
2014/10/10 1H26前_教育改善_電気電子学科_電気電子計測科目

電気電子工学科

「電気電子計測｣

H26年度前期 教育改善試行報告

・準必修科目
・3学期
・2-0-0
・講義コード： 7122



科目概要

• 科目名：電気電子計測 準必修 3学期2年次前期
受講学生数 88名前後

• 概要 直流から数10GHz程度の高周波までの
電気電子工学に関連する物理量の測定・
計測方法について学ぶ．

計測基礎，雑音と信号処理，計測と装置
校正，アナログ量とディジタル量，電圧・電流と
電力の測定，抵抗・インピーダンスの測定，
周波数と振幅・位相の測定，時間波形の測定，
コンピュータを用いた計測システム，磁気測定

• 成績評価
中間試験40%, 期末試験40%, 演習・出席20%．
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課題と対策

課題：授業開始以前、授業参観における指摘事項（アドバイザ）
① 2年生4月時点で未学習な計測機器の多岐に渡る内容を含み、

学生の理解が不充分。→来年度には5学期に科目を移すことを
検討。今年度は内容の選択と集中を行う。

②演習と復習を効果的に活用すること。
③前後の関連や計測技術それぞれの意義を丁寧に説明すること。

・前年度の授業アンケート（点数が低い項目）
①教員は学生のレベルや理解度をよく把握して授業していた。：3.61点
②受講前よりも授業で取り扱う課題に対し関心が高まった。：3.68点

対策：
①内容を絞り込み、原理と応用も含めて講義するように努めた。
②講義の開始に前回の復習問題を15分間行い、その後解説。
③講義の途中で演習を行うことで理解度を確認。
④質問・意見・感想を記載させ、次回講義にフィードバック。
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取り組みの結果
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・出席率は90％以上と高い。
・成績の上位層は昨年度に比べて向上した。
60点以上の平均82.8点（25年度）から84.6点（26年度）
しかし低いほうにテールがあり（今年度の学生の特徴）
全平均では82.8点（25年度）から80.0点（26年度）に低下。

成績分布の比較：



取り組みの結果
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１割の学生が｢全く思わない｣、「受講態度は20点以下」にチェックしており
（8割は「大体思う」）、判断が難しい。
教授項目を見直したが、学生の意見もあるように、
5学期開講を検討するべきと考える。

授業評価：

学生の自由記述

・初学者にとっては難しい内容が多いと感じました。
・2年生でやる内容ではないと思う。実験で計測を使用した後で受けたい

と感じた。
・計測器の実物がもっとあるとわかりやすいと思う。
・用語が出てきすぎてわかりずらい。
・スライドで行われる講義は理解度が低くなる。
・いろいろけちをつけてしまいましたが，良い講義だったと

思います．もっと自信を持って指導してください!
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まとめと今後の課題

2014/10/10

教授項目を絞り、授業構成は「復習→説明→演習」とし、次回の
授業へのフィードバックが掛かるように工夫した点は改善がなさ
れたと考えられる。しかし結果として、理解度の向上がみられて
いない。
今後は、実物の計測機器やシミュレーションツールを
有効に活用し、興味を引くような内容に変更していきたい。

５学期開講を検討するべきと考える。

松澤教授、中川教授に授業参観とそれに対するサジェッションを
いただいたが、大変貴重であった。特に不慣れな教員には有効
である。
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電気電子工学科

「電気機器学」

H26年度前期 教育改善試行報告



科目概要と課題

• 科目名：電気機器学

– ３年生 準必修 約80名
• 概要：モータや発電機など広く応用されている電気機器全般

について, 電気-機械エネルギー変換の基礎原理を理解し, 
各機器の基本的な動作特性を習得する.

