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工業高校生の専門的職業人として必要な資質・能力の評価手法

の調査研究

－考える力を測定する手法の研究と、より効果的な指導法の模索－

愛知県立瀬戸窯業高等学校 電子機械科 教諭 山 田 裕 久
やま た ひろ ひさ

１ はじめに

工業などの専門高校は、これまでに幅広い分野で産業・社会を支える人材を輩出してき

た。しかしながら、近年の産業構造や就業構造の変化、技術の高度化・多様化等、専門高 校

をとりまく状況は激しく変容している。それゆえ、これらに適切に対応するとともに、 生徒

の勤労観や職業観を育み、専門性を深め、産業界のニーズにも応えうる人材を育てる ために、

教育内容や教育方法すなわち授業や実習の在り方について、さまざまな観点から 検討してい

くことが重要である。

工業高校生の多くは、企業に就職し、産業界の一員として、仕事をしていく。実社会に

出れば、いろいろな問題に遭遇するが、その問題の答えは、正解があるわけではなく、そ の

都度考え、判断していかねばならない。この「生徒の考える力」をいかにつけるかがと ても

大切なことであるにもかかわらず、考える力を評価する方法は、ほとんど検討されて いない。

そこで本研究では、上述した生徒の考える力を育み伸ばすために、ＰＬＣ実習を対象とし

たパフォーマンス評価を行い、ルーブリックの作成を試みた。

２ ＰＬＣ実習の展開

(1) ローテーション

ＰＬＣ実習は、週１回、一班 10 名の４班編成、１回３時間の連続授業で１ショップ２

回連続後に次のショップへとローテーションする。２年生では、リレーシーケンス・シ

ーケンス制御基礎の中でＣ 4、Ｃ 5、Ｃ 6 の３回行う。３年生ではＢ 1、Ｂ 2、Ｂ 3、Ｂ 4
で示すように通算４回の実習を行う。

(2) 実習テーマ

２年次

Ｃ 1 リレーシーケンスの基礎 リレー 押しボタンスイッチ ランプ

Ｃ 2 基本論理回路 ＡＮＤ ＯＲ ＮＯＴ

Ｃ 3 機能を持つ回路 自己保持回路 タイマ

Ｃ 4 ＰＬＣの取り扱い

Ｃ 5 基本論理回路

Ｃ 6 機能を持つ回路

３年次

Ｂ 1 ２年次の復習・ミニＦＡ

Ｂ 2 ミニＦＡ

Ｂ 3 エレベーター・信号機

Ｂ 4 エレベーター・信号機

３ 実習評価の問題点
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実習中、生徒は与えられた課題に対して、どんな基本回路をどのように組み合わせたら

