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研 究 テ ー マ 生徒による授業評価の実践とその評価結果を授業の改善に生かす取組

科目･学年･単元 「ハードウェア実践」 第３学年

研 究 概 要 ・技能検定「電子機器組立て」２級合格に向けて効果的な指導をする。

・生徒に、実際の職場に合った技能を身に付けさせる。

改善のポイント ・個々の生徒にあった授業内容を検討し、授業を進めていく。

・取り組む生徒がお互いに比較し、意欲をもてるように取り組ませる。

・外部講師とも連携し、生徒のレベルにあった指導をしてもらう。

１ 現状分析

現在 製作実習では テスターの製作 １チップマイコンで制御するPICカー デジタル、 「 」「 」「

ルーレット ６石トランジスタラジオ を座学の学習進度と合わせ 電子工作の課題を与え」「 」 、

て指導している。

製作実習は、以下の手順で行った。①「動作原理の説明」②「回路図」の提示③「部品配

置設計」④「回路パターン設計」⑤「基板フィルム」⑥「ホトエッチング基板」⑦「基板の

穴あけ作業」⑧「部品のハンダ付け」⑨「基板組立て」⑩「動作確認」

現状の実習内容は、企業等で必要となる技能に合っていない内容もあり、見直す必要があ

る。また、細かいところまでしっかりと理解して技能を身に付け、その理由を考えさせるな

どの指導も必要である。１６年度に技能検定３級に合格できるまで指導したが、２級の合格

、 。を目指すためには どの程度まで質を高めたらよいかの判断基準やノウハウが不十分である

１６年度は、学校設定科目「ハードウェア実践」を受講する生徒を対象に、２年生９人と

３年生１５人に３級を、１７年度は、３年生８人に２級の内容を指導した。１６年度は、３

年生の特化科目 ２単位 と２年生の特化科目 ４単位 １７年度は ３年生の特化科目 ２（ ） （ ）、 、 （

単位）と課題研究（３単位）の授業の中で技能検定の内容を指導し、電子部品や電子回路の

知識と電子回路設計の技術を兼ね備えた技能士として活躍できる生徒の育成を目指した。

２ 改善の方針

従来の製作実習では、製作するのに充分な時間をかけることができないので、生徒が自己

流の作品を仕上げている部分が多い。電子回路の製作後、電源を入れて動作すれば作業は合

格としている。しかし、制御装置に搭載させて移動して使用する場合、接触不良や動作が不

安定になることが多い。日常的な使用に充分耐える製品づくりをするため、ゆとりをもった

安全性のある設計、しっかりとした技術、丁寧な作業によって実現させる必要がある。

、 、そのため ものづくりの生産現場での実際的な製造方法や技能を外部講師から指導を受け

国家技能検定「２級電子機器組立て作業」の技能士の資格取得ができるレベルにまで高める

指導に取り組んだ。

３ 具体的方途と実践

将来、電子機器製品の製造、組立て関係の職に携わることを念頭に置いている。実際に現

場で通用する本格的な指導をするために、関係機関に講師を依頼し、効果的に技術を習得さ

せるための指導の研究を進めていった。
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（１）評価規準

評価規準は、以下の４項目とした。

ア 知識・理解（高度な技能・技術の育成）

電子機器組立ての基本的な加工作業を身に付け、電子機器組立てに関する専門用語

を理解させる。ハンダ付け、組立て技術についての基礎知識を身に付け実際にできる

ようにする。電子機器組立ての職種における初級の技能者が、通常有すべき技能およ

びこれに関する知識を習得する。

イ 技能・表現 （コミュニケーション能力の育成）

電子機器組立て技能士として課題に対して、常に正確に、早く完成させる技術を身

に付ける。

仕様書から作業手順を理解し、電子部品にストレスを与えないように正確に作業を

行う。また、自分の知らない技術や部品について積極的に調べる能力を身に付ける。

ウ 思考・判断（グローバルな視野の育成）

電子機器組立てを学習し、電子部品や回路設計に関する知識を身に付ける。電子回

路は、常に新しい部品や回路を扱うので、製造メーカーから部品の規格等のデータを

入手して活用するできる能力を身に付ける。

エ 関心・意欲・態度（勤労観・職業観の育成）

ハンダ付け技術や組立て作業を学習する中で、より高度な技術を目指した取り組み

を計画的にできる能力を身に付ける。外部講師の先生から、現場のものづくりの心意

気を教えて頂き課題に対するプロ意識を高めさせる。

（２）意識調査

特化科目の状況についてアンケートを実施し、生徒がより意欲的に取り組めるような

工夫をした。できるだけ地味な繰り返しの作業を多くし、生徒の活動意欲を損なわない

ようにした。その結果、生徒は目的が具体的となり、実際の実技練習でプロ意識をもっ

て取り組むことができた。

ア 第１回アンケートでの生徒の意識

（ア）進路との関係について

就職後、いろいろな知識が利用できる。進路選択の幅が増やせる。資格取得を

頑張りたい。

（イ）今後の決意について

。 。面倒な事もしっかりやるようにしたい しっかりした技術技能を修得したい

イ 第２回アンケートでの生徒の意識

（ア）進路との関係について

仕事に自信がもてる。将来、製造業の仕事に就きたい。

（イ）今後の決意について

電子機器組立て２級をとりたい。自己流でなく本格的な技能を学びたい。社会で

通用する力を付けたい。

（３）外部講師による指導

専門的かつ実践的な現場での技術や知識を必要とするため、実際の現場で仕事に従事

されていた技能士を講師として招聘して授業中に指導して頂いた。

、 。企業の第一線で活躍されている技能士は 多忙で平日の授業時間の来校は困難である

岐阜職業能力開発協会に１６年度と同様、岐阜職業能力開発協会に紹介していただき、

２名の講師に指導を受けた。

（４）ハンダ付けの練習

ア 基本的なハンダ付け技術指導
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抵抗１本１本の加工取付作業から時間をかけて、下記のような指導を行った。

