
５－３．化学 
 

５－３－１．まえがき 

文部科学省が平成２１年６月に設置した「大学における実践的な技術者教育のあり方に関する協力

者会議」（座長 谷口 功 熊本大学学長）で検討した，技術者教育の充実，実践的教育の必要性，求

められる技術者像等について，平成２２年６月「大学における実践的な技術者教育のあり方」報告書

が提出された．この報告書を，文部科学より，大学における実践的な技術者教育での学生の共通的な

到達目標（最低限の基準）を示す事を目標とする平成２２年，２３年度先導的大学改革推進委託事業

「技術者教育に関する分野別の到達目標の設定に関する調査研究」が公募された．千葉大学の野口博

大学院工学研究科長を中心に上記の協力者会議委員を中核とした全国の国立・私立大学の工学系の教

職員や企業の技術者による体制を構築し，申請を行い，採択された． 
本調査研究の背景として，技術者教育の主な受け皿である企業活動の国際化や複合化がある．学問

分野として工学は，理学，医学，薬学，看護学，農学等との融合分野の発展が加速し，更に経済学，

社会学，心理学等のいわゆる文科系学問との連携が進み，従来の工学から総合工学的要素が強くなり

つつある． 
本報告書は，技術者教育において基礎的で共通部分である「自然科学（物理，化学，情報リテラシ

ー等）」に含まれている化学の教育に焦点をしぼり，学士課程において学習すべき知識や理解およびこ

れらを具体的課題に適応する能力について，その範囲とレベルを，項目や到達目標，学修に当たって

の配慮事項を提示するものである． 
技術者教育において学士課程での共通的な化学分野の教育のうち，どの学生も学ぶ事が大切である

４分野「原子の構造」「化学結合の仕組み」「化学反応と反応速度」「無機化合物と有機化合物」「物質

の状態」について提示するものである．学士課程教育において身につけるべき知識や理解，およびこ

れらを具体的事例に適用する能力について，その範囲と要求レベルを，具体的な項目や到達目標の形

で，学修に当たっての配慮事項とともに提示する． 
これらの知識と能力の修得は相互に関連しており，また数学および物理学とも密接な関係にある．

これらの関係をイメージ化したものを図５－５に示す． 
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図５－５ 共通化学科目間関連図 

 
また，平成２３年７月，８月に実施した技術者教育の共通分野としての化学に対するパブリックコ

メント募集に対して，大学の工学系学部・学科，学協会，産業界などの方々から１８件（２１項目）

のご意見を頂きました．これらの意見を基に再度精査検討し，反映させるべきと判断したご意見を取

り入れて改訂した． 
共通部分としての化学分野の到達目標は，必ず履修すべき分野，項目から成り，全ての技術者教育

を行う上で学んで欲しい内容であると位置づけられる．分野ごとに専門が進化している現代において

も，上記の基本的な事項を理解し応用する力を有する事は全ての技術者に求められるものである．こ

れ以外の項目に関しては，カリキュラムのゆとりに応じてそれぞれの大学，学部，学科において設定

すべきものであり，それらはそれぞれの大学ごと或いは学科ごとのカリキュラムの特色として捉えら

れるべきものである．本報告の分野と項目，到達目標などを用いた厳格な評価手法が確立されれば，

日本の技術者の化学に関する質保証を強力に後押しすることができるものと考えられる． 
この報告書は第一段階のたたき台であり，これからも学協会，企業の方々など関係する方々と協議

を継続し，より良い学士課程における化学教育の確立を目指して鋭意努力すべきたたき台として利用

して頂ければ幸いである． 
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５－３－２．化学の到達目標及び学修に当たっての配慮事項  

 

化学の到達目標と学修に当たっての配慮事項は，次の５分野について示す． 

１．「原子の構造」 

２．「化学結合の仕組み」 

３．「化学反応と反応速度」 

４．「無機化合物と有機化合物」 

５．「物質の状態」 

 

１．「原子の構造」 
(1) 原子の構造 

到達目標 

 ・原子の大きさが分かる． 

 ・原子を構成する三つの粒子が理解できる． 

 ・電子の性質と電子殻の概念が分かっている． 

学修に当たっての配慮事項 

・物質を構成する基本的粒子である原子が，どのような物でも共通する三つの粒子（陽子，電子，

中性子）から構成されていることを量子化学的基礎に立脚して理解できるよう配慮する． 

 