• 課題：授業評価が芳しくない，途中で投げ出す学生が多い，
成績が悪い，積極的参加が少ない，遅刻者多い，
「単位危機学」からの転換が必要。
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取組み内容

2014/10/10

1. アクティブラーニングへ転換：
“Handbook”を用いたクラウドサービス上での，出題，採点，集計などを利用
アンケートも実施して意見を集約し，改善に役立てた

2. 朝一番に復習クイズを実施。試験的に導入したクラウドサービスを利用してイン
ターネットを介してスマホ，PC経由で出題，解答する。早くできた学生に，前に出
ての解答説明を依頼した。

3. 授業終了前に宿題を出した。解答，採点はクラウドサービスにて行い，早く解答
した学生さんに次回の模範解答を依頼した。当初，欠席するなどのトラブルもあ
ったが，友人が説明する姿をみて，積極的に出てきて説明する学生が増えた。

4. 教授内容は絞り込んだ。事前に宿題がTAからでてきて，講義のポイントを理解
する役に立った。

5. 助教，技術補佐員，TAなどにサポートお願いし，一人の講義からチームの講義
へ発展できた。
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取組み結果と感想

2014/10/10

• 昨年は３０分遅刻する学生が半数いたが，数人に減少。

• レポートはほぼ全員が積極的に取り組んでいた。スマホには興味があるようだ。

• クラウドサービスに対する学生の評判は上々で積極的に参加していた。また，前
に出てきて積極的に発表する学生が増えた。プレゼンのアドバイスをしたら，だん
だん上手になってきた。なお，昨年までは番号で当てていたが，当たるとアンラッ
キーと思う学生が多かった。

• 試験問題はクイズ，宿題などの類似問題にした。成績分布は９０点以上の好成績
を修めるものが増えた。

• 授業評価はすべての項目で向上した。

• 前半はeラーニング導入，後半はアクティブラーニング化取り組みようやく馴れた
頃に講義終了になった。今後さらに向上できる余地がある。
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Infoteria Corpora5on
2014/09/03

大学授業の参加意識を向上する
eラーニング活用法

ー 東工大 「電気機器学」 授業でのアクティブラーニングの試み ー

以下クラウドサービスの利用についての解説
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一方向の授業になりがち

難 易 度 高 / 内 容 量 多 い / 受 講 生 多 い

一部の学生は途中で理解できなくなり脱落



©1998‐‐2014 Infoteria Corpora5on 3東京工業大学 電気機器学での
eラーニングによる課題解決事例のご紹介

学⽣の参加意識を向上するしくみを導⼊

難易度高/内容量多い/受講生多い

学生と教員の距離を縮め、授業理解度を大幅に改善！
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その場で特定の学籍番号を読み上げ、前にでて練習問題の解説をしてもら
うも．．．

なかなか前に出て
きて くれない

誤解答で 恥をか
くことも…..後ろ向きでの

小声の解説

学生の参加意識：低いまま
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今回利用したeラーニングプラットフォーム

• Handbook

• ■学生のタブレット、スマートフォンに資料、小テスト、アンケートを配信

• ■教員は小テストの解答、アンケート結果、アクセスログを確認可能

• ■直感的な操作でいつでもどこでも資料閲覧や小テストが行える
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今回のeラーニング利用方法（１）

①学生の個人持ちスマートフォン、タブレットに宿題小テストを配信

②学生はいつでもどこでも宿題が解ける

③教員は学生の解答ログを分析し、一番に正解した学生を検出

④一番に正解した学生に教員から事前メールで「次回授業での解説」を
依頼

当てると素早く教壇に 正解者を当てているの
で 誤解答の心配なし

前向きで分かり易い 解説

参加意識の向上
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今回のeラーニング利用方法（２）

小テストの問題出題ごとに毎回アンケートを実施

次回の授業に
意見を 反映 参加意識を高める

集計の手間がかか
らず すぐに結果が
見れる

教員と学生の一体感を創出
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今回のeラーニング利用方法（３）