①「正しいハンダゴテの握り方」

②「細部におけるハンダ付け方法」

③「コテ先の温度管理」

④「抵抗リード線の正しい折り曲げ」

⑤「適切なハンダ量」

⑥「ハンダゴテの操作処理方法」

イ 鉛フリーハンダ

１６年度から使用するハンダは、環境に優しい「鉛フリーハンダ」の使用が義務づ

けられた。以前から使用していたハンダを変更して練習を行った。以前のハンダと比

べると融点温度が40℃ほど高く溶けにくい。しかも、加熱しすぎると表面のハンダの

つやが無くなり、初心者にはとても扱いにくいものであった。これも、ハンダゴテの

コテ先の位置を出し入れすることにより各自で調節することで解決できた。３級より

もハンダ付けの箇所が大変多く、さらに、チップ抵抗器やSOP ICは、高度な技能を要

する。ピンセットをうまく利用してハンダ付けさせた。

ウ コテ先のクリーナ

コテ先のクリーニングも従来の水を含ませた「スポンジタイプ」のものでは、温度

が下がりすぎる 「鉛フリーハンダ」では非常に効率が悪い 「ワイヤコーティング」。 。

タイプのクリーナを使用してみた。コテ先の洗浄も非常にきれいに新品同様に仕上が

り非常に効果的であった。値段も安価で経済効果も高い。

エ 基板支持台

ハンダ付け作業はサイズの小さい物から取り付けていく。部品面の凹凸により基板

が不安定な状態で作業がしにくく、非常に工程数が多い。効率化と作業がしやすくな

るように基板を固定する基板支持台を自作させた。

鉄板 3mm厚 にボール盤で穴をあけて ８本のメタルサポータを固定するだけの簡（ ） 、

単な構造である。さらに、数種類の穴を余分にあけ、サポータを移動させることによ

って多種の基板が使用できるようにした。

機械工作実習をしたことのない生徒は 初めての作業だった 3mm厚の鉄板を寸法ど、 。

おりにけがいて切断、穴あけ、タップたて、ヤスリがけ等の作業を実際に工作機械に

触れ自分で操作して「基板支持台」を自作させた。これが、後の「学科試験」で非常

に役立った。

オ 汎用穴あき基板の利用

技能検定用の基板は高価である 電子部品の加工や折り曲げ作業の練習のために 汎。 「

用穴あき基板 （ユニバーサル基板）を使って練習させた。」

カ 正しい工具の使い方・手先の訓練

、 。抵抗の折り曲げには リードペンチで抵抗側を挟んで左右均等の長さで折り曲げる

この一見簡単な作業が生徒はしっかりと出来ない事がわかった。今までに道具を使っ

て単純作業を経験していない生徒が多い。手先の器用さが訓練されていないからだと

気付き、下記のような作業で正確な繰り返し練習させた。

生徒のタイムを測定し板書した。単純な作業で初めは時間がかかったが、段々慣れ

てくると生徒達は時間を競うようになった。

＜訓練１＞ピンセット使用

毎回、作業の前に「3mmのネジ、平座金、ボルト」を100個ほどを分類させる。

＜訓練２＞ プラスドライバ使用

５分間で3mmのネジ 平座金 バネ座金 ボルトが何組セットで組むことができるか、 、 、
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競う。