(2) 原子の種類 

到達目標 

 ・原子の種類について理解し，元素と原子の関係が説明できる． 

 ・元素の周期的な性質変化と周期表を説明できる． 

学修に当たっての配慮事項 

・原子の構造と種類およびそれぞれの特徴を把握し，原子が集まってできている身の周りにある全

ての物質が，原子によって出来ていることを理解できるよう配慮する． 

 

２．「化学結合の仕組み」 
(1) 原子の結びつき 

到達目標 

 ・金属元素と非金属元素の違いが分かり，その種類と量を説明できる． 

 ・原子間の結合の概念が説明できる． 

 ・原子の混成軌道が説明できる． 

 ・金属元素を特徴づける自由電子の概念が分かり金属結合からなる物質を把握できる． 

 ・イオンの概念が説明でき，イオン結合を理解している 

学修に当たっての配慮事項 

・物質が，原子のどのような結びつきによってつくられているかを理解できるよう配慮する． 

 

(2) 原子の結合 

到達目標 

 ・原子が結合してできる分子について化学式を作ることが出来る． 

 ・電子を共有する化学結合について電子対の概念を説明できる． 

 ・σ結合とπ結合の概念が理解できる． 

 ・水分子の形と水素結合の概念が分かっている． 

 ・モルの概念を把握し，分子の質量が計算できる． 

学修に当たっての配慮事項 

・化学式で表わすことができる分子が，原子のどのような結びつきによってできるのか，また物質

量の概念を理解できるよう配慮する． 
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３．「化学反応と反応速度」 
(1) 化学反応 

到達目標 

 ・身の回りの化学反応の例を示せ，物質を作り出す化学反応が理解できる． 

 ・物質の生成・分解に関わる化学反応が理解できる． 

 ・化学反応における反応座標と活性化エネルギーの概念が理解できる． 

 ・化学反応について，化学反応式を導くことができる． 

 ・化学反応式における係数と物質量の関係を把握している． 

 ・エネルギーの出入りを化学反応式で表すことができる． 

 ・化学反応に関する速度論と平衡論が理解できる． 

学修に当たっての配慮事項 

・新たな物質を作り出す化学反応がどのように起きているかを把握し，その概念が，多様な反応に

活用できることを理解できるよう配慮する． 

 

(2) 酸化と還元 

到達目標 

 ・酸化と還元が定義できる． 

 ・電子の動きから酸化と還元が定義できる． 

 ・酸化剤と還元剤の概念と具体例が分かっている． 

 ・電池の基本的なしくみが理解できる． 

学修に当たっての配慮事項 

・自然界で起きる酸化や還元などの現象が，電子が深くかかわって起きていることを理解できるよ

う配慮する． 

 

(3) 反応速度 

到達目標 

 ・化学反応式から化学反応速度式を定義できる． 

 ・反応次数が理解できる 

学修に当たっての配慮事項 

・化学反応が進行するときの速度が，反応物の濃度変化で定義されていることを理解できるよう配

慮する． 

 ・核化学について基礎的理解ができるよう配慮する． 

 

４．「無機化合物と有機化合物」 
(1) 無機化合物と有機化合物 

到達目標 

 ・空気や水，生命体そして生活用品など身近に存在する物質の性質の違いが理解できる． 

 ・無機物質と有機物質の特徴を理解しそれらの違いが説明できる． 

学修に当たっての配慮事項 

・生命体を含む多様な物質が，有機化合物からなる有機物質と無機化合物からなる無機物質に分け

られ，それぞれの特徴が二つの分類に活用できることを理解できるよう配慮する． 

・ＤＮＡなども有機物質であることを理解できるよう配慮する． 

  

(2) 無機物質と有機物質 

到達目標 

 ・身近な無機物質と有機物質が，どのような元素から構成されているか説明できる． 

 ・無機物質と有機物質の化学反応の違いを把握し，無機物質からも有機物質が得られることを理解

できる． 

学修に当たっての配慮事項 

・無機物質と有機物質がそれぞれの特徴に合った化学反応を起こし，新しい物質を作り出すことに

活用できることを理解できるよう配慮する． 
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５．「物質の状態」 
(1) 物質 

到達目標 

 ・物質を化学の目で見，物体と物質の違いを理解できる． 

 ・物質は元素でできていることと純粋な物質と混ざった物質の違いを把握できる． 

 ・色々な物質の密度の違いが理解できる． 

 ・融点と沸点の概念が分かり，沸点を利用して混合物を分けることが理解できる． 

学修に当たっての配慮事項 

・物質の物理的特性の違いが，身近な物質の性質の違いを把握することに活用できることを理解で

きるよう配慮する． 

 

