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組込みシステム開発を題材とした学部生向け
PBL の実施と学習経過に関する考察
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概要：近年，大学教育に於いて PBL(Project/Problem Based Learning) を採用したカリキュラムの実施が
広く行われるようになった．特に，工学系の教育現場では，チーム開発の導入から受講者の高度なスキル
の修得まで広く学習効果が得られることから一般的な教育法として普及している．また，企業にとっても
実践力を持つ人材を求める立場から，PBL のカリキュラムを注視する傾向は増している．PBL は大学院
生相当の受講者を対象として実施していた事例が多いが，学習効果の高さから学部学生に実践教育として
おこなう活動が始まっている．しかしながら，学部学生を対象にした組込みシステムを題材とした PBL
実施の知見はまだ十分でなく，受講者の学習効果に関しても情報の蓄積がなされていない．本稿では，九
州大学工学部電気情報工学科計算機工学課程 3 年生が 2017 年 4 月に行った組込みシステム開発を題材と
した PBL 教育の実施事例と，受講者の学習経過に関する検討の起点を論じる．
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Case study of Project Based Learning on embedded system
development for undergraduate students and analyze of learning eﬀect
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Abstract: This article discusses PBL education on embedded system development for undergraduate students, and mentions first view point of analyzing PBL eﬀect. Nowadays, Project/Problem Based Learning
became standard method of technological education. PBL is a suiteable way for students that can get skills
of team development and others. And industrial companies need many engineer who have experience of PBL
carriculum, becouse of their wide multi-discipline skills. But PBL is not to be often done for undergraduate
student, therefore a lot of case studies are not reported. This article reports one of the PBL case study for
third grader students in Kyushu University April,2017. This PBL is considered to study embedded system.
and this is under consideration.
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1. はじめに

実践的な演習を行うことができる．組込みシステムを対象
として PBL の実施を考えると，入門的な課題として，キッ

近年，日本の工学教育に於いて定着した教育手法に Prob-

チンタイマのような MCU のインターバルタイマを利用す

lem Based Learning/Project Based Learning(以下 PBL)

ることで実現されるものから、ジャイロや加速度、磁気セ

がある．PBL は現在の日本企業が必要とする即戦力を持つ

ンサといったセンシングを伴い動作を高度に制御すること

人材育成のための教育手法として高く評価されている．ま

が必要なロボットまで幅広くカリキュラムを組むことが可

た，情報系・機械系の学生にとっては，PBL によって個人

能である．PBL では，表 1 のような教育効果を目標とし

のプログラミングのスキルや設計技術のみならず，チーム

実施することが多い。問題解決力やプロジェクトの運営と

開発の経験や実際の製品に近い教材に触れることで，より

いった能力は，工学教育に於いて普遍的に修得すべき能力
と言える．また，
「ものづくり」は組込みシステム開発に於
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表 2

