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研究発表２

全国植樹祭カウントダウンボード表示部の製作指導
－ 段階的な技能習熟指導の試み －

愛知県立瀬戸窯業高等学校

電子機械科 山 田 裕 久

１ はじめに

課題研究は、課題を生徒自らが見いだして設定し，課題の解決を図る実践的・体験的な

学習活動を行うことなどを通して，ものづくりを通じ，社会を支え産業の発展を担うこと

ができるようにするという自発的な課題設定と取り組みが求められる。

来年度全国植樹祭が天皇陛下をお招きして愛知県で開催される。これを周知し、気運を高

めることを目的として、カウントダウンイベントが計画された。このカウントダウンイベン

トでお披露目され、当日までの日数をカウントダウンするモニュメントの製作依頼があり、

外観・装飾は、デザイン科が、カウントダウンの日数表示の部分を電子機械科が担当するこ

とになり、課題研究のテーマの一つに設定された。

２ カウントダウンボード

カウントダウンボードは文字通り残り日数をカウントダウンして植樹祭の気運を高めるの

が目的である。計画されたカウントダウンイベントでお披露目するため、期限までには必ず

完成させなければならない。「やったけれどもできなかった。」は通用しない。何があって

も必ず完成させなければならないし、必ず完成できるという目算がなければ取り組むべきで

はない。さらに、人通りの多い場所に設置されて、不特定多数の目に触れるものであるから、

誤動作や故障は許されないばかりか、簡単にメンテナンスができない。通常の「研究に取り

組ませる」とか、「やってみる」という課題研究のスタイルとは異なり、実社会で、企業が

受注して、生産、納品する形態に近い。

さらに、取り組む時間は、４月中旬から引き渡しの７月末日までの実質３ヶ月しかない。

かなり厳しい日程の中でどのようにして取り組んだのかを報告する。

３ 指導の方針

全国植樹祭は、豊かな国土の基盤である森林・緑に対する国民の理解を深めるために、公

益社団法人国土緑化推進機構と都道府県の共催により開催する国土緑化運動の中心的行事

である。

カウントダウンボード表示部に求められる機能は、『①残り日数を設定・表示する。』

『②毎日カウントダウンする。』の２つである。

名古屋から東京に行くのに、新幹線もあれば、飛行機、夜行バスと様々な手段があり、私

たちはその都度それぞれの利点と欠点を勘案しながら選択している。同様に、機能を実現す

る方法は一つではない。限られた条件である納期や予算、施設や設備の制約の中で最善の方

法を選択することは生徒にとって格好の教材であるが、どんな方法があるのか、それぞれの

特徴などから調べていたのでは時間がかかりすぎてしまうので、実現可能なものをそれぞれ

の特徴を解説しながら提示し選択させることにした。
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４ 制約条件と候補の検討

制約条件 『① 確実に動作すること。』『② ５月から始めて７月に完成できること。』

『③ 生徒が実習で取り組んでいるものの延長上にあること。』

マイクロコンピュータの利用は、ソフトウエアとハードウエアの両方が必要であり、規

模が大きくなってしまうことから除外した。論理回路 IC の利用は標準ロジックファミリ

の中に機能を満たす素子があり手持ちの部品が活用できる余地があることから候補にし

て、TTL と CMOS の両方を候補にした。ＰＬＣは信頼性が高く実習でも取り組んでい る

ことから候補にした。これら３つの選択肢について試作を行い現物を生徒に提示した上 で

判断させることにした。

(1) TTL ICによる試作

Presettable bcd/decade up/down counter の 74192で回路を組んだ。試作品の回路を図１に、

写真を写真１に示す。TTLは電源が５Ｖでスピードは速いが、消費電力は大きい。

実習でさわったことがあるのでなじみが深い。

図１ TTL IC による回路



- 16 -

写真１ TTL ICによる試作 写真２ CMOS IC による試作

(2) CMOS ICによる試作

CMOS Presettable decade up/down counter TC4510 で回路を組んだ。試作品の回路図を図２

に、写真を写真２に示す。

CMOS はスピードが TTL に

比べると遅いが消費電力がき

わめて小さく、電源電圧範囲

が５ボルトから 15 ボルトと

広い。

図２ CMOS ICによる回路
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(3) PLCによる試作

