしれませんが、心配はいりません。 学部の3年
までは、基礎から専門まで幅広い知識を学び、研究のための土台を作ること
ができます。研究活動がメインとなる4年次以降は、そこで積み上げた知識
を応用する力、自らの考えを人に伝える力を育むことができます。実際に私
は研究室の先生方、先輩方
のサポートもあり、そのよう
な力を着実に身に付けるこ
とができていると感じます。
これからも学んだスキルを
より高めることで、十分に社
会の役に立てる力を持った
技術者を目指します。

基礎から応用まで学べる環境

我那覇　航さん
2021年度
博士前期課程入学

Computer Science

コンピュータと数理科学で未来を拓く技術者に

吉村　和之教 授
専　　門/非線形科学、応用数学
担当科目/数学基礎、離散数学
　　　　   信号処理工学
　　　　　人工知能

安心、便利、かつ環境負荷の少ない効率的な社
会を目指した急速な変化を支え、重要な役割
を果たしているのが情報技術です。 例えば、
製品の製造工程や物流過程を適切に工夫し
て、作業時間削減や消費エネルギー低減等の
効率化を可能にするのは「最適化」と呼ばれる
情報技術です。また、音声認識や自動翻訳等の
便利な機能や、健康異常検知のような安心に
資する機能を実現するためには、大量のデー
タをニューラルネット等の数理モデルに学習
させる「機械学習」と呼ばれる情報技術が利用
されます。あらゆる問題解決に応用される情
報技術の基礎は、数理モデルの構築・解析とコ
ンピュータによる計算です。 コンピュータサ
イエンスプログラムでは、まず数学・物理等の
基礎科目とアルゴリズムやプログラミング等
のコンピュータ応用に関する専門科目をバラ
ンス良く学びます。４年生になると、研究室に
所属して、最先端の研究テーマについて卒業
研究に取り組みます。 ここでは、皆さんは、答えの無い課題に対して、能動的に
問題解決する過程を学びます。 数理的素養とコンピュータ活用スキルは、柔軟
に様々な問題に応用していくことが可能です。 本プログラムで、これらを身に
付けて、未来を拓く答えを創り出せる情報技術者を目指してみませんか。

京都大学工学部物理工学科卒。東京
大学大学院工学系研究科航空宇宙
工学専攻修士課程修了。京都大学大
学院工学研究科数理工学専攻博士
課程修了後、1997年(株)日本電信
電話入社。NTTコミュニケーション科
学基礎研究所勤務。この間、2001～
2002年カリフォルニア大学サンディ
エゴ校客員研究員。2016年より鳥
取大学大学院工学研究科教授。

Profile

私は、以前から映画などで描かれていた、人と同じ
ように会話するロボットや機械に興味を持ってい
ました。機械が人間の言語を理解するために、どの
ような過程が必要なのかを知るには、コンピュー
タの仕組みを理解しなければならないと考え、本
学科に入学しました。本学科では、コンピュータの
基礎をはじめとした、ハードウェア、ソフトウェアの
幅広い知識を学ぶことができます。その中で、機械
が言葉を発するには、言語の理解だけでなく、音声
処理などの様々な分野の知識、技術が必要である

ことが分かりました。このように、幅広く学ぶことで、自分のやりたいこと、興
味のあることを多角的に理解することができるのは、本学科の特徴です。私
は、機械に人間の言語を理解させる「自然言語処理」の研究をしています。こ
れは、機械が人間のように会話するための重要な研究分野の一つです。研究
室では、様々な新しい技術
を学ぶことができます。ま
た、研究室の他のメンバー
の意見も聞くことができる
ので、広い視野を持って学
ぶことができます。

幅広く学び、多角的にとらえる

本田　涼太さん
2021年度
博士前期課程入学

、

私の所属する応用計算知能研究室では大きく
分けて2つの目標を掲げた研究を行っていま
す。一つは遺伝子ネットワークを同定して遺伝
子同士の制御関係を調べることです。その制御
関係が正確に分かれば、様々な病気の薬の開発
に役立ちます。もう一つは観光支援を目的とし
た車載器の開発です。車を運転する人に向け
た、旅行に限らず外出の際にも便利な車載器の
開発を行っています。私は車の中で車載器に向
けて発せられ、音声認識で認識された命令を正