キ 部品の取付

部品は直角に折り曲げて基板に密着させて真っ直ぐに取り付ける。耐熱絶縁チュー

ブは、長さを均一にして切断すること。それをＬＥＤ、Ｔｒ等間隔の狭い部品の足に

被せハンダ付けする。作業中は、部品や作品に傷をつけないように注意する。部品は

折り曲げてから切断してハンダ付けする 部品にストレスかけない様に加工) 回路の（ 。

ランドからはみ出でないようにハンダの濡れ状態を確認しながら作業する。

ク リード線の処理

基板からのリード線接続は、端子ラグから真っ直ぐに線をハンダ付けする。この時

にリード線の被覆を剥ぎ過ぎないように注意する。

（５）電源コードの巻き付け

指定されたように、差し込みプラグを引っ張ることによってほどけ、シャーシから抜

けないように結び目を付ける。

（６）束線

下記の手順により繰り返し練習させた。釘打ちではハンマの持ち方と向きに注意させ

た。線引きは束線釘の上部や下部で縛り引っ掛け、どちらの作業がやりやすいか比較さ

せた。結束は、スキンナ（リード線）が緩まないように、リードペンチをうまく利用し

て結束バンドで縛り、ニッパで切断する。束線釘から取り外し、ビニル被覆を剥き、予

備ハンダをして端末処理をしておく。

①釘うち作業 ②線引き作業 ③結束作業 ④取外し作業 ⑤端末処理作業

（７）からげ配線

ハンダ付け同様、３級よりもからげ配線の箇所が大変多い。特にコネクタ端子の配線

は、作業が細かく、リードペンチやニッパをうまく利用してハンダ付けさせた。

（８）動作チェック

動作確認方法に従って、感度調整、通常動作確認をして、正常に動作するかチェック

する。動作しない場合、ハンダ付けの状態や部品の取り付け位置を確認させた。

（９）総合外観・スタイルチェック

スイッチ等を決められた提出の状態にする。線くずや飛びハンダは、歯ブラシで除去

し、ごみの汚れを取り去るウエスでシャーシをきれいに磨く。リードペンチやピンセッ

トをうまく利用して、束線、部品リード、端子等の修正をさせた。

（１０）授業カリキュラム

特化科目は２単位（１時間×２回）なので、６限目に授業を設定して放課後に延長指

導ができるように配慮した。６名の生徒は課題研究（３単位）の時間にも取り組んだ。

試験時間が４時間３０分なので、夏休みも利用して練習した。資料２のプリントを配布

して、技能の確認をさせた。

試験時間は、３級の２時間に対し、２級は４時間30分と長時間にわたる。技能だけで

はなく体力と集中力が必要となる。１６年度３級に合格した受検資格のある２年生（現

３年生）８名を「２級電子機器組立て」に挑戦させた。３級にはなかった作業を重点に

置き指導した。

（１１）検定試験

試験会場は、本校実習室が会場となり、本校生徒のみの３年生８名が受検した。

・ ２級電子機器組立て作業」技能検定試験「

・試験時間：２７０分（４時間３０分）

・検定料 ：標準金額は実技試験15,700円、(高校生は10,300円）学科試験3,100円

で、各都道府県において定められている。
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４ 成果と課題

（１）評価全般

実践的な現場での技術や知識を必要とするため、実際の現場で仕事に従事されている

技術者の協力を得ないと専門的な指導が困難である 検定用の指導書やビデオ教材があ。（

れば効率がよい ） ものづくりの基本は、仕事を行う姿勢と技能に対する自信である。。

電子回路を組み立てるのに、何のために手袋をするのか。なぜ帽子をかぶらなければな

らないのかがわからなければ意味がない。加工技術の向上だけを目指しても対象物が変

われば、応用が利かなくなる。

技能検定試験は奥が深く、実際にものづくりをした経験がないと出来ない要素が多く

含まれている。実技指導では生徒に基礎的な作業を繰り返し行わせることにより、自分

自身で効率的な方法や手順を工夫する事が必要で、それができないと加工技術は上達し