よいか、どんな順序で処理を行うのが良いのかを考えて、プログラムを作り、制御を完成 さ

せる。その過程で、考える力を醸成させたいと授業を展開している。しかし、課題を与 えて、

その課題ができたかどうかだけで評価するという一般的な評価方法では、考える力 を正しく

評価できない。例えば、試行錯誤を繰り返しているうちに、偶然動いてしまった り、他の生

徒に教えてもらってできているだけで、内容が理解できていないために、次の 段階に進めな

いことがある。そこで、生徒の行動や作品から生徒の思考プロセスや能力を 測定するパフォ

ーマンス評価を用いれば、考える力を評価できるのではないかと考え、Ｐ ＬＣ実習を対象に

ルーブリックの作成とパフォーマンス評価を試みた。

４ 実習前半

実習前半の１回目、テーマ番号Ｂ 1 では、２年次の復習と、「ミニＦＡの空気圧制御ロボ

ットの制御」を行った。具体的には、検定盤を用いて、ＰＬＣの操作方法や、自己保持回

路、タイマー、カウンターなどの基本的事項を復習させるとともに、「供給コンベアから仕

分けコンベアへのワークの移動」に取り組ませた。２回目の実習、テーマ番号Ｂ 2 では、 上

記の続きと、課題２「白いワークと黒いワークの仕分け」に取り組ませた。

翌週の月曜日に提出された実習レポートの感想からキーワードを抽出して、これらをも

とにルーブリックの作成を試みた。ミニＦＡの実習装置の台数の制限から、途中からは２ 人

一組での展開となった。

５ 実習後半

実習後半の３回目、４回目では、応用的な内容を各自のレベルに合わせて取り組めるよ

うに、２つの課題を準備した。生徒はいずれかを選んで取り組むようになっている。一つ は、

信号機を使った交差点の交通整理の課題である。もう一つは、エレベータ実習装置を 使った

２階建てのエレベータ制御の課題である。なお、エレベータ制御は複雑な処理にな るため、

段階ごとに課題を分割した。

後半の実習では、次章で示すルーブリックを事前に提示した上で、これらの課題に取り

組ませ、ルーブリックの項目ごとにＡ、Ｂ、Ｃの三段階での生徒に自己評価させた。また、

自己評価やパフォーマンス評価について、自由に感想も記述させた。さらに、教師（著者）

はルーブリックを用いて生徒の作業を評価した。

６ 感想からキーワードの抽出

各班２回分、合計８回分の感想からキーワードを抽出した。これらの感想を分析して評

価項目の抽出を試み、次の班の実習で評価項目の確認を行った。このような試行作業を複 数

回繰り返した。最終的に 37 名の生徒の感想を再度詳しく分析し、評価項目を決定した。 表

６－１に示す感想文は評価項目の抽出に至った代表的な例であり、原文が示されている。 文

章中の下線部が評価項目の抽出に影響を及ぼしたところである。

７ ルーブリックの作成

表７－１は前半の実習から抽出されたルーブリックを示している。「基礎知識」、「単一要

素理解」、「問題理解力」、「思考力」、「探求力」、「協調性」の６項目が抽出された。これら

６つの評価項目の抽出理由、評価規準、および評価基準は以下のとおりである。

「基礎知識」については、観点として「PLC に関する基礎知識を習得している」や「操

作方法・制御方法に関する基礎知識（入力、出力、制御）を習得している」とした。具体 的

なパフォーマンスとしては、「PLCに書き込むことができる（出力）」や「装置の動作が

正しいか確認できる（制御）。」とした。
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表６－１ 生徒感想

今回の課題は回路が長くて考えるのが大

変だった。今回は二人でやって良いと言

うことで二人でやったけどすべての課題

を終えられなかった。今回自分一人でや

っていたら課題１も終えられたかどうか

わからないと思う。

２年の時にもＰＬＣは苦手で，うまく理

解できなかった。今年もあるって言うこ

とで，嫌ではないけれど回路がどうなる

か，どうすれば指定通りに動かすことが

できるか考えているうちにどんどんこん

がらかってわからなくなっていった。課

題２より難しい回路で，どうしてこうな

るのかなど詳しく説明して欲しい。ラダ

ー回路からコードで実際に回路を組むの

はできたけどラダー回路を考えるのは大

変だと感じる。

C

今回の実習は初めてエアーロボットを使

った。動き方がすごくおもしろくて意外

と速かった。ロボットは単純な動作でも

段階に分けてラダー図を書くとこんなに

たくさんの指令を通じて動いていること

に気づいた。今回は物体をつかんでコン

ベアまで運ぶ動作までしかできなかった

けどひとつひとつの動作についてすごく

勉強になった。動作と動作の間の時間が

微妙に食い違ってきれいに動かなかった

ので次回はコンベアの動作を完全に最初

から最後まで動ける動作を作りたいなと

思いました。

今回のＰＬＣ実習は２年生の時にやった

ような実習だった。ＰＬＣの入力，出力

のモニタテストをして動作の確認をした。

全て動作の確認をしたので，改めて動作

の仕方を覚えた。自己保持，カウンタ，

タイマを使って制御して２年生で行った

ことをいくつか忘れていた。カウンタを

使って行うプログラムの作り方がわから

なかった。次回は今回行ったことを忘れ

ずに自動制御をしていきたいと思いまし

た。

B

今回の実習ではエアロボットを使って結

構本格的なＰＬＣのプログラミングをし

た。最初にＰＣにラダー回路を入力して

どんな風に動かしたいかのプログラムを

して実際にプログラムしたとおりにエア

ロボットが動くかロボットを使って実習

を進めていった。自分たちでは思った通

りにプログラムできたつもりでもロボッ

トが訳のわからない動きをしたりしてそ

れを見つけ出すのが難しかった。

今回の実習では２年生の時にやった PLC

の復習のようなものをやってＰＬＣのや

り方を思い出した。2年生のＰＬＣ実習

ではよくプログラムの組み方がわからず

あまり進まなかった感じだった。それか

ら今日またやってみてやっぱ意味がよく

わからなくてうまく作業を進めることが

できなかった。自分的には基本的な組み

方がわかっても応用に弱いなと思った。

A

４月 25日４月 18日

２回目１回目生

徒
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前節の感想の例（生徒 A １回目の下線部）「プログラムの組み方がわからず」などにみら