しく解析するための研究を行いました。初めに大きな目標を定めて研究
を始め、小さな課題を一つ一つ解決しながら研究を進めました。こうした
過程の中で私は、新たな課題を見つけ、それを解決する、その繰り返しを
することで目指したものに近づけていくやり方を学びました。私の研究の
将来的な目標は、人が様々
な命 令をどんな言い方で
言っても正しく解析できるよ
うなシステムの開発です。他
のメンバーも将来、人々が安
心できて、便利な生活を送
れるような社会を構築する
ために貢献できるような研
究を日々続けています。
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コンピュータサイエンスプログラムコンピュータサイエンスプログラム
情報化社会を担う
コンピュータの仕組みと利用法を学ぶ
コンピュータサイエンスプログラムでは、計算機科学や知識メディアに重点を置き、主に計算
機、ソフトウエア、知識処理、通信等の学問を学び、計算機の仕組みを理解した上で、ソフトウ
エア技術を知識処理に活用して情報社会の発展に寄与できる人材になることを目指します。
具体的にはまず、論理回路、計算機構成論等計算機の仕組みについて学習します。また、データ
構造とアルゴリズム、ソフトウエア工学、並
列・分散プログラミング等、計算機を活用す
るためのソフトウエア技術について学習し
ます。さらに、データベースと情報検索、画像
情報処理等、ソフトウエア技術を知識処理に
活用する方法について学習します。卒業後
は、大学院進学や情報通信（ソフトウエア、通
信等の分野）の他、電気・製造業における技術
者・研究者として活躍することが期待されま
す。

社会へ貢献する計算機

稲松　優利さん
2021年度
博士前期課程入学

近年、AIは医療、製造、金融など、幅広い分野で使
われ始めています。AIの利用が進む中で、導き出さ
れた推論結果の判断理由を、人が理解することが
困難な場合があります。このようにAIがブラック
ボックス化すると、利用者は安全に利用すること
ができません。そこで、AIを人が理解し、説明可能
なものとする働きが重要視されています。これに
関連するものとして、私は機械学習に用いられる
映像中の、人の目には理解が難しい特徴を可視化
するための研究を行っています。AIや機械学習な

どの用語は難しく聞こえるかもしれませんが、心配はいりません。 学部の3年
までは、基礎から専門まで幅広い知識を学び、研究のための土台を作ること
ができます。研究活動がメインとなる4年次以降は、そこで積み上げた知識
を応用する力、自らの考えを人に伝える力を育むことができます。実際に私
は研究室の先生方、先輩方
のサポートもあり、そのよう
な力を着実に身に付けるこ
とができていると感じます。
これからも学んだスキルを
より高めることで、十分に社
会の役に立てる力を持った
技術者を目指します。

基礎から応用まで学べる環境

我那覇　航さん
2021年度
博士前期課程入学

Computer Science

コンピュータと数理科学で未来を拓く技術者に

吉村　和之教 授
専　　門/非線形科学、応用数学
担当科目/数学基礎、離散数学
　　　　   信号処理工学
　　　　　人工知能

安心、便利、かつ環境負荷の少ない効率的な社
会を目指した急速な変化を支え、重要な役割
を果たしているのが情報技術です。 例えば、
製品の製造工程や物流過程を適切に工夫し
て、作業時間削減や消費エネルギー低減等の
効率化を可能にするのは「最適化」と呼ばれる
情報技術です。また、音声認識や自動翻訳等の
便利な機能や、健康異常検知のような安心に
資する機能を実現するためには、大量のデー
タをニューラルネット等の数理モデルに学習
させる「機械学習」と呼ばれる情報技術が利用
されます。あらゆる問題解決に応用される情
報技術の基礎は、数理モデルの構築・解析とコ
ンピュータによる計算です。 コンピュータサ
イエンスプログラムでは、まず数学・物理等の
基礎科目とアルゴリズムやプログラミング等
のコンピュータ応用に関する専門科目をバラ
ンス良く学びます。４年生になると、研究室に
所属して、最先端の研究テーマについて卒業
研究に取り組みます。 ここでは、皆さんは、答えの無い課題に対して、能動的に
問題解決する過程を学びます。 数理的素養とコンピュータ活用スキルは、柔軟
に様々な問題に応用していくことが可能です。 本プログラムで、これらを身に
付けて、未来を拓く答えを創り出せる情報技術者を目指してみませんか。