。 、 、 「 」ない １６年度は３級 １７年度は２級に取り組んだが 技能検定 電子機器組立作業

に高校生が受検するのは岐阜県内ではじめてのことであった。能力開発協会の指導を受

け高校生でも受検し合格できるように計画をした。多少の心配はあったが、外部講師の

協力を得て指導することができた。

実際には１５年度の６月に選択科目「特化：ハードウエア実践」の説明を行い、３年

生が１４名、２年生が９名希望した。生徒の学力には関係なく、希望した生徒に平等に

学習の機会を与え指導することにした 指導する中で 練習時間 と 適切な課題 と。 、「 」 「 」

「評価」を確実に与え、自信をもたせることにより意欲を向上させた。

その結果、１６年度は、指導を受けた２・３年生は３級に多く合格し、１７年度２級

は、８名受検して５名合格した。資料３のように生徒がその成果を発表した。

（２）今後の課題

ア 授業時間内での指導は困難であり、授業時間割編成上、６限に「特化」として位置

付けて放課後へ延長ができるようにした。外部講師の方にとっても指導しやすい配慮

であった。今後は、どのような授業で指導していくか検討が必要である。

イ ３級の試験時間(120分)は普段の授業２単位分であるが ２級は４時間30分と長時間、

にわたる。高校生にとって、この実技試験を行うには技術的な指導は勿論のこと、そ

の他に持続して行うための「体力」と「集中力」をいかにして体で覚えさせるのかが

課題である。

ウ ２級を実施するための 指導者 計測工具 練習材料 適切な工具 の確保が「 」、「 」、「 」「 」

問題である。

エ 「特化」授業を選択していない生徒へも、特化の指導内容を普段の実習の中に反映

させて学習内容のレベルアップを図っていきたい。
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資料１
電子科 ハードウエア実践 年間指導計画

科目名 ハードウエア実践 ・２年生までに学習した基礎知識を基に電子回路の実践的な
担当者 力を育成し、実際に回路を設計し組立てる力を身に付けさ

単位数 ２ 指導 せる。
・技能検定試験「電子機器組立て職種２級」の資格取得のた

学年・組 電子科 ３年８組 使用教科書等 技能検定学科試験問題 目標 めの技能や知識の学習を通して自己努力させる。即戦力と
して社会で活躍できる人材を育成する。

知識・理解 技能・表現 思考・判断 関心・意欲・態度
到達度

月 学習テーマ／学習内容 時 高度な技能・技術の育成 コミュニケーション グローバルな視野 勤労観・職業観
（Ａ） 能力の育成 （Ｂ） の育成 （Ｃ） の育成 （Ｄ） Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

束線作業の束線図 作業の準備や清 安全に心がけな 作業準備から片
書き込み・釘打ち・ 掃が協力的である がら、自分と他の 付けまでを実際の。
線引き・バンドイン また、作品を互い 人との作業の違い 束線作業を通し
シュロック・端末処 に評価・検討し、 を理解し、効率の て、正しい技術を
理を確実に行う。 次に活かす。 良い作業方法を考 理解する。４ 】

えて、改善する。月

各種作業手順と回 繰り返し練習し 製品を製作して 作業工程が増え５
路の仕組みを理解し て、体で作業手順 いるという自覚を るが、効率を考え月
て、正しい部品の取 を覚えることがで もち、これからの て作業ができる。
扱いや工具を操作を きる。 企業の製造技術を
把握し 確実に行う 考える。、 。

電子回路組立て 扱う道具や機械 与えられた課題
学科試験の過去の に必要な道具類を を理解しながら、 に対して忠実に的

問題を解き、電子機 準備し、使いやす 計画的に考えなが 確に判断しながら６
器組立てに必要な知 いように工夫して ら課題を進めるこ 進めることができ月
識を学習させる。 使用することがで とができる。 る。