小テストの解説PDFやアンケート結果PDFを学生
個人の スマートフォン、タブレットに配信

落ちこぼれを防止不明点を理解できる 期末試験の前の復習
にも活用

授業理解度、満足度が高まる



©1998‐‐2014 Infoteria Corpora5on 10学生が前で解説している写真入る

「電気電子機器学」授業で学生が解説する様子(2014年7月23日東工大にて）
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1. 中間試験の平均が６０点程
度。80点程度が望ましいとの
指摘があった。

2. 期末試験分布を見ると，中間
試験が悪かった学生が途中で
投げ出してしまった。

3. 最終確定点は中間，期末の
平均とレポート等２０点

約30%が落第

昨年度の成績ヒストグラム
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1. 中間試験の平均が７０点に向上

2. 期末試験分布を見ると，中間試
験が悪かった学生も途中で投げ
出さず，勉強した。

3. 最終確定点は中間，期末の平
均とレポート等２０点
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授業評価（昨年，今年）

Q1.教員は、授業細目（シラバス）を説
明し、それに記載されている講義主題
に沿って講述した。

Q2.授業の学習目標や意義、価値、
有用性などが明確に説明された。

Q3.この授業は有意義だった。

Q4.受講前よりも、授業で取り扱う課
題に対し関心が高まった。

Q5.教員は、学生のレベルや理解度
をよく把握して授業していた。

Q6.教員は、授業内容に対する興味
や勉学意欲がわくような工夫や努力
をしていた。

Q7.板書、情報機器などの教具の使
い方は適切であった。

Q8.教科書や配布資料などの教材内
容は適切であった。

Q9.教員の説明はわかりやすかった。

Q10.教員の授業中の声は聞き取りや
すかった。
Q11.この授業科目に対する教員の熱
意が感じられた。

各評価項目とも上昇



受講生の取り組み（昨年，今年）

b.授業の無遅刻出席率（無遅刻
で出席した授業日・時間の割
合%）を選択してください。

c.自分の本授業での受講態度を
自己評価した点数（100点満点）
を選択してください。

A.本授業の内容理解度の点数
（100点満点）を選択してください。

B.授業要目（シラバス）で述べら
れている本授業の学習目標に対
する達成度の点数（100点満点）
を選択してください。

C.本授業に対する満足度の点数
（100点満点）を選択してください。

理解度，満足度ともに上昇
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電気電子工学科

「電子デバイス」

H26年度前期 教育改善試行報告

講義担当者：益 一哉、大見俊一郎



科目概要と課題

• 科目名：電子デバイス（５学期、準必修、９５名受講）

• 概要：電子デバイス（半導体デバイス）の動作原理を学ぶ．
pn接合，バイポーラトランジスタ，MOSダイオードとMOSトラン
ジスタについて学習する．デバイス性能の評価指標，性能を
向上するための方法，性能向上の制限要因についても学習
する．これらに加えてメモリやパワーデバイスについても紹介
する．集積回路作製プロセスについても紹介する．

• 課題：

・２クラス開講のため、講義内容、配布資料の違い。

・配布資料の内容精査。

・板書と配布資料のバランス。

・演習、レポート。
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取組み内容（１）
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• H26年度は、１クラス開講に変更（２教員で前半と後半を担当）。

• 授業参観（４月２８日（月））。

• 各回の最初に学習項目を明示し、最後にまとめとした。

• 記号、パラメータを統一し、一覧で示した。（パラメータ統一は、未
完成）

• 留学生が受講しているため、配付資料やPowerPointは和文・英文
併記とした。

• PowerPointを利用する時は、重要事項は学生が配付資料に記入
できるように空白とした。（書かせることによる理解力向上を期待）

• ポイントとなる内容については、演習を行った。

• 式の導出については、スライドで流れを説明するか、あるいは配付
参考資料とした。
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取組み内容（２）
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• 各回ごとに簡単なレポートを出すようにした。（完全には実施でき
ていない）

• 中間試験で解答が不十分な点をレポートとし理解を深めさせた。

• ７－８限開講のため、授業終了後もできるだけ質問を受けた。
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取組み結果
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・出席状況：平均９２％（昨年９６％）