れるように、これらの知識がないと作業は困難である。

「単一要素理解」については、「単一要素の制御が理解できる」とした。具体的なパフォ

ーマンスとしては、「自己保持に関する制御が理解できる」や「カウンターに関する制御が

理解できる」、「タイマーに関する制御が理解できる」とした。前節の感想の例（生徒Ｂ１

回目）「改めて動作の仕方を覚えた。自己保持、カウンタ、タイマを使って制御して２年生

で行ったことをいくつか忘れていた。カウンタを使って行うプログラムの作り方がわから な

かった。」などにみられるように、これらの知識の組み合わせで課題の動作を実現する。

「問題理解力」については、「問題が理解できている」とした。具体的なパフォーマンス

としては、「課題が求めている動作を理解できる」、「動作に対応した制御要素とその順序を

想像できる」とした。前節の感想の例（生徒Ａの１回目）「自分的には基本的な組み方がわ

かっても応用に弱いな」などにみられるように、求められる動作を理解し、基本的な制御

要素の組み合わせ順序が想像できないと作業は困難である。

「思考力」については、「見通しを持って、筋道立てて考えることができる。」とした。

具体的なパフォーマンスとしては、「要素単位で制御を考え、次の要素へと順次展開してい

くことができる。」とした。前節の感想の例（生徒Ｃの 1 回目）「考えているうちにどんど ん

こんがらかってわからなくなっていった。」にみられるように、一つ一つの行動を確認し て

いかなければ、目的とする動作が達成できない。

「探求力」については、「課題解決の手続きを正しく実行できる」とした。具体的なパフ

ォーマンスとしては、「要素単位で制御を行い、次の要素へと順次制御していく」や、「粘

り強くプログラムの間違いを見つけ出すことができる」、「与えられた資料の中から必要な 情

報を見つけ出すことができる」とした。前節の感想の例（生徒Ａの２回目）「自分たちで は

思った通りにプログラムできたつもりでもロボットが訳のわからない動きをしたりして それ

を見つけ出すのが難しかった。」などにみられるように、自分たちの間違いを見つけて、 求

められる課題の動作を実現するためには、これらの力が必要である。

「協調性」については、「協力して作業できる」とした。これは、生徒二人で一台の実習

装置を使用したためである。生徒の感想例（生徒Ｃの２回目）にも「今回自分一人でやっ

ていたら課題１も終えられたかどうかわからないと思う。」のように、その点が指摘されて

いる。

また、６つの評価項目に対する評価基準をＡ、Ｂ、Ｃの３段階とした。課題ができたか

どうかと、それに伴う理解の程度を判断したいので、細かい段階は設けずに評価基準を３ 段

階とした。例えば、「基礎知識」では「操作に習熟しており、与えられた課題に対して適 切

な制御を実現できる。」、「操作方法について指導書を見ながら課題に取り組むことができ

る。」、「上記 A ～Ｂいずれにも該当しない。」とした。すなわち、実習装置を道具として、

手足のように自在に使いこなせるのか、説明書を見ながらなら使えるのか、全く使えない の

かによって区分した。「探求力・実践力・集中力」では、「指導者に頼ることなく必要な 情報

を指導書から読み取りながら粘り強く取り組み完成に至ることができる。」、「ポイント ごと

にアドバイスを与えられれば課題を完成させることができる。」、「上記 A ～Ｂいずれに も該

当しない」とした。すなわち、誰にも頼らずに独力で進んで課題に取り組みこなして いける

のか、ポイントポイントできっかけを必要とするのか、全く取り組めないのかによ って区分

した。
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表７－１ PLC実習におけるルーブリック

基礎知識 単一要素理解 問題理解力 思考力 探求力 協調性

PLCに関する基礎 単一要素の制 問題が理解 見通しを持っ 課題解決の手続き 協力して作

知識を習得している。 御が理解できる。 できている。 て，筋道立てて を正しく実行でき 業できる。

観点の説明 操作方法・制御方 考えることがで る。

（抽象的事項） 法に関する基礎知識 きる。

（入力，出力，制御）

を習得している。

ラダー回路を考え 自己保持に関 課題が求め 要素単位で制 要素単位で制御を 二人が協力

