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エンジニアリングデザイン能力
向上のための実践例（２）

前回(H19.8.2)の主な報告内容

＊ 学習･教育目標の特徴
＊ カリキュラムの特色
＊ 達成評価表(学生自ら点検できるシステム)
＊ 教育点検･改善システム
＊ エンジニアリングデザイン能力向上のための

実験科目の紹介

今回(H21.12.4)の報告内容

(1)「電気電子工学実験Ⅳ」開講の準備
（現在は、「総合エレクトロニクス実験」）

(2) 授業(実験)の内容
(3) 成績評価の方法
(4) 授業改善の経緯

理工学部

生命科学科

応用化学科

理学科建築学科

電気電子工学科 機械工学科

情報学科

社会環境工学科
８学科で構成
（時代が求める理工学
領域のほぼ全てをカバー）

数学コース
物理学コース
化学コース

機械工学ｺｰｽ
知能機械ｼｽﾃﾑｺｰｽ
機械ﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽ

情報・通信ｺｰｽ
ｴﾈﾙｷﾞｰ・環境ｺｰｽ
総合ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｺｰｽ

情報ｼｽﾃﾑｺｰｽ
情報ﾒﾃﾞｨｱｺｰｽ

建設設計ｺｰｽ
環境計画ｺｰｽ

建築ｼｽﾃﾑｺｰｽ
建築ﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽ

H16年度

H15年度

H17年度 H17年度

H18年度

H17年度

JABEE認定

認定プログラム名

総合エレクトロニクスコース

認定分野

電気・電子・情報通信および関連分野

（平成17年度認定）

学習・教育目標 （2006年2月改訂）

(A)電気電子工学全般の基礎知識とその応用力
A1. 数学、自然科学に関する基礎的事項の説明．
A2. 電気電子工学に関する基礎的事項の説明．
A3. 数学、自然科学、電気電子工学の基礎知識の専門分野でのその応用．

(B)遂行計画に従って実行する能力
B1. 提示された基礎課題の理解、解決法の立案
B2. 遂行計画に従った、実験、シミュレーションの遂行
B3. 実験結果、シミュレーション結果の解析・評価

(C)コミュニケーション能力
C1. 英語の文書の内容理解
C2. 文書や口頭で的確な伝達、質問への的確な応答

(D)技術者としての基礎的能力
D1. 技術者倫理規定の尊重、社会的責任の自覚
D2. 科学・技術の安全性、経済性等技術と社会の関わりの自覚

(E)自主的、継続的に学習する能力
(F)エンジニアリングデザイン能力

F1. 課題の理解、技術上の問題点を抽出
F2. 解決法の提示、計画書作成
F3. 計画の実行、結果の評価
F4. 報告書の作成、説明、発表

詳細は
http://www.ele.kindai.ac.jp

をご覧ください

エンジニアリングデザイン

？？

卒業研究および実験科目で実施

(1) 「電気電子工学実験Ⅳ」開講の準備



2004年12月4－5日のエンジニアリングデザインに関する
JABEE国際シンポジウムで、共通認識できた

エンジニアリングデザイン能力には、

・構想力
・創造性
・構想したものを図や文章、式、

プログラム等で表現できる能力、
・経済性（コスト）・安全性・倫理性・環境への

影響等の観点から問題点を認識できる能力、
・問題点を解決する能力
・継続的に計画し実施する能力
・コミュニケーション能力
・チームワークカ

などの要素がふくまれる

エンジニアリングデザイン能力とは？
授業の要点

・実験手順を示すテキストはなく、到達目標のみ提示する。
・教員は、適宜助言を行うにとどめる。
・チームワーク力を活かして実験計画を遂行する。
・２班に分かれて、それぞれ２テーマの実験を行う。
・テーマは、①エレクトロニクス総合実験

②エネルギー総合実験 とする。
・成果の検討会は２班合同で行う。

授業の流れ
・最初に到達目標として、ある仕様を提示する。
・技術上の問題点を抽出、解決法(複数)の立案
・経済性・安全性・倫理性・環境への影響等の考慮
・時間的制約の下で実現可能なスケジュールの作成
・グループ作業の利点を活かした実験計画の遂行
・実験結果のまとめ、報告書の作成
・プレゼンテーションと討論形式で成果の検討

