平成23年度

電子情報システム工学専攻
学年

専攻科2年

担当教員名

単位数・期間

授業の目標と概要

（仮）高周波回路設計基礎

1単位

髙
後期

義礼

週当りの開講回数

1回

専門展開・選択

学修単位１

近年，身の回りの多くの電子機器がマイクロ波帯におよぶ高周波信号によって制御されている．
高周波の電気回路を考える場合，抵抗やインダクタ，キャパシタといった要素を集中定数として
考えることができず，いわゆる分布定数回路としての取扱が要求される．このため，高周波電流
を扱うための体系的な知識が必要となる．本科目では，伝送線路における反射波・透過波の取り
扱いからSパラメータまでの基礎的な知識について理解することを目標とする．
釧路高専目標

JABEE目標

d-2-a

授業中に演習をおこなうので，電卓を用意すること．電気回路の基礎的内容が必要となるので，
履修上の注意
復習しておくこと．
（準備する用具・前提とな
る知識等）
分布定数回路の考え方を修得し，伝送線路上の電圧・電流分布を計算できる．各種回路のSパラ
メータを求め，それを用いて回路の入射波・反射波等の計算がおこなえる．
到達目標

２回の定期テストの平均点が60点（100点満点）を越えていること．
成績評価方法

テキスト：資料を配布
参考書：横島一郎，高周波測定技術の基礎 〜Sパラメータ入門〜，リアライズ理工センター
テキスト・参考書

電気回路，電磁気，電磁波工学などの基礎的な知識が必要になります．こちらから一方的になら
ない授業を目指します．
メッセージ

授 業 内 容
授業項目

授業項目ごとの達成目標

前期中間試験

前期期末試験
１．授業ガイダンス（１回）
２．電磁波と電気回路（１回）
３．伝送線路（３回）
４．反射と定在波（２回）

後期中間試験
５．伝送電力（２回）
６．Sパラメータ（４回）
７．Sパラメータによる回路解析（２回）

後期期末試験

・高周波回路の特質を理解する．
・伝送線路上の電圧・電流分布を計算できる．
・反射係数を計算できる．定在波について説明できる．

実施する
・入射波・反射波の電力や負荷での消費電力を計算できる．
・各種回路のSパラメータを計算できる．
・Sパラメータを回路解析に用い入射波・反射波の計算ができる．

実施する
Created at Wed Aug 15 14:52:43 JST 2018

平成23年度

電子情報システム工学専攻
学年

専攻科2年

単位数・期間

授業の目標と概要

エネルギー変換工学

担当教員名
2単位

佐川正人
前期

週当りの開講回数

1回

専門展開・選択

学修単位１

現代は,そのエネルギーの中でも電気エネルギーが重要な役割を担っている.また,エネ
ルギーの効率性・経済性・安定性の課題解決が不可欠であると共に環境面での課題も重
要である.本授業は,電気の発電から消費までを環境面も総括してエネルギーに関する基
礎と応用技術を学習する.新エネルギー発電技術について周辺知識も含め学習し最新動
向に関する知識を習得する．同時に簡単な地域の環境について解析する能力を身につける．
釧路高専目標

D:100%

JABEE目標

d-2-a

初回講義に出席しない学生は受け付けない．
履修上の注意
中間試験は必ず実施する．プリントは再配布しない．
（準備する用具・前提とな 地域環境・地球環境について半年間持続して関心を持てることが必須．レポートを課す
る知識等）
場合が多いので単位修得に関し，就職活動や進学勉強との並行がきつく，困難を極める.
遅刻は出席と見なさない．よって例年は辞退者多数．

到達目標

成績評価方法

テキスト・参考書

メッセージ

・国内と世界のエネルギー資源・供給・消費の実態について理解できる．
・既存の発電技術と新エネルギー発電技術の基礎と課題が理解できる．
・CO2削減目標など最新の環境問題の動向が理解できる．
・『京都議定書』とエネルギーについて考える能力を持つことができる．
合否判定：定期試験2回の合計点が120点以上であること．
最終判断：最終評価＝合否判定の点数（１００点換算）±その他の評価点（±１０点以内）
ただし，最終評価の最高点は１００点，最低点は６０点とする．
遅刻・早退・私語は減点対象とする．
テキスト：「エネルギー工学」（電気書院）
参考書：「資源の熱エネルギー変換と環境汚染」（工業調査会）
参考書：「実験でわかるエネルギーと環境」（秀和システム）
参考書：「一般気象学（第２版）」(東京大学出版会）
「電気エネルギー基礎」（オーム社）
『環境にやさしいエネルギー』というモノについて再考してみよう．なぜCO2を削減し
なければならないのか，H2Oならばいいのか，などマスコミの言葉に踊らされることな
く，科学者の視点からもう一度考えてみては？
選択科目なので実力に応じて履修届を提出しましょう．
若いときの時間を無駄にすることなく計画的に．特に遅刻をする学生は単位修得は不可
授 業 内 容
授業項目

1.ガイダンスと今後の方針について（1回）
2.エネルギーと文明（1回）
3.エネルギー変換技術
(1)化石燃料と原子力のエネルギー変換技術の概要（2回)
(2)エネルギー変換技術各論
・太陽光発電（2回）
・風力発電（2回）

前期中間試験
（続き）
・燃料電池（1回）
4.『京都議定書』から考えるエネルギー利用（2回）
5.地球のエネルギー収支と『地球温暖化』（2回）
6.地域の温暖化現象（3回）

前期期末試験

授業項目ごとの達成目標
・日本と世界のエネルギー消費の歴史と現状が理解できる．
・化石燃料エネルギー(石炭、石油など）と原子力エネルギーの変換技術の特性、
システム、課題などが理解できる．
・太陽光発電の特性，必要な気候条件，システム，課題が理解できる．
．風力発電の特性，必要な気候条件，システム，課題が理解できる．

実施する
・燃料電池の特性，システム，課題の概要が理解できる．
・『京都議定書』が提示したエネルギー問題・環境問題を理解することが出来る
・地球のエネルギー収支と『地球温暖化』を客観的なデータから把握し，『地球温暖
化』という語句の意味を理解できる．
・温暖化現象を身近な地域の資料を用いて解析し，理解できる．