PBL で養成される能力

実践力:QuadPro

問題解決力

Product

ものづくりへの関心

Process

開発工程を進める能力

Project

プロジェクトで協調して働く能力

Professionalism

プロのエンジニアとしての行動規範

広い視野
アイディア
プロジェクトの運営・チームマネジメント

表 3

報を扱うだけではないため，難しさと同時に高いモチベー
ションを持って課題に取り組むことができる．

システムを構築する技術力

組込みシステム教育カリキュラム概要

組込み基礎:QProJ

PBL に向けた基礎技術の修得

PBL 基礎:QProB

マイコンボードやロボットを用いた実践教育

PBL 実践:QProA

自主的に課題に取り組む．ロボコン等に挑戦する

演習に際して，多くの場合「ものづくり」を志向したカ
リキュラムが組まれ，創成教育として取り入れている場合

る．人材を育成する基礎教育の位置付けとして [2] のよう

は多い．しかし，PBL を実施する場合，一定水準の知識

な構想のもとカリキュラムの検討を行った．3 つの段階に

修得が行われていることを前提として課題に取り組むた

分け組込みシステムの技術を習得するカリキュラムを策定

め，学部学生への導入は課題の難易度設定が難しく，最初

している．カリキュラムの概要を表 3 に示す．

から高度な内容の演習を行う事は容易でない．また，学生

第 2 期 enPiT 事業の開始は学部学生を対象とする PBL

数が多くなる場合，教員側からの指導が難しくなる面もあ

の検討・実施の契機となり，PBL 環境の整備・洗練を行え

り，少数の学部学生を対象にするか，卒業研究に準ずるカ

る状況が整った．第 1 期 enPiT 事業の教育フレームワー

リキュラムの一部として導入されるケースも多い．九州大

クを踏襲・発展させ，どのように組込みシステム分野をは

学でも，従来から行ってきた学部学生向けの PBL を発展

じめとした IT 技術者の育成を行うかが課題となっている．

させ，新しい PBL カリキュラムを策定することで昨今の

今回の第 2 期 enPiT 事業の開始によって，連携・参加大学

社会的要望に適した演習の実施に着手した．本活動は，第

間の横のつながりによって共通の課題・教材を用いた PBL

2 期 enPiT 事業 [1] の支援を受け，新規 PBL 課題の設定と

の検討と実施が行える環境が構築されつつある．本稿で

教材の導入から始まっている．本稿では，九州大学での組

は，学部学生向け連携・参加大学共通教材を用いた組込み

込みシステムを題材とした PBL の導入経過と，受講した

システム分野教育の実施事例について言及する．

学部学生からの授業後に提出された日報をもとにした学習
経過の評価手法に関し述べる．また，組込みシステムを題

3. 新規カリキュラムを始めるにあって

材とすることで情報系の学生がどのような学習効果を得ら

組込みシステム分野の教育に関しては，独立行政法人

れるか，どのようにすれば PBL を効果的に実施できるか

情報処理推進機構をはじめ多くの提言 [3] がされている．

について言及する．

組込みシステム分野は複合的技術によって構成され，それ

2. enPiT 事業における教育フレームワーク

らを理解し発展できる人材を育てる事の意義は大きい．同
時に，教育を行う側にとっては多くの困難を伴う．今年度

従来より大学院の課程に向けて，文部科学省の支援のも

の本学における学部学生向け PBL のカリキュラム検討の

と enPiT 事業として PBL を積極的に取り入れる活動が行

開始も，第 2 期 enPiT 事業により従来使っていた教材の置

われてきた．第 1 期 enPiT 事業は 2016 年度をもって終了

き換えが可能になった事が一因としてある．教材の置き換

したが、第 2 期 enPiT 事業が 2016 年度下期から開始し，

えに係るコストは機材の導入費用だけではなく，教員の習

2017 年度から正規のカリキュラムに PBL の要素を反映さ

熟度に係るコストも多くかかった．しかし，新規カリキュ

せる形で各参加大学が連携を取りつつ，新しい取り組みを

ラムを始めるあたって，過去に行ってきた教育的蓄積を多

始めている．第 2 期 enPiT 事業は学部学生への教育の場

く生かす事ができ，テキストの編纂や課題の設計の大きな

に PBL を取り入れることで，早い段階から高度な情報技

助けになった．これは，組込みシステム分野が多くの技術

術を持つ人材の育成を目指す取り組みである．enPiT 事業

的蓄積の上に成り立っており，教育に際しても最新の技術

は，組込みシステム分野だけでなく，IT を活用する幅広い

だけでなく基礎となる技術や知識が必須である事による．

領域を教育の場として網羅し，日本の成長産業を支える人

また，新しい教材の導入によって，近年技術的に注視され

材を育成する環境を整える枠組みを構築するものである．

ている自動運転技術を課題とし実施した事で学習者のモチ

従来から国際的競争の激しい組込みシステム分野に対する

ベーションの向上につながった．

期待は大きい．
第 2 期 enPiT 事業に於いて組込みシステム分野が目指す

4. 学部における PBL 科目の実施

人材育成の概略を表 2 に示す．これら 4 つの能力 (Quad-

九州大学工学部電気情報工学科計算機工学課程では，学部

Pro) を身につけることで，実践力があり，新しい価値を

学生向けに 3 年生前期に行われる分散ロボットプロジェク

持つ技術を構築できる人材の育成が可能であると考えてい

ト演習において PBL が導入されている．高度な実践 PBL
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は、従来から大学院システム情報科学府情報知能工学専攻