京都大学工学部物理工学科卒。東京
大学大学院工学系研究科航空宇宙
工学専攻修士課程修了。京都大学大
学院工学研究科数理工学専攻博士
課程修了後、1997年(株)日本電信
電話入社。NTTコミュニケーション科
学基礎研究所勤務。この間、2001～
2002年カリフォルニア大学サンディ
エゴ校客員研究員。2016年より鳥
取大学大学院工学研究科教授。

Profile

私は、以前から映画などで描かれていた、人と同じ
ように会話するロボットや機械に興味を持ってい
ました。機械が人間の言語を理解するために、どの
ような過程が必要なのかを知るには、コンピュー
タの仕組みを理解しなければならないと考え、本
学科に入学しました。本学科では、コンピュータの
基礎をはじめとした、ハードウェア、ソフトウェアの
幅広い知識を学ぶことができます。その中で、機械
が言葉を発するには、言語の理解だけでなく、音声
処理などの様々な分野の知識、技術が必要である

ことが分かりました。このように、幅広く学ぶことで、自分のやりたいこと、興
味のあることを多角的に理解することができるのは、本学科の特徴です。私
は、機械に人間の言語を理解させる「自然言語処理」の研究をしています。こ
れは、機械が人間のように会話するための重要な研究分野の一つです。研究
室では、様々な新しい技術
を学ぶことができます。ま
た、研究室の他のメンバー
の意見も聞くことができる
ので、広い視野を持って学
ぶことができます。

幅広く学び、多角的にとらえる

本田　涼太さん
2021年度
博士前期課程入学

、

私の所属する応用計算知能研究室では大きく
分けて2つの目標を掲げた研究を行っていま
す。一つは遺伝子ネットワークを同定して遺伝
子同士の制御関係を調べることです。その制御
関係が正確に分かれば、様々な病気の薬の開発
に役立ちます。もう一つは観光支援を目的とし
た車載器の開発です。車を運転する人に向け
た、旅行に限らず外出の際にも便利な車載器の
開発を行っています。私は車の中で車載器に向
けて発せられ、音声認識で認識された命令を正

しく解析するための研究を行いました。初めに大きな目標を定めて研究
を始め、小さな課題を一つ一つ解決しながら研究を進めました。こうした
過程の中で私は、新たな課題を見つけ、それを解決する、その繰り返しを
することで目指したものに近づけていくやり方を学びました。私の研究の
将来的な目標は、人が様々
な命 令をどんな言い方で
言っても正しく解析できるよ
うなシステムの開発です。他
のメンバーも将来、人々が安
心できて、便利な生活を送
れるような社会を構築する
ために貢献できるような研
究を日々続けています。



新しくなった電子情報制御プログラム

中西　功 教 授
専　　門/ディジタル信号処理
　　 　　 バイオメトリクス
担当科目/電子回路基礎、
　　　　 電気回路演習Ⅰ、
　　　　 ディジタル信号処理工学など

コンピュータにはハードウェアとソフト
ウェアの両方が必要であるように電子情
報制御プログラムではその両方を総合的
に学びます。例えば、身の回りの課題を解
決したいと考えた場合、まずは何が問題・
原因であるかを知る、調査する必要があり
ます。各種センサにより情報・信号をコン
ピュータに取り込み、あるいは大規模デー
タベースを用いて分析・解析します。問題・
原因が分かれば、それを取り除く、改善す
るための処理を実施する必要があります。
時には分析・解析結果により何らかのシス
テムを制御することも必要です．電子情報
制御プログラムではそのような課題の発
見から解決に至るすべての過程に関する
知識、技術を身に着けることができます。
特に令和3年からはプログラムを見直し、
信号処理プログラミング演習やロボット
制御実習などを新設、より実践的なものに
生まれ変わりました。先の読めない世の中
では、電子情報制御プログラムが提供する総合的でより実践的なものが
重要になってきます．