(2) 物質の状態 

到達目標 

 ・気体，液体，固体の集合状態の違いが説明できる． 

 ・温度によって変化する物質の状態と粒子の運動との関係が理解できる． 

 ・熱と温度の違いと，エネルギーを加えると状態が変化する事が理解できる． 

 ・熱力学法則から物質の安定な状態とその変化が理解できる． 

学修に当たっての配慮事項 

・物質を構成する粒子の集合状態の違いが，物質の状態の決定に活用できることを理解できるよう

配慮する． 

 

(3) 気体と溶液 

到達目標 

 ・気体の圧力と体積の関係についてボイルの法則が説明できる． 

 ・気体の温度と体積の関係についてシャルルの法則が説明できる． 

 ・気体や固体の溶液への溶解する現象を理解できる． 

 ・溶液の濃度が説明できる． 

学修に当たっての配慮事項 

・物質の物理的性質が，気体や溶液などの状態を決め，身近な現象の把握に活用できることを理解

できるよう配慮する． 

 

(4) 酸と塩基 

到達目標 

 ・酸と塩基およびその強さの概念が理解でき，酸性と塩基性の見分けが出来る． 

 ・中和の概念と塩について理解できる． 

学修に当たっての配慮事項 

 ・酸と塩基の性質が，身近な物質の性質の把握に活用できることを理解できるよう配慮する． 

 

(5) 光 

到達目標 

 ・光の波長とエネルギーの関係が理解できる． 

 ・光の三原色と物が見えるしくみが分かる． 

 ・蛍光と発光について理解できる． 

 ・物質の色について説明できる． 

学修に当たっての配慮事項 

 ・光の特徴とその理解が，光が物質に及ぼす現象の把握に活用できることを理解できるよう配慮す

る． 
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５－４．情報リテラシー 

 

５－４－１．まえがき 

 技術者教育における共通基礎科目としての情報リテラシーの開講コマ数は，ほとんどの大学では半

期，週１コマ，２単位程度の重み付けであろう．しかし，今日のような情報化社会においては「リテ

ラシー」の文字通り，「読み書きそろばん」的位置付けとして，情報リテラシーは重要である．ただ，

今日的であるが故に情報リテラシーを取り巻く環境は日進月歩であり，何を持って「先導的」とする

かは非常に難しい課題である． 
 日本の大半の大学では 1980 年代から「現代の読み書きそろばん」として情報処理教育が行われ，1990
年代半ばからは文科系の学生へも必修化する動きが広がった．その後高等学校でも情報が必修化され，

2000 年代に入ると一般家庭へも急速にパソコンが普及し，今や「読み書きそろばん」的意味での情報

処理教育はその必要がないほどに若者のスキルは高いともいえる．ただ，ネットワーク犯罪や著作権

問題など，別の意味での教育の必要性が高まっていることも事実であり，情報リテラシー教育の重点

が社会における情報倫理へとシフトしてきていると言える． 
 本プロジェクトでは，工学系全般の学生を対象とする「リテラシー」として，情報の基礎となるデ

ジタルデータの仕組みを理解し，情報ネットワークの仕組みとセキュリティ・犯罪と法律などに触れ，

更にこれらを支えるプログラムの端緒に触れることを念頭に，これら 3 つの項目を柱として位置付け

てキーワードを抽出し，到達目標を設定した．電気・情報系の学科向けとしては食い足りないと感じ

る面もあるかもしれないし，一部の学科ではプログラミングの必要性を感じないかもしれない．しか

し，工学系の学生として身につけておくべき最低線を「先導的」観点から位置付けたものとご理解頂

ければ幸いである． 
 パブリックコメントで得られたご意見の内容も，ご意見を寄せて頂いた有識者のフィールドによっ

て実に様々であった．そこで，上述のように，工学系全般の学生を対象としていることを念頭に全体

を再考し，基本的に取り入れる方針で調整を行った．図５－６に，情報リテラシーにおける学習内容

の相関図を示す． 
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図５－６ 情報リテラシーにおける学習内容の相関図 

ア

ル

ゴ

リ

ズ

ム 

－ 83 －



５－４－２．情報リテラシーの到達目標と学修にあたっての配慮事項 

 

情報リテラシーの到達目標と学修に当たっての配慮事項は，次の３分野について示す． 

１．「情報の基礎」 

２．「情報ネットワーク」 

３．「アルゴリズム」 

 