「電気電子工学実験Ⅳ」の基本方針

■授業概要・方法等

本実験は、電気電子工学実験Ⅰ、Ⅱ、Ⅲおよび講義・演習で学んだ内容を駆使して、様々な工
学的問題に取り組み解決する能力を育てると共に、チームワーク力を体得する総合的科目である。
従って、実験手順を示すテキストはなく、また、教員は、計画・実験・まとめの各段階で適宜助
言を行うにとどめる。具体的には、最初に到達目標としてある仕様を示す。受講生はグループ作
業によって技術上の様々な問題点を抽出し、その解決法をいくつか自ら立案する。次に、経済性
（コスト）・安全性・倫理性・環境への影響等を考慮しつつ時間的制約の下で実現可能な実験ス
ケジュールを作成し、グループ作業の利点を活かして実験計画を遂行する。最後に実験結果をま
とめ、プレゼンテーションと討論形式で成果の検討を行う。実施方法としては、二班に分かれ、
一つの班はエレクトロニクス総合実験、他の班はエネルギー総合実験を６週間行い、合同で検討
会を開催して情報交換を行った後、実験テーマを交代してさらに創意工夫を凝らした６週間の実
験を行い、総括として合同の検討会を開く。

■学習・教育目標および到達目標
本実験は、与えられた目標を達成するためにグループ作業で計画を立案し、実行することに

よって、電気電子工学全般の基礎知識とその応用能力、コミュニケーション能力、構想力、創造
性および自主的、継続的に学習する能力の涵養を目的としており、受講により下記の項目が可能
になる。
１．目標に対して自ら情報収集し、実験計画をたてることができる。
２．グループ作業の利点を活かすことができる。

３．実験結果を自主的に考察することができる。

■成績評価基準
全ての実験課題に参加し、定められた期日までにレポートを提出するのが成績評価を受ける条

件である。遅刻、無断欠席は減点の対象とする。
製作品（30％）、レポート（40％）、プレゼンテーション（30％）の割合で成績評価する。

「電気電子工学実験Ⅳ」のシラバス

Ａ班 Ｂ班
① ４月13日

② 20日
③ 27日
④ ５月11日
⑤ 18日
⑥ 25日
⑦ ６月１日

⑧ ８日

⑨ 15日
⑩ 22日
⑪ 29日
⑫ ７月６日
⑬ 13日
⑭ 20日

⑮ 23日

実施回数・月日

平成17年度 電気電子工学実験Ⅳ実施日程表

実験ガイダンス（Ａ，Ｂ班合同）

実験結果発表会（Ａ，Ｂ班合同）

実験結果発表会（Ａ，Ｂ班合同）

エレクトロニクス総合実験
（第１回～第６回）

エネルギー総合実験
（第１回～第６回）

エネルギー総合実験
（第１回～第６回）

エレクトロニクス総合実験
（第１回～第６回）

(2) 授業(実験)の内容

平成17年度 電気電子工学実験Ⅳ ～テーマ２～

エネルギー総合実験（熱電発電素子の開発と評価）

１．目的

これまでの講義・演習・実験で学んだ知識を総合的に活用し、経済性・安全性・環境

への影響等を考慮しつつ時間的制約の下でチームワーク力を駆使して現実の要求を満た

すものを考案・製作することを目的とする。

２．要求事項

エネルギー事情が極めて厳しい状況にある今日、代替エネルギーの開発と並んで資源

やエネルギーの有効利用は重要な課題である。そこで、エネルギーの有効利用の一つと

して、原子力発電の使用済燃料再処理で排出される高レベル放射性廃棄物(ＨＬＷ)を熱

源とする発電システムを考える。ＨＬＷは、熱源としては低質であり、高い放射能を有

することから、発電システムの要件として、

・低温でも効率的に発電できること。

・メンテナンスフリー(駆動部分がない)であること。

・形状や設置場所の制約をほとんど受けないこと。

が挙げられる。

このような条件を満たす発電システムとしては熱電発電が適していると考えられる。

そこで、本実験では、以下の条件で熱電発電素子とその性能評価装置を試作し、熱起電

能を測定する。

1. 熱源の温度は100℃～200℃の範囲とする。

2. 性能評価装置の動作温度は室温～200℃とする。

3. ２種類以上の素子を製造して性能を比較する。

4. 実際の発電システムでは多数の素子を使用するため、安価なものが望ましい。

なお、今回は素子の放射線損傷については考慮しないこととする。

３．実験室に用意した工具、材料、部品等

銅板(厚さ2mm)

ベークライト版(厚さ6.5mm)

パイレックスガラス管(6φ～20φ)

真空排気装置(油回転ポンプ、ターボ分子ポンプ)