• 第 3 回 設計 2

社会情報システム工学コースにおいて PBL 第一・PBL 第

• 第 4 回 設計 3

二・PBL 第三で実施している．大学院において行われる

• 第 5 回 コーディング，単体テスト

各 PBL 科目では，IoT、ICT 技術の最新動向をもとにした

• 第 6 回 結合テスト

プロジェクト開発を実施している．学部学生向けの分散ロ

• 第 7 回 結合テスト (調整)

ボットプロジェクト演習では教材の制約や実施期間の短さ

• 第 8 回 結合テスト 発表用の教壇でテスト

などから，毎年異なる課題を課することは難しい．分散ロ

• 第 9 回 発表会 プレゼンテーション資料を作成

ボットプロジェクト演習では，グループ単位でプロジェク

今年度は 1 回を 180 分 1 コマとして実施した．PBL 課

トを実施する．システム開発の基礎を修得するとともに．

題の設定を図 1 に示す．今期より，ロボット本体を無限

グループワークを行い集団でシステム開発する際の協調性

軌道を持ちライントレースの為の IR センサーを搭載した

や積極性等を修得する．学生は，4〜6 人で一つのグループ

Zumo をローバとして導入した．Lego マインドストームよ

を作り，2 台の移動型ロボットを用いたシステムを開発す

りも小型で，速度・小回りが効く車体になった．また，制

る．2 台の移動型ロボットはそれぞれ別の役割を担い，グ

御コードを記述する環境は統合開発環境 True Studio[5] を

ループを更に 2 つ以上のチームに役割を振り分け演習を行

用いた．分散ロボットプロジェクト演習受講者に対して，

う．2016 年度までの演習の流れは下記の通り．

テンプレートを配布し，テンプレートの cpp ファイル等を

• 第 1 回 全体説明・ロボットの組み立て

編集することで環境依存の負荷を軽減した．テンプレート

• 第 2 回 ロボット動作確認

は，デバッグの為のモジュールも含め，動作中の Zumo が

• 第 3 回 外部設計、内部設計の説明

取得した情報を開発環境上のターミナル上に表示する仕組

• 第 4 回 レビューの意義に関するレクチャー

みとした．Zumo は，IR センサのほか，加速度センサを利

• 第 5 回 プログラム設計、単体テストの説明

用し，障害物への接触を感知できる．

• 第 6 回 単体テスト項目の抽出
• 第 7 回 第 8 回 第 9 回 第 10 回 プログラミングと単体
テスト

演習に際しては，6 名のグループを，親機（レスキュー
車）
・子機（故障車）の担当に分けた．さらに，各々のサブ
システムを，モータ・センサ制御，行動制御，ライントレー