大阪府立大学工学部電気工学科
卒。同大学院修士課程修了後、三
洋電機(株)中央研究所でコン
ピュータシステムの研究開発に従
事。1992年4月鳥取大学教育学
部講師に採用、2016年1月同大
工学部教授に就任。2007年10月
から2008年3月までアメリカ・ミシ
ガン州立大学にて在外研究。

Profile
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電子情報制御システムプログラム電子情報制御システムプログラム
人・環境を取り巻く
情報を処理・制御する方法を学ぶ
電子情報制御システムプログラムでは、システム制御や情報通信に重点を置き、主に電気・電
子回路、制御、ロボット、通信、信号処理等の学問を学び、これらに関わる専門知識を活用して
情報システムの開発設計分野で活躍できる人材になることを目指します。具体的にはまず、論
理回路、電気回路、電子回路等、システム制御の基礎となる回路理論を学びます。また、制御工
学、ロボット制御工学等のシステム制御の理
論や、情報理論、信号処理工学、通信・信号処
理に関わる理論を学びます。さらに、数値計
算法、データ構造とアルゴリズム、組み込み
システム等、システム開発に役立つ学問につ
いても学びます。卒業後は、大学院進学や情
報通信・電気・製造業（通信、システム制御分
野を含む）における技術者・研究者として活
躍することが期待されます。

私は医療技術の発展に貢献したいという思いか
ら大学で勉強してきました。そんな私は現在、衣
服型ウェアラブル生体センサという服を着るだ
けで心電を測定できる装置の生体情報の推定
精度の高精度化をテーマに研究を行っていま
す。この研究では例えば取得した心電に発生し
たノイズの除去に使うフィルタに最適化アルゴ
リズムを用いたり、生体情報を推定する際に相
関などの信号処理の技術を用いたりするなど、
様々な分野の知識や技術を組み合わせることで

課題を解決してきました。大学では物理やITなど本当に幅広い分野を学
ぶ機会があり、自分が学びたいと思う学問があればたくさん挑戦できる
環境が用意されています。そして講義を通じて様々な知識を習得するこ
とで、今度はそれらを使って自分の挑戦してみたいことをテーマに研究す
ることが可能です。確かに大学で
の勉強や研究は難しく大変なこと
も多いですが、そこで得られる経
験は自分自身の成長や、夢や目標
の達成に繋がると私は考えていま
す。もし何かやってみたいことが
あれば、是非それに向かって挑戦
してみてください

夢の実現に向けた挑戦

柴田　健斗さん
2020年度
博士前期課程入学

私はドップラーレーダを用いた非接触による心
拍検出の研究を行っています。ドップラーレーダ
は、対象の速度を測定することができます。その
ため、レーダを人や動物の胸部に照射すること
で、心拍による微小な動きを検出し、心拍数の推
定を行うことができます。この手法では、これま
での心拍計のように電極を身体に貼り付ける必
要がなく、非接触で観測できるため利便性が向
上します。しかし、呼吸や体の揺れなどによって
精度が低下するといった問題があり、精度向上を

目指して日々研究を行っています。問題を解決することで、高齢者や手術後
の動物などの見守りシステムに応用できると考えています。研究を始めた
頃は、わからないことばかりでしたが、先生や先輩方に質問することや定
期的なミーティングにより理解を深め、研究を進めることができました。ま
た、自分のアイデアをシステムに
取り入れることで推定精度が向
上するなど成果が目に見えるこ
とに魅力を感じ、やりがいにも繋
がっています。就職後は研究で
学んだことを活かし、多くの人と
話し合うことで高度な技術の開
発につなげていきたいです。