PLC は応用命令の中に２進化 10 進数の処理命令を持っており、残り日数設定のデジタル

スイッチや７セグメント表示器を直結できるのでソフトウエアのみで実現できる。候補の

中では最も簡単に機能を実現できる。ただ、PLC は高価であるため、実現には予算の裏付

けが必要になる。実習設備を使った確認実験の様子を写真３、４に、シーケンスプログラ

ムを図３に示す。

写真３ ＰＬＣ実習設備 写真４ デジタルスイッチと表示器

図３ シーケンスプログラム

(4) 日数のカウント

カウントダウンするためには時刻を知り毎日 00：00 になるごとにカウントする。

時刻を得るためには時計が必要になる。時計の方式としては、電源の 60 ヘルツから秒

信号を得る方法、水晶振動子で基準信号を得る方法、標準電波から時刻を得る方法、GPS

衛星から時刻信号を得る方法などがある。標準電波を受信する回路の実験も行った。

回路図を図４に、写真を写真５～７に示す。電源の 60 ヘルツから秒信号を得る方法は簡

単で正確な時刻を得られるが停電すると全てやり直しになる。標準電波や GPS 衛星から
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時刻信号を得る方法は情報がコード化されているため､解読するのにマイクロコンピュ

ータが必要になりシステムが大がかりになる。また、受信環境に左右され、半地下やコ

ンクリート造りの室内では受信ができにくい。水晶振動子を使用した時計の誤差は一般

的に 1ヶ月で 15～ 30秒程度であり１年でも６分程度で、１日が 1440分、１年が 525600

分なので殆ど問題にならない。停電した場合を考えて電池でバックアップされた水晶時

計が最も適切だと考えた。

図４ 受信回路 写真５ Ｕ 4221Ｂ

写真６ ＩＣまわり 写真７ 装置全景

５ 方式の決定と指導目標

これらの情報を説明し、生徒に理解させた後、どの方法で取り組むかを考えさせた。この間、

生徒からの質問にのみ答えて、いずれかの方法に誘導するような発言は控えた。PLC は、リレ

ーシーケンス、論理回路に続く流れの中で１年生から継続して学習しているので、生徒にとっ

て一番取りかかりやすく選択すると予想していたが、これに反して生徒は CMOS 回路で実現

する方式を選択した。大きな行事のために自分たちが作ったものが実際に使用され役に立つこ

とや、電子工作実習を経験した生徒がより知識を深めたい気持ちから選択したようである。

わずか数ヶ月の期間で回路を組み上げて完成させなければならないことになったが、『実習

以外では電子工作の経験がない生徒ばかりなので電子工作の経験をさせたい。』『製作した回

路の動作確認を自分たちでできるようにしたい。』『プリント基板の有用性とその設計、製作

過程を理解させたい。』という目標を設定して展開の方法を考えた。
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６ 導通チェッカーの製作