きる。
外部講師の方か

電子回路組立ての 学科試験で扱われ 作業目的に応じ ら、専門技術や技７
２級合格のための技 る工作機械や工具 て、必要な工具や の伝達、応用力を月
術評価規準を知り、 測定器具について 工作機械を選定で もって課題に対す、
技術レベルの向上を 実際に手で触れて きるようにする。 るプロ意識を育成■
努力させる。 体験実習する。 する。

試験で出題された 作業環境に気を 失敗に対して冷 無駄な動きを無
問題の中で出題され 配りながら進める 静に判断し、素早 くして、早く丁寧９
た工作機械や工具測 ことができる。 く対応できる能力 に作品を美しく仕月
定器具について学習 を身に付ける。 上げることを目標【第３回生徒意識調査】
する。 に作業を進めるこ

とができる。
10
月 電子機器組立て技 電子機器組立て 課題の仕上がり 与えられた課題

能検定１級に必要な 技能検定１級を意 を状態を互いに評 に対して忠実に的
配線と端末処理の方 識した知識 技術 価講評しあい、問 確に判断しながら11 、 、
法を学習する。 表現を学ぶ。 題解決能力を養う 進めることができ月

る。

12
月

電子機器組立て技 電子計測の正確 電子計測の取扱 与えられた課題
能検定１級で扱われ な取扱やグループ 方をお互いに教え を最後まで責任を
る回路や測定器の取 で実際に測定実習 合い協力して実習 もって完成させ１
扱方法を学習する。 する。 する。 る。月

電子機器組立てで デジタル回路設 お互いの作品を 他人の作品を公
取り扱うデジタル回 計を行い回路をワ 交互に検査し合っ 平に評価し、すぐ２
路設計の力をつける イヤーラッピング て動作確認と評価 れた点を自分に取月 。

法で組み立てる。 をしあう。 り入れ、実際にや
ってみる。３

月

到達度の記入例 ○：到達している △：やや不十分 ×：不十分

１ 電子部品の基礎知識・

ハンダ付け技術の習得

２ ２級電子機器組立の研

究・練習

８ 電子機器の配線練習及

び計測実習

３ ２級電子機器組立の課

題製作

５ ２級電子機器組立学科試

験

４ ２級電子機器組立の実

技試験

６ デジタル設計技術の学

習

７ 電子機器組立１級の実技

研究
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資料２ 技能検定２級 項目確認プリント

技能検定 ２級 平成１７年７月２０日 年 組 氏名

下記の項目でできているなら、項目に○印を、できていないならどんなことができていないか

記入する。

１．束線について

釘うち

線引き

バンドインシュロック

端末処理（メッキ処理）

２．各種素子の加工

足の曲げ処理（ホウミング）抵抗・ダイオード

絶縁チューブ切断

３．基板１はんだ付け

チップ抵抗（裏）

ＬＥＤ１・ＬＥＤ２

抵抗

ＲＢ２

ＩＣ９

Ｃ１５

ＣＮ３

４．基板２はんだ付け

抵抗

ダイオード

ＩＣ

ＣＮ１
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セラミックコンデンサ・電界コンデンサ

ＴＲ１

ＪＰ２／ＪＳ２・ＪＰ１／ＪＳ１

ＶＲ１・２

ＴＰ１・２

Ｓ２

ＲＢ１

ＲＬＹ

ＬＥＤ３

フラットケーブル

センサーカバー

５．ゴム足のシャーシ取付け

６・基板１・２のスペーサ・シャーシ取付け

７．各種部品のシャーシ取付け・からげ半田

ソケット（ＳＫ１）

電源コード・電源コード処理

トグルスイッチ（Ｓ１）

ヒューズフォルダ（ＸＦ１）・ヒューズフォルダ（ＸＦ２）

ゴムブッシュ(電源コード用）

トランス

フラットケーブル

８．シャーシ組立（正面・底板）

９．性能・動作・調整チェック
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１０．総合概観スタイルチェック

１１．提出・後片付け

夏休みの予定

２５（月） ２６（火） ２７（水） ２８（木） ２９（金）

AM

PM

８/１（月） ２（火） ３（水） ４（木） ５（金）

AM

PM
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資料３ 生徒による発表資料（一部抜粋）
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