実施する

後期中間試験

後期期末試験
Created at Wed Aug 15 14:52:43 JST 2018

平成23年度

電子情報システム工学専攻
学年

専攻科2年

単位数・期間

授業の目標と概要

ソフトウェア工学特論

担当教員名
2単位

大貫和永
前期

週当りの開講回数

1回

専門展開・選択

学修単位１

複雑で大規模なソフトウェアの例としてオープンソースで開発が進められて
いる高性能な音声認識システムであるjuliusを教材に、ソースに触れてオープンソース
ソフトウェアを解析する手段について体験を通して学ぶ。音声認識のアルゴリズムにつ
いても付帯的理解できる。

釧路高専目標

D:100%

JABEE目標

d-2-a

C言語のプログラミングとLinuxのコマンドには詳しい知識が要求される。またエディタ
履修上の注意
としてはemacsを使わざるを得ないので、emacsの利用について
（準備する用具・前提とな 慣れていない場合は受講できない。
る知識等）
OSSのソースを読むために利用できるツールの働きと知り利用できる。
到達目標

成績評価方法

2回の定期試験の平均点による。
合否判定：上記点数が60点以上であること
最終評価：合否判定点±その他の評価点(10点以内)

教科書：荒木雅弘「音声認識システム」森北出版
参考書：鹿野他「音声認識システム」オーム社
テキスト・参考書

メッセージ

講義の中で、実際にコンピュータの操作が必要になります。
専攻科は少人数授業が特徴です。行儀の悪い参加者がい
ると目立ってしまいます。指導に従わない場合は、当然、欠
席扱いになりますので注意してください。
実際に自分の研究などに役立てるためにも自分で手を動かし
授 業 内 容
授業項目

1.ガイダンス(1回)
2..Juliusの概要(1回)
3..特徴抽出(1回)
4.パターン認識システムの概要(1回)
5.音声認識に必要な統計の知識(1回)
6.連続音声認識システムの構成(1回)
7.音響モデル(1回)

前期中間試験
8..Juliusのソースファイル構成(1回)
9..Juliusの構築、音声認識実験(2回)
10.音響モデル構築実験(２回)
11..doxygenによるドキュメント抽出(1回)
12..デバッガによるソース解析(1回)

前期期末試験

授業項目ごとの達成目標
1.ガイダンス
2..連続音声認識システムの構成の概要を説明できる。
3...音声の特徴について物理的に説明できる。
4.音声認識とパターン認識の関連を説明できる。
5.ベイズ判定法について説明できる。
6.連続音声認識システムの構成要素を説明できる。
7.音響モデルとして利用されるＨＭＭについて説明できる。

実施する
8..ソースファイルの構成の概要を説明できる。
9.. 大規模なソースをコンパイルして構築する方法を説明でる。
10,音響モデルの構築法を説明できる。
11..ドキュメント生成ツールの概念をしり使えるようになる。
12..デバッガの概念と使用方法を知り、プログラム解析に使える。

実施する

後期中間試験

後期期末試験
Created at Wed Aug 15 14:52:43 JST 2018

平成23年度

電子情報システム工学専攻
学年

専攻科2年

ソフトコンピューティング特論

担当教員名

単位数・期間

2単位

高木敏幸
前期

週当りの開講回数

1回

専門共通・選択

学修単位１

ソフトコンピューティングは、知識のメカニズムを解明し、それを計算機上で実現することを目的
とする学問分野である。本科目では、ファジィ理論、ニューラルネットワーク、ソフトコンピュー
ティング技術を中心に講義と演習を行い、これらの基本的な考え方について理解する。
授業の目標と概要
釧路高専目標

C:100%

JABEE目標

d-1-2

事前に配布した資料を持参すること。
履修上の注意
専攻科1 年後期の「多変量解析」の履修が望ましい。
（準備する用具・前提とな レポートはファジィ理論、ニューラルネットワークについて2 回を予定して
る知識等）
いる。

到達目標

成績評価方法

テキスト・参考書

一般的な集合とファジィ集合の違いを理解し、ファジィ理論における演算方法を
記述できる。
ファジィ推論を用いた制御方法を設計できる。
ニューラルネットワークおよび遺伝的アルゴリズムについて、それをコンピュータ上にモデル化す
る方法について説明できる。
定期試験100%
合否判定定期試験の平均点が60 点を超えていること
最終評価定期試験の平均点（90％）＋レポート（10％）

テキスト：必要な資料を配付する。
参考書：福田敏男著「インテリジェントシステム」（昭晃堂）
講座ファジィ1 巻〜14 巻日本ファジィ学会編日刊工業新聞社

レポートは期限までに必ず提出すること。
メッセージ

授 業 内 容
授業項目
ファジィ理論（3 回）
ファジィ推論（4 回）

授業項目ごとの達成目標
一般的な集合とファジィ集合の違いを学習し、ファジィ理論
における演算方法を習得する。
ファジィ理論を用いたファジィ推論のアルゴリズムを習得する。

前期中間試験
ファジィ制御（2 回）
学習型ファジィ推論（2回）
ニューラルネットワーク（2回）
誤差逆伝播法（2回）

前期期末試験

実施する
ファジィ推論を用いたファジィ制御および学習型ファジィ推論の学習アルゴリズムを
習得する。
ニューラルネットワークの代表的な計算手法である誤差逆伝播学習アルゴリズム
について理解する。
教師なし学習法として自己組織化マップを学習し、多次元情報の可視化法につい
て理解する。

実施する

後期中間試験

後期期末試験
Created at Wed Aug 15 14:52:43 JST 2018

平成23年度

電子情報システム工学専攻
学年

専攻科2年

デバイス材料工学特論

担当教員名

単位数・期間

2単位

須田潤
前期

週当りの開講回数

1回

専門展開・選択

学修単位１

電気・電子材料に関する基礎的な物性とその理論を学び、各種電気・電子デバイスに
おける材料の役割や特徴について深く理解する。
授業の目標と概要
釧路高専目標

C:100%

JABEE目標

d-1-3

専攻科1年において量子統計工学や電気磁気学特論を履修していることが望ましい。また、授業
履修上の注意
には電卓を持参すること。なお、テキスト以外にプリントを配布することがある。
（準備する用具・前提とな
る知識等）
誘電分極や誘電分散特性について理論的に説明できること。
誘電体材料、絶縁体材料及び磁性体材料の特徴が説明できること。
到達目標