電子回路を製作するには、回路図が読めること、回路図記号と部品実体との対応、部品配

置の最適化、半田付けのトレーニング、が必要になるのでこれらを身につけさせるために導

通チェッカーの製作に取り組ませた。回路図を図５に示す。このチェッカーは、抵抗値が小

さいときは高い音で、大きくなるにつれて低い音で圧電ブザーを鳴らすもので、慣れてくる

と音色で抵抗値が想像できる。開放端に約 0.5V 程度しか電圧を生じないため、pn 接合を介

してつながっているものは断線と見なしブザーは鳴動しない。回路図とユニバーサル基板、

部品を渡して何も指示をせずに製作に取り組ませた。生徒に取り組ませている間に試作した

CMOS カウントダウン回路をプリント基板に起こして

試作をした。100 ミリ× 75 ミリの基板上に IC を９個

乗せる必要があり、片面基板ではかなり密度が高くな

り、ＩＣのピン間にパターンを通すとエッチングの際

にパターンタッチを生じたり、半田付けの際にブリッ

ジが生じやすいことが分かった。ピン間のパターン幅

やランドの形状を変えて試作を繰り返し、トラブルの

少ない基板が作れるようになった。

図５ 導通チェッカーの回路

この過程で、カウントダウン回路の部品配置まで生徒にやらせるのは無理だと感じたので、

生徒には部品配置図を与えてパターン設計のみをやらせることにした。導通チェッカーの製作

では、生徒は見本を見たりしながら試行錯誤を繰り返し取り組むが、なかなか動作させること

ができなかった。製作中は、誤配線の指摘にとどめ、一切、手を出さないようにした。時間は

かかったが全員が動作させることができた。

しかしながらできあがりはきわめてひどく、半田付けも部品配置もでたらめで、かろうじ

て動作している状態でとても測定ツールとして使えるものではなかった。生徒はこの繰り返

しの中で半田付けの技術と回路図と実体の対応付けや配線の引き回しの方法を身につけてい

った。生徒の作品の例を写真８、９に示す。

生徒は自分たちの作品がとても使用に耐えないことは一番良く理解しており、この回路を

プリント基板化する指示に異を唱える生徒はいなかった。フリーのプリント基板 CAD であ

PCBE の基本的な使

用方法のみ教えて、

後は生徒たちに任

せたところ、各自

が自分の製作でま

ずかった点をふま

えて、回路図を見

ながら積極的にパ

写真８ ユニバーサル基板での製作 写真９ 基板裏面 ターン設計に取り組

んだ。生徒がパターンを引き終えたところで、感光基板を使った基板製作の手順を教えた。完

成した基板に部品を実装すると、パターンミスをした生徒が数名いたものの、簡単に完動させ

ることができた。
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生徒たちにはプリント基板の設計法をマスターさせるとともにプリント基板の便利さをしっ

かりと体験させることができた。

７ カウントダウンボードの製作

生徒たちにカウントダウンボードの回路図と部品の配置の CAD データを与えてパターン設

計に取り組ませた。生徒たちは黙々とパターンを引いていた。導通チェッカーのパターン設計

を一度経験しているため、かなり回路規模が大きいにもかかわらず数日でこの作業を終えてし

まうものもいた。生徒が引いたパターンを図６に示す。基板製作も一度経験しているので、と

てもスムーズに進んだ。部品の実装もそれほど苦労することなくできたが、ジャンパー線の配

線に単心線を使ったため、折れてしまったり、半田がうまく乗らなかったりで苦労していた。

また、基板からコネクタへの配線も手間取る生徒が多かった。通電に先立って、各自が製作し

たチェッカーと回路図で丁寧に回路を検査して手直しすることをやらせた結果、２名の生徒は

一発で完動した。残りの生徒も半田付けの不具合だけで、パターンのミスがほとんどなかった

のには驚いた。

８ 生徒の感想
外山
導通チェッカーを制作は初めてやることばかりだったので何が何だかわからず、一番制作に時間がかかって
しまい心が折れかけてしまいました。 プリント基板ではパターンひいてしまえば、あとはエッチングをして
部品をつけるだけなのでとてもらくでプリント基板のありがたみを感じました。そしていよいよカウントダウ
ンボードの制作にとりかかりました。納品まであまり時間がなく、しかもはんだづけがなかなかうまくできな
かったので、何度も居残りをし、やっと完成させることができました。そのときの達成感は今まで感じたこと
のないものでした。

丸山
自分はこの課題研究を通して諦めずに続ければ必ず成功に繋がるということがわかりました。なぜかという
と自分は最初ユニバーサル基盤を作っているとき、最後まで残ってやっていたし一番へたでした。けど自分は
諦めなかったので完成したのだなと強く思いました。そして完成した時の達成感が今までのどの実習よりもあ
りました。プリント基板にしたらパターンを引いたら部品をはめ込むだけで完成しました。時間も労力も圧倒
的にプリント基板のほうが優れていました。でもこのことが分かったのも最初につらい経験をしたからなのだ
と、思いました。そしてカウントダウンボードの製作でも今までの経験があったので、ミスをしたらすぐ諦め
るのではなく何がいけないのかを自分で分析して直していくようにしました。 今回の課題研究では失敗して
ばかりでした。けど失敗したまま終わるのではなく、そこからどうすればいいかを学びました。そして自分は
失敗を繰り返して先生の力を借りながらではあったが２番目に早く作り上げることができました。でもこれは
自分ひとりの力では絶対できなかったことで先生やいつもいっしょにやってきたカウントダウンボード班の仲
間がいたのでできたのだなとおもいました。