教員と学生が共に課題解決に取り組む

藤田　夏清さん
2020年度
博士前期課程入学

Electronics for Informatics

私は熱画像を用いた人物追跡に関する研究をし
ています。人物追跡とは、動画像上に表示される
人物を追い続ける技術で、この技術は監視カメラ
や自動運転などに役立ちます。熱画像は対象物か
ら放射されるエネルギーを可視化した画像であ
り、店の出入り口で人物の体温を測定するために
利用されています。熱画像を用いた人物追跡の実
用化により、体温に異常がある人を自動で検出
し、移動経路を割り出すことができると考えてい
ます。アルバイトでの人手不足による多忙な業務

経験から、AI技術で生産性の向上を図り、豊かな暮らしを提供していきた
いという思いを抱きました。その思いを実現するためにAI技術について学
べる現在の研究テーマを選びました。研究はうまくいくことの方が少なく、
成果を出すためには様々な課題を解決しなければなりません。その中で先
生や先輩方に助けられながら課
題を解決し、成果を出せたときは
非常にやりがいを感じます。大学
院で自身の研究課題を通じて身
に付けた応用力や課題解決力
を、社会に出てからも発揮し、豊
かな暮らし作りを目指していきた
いです。

研究の学びを、社会貢献につなげる

塚原　康平さん
2020年度
博士前期課程入学
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学生生活の支援
経済的支援 海外留学の支援

学生生活を経済的に支援する
ために、奨学金を付与・貸与す
る制度や授業料・入学金を免
除する制度があります。

国際交流センターと協力し、多様な文
化の学習や語学研修のための留学を
支援します。いくつかの奨学金制度も
用意されており、学生の海外留学に対
して経済的に支援します。

就職支援 心身の健康サポート

キャリアセンターによる全学的
な支援に加え、就職担当教員
が、電気情報系学科で学んだ
専門知識や技術を活かすこと
ができるように就職活動を支
援します。

心身ともに健やかに学生生活が送れ
るように、学生支援センター・保健管 
理センターと協力して支援します。学
生相談員や学生なんでも相談窓口、
カウンセリングを含めた健康相談など
を通じて相談できます。

電気情報系学科では、
2019~2020年度に4名が留学し
ました。 留学経験者の竹本祐基さ
んと木村舞衣さんに留学の体験
を聞きました。

私は2月から3月にかけて2か
月間、カナダのサイモンフレー
ザー大学で研究インターン
シップに参加しました。現地で
は、幅広い視野を持ち行動に
移す人々の姿から、多くの刺激
を受けました。留学という決断
は勇気が要りましたが、研究生
達や教授と英語で議論したり、
異文化を体験できたことは、今
度の人生においてかけがえの
ない財産になったと思います。

●2019～2020年度留学者

ホーチミン(ヴィエトナム)
ウォータールー大学(カナダ)
サイモンフレーザー大学(カナダ)

学会
カナダ英語研修
研究インターンシップ

1名
2名
1名

留学先 参加プログラム 人数

充実した学びを支援する制度
学級教員制による大学生活のケア

学生の生活・教育・研究指導の体制として、1年から3年次までは学級
教員制、4年次では指導教員制があり、きめ細かな指導(約10名の学
生に1名の教員)が行われます。学級教員は卒業研究の着手条件とい
う「関所」を教育・生活指導をすることによってクリアできるように支
援します。指導教員は、学生が4年次の1年間を研究室という教育・研
究の場で過ごすことを通じて、社会に参画するために必要な能力であ
る社会性や協調性などの人間力が身に付くよう指導します。

導入科目の充実

1年次では、大学生活を有意義なものにするための「入門ゼミ」、電気
情報系の専門分野でどのような夢が描けるかがわかる「電気情報系
総論」、工学の技術者や研究者に必要な「工学倫理」や「キャリア入
門」などの必修科目を学びます。