加熱装置(電気抵抗炉)

ジグソー

マイクロソー(卓上精密切断機)

エムコユニマット(卓上ボール盤)

ガスバーナー(都市ガス、酸素ガス)

ハンドバーナー(プロパン、ブタン)

ハンダ鏝

測定器具(ノギス、スコヤ、熱電対温度計、デジタルマルチテスター)

その他(工具類、ネジ類、導線等)

なお、素子材料は化学薬品カタログより選択して発注する。

最初に到達目標として提示した仕様（テーマ毎にA4版１枚） 平成17年度 電気電子工学実験Ⅳ ～テーマ２～

エネルギー総合実験（熱電発電素子の開発と評価）

１．目的

これまでの講義・演習・実験で学んだ知識を総合的に活用し、経済
性・安全性・環境への影響等を考慮しつつ時間的制約の下でチーム
ワーク力を駆使して現実の要求を満たすものを考案・製作することを
目的とする。

２．要求事項

熱電発電素子とその性能評価装置を試作し、熱起電能を測定する。

①熱源の温度は100℃～200℃の範囲とする。
②性能評価装置の動作温度は室温～200℃とする。
③ ２種類以上の素子を製造して性能を比較する。
④安価なものが望ましい。

なお、今回は素子の放射線損傷については考慮しないこととする。



実験の進め方に関する助言(実験第1週)

・連絡網の準備（担当者、Ｔ.Ａ. を含む）
日報の配信
報告書作成の意見交換
プレゼンテーション準備の意見交換
メールによる質問にも対応

・実験計画の作成（作業日程表、作業分担表）

・日報の作成
データの共有
スケジュール(進捗状況)のチェック
当面の課題を抽出

・報告書はグループで一冊
書式を詳細に決めておく

・報告書の考察は各自が作成

性能
技術的
貢献度

理論的
貢献度

構成
データ
整理

考察
読み
易さ

内容 話し方
質疑応
答能力

遅刻
提出
遅延

Ａ班 02-1-46-??? ○○○○ +3～-3 +3～-3 +3～-3 +3～-3 +3～-3 +3～-3 +3～-3 +3～-3 +3～-3 +3～-3 -2×？ -3×？ ①

 Ｂ班 02-1-46-??? △△△△ +3～-3 +3～-3 +3～-3 +3～-3 +3～-3 +3～-3 +3～-3 +3～-3 +3～-3 +3～-3 -2×？ -3×？ ①

電気電子工学実験Ⅳ 成績評価表 （テーマ１）

(1) すべての実験を受講し、実験課題を積極的に遂行した場合に70点の「持ち点」を与える。
(2) 各課題の製作品は３項目（性能・製作への技術的貢献度・理論的貢献度）、

レポートは４項目（構成・データ整理・考察・読みやすさ）、
発表会は３項目（内容・話し方・質疑応答能力）について、
A(+3点), B(+2点), C(0点), D(-2点), E(-3点)の５段階で評価し、加点、減点を行う。