１．「情報の基礎」 

＜キーワード＞情報，データ，基数，2進法，文字コード，組込みシステム，バーコード，QRコード，

IC タグ，電子商取引 

到達目標 

・コンピュータで何ができるのか，社会でどのように使われているのかを理解する． 

・情報とデータの違い，デジタルデータとその表現を理解する． 

・基数位取り記法と基数変換の仕組みを理解し，演算できるようになる． 

学修に当たっての配慮事項 

・情報という言葉の技術的な意味とそれを処理するための数理的な背景について，日常生活でコン

ピュータがどのように使われているかを対比させながら理解できるように配慮する． 

 

２．「情報ネットワーク」 

＜キーワード＞インターネット，プロトコル，著作権，知的財産権，ネット犯罪，賠償責任，情報セ

キュリティ，プライバシー，情報発信 

到達目標 

・情報伝達システムの考え方について理解する． 

・インターネットの仕組みを理解し，実践的に使用できるようになる． 

・著作権，知的財産権などについて正しく理解し，民法，刑法との関連についても把握する． 

・情報セキュリティの必要性，様々な脅威の実態とその対策について理解する． 

・個人情報とプライバシー保護の考え方について理解し，正しく実践できるようになる． 

・インターネットを用いた犯罪例などを知り，それに対する正しい対処法を実践できる． 

学修に当たっての配慮事項 

・日常生活で用いているインターネットに代表されるネットワーク利用に潜む様々な危険性につい

て正しく理解し，知らぬ間に法を犯す危険性，損害賠償責任があることを認識して，ネットワー

ク時代の正しい処世術を身につける． 

 

３．「アルゴリズム」 

＜キーワード＞マークアップ言語，タグ，プログラム言語，アルゴリズム，プログラミング，論理的

思考 

到達目標 

・構造的文書の作成法，文書の構造とタグなどについて理解し，記述することができる． 

・コンピュータにおける初歩的な演算の仕組みを理解する． 

・高級言語を用いた簡単なプログラムについて理解し，自分でプログラミング出来る． 

学修に当たっての配慮事項 

・通常の文書とプログラミング言語の類似点と相違点について理解し，様々なプログラムが日常生

活で用いられていることを認識しながら演習することができるように配慮する． 
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５－５．工学基礎 
 

５－５－１．まえがき 

 

「工学基礎」では，国内の大学の工学部カリキュラムにおける工学基礎教育関連データを収集して参照し，

工学基礎の到達目標とキーワードを列挙した上で，〔到達目標〕と〔学修に当たっての配慮事項〕を抽出してま

とめている．その基本方針は以下の通りである． 

１）「工学基礎」を一括りとせず，適切に分類する． 

２）大学や学科によって扱いが異なるであろうものは避け，できるだけ共通性のある必要最低限を抽出する． 

 

基本方針１）の分類については，当初，以下に示すように５分野として整理し，それぞれに細分化された項

目に分けて到達目標と学修に当たっての配慮事項を示して，パブリックコメントを募集した（2011 年 7-8 月）． 

1. 基幹工学の基礎  （機械工学基礎，電気・電子回路） 

2. 工学基礎実験・計測 （基礎的原理・現象，実験・計測・分析方法，考察・レポート作成） 

3. 数値解析   （数値解析法の基礎，アルゴリズム，プログラミング） 

4. 科学技術英語  （プレゼンテーション・コミュニケーション，リーディング，ライティング） 

5. 技術者倫理  （技術者倫理の基本と実践，情報倫理，環境倫理） 

 

工学基礎のパブリックコメントには合計 10 件の意見が寄せられている．その中で文言の修正や追加に関す

る意見３件，および内容の追加に関する意見３件については基本的に最終版に反映させた．また，「数値解析」

と「数値計算」の違いに関する重要な指摘があり，「数値解析」は必要に応じて分野別専門基礎に入れることと

し，「工学基礎」ではあくまで「数値計算」として扱うことに修正した．さらに，その後の全体検討の結果，「科学

技術英語」と「技術者倫理」については「社会人基礎力」に，工学系の能力として含めることとし，「工学基礎」か

らは外している．したがって，工学基礎の到達目標については，最終的に以下の分類にて示している． 

 

1. 基幹工学の基礎  （機械工学基礎，電気・電子回路） 

2. 工学基礎実験・計測 （基礎的原理・現象，実験・計測・分析方法，考察・レポート作成） 

3. 数値計算   （数値計算法の基礎，アルゴリズム，プログラミング） 

 