成績評価方法

テキスト・参考書

合否判定：２回の定期試験の結果の平均が60 点を超えていること。
最終評価：２回の定期試験の結果の平均（100％）と授業態度（±10％）の
合計

テキスト：櫻井 良文他、電気電子材料工学（共立出版）
参考書 ：中澤達夫著 電気・電子材料（コロナ社)
参考書 ：平井平八郎著 電気・電子材料（オーム社)

興味をもったデバイスやその材料はその特徴を調べてみると良い。
メッセージ

授 業 内 容
授業項目
1.電気・電子デバイス材料の基礎（2 回）
2．誘電体材料（4 回）
3．問題演習（1 回）

前期中間試験
4．絶縁体材料（2 回）
5．半導体材料（1 回）
6．導電体・抵抗材料（1 回）
7．磁性体材料（2 回）
8．問題演習（1 回）

前期期末試験

授業項目ごとの達成目標
・原子の結合様式について説明できる
・誘電損について等価回路より説明でき、その測定方法が説明できる
・誘電分極や誘電分散について関係式を導出して、その特性を説明できる
・誘電体材料の特徴が説明できる

実施する
・絶縁体材料の特徴が説明できる
・半導体の抵抗率及びホール係数の測定方法について
説明できる
・導電体材料・抵抗材料の特徴がわかる
・磁性体材料の特徴が説明できる

実施する

後期中間試験

後期期末試験
Created at Wed Aug 15 14:52:43 JST 2018

平成23年度

電子情報システム工学専攻
学年

専攻科2年

担当教員名

単位数・期間

授業の目標と概要

ネットワークデザイン

2単位

高橋
前期

到達目標

1回

専門展開・選択

学修単位１

インターネットはもはやライフラインの1つとして私達の生活の一部である。
本科目では、インターネットの通信原理を理解し、ルーティングやVLANなどの基礎的な
技術について学び、中小規模のネットワークの設計やトラブルシューティングが行える
ことを目標とする。

釧路高専目標
履修上の注意
（準備する用具・前提とな
る知識等）

晃

週当りの開講回数

D:100%

JABEE目標

d-2-a

2進数、16進数、ビット演算(AND、OR、NOT、XOR) について復習しておくこと

OSIの7レイヤー,ARPのしくみ,static,RIP,OSPFなどのルーティングが分かる。
ネットワークのトラブルシューティングが行える。
中小規模なLANの設計ができる。

定期試験70％、実習課題30％
成績評価方法

テキスト・参考書

教科書：毎回資料を配布
参考書：トップダウンネットワークデザイン Priscilla Oppenheimer 著
コムサス 訳 ソフトバンクパブリッシング

メッセージ

授 業 内 容
授業項目
OSIの7レイヤ(2)
ARP(1.5)
ルーティングプロトコル(3.5)

前期中間試験
VLANの概念(2)
LANの設計(3.5)
トラブルシューティング(1.5)

前期期末試験

授業項目ごとの達成目標
OSIの7レイヤの理解
インターネットの通信のしくみが分かる。
static、RIP、OSPF(シングルエリア)のルーティング
プロトコルの使い分けができる。

実施しない
ポートVLAN、タグVLANについて使い分けができる
要求にあったネットワーク機器の選定や、論理設計、
物理設計ができる。
トラブルシューティングができる

実施する

後期中間試験

後期期末試験
Created at Wed Aug 15 14:52:43 JST 2018

平成23年度

電子情報システム工学専攻
学年

専攻科2年

単位数・期間

応用光学

担当教員名
2単位

中村
前期

隆

週当りの開講回数

1回

専門展開・選択

学修単位１

本講義では，光学現象の基礎事項を学習するとともに，その応用である光工学技術に関
する理解を深めることにより，各自の専門領域において光学的手法を積極的に活用でき
る能力を身に付けることをその目的としている．
授業の目標と概要
釧路高専目標

D:100%

JABEE目標

d-2-a

日本語の資料を中心に適宜英語の資料を使用する．各自は講義を受講する際にあらかじ
履修上の注意
め示しされた範囲を熟読しておくこと．関連図書（日本語）は図書館に用意しておくの
（準備する用具・前提とな で，予習の際の参考にすること．
る知識等）
前提となる知識：電磁気学の基本的事項を理解していること．
マックスウェルの方程式，波動方程式

到達目標

波動光学の基礎的な事項（干渉，回折，散乱，偏光）を定性的に理解している．
波動光学に関する基本的な数式表現を理解している．
波動光学の応用技術を基礎的な物理現象に基づいて説明することができる．

合否判定と最終評価は同じであり，下記により行う．
レポート80％＋実技試験20％（実技試験は2 回行う．）
成績評価方法

テキスト・参考書

参考書：
ニューポート社テクニカルスタッフ，光学実験講座，オプトロニクス社
浮田宏生，電子光工学，コロナ社，
谷田貝豊彦，応用光学 光計測入門，丸善
Eugene Hecht, OPTICS, 4th edition, Pearson Education(邦訳,尾崎義治・朝倉利光
光を専門としない学生を対象として，幅広い内容を短期間で学習する．そのため，予
習，演習，レポートなど，意欲的に学習してほしい．

メッセージ

授 業 内 容
授業項目
○幾何光学と光学部品(2)
○レーザー光の特徴（ガウスビーム）(2)
○ホイヘンスの原理と回折現象(3)

前期中間試験
○光検出素子の特徴と回路製作(3)
○干渉現象と干渉計(3)
○偏光と偏光調整素子（偏光板）(2)