(3) さらに、実験への遅刻は-2点、また、レポート提出期限の遅れは-3点の減点とする。

発表会成績評価項目

学籍番号・氏 名

テーマ１
の評価点

減点製作品 レポート

製作品 レポート 発表会 減点
テーマ１
の評価点

製作品 レポート 発表会 減点
テーマ２
の評価点

Ａ班 02-1-46-??? ○○○○ +9～-9 +12～-12 +9～-9 減点合計 ① +9～-9 +12～-12 +9～-9 減点合計 ②
①②の
平均

優～不可

Ｂ班 02-1-46-??? △△△△ +9～-9 +12～-12 +9～-9 減点合計 ① +9～-9 +12～-12 +9～-9 減点合計 ②
①②の
平均

優～不可

電気電子工学実験Ⅳ 成績評価表（総合評価）

判 定

成績評価項目

学籍番号・氏 名

総 合
評価点

テーマ１（エレクトロニクス総合実験） テーマ２（エネルギー総合実験）

(3) 成績評価の方法

学部共通の授業アンケート結果

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.02.03.04.05.0

設

問

ｱﾝｹｰﾄ
平均値

教員ｱﾝ
ｹｰﾄ

全科目
の平均
値

設問1 授業の内容はほとんど理解できましたか。

設問2 授業中に重要な所を強調してくれましたか。

設問3 教員の説明のしかたは分かりやすかったですか。

設問4 教員の話し方や黒板の文字は明瞭でしたか。

設問5 教員はクラスの勉学の雰囲気を保つように努めていましたか。

設問6 授業に刺激され授業内容に興味を持つようになりましたか。

設問7 授業はシラバスどおりに進められましたか。

設問8 教員は授業の準備を十分にしていましたか。

設問9 授業に対する教員の熱意を感じましたか。

設問10 教員は学生の質問、疑問、意見をくみとってくれましたか。

設問13 授業で使用した教室の設備・環境は良かったですか。

設問11 教員のあなたがたへの接し方は適当だったと思いますか。

設問12 この授業を10点法で評価してください。

(4) 授業改善の経緯 リフレクションペーパー（平成17年度・前期「電気電子工学実験Ⅳ」）

授業を行うに当たって工夫した点
エンジニアリングデザイン能力とは何かを常に意識して進め

るように努めた。

授業を行ってみて良かったと思う点
実験テキストを作成しない実施方法に若干不安があったが、

むしろテキストの無いことで予想以上に意欲的な実験への取り
組みが見られた。

授業を行ってみて改善を要すると思う点
エンジニアリングデザイン能力の涵養を意識するあまり到達

目標が高過ぎたように思う。その結果、授業時間が不足し、日
程的に過酷な実験となった。

学生の授業アンケートの結果について思うこと
時間がかなりオーバーしたにも拘わらず、一名を除いて平均

以上の高い評価の回答があって驚いた。当然ながら、記述欄に
はスケジュールの改善要望が記されていた。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

＊評価 ： ５（非常に良くできた），４（良くできた），３（できた），２（あまりできない），１（できない）

3.5

想像力や創造性

自主的、継続的に学習する能力

回答

3.4

3.4

3.5

2.5

3.2

3.3

到達目標 および 学習・教育目標 の内容

3.6

到
達
目
標

学
習
・
教
育
目
標

目標に対して自ら情報収集し、実験計画をたてることができる。

グループ作業の利点を活かすことができる。

実験結果を自主的に考察することができる。

経済性・安全性・倫理性を考慮しつつ時間的制約の下で実現可
能なスケジュールの作成・実行

電気電子工学全般の基礎知識とその応用能力

コミュニケーション能力（単なる語学力ではなく、意思疎通の能
力）

「到達目標」および「学習・教育目標」に対する
達成度（満足度）の調査 ［回収率：11/13］

「開講時期」と「授業コマ数」に関する要望の調査
時間

良い 3
3
4
2

普通 5
2
3
2

悪い 2

良い 5

2
3
2
2
3

普通 2
2

悪い 2

良い 2
2
3

普通 3
2

2

悪い 4

学年

３年

４年

学期

前期

この時期が一番いいと思う。ただ後半は就活で抜ける人がいる…かも。
この自由な時期にやれることはやっておくべきだと思うから
排他的に考えるとこの時期しかないから。
この時期が一番実験に時間を費やせると思う。
授業も少なくなってきているので、多い目にとってもいけそう

前期

後期

適否／回答 理由
この自由な時期にやれることはやっておくべきだと思うから
３年前期は頑張ればなんとでもできそうなので。
就職活動をしながら実験をすることが苦痛。
まだチームとしての連帯感は出来てないか？と思う。時期としてはまだ早い
コマ数が多いがこの中では、開講時期として適していると思う為
まだ基礎知識をつける段階だと思う。

基礎知識不足のため。
それだけの知識が備わっているようには思えないから。

就活が優先だろうと思う
卒研時期と重なる為
これはまずいです。就職に影響大
就職活動などで、実験に時間を費やせない。

社会で役に立つ内容であるので最も適切な時期である。
就職活動と重なるが、結局ココしか空き時間は無いし、時間外も多くて、２時間って事は無かったから

就職活動など忙しい時期だから。
就活とかぶる
就活があってなかなか全員で集まれない。また個人的には院試の勉強もあったのでしんどかった。

学園祭と重なる人にとっては少々つらいだろうと思う。
就職活動だったり、習得単位数の関係で無茶はできない方向に。

実験Ⅲ、卒検ゼミと重なると忙しくなる。
就職時期と重なる為



「電気電子工学実験Ⅳ」受講の感想に関するアンケート

【良い点】

●共同作業のいい所や悪い(難しい？)所を経験できたこと。

●他の実験と違い、一つのテーマを長い時間をかけて取り組み、
さらに数人のグループで進めていくので、コミュニケーション能
力を向上できたと思う。

●ものづくりの楽しさを味わうことができる。

●自分のやり方で実験が出来るからやる気が出る。

【悪い点】

●残業の必要性があったこと。

●やる気が無い人を見てると腹が立って仕様が無い。

●チームワークを乱す人がいると非常に士気が下がり実験に向
かう姿勢が崩れるところ。

「電気電子工学実験Ⅳ」の発表会に関するアンケート

【良い点】

●共同でレポートを書くとどういう問題があるかなど、いい経験
になった。

●班で一つのレポートを作るというのは一見個人でするより楽に
思いがちですが、チームとして統率がとれてないとまとまった
レポートが作れないということがわかりました。