パブリックコメントには，その他「科学技術史や人文社会系などの教養教育をどう扱うか」，「地学や生物につ

いて示さないのか」といった意見も寄せられたが，上記の基本方針２）に基づき，対応しないこととした．さらに，

「どこまで細分化した到達目標を示すか？」といった本質的な指摘もあったが，今後，本報告書における到達

目標を原案として精査していく必要があり，課題として残すこととする． 
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５－５－２．工学基礎の到達目標と学修に当たっての配慮事項 
 
工学基礎の到達目標と学修に当たっての配慮事項は，次の３分野について示す． 

１．「基幹工学の基礎」 

２．「工学基礎実験・計測」 

３．「数値計算」 

 

１．「基幹工学の基礎」 
(1) 機械工学基礎 

到達目標 

・機械，生産に関して重要となる基礎的な力学（材料力学，流体力学，熱力学など）に関して，そ

の概要を理解する． 

・ものづくりの観点から，設計，生産，運用，安全の方針などについて考えることかできる． 

学修に当たっての配慮事項 

・機械工学の基礎が，自ら専門とする工学分野に関係し，活用できることを理解するよう配慮する． 

 

(2) 電気・電子回路 

到達目標 

・電気回路を構成する基本要素，電源，電圧，電流，抵抗，インダクタ，キャパシタなどの特徴を

理解し，簡単な交流回路の計算ができる． 

・電子回路を構成するダイオード，トランジスタなどの電子デバイスの原理，および簡単な電子回

路の動作を説明できる． 

学修に当たっての配慮事項 

・電気回路および電子回路の基礎が，自ら専門とする工学分野に関係し，活用できることを理解す

るよう配慮する． 

 

２．「工学基礎実験・計測」 
(1) 基礎的原理・現象 

到達目標 

・物理，化学，情報，工学についての基礎的原理や現象を，実験を通じて理解できる． 

学修に当たっての配慮事項 

・物理，化学，情報，工学の理解にとって，実験的アプローチが重要な役割をなすことを理解する

よう配慮する． 

 

(2) 実験・計測・分析方法 

到達目標 

・基礎的原理や現象を理解するための実験手法，実験手順，実験データ処理法等について理解する． 

・実験装置や測定器の操作，および実験器具・試薬・材料の取扱いに慣れ，安全に実験を行うこと

ができる． 

・実験データの分析，誤差解析，有効桁数の評価，整理の仕方，考察の進め方について理解し，実

践できる． 

学修に当たっての配慮事項 

・共同実験における基本的ルールを理解し，自ら考えて実験に主体的に関わることの重要性を理解

するよう配慮する． 

 

(3) 考察・レポート作成 

到達目標 

・実験テーマの内容を理解し，実験・測定結果の妥当性評価や考察等，論理的な説明ができる． 

・実験ノートの記述，および実験レポートの作成の方法を理解し，実践できる． 

学修に当たっての配慮事項 

・教科書，文献等の調査や期限内のレポート作成など，計画的・継続的に自己学習することの重要

性を理解するよう配慮する． 

－ 86 －



３．「数値計算」 
(1) 数値計算法の基礎 

到達目標 

・様々な工学の問題を解決する上で，数値計算法がどのように利用されるかを理解し，応用できる． 

・数値計算では，演算量，計算誤差，解の収束性と安定性，解法の高速性や並列性などの観点が重

要であることを理解する． 

学修に当たっての配慮事項 

・実社会における工学的課題解決に計算機を利活用するという目的と必然性を明確にし，基礎知識

の習得や最新の計算機事情の理解ができるよう配慮する． 

 

(2) アルゴリズム 

到達目標 

・行列や関数などに関する種々の問題を，計算機を用いて数値的に解くための代表的な計算アルゴ

リズムとその数学的原理を理解する． 

・基本的アルゴリズムを理解し，技術者として必要な問題を解くためのアルゴリズムを，データ構

造の設計も含め，自身で構築できる． 

学修に当たっての配慮事項 

・情報リテラシーとの関連において，数値計算アルゴリズムを理解するよう配慮する． 

 

(3) プログラミング 

到達目標 

・逐次処理による計算のプログラムフローを示し，プログラム化することができる． 

・適当なプログラム言語を用いて，簡単な数値計算を行うプログラムを作成できる． 

・オブジェクト指向言語の趨勢を理解する． 

学修に当たっての配慮事項 

・具体的な問題を実際にプログラム化することを通じて，数値計算プログラムを理解するよう配慮

する． 
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