・レポート提出：平均７９％（昨年７９％）

・成績分布の変化：試験平均６４点（昨年７１点）

・学生の評判：答案に書かれた主な感想を下記に示す。

＊デバイスをもっと勉強したくなった。

＊デバイスは難しい。

＊式、記号が多くて大変。

＊覚えることが多くきつい。

＊試験が思ったよりできなくて残念。
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感 想 （１）
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• １クラス開講として、クラスによる資料の違いという問題は改善さ
れた。

• 学部講義の場合、授業参観は効果がある。

• 再履修の学生の出席率が昨年よりも低かった。

• 授業が遅れ気味で説明が不十分だったせいか、試験の平均点が
昨年よりも低かった。

• 事前にいただいたご意見を踏まえて、昨年よりもかなり時間をか
けて資料を準備した。式の導出を板書から配布資料には載せず
にスライドで示したり、適宜空白を設けて演習としたが、写真を撮
る学生が多く残念であった。

• 将来の英語講義化を想定すると、和文英文併記は良い方法だと
思う。
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感 想 （１）
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• 大講義室であったため、スライドの字を大きくしてほしいとの要望
が多かった。

• ２年生が４名受講していた。理由を聞くとたまたまあいていたから
とのことだった。半導体物性を受けていないので厳しいかと思っ
たが、３名は合格だった。

• その他
– 学部講義内容は、教えたいことをそぎ落として重要事項だけに限った方が

良いとの考え方もある。一方で、電子デバイスの場合は教えている内容は
1980年以前の技術内容であり、現在の最先端に至る30余年の進歩は大
学院で教えれば良いと割り切るには技術進歩とその内容は多いと感じる。
どこまでを学部で教えるかは永遠の課題であろう。

– 技術進展に伴って、ハードウエアとしての半導体の講義はどこまで教える
かについては常に議論して講義のブラッシュアップが必要であろう。
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提案

2014/10/10 H26前_教育改善_電気電子工学科_電子デバイス

• 中間試験、期末試験の他に、３０分程度の演習と解説の時
間を何回か取れるとよいと思う。授業の間に行うべきである
が授業が、遅れたため今年度は演習の時間が不十分であっ
た。演習の日程を入れた講義予定とすることで、万が一授業
が遅れた場合でも、３０分程度は確保できると思う。



Kazuya Masu

Today’s purpose 

Qualitative understand of the origin of 
bipolar transistor action 
定性的にトランジスタ動作の原理を理解する。

The base width should be small. This is 
origin of transistor action.
ベース幅が小さいことが本質である。

9

【補足】
 第3回目の講義の最初の一枚
 本日の講義で学ぶことを示す。

 配付資料として、英文部分を記
載しておき、和文部分を講義中
に学生に資料中に書かせる場
合もある。



Kazuya Masu

Today’s summary 

 The bipolar transistor action originates from the small 
base width.

 バイポーラトランジスタの動作は、ベース幅が小さいことに起
因する。

 In n+pn- junction transistor, injected electrons from emitter 
to base flow thru base as diffusion current, and the 
electrons that reach the collector edge are attracted to the 
collector by the larger electric field.

 n+pn- 接合型トランジスタでは、エミッタからベースに注入され

た電子はベース領域を拡散電流として突っ切り、コレクタ端に
到達した電子は強電界によりコレクタに流れる。

 Current from emitter to collector thru base will be 
analyzed by solving current equations. The method is 
similar to the pn junction analysis.
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【補足】
 第3回目の講義の

最後の一枚。

 本日の講義で学ん
だことをまとめる。



Kazuya Masu

Review: Current of n+p junction (1)

1. Carrier (=electron) continuous 
equation in p-region

2. General solution

3. Boundary condition
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n+ p

handout
配付資料では、この部分が空白となっている。



Kazuya Masu

Review: Current of n+p junction (1)

1. Carrier (=electron) continuous 
equation in p-region

2. General solution

3. Boundary condition
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n+ p
この部分を学生に講義中に書かせる
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