先輩学生による支援

講義・演習・実験などにはTA(ティーチング・アシスタント)を配置し、
手厚い教育指導により学びを支援します。

入試関連情報
一般選抜

前期日程：個別学力検査科目は数学(必須)と物理または英語(1教科
選択＊)です。

後期日程：個別学力検査科目は数学です。　　　　　　　　　　　　
前後期日程ともに、大学入学共通テストは5教科7科目の利
用です。

＊選択教科は得意な1教科だけ受験することも、両方受験することもできます。
（両方受験の場合は得点の高い方で判定）

学校推薦型選抜

学校推薦型選抜Ⅰ：高等学校の工業に関する学科または総合学科の
工学分野を卒業見込みの方を対象としており、大
学入学共通テストを課しません。

学校推薦型選抜Ⅱ：対象の高校に制限はなく、大学入学共通テストの
成績を利用します(3教科4科目)。

いずれも面接を実施します。

毎年、夏に「オープンキャンパス」を実施しますので、
ぜひご参加ください。最新の詳しい情報は、下記URL
の鳥取大学入学試験情報でチェックしてください。

留学

入学

授業・学生実験

学会発表
卒業研究発表

卒業式

Start

Goal

大学3年の夏休みに約一ヶ月
間カナダのウォータールー大
学へ、英語留学に行きました。
海外に一度も行ったことがな
かったので、行ってみたいと思
い参加しました。現地ではホー
ムステイをし、現地の文化や
英語の勉強を行えました。ま
た毎日のようにイベントがあっ
たので、現地の人や海外の人
たちともすぐに仲良くなれ、非
常に良い経験となりました。

木村　舞衣さん
2019年度博士前期課程入学

竹本　祐基さん
2017年度入学

http://www.admissions.adm.tottori-u.ac.jp/

在学生の学外での活躍 (2019.04～2021.03)

IEEE 1st Global Conference on Life 
Sciences and Technologies
電子情報通信学会短距離無線通信研究会 
The 10th Japan-China-Korea Joint 
Conference on MEMS/NEMS (JCK MEMS 2019)
The 19th Int. Conf. II-VI Compounds and 
Related Materials (II-VI-2019)
情報処理学会中国支部
第21回 IEEE広島支部学生シンポジウム(HISS)
情報ディスプレイ研究会
2020年農業施設学会 学生・若手研究発表会
電気学会中国支部
電子情報通信学会中国支部
電子情報通信学会中国支部
電子情報通信学会中国支部
電子情報通信学会中国支部
IEEE 2nd Global Conference on Life 
Sciences and Technologies
電気設備学会
応用物理学会中国四国支部
情報処理学会中国支部
第22回 IEEE広島支部学生シンポジウム(HISS)
第22回 IEEE広島支部学生シンポジウム(HISS)
第22回 IEEE広島支部学生シンポジウム(HISS)
電気学会中国支部
2021年農業施設学会 学生・若手研究発表会
2021年農業施設学会 学生・若手研究発表会
電子情報通信学会中国支部
電子情報通信学会中国支部

電子情報通信学会バイオメトリクス研究専門委員会

2nd Prize IEEE LifeTech 2019 
Poster Paper Award
研究会優秀学生賞

優秀論文発表賞
HISS優秀研究賞
学生奨励賞
優秀賞
電気学会中国支部奨励賞
連合大会奨励賞
連合大会奨励賞
連合大会奨励賞
連合大会奨励賞
3rd Prize IEEE LifeTech 2020 
Excellent Student Paper Award
電気設備学会賞 論文奨励賞
学術講演会発表奨励賞
優秀論文発表賞
HISS優秀研究賞
HISS優秀研究賞
HISS優秀研究賞
電気学会中国支部奨励賞
優秀賞
クリマテック株式会社特別賞
連合大会奨励賞
連合大会奨励賞

学生貢献賞

中島浩輔

森秀樹

岡田啓

市川悠喜 

牧田岳大
柵木洋平
松原航平
上野雄祐
森澤駿
宮崎喬行
森秀樹
藤田航平
牧田岳大

磯本佳助

福島志斗，他4名
中村海輝
宮崎喬行
河越祐太
清水健
中島宏智
渡邉綾太
熊倉颯晟
熊倉颯晟
宮崎喬行
柴田健斗 
篠原有輝
清水健
三宅崇弘
角脇永吉
河越祐太
中島宏智
向井宏太朗