前期期末試験

授業項目ごとの達成目標
幾何光学を用いてレンズなどの効果を記述できる．
実験的にレンズの焦点距離を求めることができる．
TEM00 モードのガウスビームの特徴を理解している．
ガウスビームを平行光にすることができる．
ホイヘンスの原理により回折現象の説明ができる．
エアリーディスクから開口径が求められる．
光学的フーリエ変換の光学系を組むことができる．
レーザー光を用いて回折現象の特徴を説明できる．

実施する
光検出素子を適切に使用して光強度を検出できる．
ヤングの実験とマイケルソン干渉計の説明ができる．
簡単な干渉計を組むことができる．
干渉計によるコヒーレンスの測定ができる．
偏光についての定性的な説明ができる．
偏光の変化を用いて物質の性質を議論できる．
与えられた課題に関する実験を行うことができる．

実施する

後期中間試験

後期期末試験
Created at Wed Aug 15 14:52:43 JST 2018

平成23年度

電子情報システム工学専攻
学年

専攻科2年

単位数・期間

環境マネジメント

担当教員名
2単位

加藤雅也
前期

週当りの開講回数

1回

専門共通・選択

学修単位１

環境問題の背景，発生メカニズムおよび解決方法に関する幅広い知識を修得する．また，ISO14000
シリーズ規格を正しく理解し，企業等における環境報告書などの実例をとおして環境マネジメント
に関する基礎的知識を身につける．
授業の目標と概要
釧路高専目標

C:100%

JABEE目標

d-1-5

基本的な物理，化学に関する知識が必要である．また，環境問題に関する基本的な知識があること
履修上の注意
が望ましい．
（準備する用具・前提とな 授業は主として講義形式で行うが，事前に課題を与え，意見を求めたり討議することもある．
る知識等）
講義内容を自ら補足したり，課題について学習する等の自学自習が必要である．
また，自学自習にはパソコンやインターネットを使える環境が必要である．

到達目標

環境問題における社会経済活動と自然環境との因果関係を説明できる．
環境の保全・修復・創出に関する法律や技術の基本的知識を身につけている．
ISO14000シリーズ規格に準拠した環境マネジメントシステムを構築し，あるいは運営する上で知っ
ておくべき基礎的知識を身につけている．
合否判定：2回の定期試験の結果の平均が60点を超えていること．
最終評価：2回の定期試験の結果の平均点とする．

成績評価方法

テキスト・参考書

メッセージ

テキスト：特に指定しない．関連資料をプリント配布するが，下記参考書やWEBの情報等を適宜参
照すること．
参考書：環境概論（中央経済社），環境白書（環境省），環境工学（森北出版），環境マネジメン
トハンドブック（日本工業新聞社），環境マネジメント入門（日科技連），環境マネージメント・
監査入門（日本規格協会）など
講義では基礎的な知識の修得に主眼をおきますが，実際の環境問題は多様で複雑です．日常から環
境問題を意識して，積極的に情報収集するように心がけること．環境への配慮は，技術者倫理とも
関わる基本的かつ重要な事項であると認識して受講してください．

授 業 内 容
授業項目
1．環境一般
環境問題の背景〜地球環境問題（2回）
2．さまざまな環境問題
大気環境，水環境・土壌環境（2回）
有害物質と廃棄物，騒音・振動・悪臭等（2回）
3．自然環境
法体系・国際条約，ミチゲーション（1回）

前期中間試験
4．環境アセスメント
環境アセスメント概論（1回）
環境流体シミュレーション（2回）
5．環境マネジメントシステム
ISO14000シリーズ規格（2回）
企業等における実例（2回）

前期期末試験

授業項目ごとの達成目標
1．環境問題の歴史的背景を説明できる．
地球環境問題の概要を説明できる．
2．代表的な環境問題の発生メカニズムを説明できる．
代表的な環境問題の対策を説明できる．
3．自然環境に関わる法律の基本事項を説明できる．
自然環境の保護や修復技術の基本事項を説明できる．

実施する
4．環境アセスメントの概要（法律，技術）を説明できる．
環境流体シミュレーションの基礎的技術を説明できる．
5．ISO14000シリーズの概要を説明できる．
ISO14000シリーズの各種用語を説明できる．
環境マネジメントシステムのPDCAサイクルを説明できる．

実施する

後期中間試験

後期期末試験
Created at Wed Aug 15 14:52:43 JST 2018

平成23年度

電子情報システム工学専攻
学年

専攻科2年

単位数・期間

技術者倫理

担当教員名
2単位

大石玄、高橋剛、神谷昭基
後期

週当りの開講回数

1回

一般・必修

学修単位１

技術者が社会に貢献するために、技術が社会や自然に及ぼす影響や効果、および世界
における文化や価値観の多様性を理解し、技術者が社会に対して負っている責任を果た
せるようになる。
授業の目標と概要
釧路高専目標

A:100%

JABEE目標

b

授業では、よく知られている技術者倫理に関する典型的な問題を取り上げ、その問題
履修上の注意
に関するグループ討議を行
（準備する用具・前提とな うと同時に、技術や環境に関わるリアルタイムの社会問題を感度よくキャッチできるよ
る知識等）
うに関心を持ち続けるため
の調査課題を与え、発表する。

到達目標

技術者として社会に貢献する皆さんは，これから様々な場面で〈ものづくり〉に関
わっていくことになるであろ
う。皆さんが持っているスキルは，上手く使えば社会を便利で豊かなものにする可能性
を秘めたものであるが，使
い方によっては悪用することだって出来てしまう。さらに，当の本人は利益を生み出す
課題・レポートとプレゼンテーションにより総合評価。

成績評価方法

テキスト・参考書

教科書： 技術者倫理の世界 第２版』（藤本温編著，森北出版） ISBN:9784627973022
参考書： 『科学技術者倫理の事例と考察』（米国NSPE倫理審査委員会編、丸善）
参考書：『失敗学実践講義 文庫増補版』（畑村洋太郎著，講談社文
庫）ISBN:9784062766135
発言や討論に積極的に参加し、また他者を納得させる質の高いレポートの作成を期待し
ている。