ることができる。 する制御が理解 ている動作を 御を考え，次の 行い，次の要素へと して課題に取

ラダー回路を入力 できる。 理解できる。 要素へと順次展 順次制御していくこ り組むことが

できる（入力）。 カウンターに 動作に対応 開していくこと とができる。 できる。

Ｐ Aの観点の ＰＬＣに書き込む 関する制御が理 した制御要素 ができる。効率 粘り強くプログラ

説明（具体的 ことができる（出力）。 解できる。 とその順序を 的な制御ができ ムの間違いを見つけ

事項） ＰＬＣから装置を タイマーに関 想像できる。 る。 出すことができる。

制御することができ する制御が理解 与えられた資料の

る（制御）。 できる。 中から必要な情報を

装置の動作が正し 入力リレーに関 見つけ出すことがで

いか確認できる（制 する制御が理解 きる。

御）。 できる。

出力リレーに関

する制御が理解

できる。

インターロック

に関する制御が

理解できる。

操作に習熟してお 個々の要素回 実現すべき 必要充分な制 指導者に頼ること 指導者に頼

り，与えられた課題 路の動作を理解 動作を理解し，御を最小限の要 なく必要な情報を指 ることなく共

に対して適切な制御 しており，必要 必要となる要 素で組み上げる 導書から読み取りな 同実習者と意

A を実現できる。 に応じて使用す 素を順序よく ことができる。 がら粘り強く取り組 見交換しなが

ることができる。 組み立てるこ み完成に至ることが ら情報を共有

とができる。 できる。 して制御を進

めることがで

きる。

操作方法について 必要な都度指 指導書にあ 指導書の類似 ポイントごとにア 課題が完成

指導書を見ながら課 導書に戻り要素 る類似の課題 の課題を参照し ドバイスを与えられ してからその

B 題に取り組むことが 回路を調べ，使 を参考に要素 ながら，試行錯 れば課題を完成させ 手順を共同実

できる。 用することがで を組み合わせ 誤をくり返して ることができる。 習者に説明す

きる。 ることができ 制御を実現でき ることができ

る。 る。 る。

上記 A～Ｂいずれ 上記 A～Ｂい 上記 A～Ｂ 上記 A～Ｂ 上記 A～Ｂいず 上記 A～Ｂ

Ｃ にも該当しない ずれにも該当し いずれにも該 いずれにも該当 れにも該当しない いずれにも該

ない 当しない しない 当しない
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８ まとめ

実習中の生徒の様子や実習報告書に書かれている感想の分析を通して、ルーブリックを

作成した。本研究では、前述したように授業観察や実習報告書の感想文を基に評価項目の 抽

出を試みた。すなわち、作業中にどのように考えたのかを記録に残すことを要求しなか った。

その理由は、できるだけ通常の実習と同じ環境で作業を行わせるとともに、生徒に 余分な負

担をかけたくなかったからである。

それゆえ、授業観察や実習報告書の感想文を基に評価項目の抽出がある程度可能である

ことが明らかになった。ＰＬＣ実習のように課題を与えてそれに取り組ませるように展開 す

る授業では、生徒は自分に与えられた課題の到達度から自然に自己を評価しており、こ れが

報告書の感想に表出されるためと考えられる。したがって、本研究で利用した感想文 は一般

的なパフォーマンス評価におけるポートフォリオであったと考えられる。

あらかじめ、機器の取り扱い方や、実施する全てのテーマの解説を記載したテキストを配布し

て、生徒にルーブリックを提示した上で実習を行い、ルーブリックの６項目それぞれにつ

いて、Ａ、Ｂ、Ｃの３段階で生徒のパフォーマンスを評価するとともに、生徒にも同様の 手

法で自己評価をさせたところ、パフォーマンス評価と、生徒の自己評価には殆ど差が出 なか

った。これは、生徒の実感(手応え)と教師の評価のずれが少ない事を示しているよう に感じ

られた。また、自己評価により生徒自身が自分の理解の状態を把握して､次の学習ス テップ

につなげられるのではないかとも感じられた。これらの点については､今後の研究の 中で明

らかにしていきたい。

本研究の実践にご協力いただきました現勤務校である愛知県立瀬戸窯業高等学校、同校

の諸先生方、及び電子機械科 3年生の生徒諸君にお礼を申し上げます。