学会発表等
での授賞

25件

学会等へ
の貢献

７件

●受賞名称 ●授賞団体等 ●受賞者

Best Student Poster Award

Poster Award

第21回 IEEE広島支部学生シンポジウム(HISS)

第22回 IEEE広島支部学生シンポジウム(HISS)

功労賞

功労賞

大学祭
「風紋祭」
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う「関所」を教育・生活指導をすることによってクリアできるように支
援します。指導教員は、学生が4年次の1年間を研究室という教育・研
究の場で過ごすことを通じて、社会に参画するために必要な能力であ
る社会性や協調性などの人間力が身に付くよう指導します。

導入科目の充実

1年次では、大学生活を有意義なものにするための「入門ゼミ」、電気
情報系の専門分野でどのような夢が描けるかがわかる「電気情報系
総論」、工学の技術者や研究者に必要な「工学倫理」や「キャリア入
門」などの必修科目を学びます。

先輩学生による支援

講義・演習・実験などにはTA(ティーチング・アシスタント)を配置し、
手厚い教育指導により学びを支援します。

入試関連情報
一般選抜

前期日程：個別学力検査科目は数学(必須)と物理または英語(1教科
選択＊)です。

後期日程：個別学力検査科目は数学です。　　　　　　　　　　　　
前後期日程ともに、大学入学共通テストは5教科7科目の利
用です。

＊選択教科は得意な1教科だけ受験することも、両方受験することもできます。
（両方受験の場合は得点の高い方で判定）

学校推薦型選抜

学校推薦型選抜Ⅰ：高等学校の工業に関する学科または総合学科の
工学分野を卒業見込みの方を対象としており、大
学入学共通テストを課しません。

学校推薦型選抜Ⅱ：対象の高校に制限はなく、大学入学共通テストの
成績を利用します(3教科4科目)。

いずれも面接を実施します。

毎年、夏に「オープンキャンパス」を実施しますので、
ぜひご参加ください。最新の詳しい情報は、下記URL
の鳥取大学入学試験情報でチェックしてください。

留学

入学

授業・学生実験

学会発表
卒業研究発表

卒業式

Start

Goal

大学3年の夏休みに約一ヶ月
間カナダのウォータールー大
学へ、英語留学に行きました。
海外に一度も行ったことがな
かったので、行ってみたいと思
い参加しました。現地ではホー
ムステイをし、現地の文化や
英語の勉強を行えました。ま
た毎日のようにイベントがあっ
たので、現地の人や海外の人
たちともすぐに仲良くなれ、非
常に良い経験となりました。

木村　舞衣さん
2019年度博士前期課程入学

竹本　祐基さん
2017年度入学

http://www.admissions.adm.tottori-u.ac.jp/

在学生の学外での活躍 (2019.04～2021.03)

IEEE 1st Global Conference on Life 
Sciences and Technologies
電子情報通信学会短距離無線通信研究会 
The 10th Japan-China-Korea Joint 
Conference on MEMS/NEMS (JCK MEMS 2019)
The 19th Int. Conf. II-VI Compounds and 
Related Materials (II-VI-2019)
情報処理学会中国支部
第21回 IEEE広島支部学生シンポジウム(HISS)
情報ディスプレイ研究会
2020年農業施設学会 学生・若手研究発表会
電気学会中国支部
電子情報通信学会中国支部
電子情報通信学会中国支部
電子情報通信学会中国支部
電子情報通信学会中国支部
IEEE 2nd Global Conference on Life 
Sciences and Technologies
電気設備学会
応用物理学会中国四国支部
情報処理学会中国支部
第22回 IEEE広島支部学生シンポジウム(HISS)
第22回 IEEE広島支部学生シンポジウム(HISS)
第22回 IEEE広島支部学生シンポジウム(HISS)
電気学会中国支部
2021年農業施設学会 学生・若手研究発表会
2021年農業施設学会 学生・若手研究発表会
電子情報通信学会中国支部
電子情報通信学会中国支部