メッセージ

授 業 内 容
授業項目

授業項目ごとの達成目標

前期中間試験

前期期末試験
1) 技術者倫理と法： 六本木ヒルズ回転ドア事件 [1]
2) 技術者倫理の視点： ハインリッヒの法則 [1]
3) 公衆の安全と製造物責任： JCO臨界事故，JR福知山線事故
[1]
4) コンプライアンス： 三菱自動車リコール隠し事件 [1]
5) 公益通報と内部告発： ミートホープ事件 [1]
6) 倫理的分析の実践 [1]
7) 専門職の倫理とパターナリズム [0.5]
8) 地球的視野をもつ技術者の倫理 [0.5]
後期中間試験

1-2) まず技術者倫理（エシックス）とは何かを知ったたうえで，倫理を下支えするも
のとして整備されている法律の制度を理解できる。
3-5) 技術者倫理を欠いたために発生した事故の実例を知ったうえで，技術者とし
て望ましい行動を理解できる。
6) 技術者個人責任と企業責任を理解できる。
7) 技術者のパターナリズムの欠点を理解できる。
8) 異文化による倫理観の差異を理解できる。

実施しない

9) チャーレンジャー事故 [1]
9-11) 技術者倫理の観点からチャーレンジャー事故を考察できる。
10) 技術者倫理の観点によるチャーレンジャー事故のグループ討
論 [1]
12) リスクへの対処法や技術者の役割が理解できる。
11) チャーレンジャー事故グループ討論結果発表 [1]
13) 技術者が組織のなかでどう判断し行動できるか理解できる。
14) 組織の中の技術者が倫理的に行動する手段や責任が理解できる。
12) 安全性と「受け容れ可能なリスク」 [2]
13) フォード・ピント事件〜倫理学の三理論 [2]
14) ギルベイン・ゴールド〜内部告発 [1]

後期期末試験

実施しない
Created at Wed Aug 15 14:52:43 JST 2018

平成23年度

電子情報システム工学専攻
学年

専攻科2年

信号画像処理Ⅰ

担当教員名

単位数・期間

2単位

浅水 仁
前期

週当りの開講回数

1回

専門共通・選択

履修単位

信号処理は工学のあらゆる分野において重要である．特にディジタル信号を扱うことは
技術者にとって必須事項である．本講義では，ディジタル信号処理をメインテーマとし
て，信号処理を行う際に必要な知識と技術を身に付けることを目的とする．
授業の目標と概要
釧路高専目標

C:100%

JABEE目標

d-1-2

信号処理を行う上で，数学，情報技術の基礎知識は必須である．特に、微分、積分、三
履修上の注意
角関数、級数の計算ができることを前提とする。アナログ信号とディジタル信号の違
（準備する用具・前提とな い，ディジタル信号を扱う際の注意事項などについては，本講義で復習するが，既に学
る知識等）
んでいることを前提とする．画像処理または信号処理修得者は履修不可．応用解析学を
履修していること．
アナログとディジタルの相違について十分に理解できること．ラプラス変換，フーリエ
変換を活用できること．ディジタルフィルタのブロック図を理解できること．
到達目標

定期試験2回（100％）＋演習・レポート（20％）
定期試験が60点以上のときのみ演習・レポート点を加算する．
成績評価方法

テキスト・参考書

テキスト：「ディジタル信号処理」(萩原、森北出版)
参考書：「よくわかる信号処理」（オーム社）
「信号解析のための数学」（森北出版）
「ユーザーズディジタル信号処理」(東京電機大学出版)
本講義を通じて，「信号処理とは何か」についての理解，特にディジタル信号処理の基
礎を身につけてほしい．

メッセージ

授 業 内 容
授業項目
信号，信号処理システム(1回)
連続時間信号の解析(2回)
連続時間システムの解析(2回)
離散時間システムの解析(2回)

前期中間試験
離散時間信号の解析(2回)
離散時間システム(2回)
フィルタ(2回)
演習(1回)

前期期末試験

授業項目ごとの達成目標
連続信号と離散信号を説明できる．
連続時間システムについてフーリエ解析，フーリエ変換を用いて周波数解析ができ
る．
連続時間システムについてラプラス変換を適用して解析できる．
z変換を用いて離散時間システムの解析ができる

実施する
DFTを用いて離散時間システムの周波数解析ができる．
サンプリング定理を適用できる．たたみこみができる．
IIR，FIRフィルタを説明できる．
総合演習

実施する

後期中間試験

後期期末試験
Created at Wed Aug 15 14:52:43 JST 2018

平成23年度

電子情報システム工学専攻
学年

専攻科2年

創造特別実験II

担当教員名

単位数・期間

1単位

佐治
前期

裕、石山

俊彦、鈴木

週当りの開講回数

俊哉、佐川
1回

正人
専門展開・必修

学修単位３

専攻にかかわらない工学の基本的テーマについて実験を行う。仮説の検証やデータの解
釈について、工学全般に通用する方法論を身につける。様々な専攻の学生とチームを組
むことで、他分野での思考法や工学横断的な実験技法を身につける。
授業の目標と概要
釧路高専目標

D:100%

JABEE目標

d-2-b

基本的課題終了後、４班（6〜8名で構成）に分かれ、発展的課題の実験を行う。発展的
履修上の注意
課題は、①〜⑤の内、４つの課題をローテーションで実験を行う。発展的課題は、２週間
（準備する用具・前提とな で1課題を行う。特別実験の最後の回で、プレゼンテーションを行う。各自、筆記用
る知識等）
具、関数電卓、実験ノート(A4版)、定規を持参すること。グラフ用紙（方眼、片対数、
両対数）については、別途指示する。

到達目標

・専門分野の知識をもとに、周辺分野の課題についても解決策を見出すことができる。
・工学全般について、仮説の検証やデータを解釈することができる。
・グループによる協調作業を行うことで、コミュニケーション能力を養う。

成績評価方法

成績は、各課題評価の平均(80％)＋プレゼンテーション評価 (20％)で、60点以上を合
格とする。各課題評価の内訳は、報告書(70％) ＋実験態度 (30％)とする。プレゼン
テーション評価は、複数教員による評価とする。