• 第 11 回 第 12 回 結合テスト、システムテスト

スに細分化し，担当者が自分のシステムを完成させた後，

• 第 13 回 第 14 回 発表会に向けた最終調整、発表資料

全てを結合させテストし完成を目指した．最終日の発表会

作成

• 第 15 回 第 16 回 発表会

時には，デモを交え工夫点をプレゼンテーションした後，
タイムトライアルを実施した．タイムトライアルのコース

1 回を 90 分 1 コマとしてカリキュラムを構築していた．

は，難易度を 3 段階に分け設計した．難易度は，ラインの

2016 年度のカリキュラムでは最初に課題の全体像と開発

幅・カーブの曲がり方の大小，コースの複雑さといった要

環境についての理解を行った後，設計書を作成するといっ

素を取り入れた．

た基本手順を学ぶ．その後，作成した設計書に従った開発

これらをもとに分散ロボットプロジェクト演習の受講者

とテストを行い，最後に各自とグループによる開発の発表

は，ライントレースに基づく機体の制御，障害物への衝突

会・振り返りを行う．教材として，Lego マインドストー

に際しておこるイベントドリブンの処理，２台の Zumo 間

ムを２台利用し，ライントレースと荷物の受け渡しという
複合的課題を学生に与えていた．2 台を親機と子機と考え，
ライントレースで親機が子機の側に到達したのち荷物を子
機に渡し，子機は荷物をライントレースによって終着地点
まで運ぶ．課題解決の為，OS の役割やイベントドリブン
処理といった要素の学習を行い，基本的なロボットの制御
を行う．Lego を用いた教材は，広く教育現場で用いられて
おり扱いやすい点が多く，学生は周辺技術に意識を分散さ
せることなく課題に取り組める [4]．
今年度の分散ロボットプロジェクト演習は，ライント
レースを制御の基礎課題とし，2 台のロボットを用いるこ
とは変えず，新たな教材を用いて以下のコマ割りで行った．

• 第 1 回 班分け，要求確認，担当決め，WBS 作成
• 第 2 回 設計 1・・ 1 人，1 関数のアクティビティ図を
作成
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出が可能と考えている．問題点の洗い出す際の観点として
は，QuadPro の 4 つの能力から層別しスコア化することを
予定している．また，各グループと個人に起こった課題と
対処法を時系列で 4 つの能力との相関に落とし込む事で，

PBL のカリキュラム設計の有用な情報となる．

6. おわりに
第 1 期 enPiT 事業の成果として，PBL 受講者の能力値が
コンピテンシーテスト [6] によると明らかに上昇していた
ことが挙げられる．これの解析とは異なるが，短期間での

PBL によって受講者の能力値がどのように上昇するかを定
量的に計測することは意義が深い．同時に，成長が少ない，
図 2

グループ別作業日報

ほとんどない能力に関しては，課題の提示法を変えるなど
のアプローチが必要となる．現在，QuadPro の 4 つの能
力を定量的に計測する手法は確立していない．しかし，受
講者の作業日報から読み取れる，得手不得手といった情報
からでも客観評価ができる．今回収集した情報はテキスト
化されたものであり，すべてを読み解いていくことにより
計測する．次回の収集の際は，数値化した指標を受講者に
選ばせることで，今年度の情報と比較し客観評価も可能で
ある．情報の集積と解析によって，より効果的なカリキュ
ラムの洗練が可能であり，それは教育者側への要請と言え
る．本稿では，組込みシステム開発を題材とした PBL か
らのフィードバック活用の方向性を述べた．課題の特性と
学習の目的をもとに，実際に集まった情報を早急に解析し

図 3

個人別作業日報

の通信などの組込みシステムに関する基礎的な学習を行っ
た．本演習が受講者に対してどのような学習効果をもたら

次の演習，他の PBL 演習への教唆を得たい．
謝辞
本稿を執筆するにあたり，東海大学，徳島大学の各氏，株
式会社チェンジビジョン 細合晋太郎氏，及び enPiT に関
係する皆様の協力を得ている，謹んで感謝の意を表する．

したかについて次節で述べる．

5. 学部学生を対象とした PBL の学習経過の
考察
毎回の演習ごとに作業を終えた段階で，グループ別の作
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トとに関する意欲の向上を目的としている．
毎回の演習において，作業日報を提出する事で，グルー
プが直面する課題やそれに対する対処法を抽出する事がで
き，学習経過を詳細に調査・検討できる．現在，全作業日
報は入手済みである．内容の精査によって，分散ロボット
プロジェクト演習の受講者個人・グループでの問題点の抽
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