電子情報通信学会バイオメトリクス研究専門委員会

2nd Prize IEEE LifeTech 2019 
Poster Paper Award
研究会優秀学生賞

優秀論文発表賞
HISS優秀研究賞
学生奨励賞
優秀賞
電気学会中国支部奨励賞
連合大会奨励賞
連合大会奨励賞
連合大会奨励賞
連合大会奨励賞
3rd Prize IEEE LifeTech 2020 
Excellent Student Paper Award
電気設備学会賞 論文奨励賞
学術講演会発表奨励賞
優秀論文発表賞
HISS優秀研究賞
HISS優秀研究賞
HISS優秀研究賞
電気学会中国支部奨励賞
優秀賞
クリマテック株式会社特別賞
連合大会奨励賞
連合大会奨励賞

学生貢献賞

中島浩輔

森秀樹

岡田啓

市川悠喜 

牧田岳大
柵木洋平
松原航平
上野雄祐
森澤駿
宮崎喬行
森秀樹
藤田航平
牧田岳大

磯本佳助

福島志斗，他4名
中村海輝
宮崎喬行
河越祐太
清水健
中島宏智
渡邉綾太
熊倉颯晟
熊倉颯晟
宮崎喬行
柴田健斗 
篠原有輝
清水健
三宅崇弘
角脇永吉
河越祐太
中島宏智
向井宏太朗

学会発表等
での授賞

25件

学会等へ
の貢献

７件

●受賞名称 ●授賞団体等 ●受賞者

Best Student Poster Award

Poster Award

第21回 IEEE広島支部学生シンポジウム(HISS)

第22回 IEEE広島支部学生シンポジウム(HISS)

功労賞

功労賞

大学祭
「風紋祭」



〒680-8552　鳥取県鳥取市湖山町南4丁目101番地
TEL 0857-31-5186　　FAX 0857-31-5187
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2021/7

鳥取大学工学部

電気情報系学科
Department of Electrical Engineering and Computer Science,

FACULTY OF ENGINEERING,  TOTTORI UNIVERSITY

●東京（羽田）から ＿＿＿ 約1時間15分
●鳥取砂丘コナン空港からタクシーで約5分

●東　京から ＿＿＿ 約9時間15分（夜行）
●京　都から ＿＿＿ 約3時間25分
●大　阪から ＿＿＿ 約2時間55分
●三ノ宮から ＿＿＿ 約2時間40分
●姫　路から ＿＿＿ 約2時間05分
●広　島から ＿＿＿ 約5時間30分
●博　多から ＿＿＿ 約10時間15分（夜行）

飛行機

バ　ス

●東　京から ＿＿＿ 約4時間55分
●名古屋から ＿＿＿ 約3時間10分
●京　都から ＿＿＿ 約3時間
●大　阪から ＿＿＿ 約2時間30分
●三ノ宮から ＿＿＿ 約2時間10分
●姫　路から ＿＿＿ 約1時間30分
●岡　山から ＿＿＿ 約1時間45分
●高　松から ＿＿＿ 約2時間50分
●広　島から ＿＿＿ 約2時間40分
●博　多から ＿＿＿ 約3時間45分
●JR鳥取駅からJRで約10分、JR鳥取大学前駅で下車すぐ

鉄　道

しゃんしゃん祭り

東京

大阪岡山

2

東京←→鳥取
約1時間

大阪←→鳥取
約2時間

岡山・京都
大阪から
特急1本

大山

湖山池

鳥取砂丘

鳥取大学工学部

電気情報系学科

a c c e s s  m a p

鳥取県庁

鳥取大学
乾燥地研究センター

県立中央病院

鳥取湖陵高校SECOM

鳥取商業高校

鳥取大学前駅

山陰本線

湖山駅

鳥取駅 至京都

至京都

至岡山

至
吉
岡
温
泉

至
米
子

ヤマタ
スポーツパーク

至姫路至郡家

鳥取砂丘日　本　海

鳥取西 IC
鳥取 IC

鳥取自動車道

9

53

53

29

鳥取砂丘
コナン空港

鳥取港

湖山池

鳥取大学工学部