テキスト・参考書

メッセージ

教科書：授業開始時にプリントを配布する。
参考書：『理科系の作文技術』 木下是雄、中公新書
参考書：『工科系の物理学実験』 続馨、学術図書出版社

発展的課題は以下の5テーマとし、その内の4テーマを実施する。
①：Spiceとトランジスタ回路、②：マルチスペクトル解析、③：超音波による距離
測定、④：放射線計測、⑤：物理定数の測定。
特別実験は、専門以外の周辺分野や境界領域の技術、知識を得る良い機会であるので、
積極的に参加して欲しい。
授 業 内 容
授業項目

1．
2．
3．
4．

ガイダンス（2回）
基本課題（2回）
発展的課題-Ⅰ（2回）
発展的課題-Ⅱ（2回）

授業項目ごとの達成目標
・実験の主旨を理解し、主体的に実験することができる。
・基本的な測定器の原理を理解し、操作できる。
・仮設を立て、主体的に実験を計画することができる。
・データを収集、解析することができる。

前期中間試験
5．
6．
6．

発展的課題-Ⅲ（2回）
発展的課題-Ⅳ（2回）
発表とまとめ（3回）

・解析結果を考察し、仮説を検証することができる。
・検証した結果をもとに、さらなる検討を実施することができる。
・実験で得られた成果を、プレゼンテーションできる。

前期期末試験

後期中間試験

後期期末試験
Created at Wed Aug 15 14:52:43 JST 2018

平成23年度

電子情報システム工学専攻
学年

専攻科2年

単位数・期間

授業の目標と概要

電子情報システム工学特別ゼミナールⅡ

担当教員名
1単位

電子情報システム工学専攻全教員
前期

週当りの開講回数

1回

専門展開・必修

学修単位１

特別研究に関連した文献調査、プレゼンテーション技術を修得し、企業の指導者からの
講義及び企 業の指導者との討論を通じて、地域の産業や社会の抱える課題やそれに対処
するために必要な能力 （計画性など）を修得することを目的とする。文献調査に関して
は、各自、与えられたテーマに従 って調査し、その内容を発表することにより、特別研
究のための調査技術、プレゼンテーション技 術の修得を目指す。
釧路高専目標

B:20%,D:60%,G:20%

JABEE目標

a,b,d-1-2,g,h

電子ジャーナルによる論文調査、ネットを利用した情報収集、図書館の利用、などさま
履修上の注意
ざまな手法 によって、必要な情報を収集・分析し、さらにそれらをまとめて発表する。
（準備する用具・前提とな また、発表後の質疑応 答に対応する。さらに、周辺・境界領域の知識や地域の産業や社
る知識等）
会の抱える課題とそれに対処する 能力を修得する。
これらの作業は特別研究における自分の研究作業のための訓練として重要である。

到達目標

成績評価方法

適切な方法により効率的な論文検索ができる。
適切な方法により効率的な情報収集ができる。
調査結果を適切に発表できる。
地域の産業や社会の抱える課題それに対処するために必要な能力の理解ができる。
文献調査プレゼンテーション（複数教員）（60％）
文献ディスカッション参加（20％）
企業講義レポート評価（20％）

各指導教員の指示による
テキスト・参考書

情報収集や地域または社会課題の理解は特別研究において重要なことである。
メッセージ

授 業 内 容
授業項目
1）ガイダンスの実施
2）特別研究に関連した文献調査テーマの決定
3）特別研究に関連した文献調査

授業項目ごとの達成目標
与えられる文献調査テーマに従って、文献調査できる。

前期中間試験

実施しない

1）特別研究に関連した文献調査結果の発表と討論
2）企業指導者による地域または社会の抱える問題とその対処に
必要な能力に関する講義

1）文献調査結果を説明でき、質問に対して適切に回答でき
る。
2）文献調査発表のディスカッションに参加できる。
3）地域または社会の抱える問題とそれに対処するための必要な能力を理解し、そ
れをレポートにまとめることができる。

前期期末試験

実施しない

後期中間試験

後期期末試験
Created at Wed Aug 15 14:52:43 JST 2018

平成23年度

電子情報システム工学専攻
学年

専攻科2年

単位数・期間

授業の目標と概要

電子情報システム工学特別演習

担当教員名
2単位

石山俊彦
後期

週当りの開講回数

1回

専門展開・必修

学修単位３

レゴ社のマインドストームを用いたロボット製作を通して、プロジェクトの進め方、ま
とめ方を学ぶ。制約があり、正解が1つでない課題に対して、実現可能な解を提案する
ことで、エンジニアとしての素養を身につける。
釧路高専目標：D(50%), E(50%)、JABEE目標：d-2-c, e, h

釧路高専目標

D:50%,E:50%

JABEE目標

d-2-c,h

ロボット製作には、プログラミング、制御工学、計測工学、電子回路、コンピュータな
履修上の注意
どの広範囲な知識が必要とされる。関連分野の授業内容を確認しておくこと。
（準備する用具・前提とな
る知識等）

到達目標

成績評価方法

テキスト・参考書

メッセージ

・専門分野で履修してきた知識をもとに、課題を解決することができる。
・自発的に計画、遂行でき、課題の解決策を見出すことができる。
・複数人による協調作業を行うことで、コミュニケーション能力を養う。

最終判定：計画書および最終報告書(60％：問題点の把握、独創性、論理性)、製作物の
評価(30％：提案書諸元の実現、機械としての性能)、プレゼンテーション(10％：説明
能力、質疑応答)などにより総合的に判断し、60点以上を合格とする。

参考書：『ロボットレースによる 組込み技術者養成講座』 ETロボコン実行委員会 毎
日コミュニケーションズ
参考書：『Maximum Lego Nxt』Bagnall Variant Press
参考書：『マインドストーム・プログラミング入門』 B. Bagnall CQ出版
ロボット製作というプロジェクトを通して、与えられた制約の中での仕事の進め方、ま
とめ方を学ぶ。また、ロボット製作のプロジェクトは、2人1組のチームとして活動す
る。メンバー間のコミュニケーションに努めること。