●ただ発表するだけでなく方法や時間配分などまで考えたため、
卒研の発表の気分を味わえた。

【悪い点】

●ある程度の人しか頑張らないからしんどかった。

●レポート再提出期間が短いこと。

●メンバー全員で結果を考察する機会を作る必要があると思う。

平成18年度における主な改善点

シラバスについて

① 「学習･教育目標」と科目との対応を明記
② 「成績評価基準」を詳細に記述

実施方法について

① 欠席の取り扱い（補講の実施）
② 開講時期を３学年･後期に移行
・電気電子工学実験Ⅲの内容見直し
・電気電子工学実験ⅢとⅣの融合（４マス）
・GEEP学生数増加に対応して担当者増員
（３年実験担当：中野･土居･大澤･中村･渥美･藤）

３年生 ４年生

平成

17年度
電気電子工学実験Ⅳ②

平成

18年度
電気電子工学実験Ⅳ②

電気電子工学実験Ⅲ②，Ⅳ②

平成

19年度 電気電子工学実験Ⅲ②，Ⅳ②

平成

20年度 電気電子工学実験Ⅲ③

平成

21年度 総合エレクトロニクス実験③

赤字：必修科目、 青字：選択科目、 ○：コマ数

総合エレクトロニクス実験開講の変遷

テーマ１：非常用無電源ラジオ

非常時においてAM中波放送を受信できるラジオを実現させる。無電源動作、安価、コン
パクトであることが条件となる。

テーマ２：熱電発電素子の開発

低温時においても高効率で発電するメンテナンスフリー熱電発電素子を実現させる。

テーマ３：光学素子の歪測定

光学素子の表面および内部に存在する「歪み」を１μｍ以下の精度で測定する装置を
構成し、実際に光学素子の歪み測定を行う。

テーマ４：架空送電線の漏洩磁界特性

架空送電線モデルを構成し、漏洩磁界の測定方法を検討する。

テーマ５：スピーカーの音響特性

スピーカユニットを設計・製作する。音響特性、出来栄え等をグループ内で相互評価す
る。

テーマ６：地球環境シミュレーション

地球環境問題を複眼的にとらえ、それぞれの視点においてモデル計算を行う。

１つのテーマを６週間に
亘って実施

非常用無電源ラジオ



熱電発電素子の開発

スライドガラス中央の干渉縞

光学素子の歪測定

スピーカー完成図

スピーカーの音響特性 架空送電線の漏洩磁界特性

学部共通の授業アンケート結果（H20年度）
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あなたは授業中に集中し、私語や授業に関係のないことをしないように心がけましたか。

この教員の授業を10点法で評価してください。

教員のあなたがたへの接し方は適切だったと思いますか。

あなたはこの授業の予習復習をしましたか。

設問14

授業で使用した教室の設備・環境は良かったですか。

設問9

設問12

設問10

授業に対する教員の熱意を感じましたか。

教員は学生の質問、疑問、意見をくみとってくれましたか。

設問15

設問13

設問11

設問7

設問8

黒板の文字やパワーポイントなどの資料の提示は明瞭でしたか。

教員はクラスの勉学の雰囲気を保つように努めていましたか。

授業に刺激され授業内容に興味を持つようになりましたか。

授業はシラバスどおりに進められましたか。

教員は授業の準備を十分にしていましたか。

設問4

設問5

設問6

設問1

設問2

設問3

授業の内容は理解できましたか。

教員の説明のしかたは分かりやすかったですか。

教員の話し方は明瞭でしたか。

8.9

まとめ（継続的課題等）

開講時期
・欠席の取り扱い
・講義科目との関係

実験内容と時間
・要求課題の量と質
・知識のコンパートメント化
・工作技術の基礎
・安全教育

その他
・発表会の準備段階で討論時間が必要
・プレゼンテーションと質疑応答の適切な時間配分
・知識や技術のネットワーク形成 ･･････永久増殖？