授 業 内 容
授業項目

授業項目ごとの達成目標

前期中間試験

前期期末試験
1．
2．
3．

ガイダンスとレゴNXT説明（2回）
C言語プログラミングと第1次課題の製作（2回）
第2次課題の製作（4回）

後期中間試験
4．
5．
6．

発表、コンテスト（1回）
第3次課題の製作（5回）
発表、コンテスト、まとめ（1回）

後期期末試験

・ロボット製作とプロジェクトについて理解できる。
・C言語により、ロボットを制御することができる。
・課題の解決策を見出すことができる。

実施しない
・課題の解決策についてプレゼンテーションできる。
・プロジェクトを自発的に計画、遂行することができる。
・主体的にプロジェクトを進めることができる。

実施しない
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平成23年度

電子情報システム工学専攻
学年

専攻科2年

担当教員名

単位数・期間

授業の目標と概要

電子情報システム工学特別研究

8単位

専攻科学生指導教員
通年

週当りの開講回数

2回

専門展開・必修

学修単位１

研究の遂行を通して高度な専門知識や実験技術を修得し、継続的に学習する能力を育成す
る。研究・設計などの活動における知識や技術の必要性を認識する。さら、研究遂行にお
いて修得した知識や技術をもとに創造性を発揮し、計画的に実行する能力、論文作成・研
究発表により文章表現力、プレゼンテーション、コミュニケーション能力を育成する。

釧路高専目標

B:10%,D:25%,E:0%,F:10%,G:15%

JABEE目標

d-2-b,d-2-c,d-2-d,f,g

特別研究は本科の卒業研究を含む3年間、あるいは、専攻科の2年間をとうして一つの課
履修上の注意
題に取り組むものであり、長期間にわたる。指導教員の指示だけでなく、自発的に計画
（準備する用具・前提とな 的に遂行することに心がけること。
る知識等）

到達目標

成績評価方法

論文調査などにより、研究の背景、社会のニーズなどを理解できる。課題解決を計画的
に遂行できる。研究成果の社会への影響を考察できる。日本語による論理的な報告書作
成とプレゼンテーション、英語による概要説明ができる。

特別研究は2年間にわたるため、別紙の評価方法によって全体を評価する。
1年目では評価を決定しない。
別紙評価方法に従い、60点以上で合格である。

各指導教員の指示による
テキスト・参考書

長期にわたり、一つのテーマを追求するので、自発的な学習、創造性の発揮、計画的な遂
行が重要である。指導教員との話し合いを密にし、定常的な学習・研究が必要である。
メッセージ

授 業 内 容
授業項目
1
2
3
4

実験および結果の整理
実験結果とシミュレーション結果の比較
検討及び考察
実験結果、考察とまとめ

前期中間試験
5 学修成果レポートの中間発表
6 学修成果レポートの作成

前期期末試験
7 学修成果小論文試験準
8 特別研究論文の作成

後期中間試験
9
10
11
12

学修成果小論文試験
特別研究論文の作成
特別研究発表会準備
特別研究の学外の口頭発表

後期期末試験

授業項目ごとの達成目標
特別研究に関する実験ができる。
特別研究の実験結果の論理的な考察ができる。

実施しない
学習成果レポートの内容、構成、強調点が明確に説明できる。
学習成果レポートを計画的に作成することができる。

実施しない
学修成果レポート試験の準備として、関連する技術を調査できる。
特別研究論文を計画的に作成できる。

実施しない
学修成果小論文試験ができる。
特別研究論文を計画的に作成できる。
特別研究成果を文章や図、表を用いて纏めることができる。
今後の発展を見据えて成果を纏めることができる。
特別研究成果を説明できる。
特別研究発表の質問に対して適切に答えることができる。

実施しない
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平成23年度

電子情報システム工学専攻
学年

専攻科2年

電磁波工学特論

担当教員名

単位数・期間

2単位

本田
前期

匠

週当りの開講回数

1回

専門展開・選択

学修単位１

目標：電磁波工学の専門知識を学習し，電磁波の定量的な扱い方を習得する．

授業の目標と概要

概要：電磁波工学は多くの式を使って電磁現象を説明している．式のもつ物理的意味を理解する
ことを中心に授業を進め，電磁波の発生，伝搬，反射，透過，放射，その応用としての自由空間
および導波路中での電磁波の伝搬・伝送について定量的に説明する．
釧路高専目標

C:100%

JABEE目標

d-1-4

（１）電気磁気学で学習したファラデの法則とアンペアの法則を理解しているのが望ましい．
履修上の注意
（準備する用具・前提とな （２）線積分，面積分，体積分，ベクトル解析，２階定数係数常微分方程式の解法を理解してい
る知識等）
るのが望ましい．
（１）自由空間を伝搬する平面波の性質を定性的および定量的に説明出来る．
到達目標

（２）導波路（同軸線路．マイクロストリップ線路，導波管など）を伝送する電磁波の性質を定
性的および定量的に説明出来る．
（１）合否判定：定期試験の結果の平均 が６０点を超えていること．

成績評価方法

（２）最終評価：定期試験の結果の平均

（１）教科書：「新しい電波工学」 橋本修・川崎繁男共著 倍風館
テキスト・参考書

（２）参考書：「電磁波工学」 安達三郎著 コロナ社
「電波とアンテナのやさしい話」 虫明康人著 オーム社
（１）電磁波の発生メカニズム，電磁波が日常生活でどのように役に立っているか，と言うこと
に興味のある学生の受講を望みます．

メッセージ

（２）定期試験では関数電卓の持ち込みを可能としている．
授 業 内 容
授業項目

授業項目ごとの達成目標

１．電磁波とその応用分野（１回）

１．無線通信の創成に関わったマクスウェル，ヘルツ，
マルコーニの功績を理解している．

２．伝送線路の基礎（３回）

２．伝送線路上の進行波と反射波を分布定数回路の考え方を
使って数式で表現できる．

３．電磁方程式の基礎（１回）

３.マクスウェルの電磁方程式と電磁波動との関連を
説明できる．
４．マクスウェルの電磁方程式から得られる波動方程式を
用いて平面波の解を誘導できる．

４．平面波（２回）
前期中間試験
５．各種の伝送線路(４回）

実施する
５．マイクロストリップ線路の伝送波を準ＴＥＭ波近似した
ときの伝送路特性インピーダンスを近似計算し，伝送路の
電磁界分布の概略図を描くことが出来る．
方形導波管および円形導波管の内部電磁界をマクスウェル
の電磁方程式と金属境界条件を用いて導出できる．

６．基本アンテナ（３回）

６．微小ダイポールアンテナの放射電磁界を導出できる．

前期期末試験

実施する

後期中間試験

後期期末試験
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平成23年度

電子情報システム工学専攻
学年

専攻科2年

物理学特論

担当教員名

単位数・期間

2単位

梅津裕志, 星野裕一
後期

週当りの開講回数

1回

一般・選択

学修単位１

単振動から始めて多自由度系の連成振動について理解する。自由度が無限大の系の運動と
して連続体の振動現象を記述する波動方程式を導出する。波動方程式の解法と波の基本
的な性質について理解する。
授業の目標と概要
釧路高専目標
履修上の注意
（準備する用具・前提とな
る知識等）

到達目標

C:100%

JABEE目標

c

ベクトル、行列、微積分などの数学の基礎知識が必要である。

・基礎となる物理法則から単振動、多自由度系の連成振動の運動方程式を導出し、それ
を用いて振動現象を理解できる。
・連続体を伝わる波を記述する波動方程式とその解の基本的な性質を理解できる。

合否判定：中間・期末試験の平均点が６０点以上であること。
最終評価：２回の定期試験の結果（９０％）、レポート評価（１０％）
成績評価方法

テキスト・参考書

メッセージ

教科書：自作テキスト、振動・波動（近桂一郎著、裳華房）
参考書：振動と波動（藤原邦男、サイエンス社）、ゼロから学ぶ振動と波動（小暮陽
三、講談社）

振動・波動は自然科学、工学において一般的に現れる現象である。各自の専門分野との
関わりを意識して授業に参加して欲しい。
数学の知識については必要に応じて授業で解説するが、基本的な事柄は数学・応用数学
の教科書等で復習しておくこと。
授 業 内 容
授業項目

授業項目ごとの達成目標

前期中間試験

前期期末試験
1.
2.
3.
4.

単振動と振動の基礎（１回）
減衰振動・強制振動（２回）
２自由度系の連成振動（２回）
多自由度系の連成振動（２回）

後期中間試験
5. 連続体の振動（３回）
6. 波動の基本的性質（２回）
7. 様々な波動現象（３回）

後期期末試験

単振動の運動方程式を立て、解くことが出来る。
減衰振動・強制振動を運動方程式を用いて理解できる。
２自由度系の基準振動、基準振動数を求めることが出来る。
多自由度系の基準振動、基準振動数を求めることが出来る。

実施する
無限自由度系の運動として連続体の振動を理解できる。
弾性体や弦の振動を記述する運動方程式を導出できる。
波動方程式の解として進行波、定在波を理解できる。
波の波長、速度などの基本的物理量を計算できる。
音波、電磁波などを記述する波動方程式を物理の基本法則から導出し、それらの
波の性質を説明できる。

実施する
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平成23年度

電子情報システム工学専攻
学年

専攻科2年

単位数・期間

量子力学

担当教員名
2単位

星野 裕一
後期

週当りの開講回数

1回

専門共通・選択

本講義では,量子力学の基礎事項の一部である散乱,波の重ね合わせと波束を学び、シュ レーデインガー方程式とそ
の応用として障壁に於ける反射と透過現象を扱う。金属中の電子 模型でトンネル効果も紹介する。半導体や超伝
導ではこれらは必須事項である。
授業の目標と概要
釧路高専目標

C:100%

JABEE目標

c

各自は講義を受講する際にあらかじ め示しされた範囲を熟読しておくこと。 前提となる知 識:フーリェ級数の応
履修上の注意
用,波動方程式 なお,量子力学全般について意欲的に予習をするこ と.教科書は図書館に5冊在。
（準備する用具・前提とな
る知識等）
単色平面波、波束と位相速度、群速度を理解し説明出来る事. 波動方程式に関する基本的 な数式表現を出来
る事.シュレーデインガー 方程式より障壁の反射、透過係数を求め 古典論との違いを説明出来る事。
到達目標

合否判定と最終評価は同じであり、 レポート30%+定期試験70%で評価。
成績評価方法

教科書: 原子物理学I,東京図書 シュポルスキー著、玉城英彦他訳(増訂新版 )、参考書: 基礎量子力学、猪木慶司、
川合光/著、講談社サイエンテイフィック
テキスト・参考書

量子論と直接関係無い科の学生は履修しない事。
前期量子力学と原子の問題を省略するが自主的に学習して欲しい。
メッセージ

授 業 内 容
授業項目

授業項目ごとの達成目標

前期中間試験

前期期末試験
§23粒子の散乱に対する有効断面積
§24電子によって原子を探る研究
§25、26α粒子の諸性質、散乱理論
§27ラザフォードの公式の実験的検証
§132一様な媒質中の単色平面波
§133波動方程式
§134平面波の重ね合せ
§135波束
§136位相速
後期中間試験
§137光の屈折、ドップラー効果
§152シュレーデインガー方程式
§153ポテンシャル障壁の反射と透過
§154有限幅のポテンシャル障壁
§155弦の振動
§156ポテンシャル箱中の粒子
§157ポテンシャル穴中の電子

後期期末試験

衝突なしに物質のある層を通過する確率を説明で きる。
極座標による微分断面積の導出 α粒子の電荷と質量、散乱断面積の意味の理
解。
単色平面波のベクトルによる記法を説明できる。
マックスウエル方程式とその平面波解を説明でき る。
波の重ね合わせと波群の形成を説明出来る。
フーリェ積分により波束を説明出来る。
位相速度と群速度を理解し説明出来る。

実施する
屈折とドップラー効果の波動的、粒子的理解が出来る。
シュレーデインガー方程式の解と物理的意味を説明出来る。
透過、反射係数を求める事が出来る。
トンネル効果の透過係数と反射係数を求める事が出来る。
フーリェ級数より境界条件付きの弦の振動解を構 成出来る。
エネルギー固有関数と粒子の位置の確率密度分布を説明出来る。
光電効果と仕事関数について説明できる。

実施する
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