前田
最初はユニバ－サル基盤で電流の出入りを確かめる導通チェッカ－の作成でしたが、一からやるとどこから手
を付けていいかわからず、手探りでした。配線間違えや、はんだ不良。何度も失敗を繰り返しました。何度も
心が折れそうでした。それでも改良に改良重ね、完成した時の達成感は今までの苦労を吹き飛ばすうれしさで
した！！感光基盤のサイズを画面上に引き、部品を置き、配線（パターン）をしていきました。そこで、私は
思わずえっ！？と感嘆の声を上げたのを覚えています。驚きとうれしさんの入り混じった声でした。なぜか？
それはあんなに苦戦した基盤設計がスラスラとできたのです！いえ、客観的に見ればたどたどしかったのかし
れません。ですが実際手作業でやったからこそそう思えたんだと今になればわかります。最初はなぜやるのか？
メリットは？と思った作業が生きた瞬間でした。導通チェッカーも無事形になり、こわいものなしで望んだカ
ウントダウンボードは一筋縄ではいきませんでした。まず、基板上に開ける穴は３００個ほどあると聞き、唖
然としました。それでも、今まで培ってきたものは確かに生きていました。この時ほど「継続は力なり」この
言葉を噛み締めた瞬間はないと思います。「パターンとはんだの接触」「芋はんだ」「部品の位置向きの間違い」etc.

注意することは山ほどありました。集中する作業の上、猛暑続き、はんだがとけにくくなるため直接扇
風機に当たれないなどなど。正直かなりきつかったです。ここで、基盤の上にもう一つ小さい表示機のついた
基盤を乗せることが決定しました。正直勘弁してという心境でした。ですが、やるからにはやる！とよりいっ
そ気が引き締まりました。それから急ピッチで居残りも入れながら進めていきました。基盤制作で一番苦労し
たのが抵抗を基盤のパターン側から、直接はんだ付けしたことです。ただでさえ普通よりは苦戦する作業なの
ですが、さらに、厄介なのが後から変更された場所だったので反対側に、ほかの部品がついている状況でした。
最初はほんとにできるのか？と不安でしょうがなっかたです。作業に当たるにあたって注意したことは、抵抗
にはんだメッキをして完全に溶かしてから着けることでした。完成した時は誇張し過ぎかもしれませんが、ひ
な鳥が初めて羽ばたいた親鳥のような気持ちになりました。大変なこともたくさんありましたが、それ以上に
達成感、うれしさは他に変えられるものはないと胸を張って言えます！

大塚
最初はユニバーサル基盤に錫メッキ線で配線しました。半田ごてと半田と鈴メッキ線の三つを使うのがとて
も難しく時間がかなりかかりました。それに比べ部品のことだけでいいのでプリント基板の恩恵を身にしみて
感じました。プリント基板の製作では、私はまだ実習で行っていなかったので、先に予習ができてよかったで
す。完成品の形も前回よりコンパクトに収めることができたことも良かったです。次にカウントダウンボード
の方では、初めのパターンを考えるところが今までとは違い大変でした。導通チェッカーの時とは桁違いに多
い線を引いていくと自分なりの引き方があることに気付きました。穴あけ、エッチングは二回目ということも
あり、順調に進みました。出来た基盤への半田付けは、はやくおわりましたが、電源線などの取り付けが少し
穴に入りにくく時間がかかりました。次の表示部の半田付けが難しかったです。IC に上から直接半田付けす
るところで導線に半田をつけてから行いましたが直ぐに外れてしまうことがありました。完成後は一回では動
かずパターン同士の接触が原因でした。作った導通チェッカーが役立ってよかったです。最終的には、早く完
成することができたのでカウントダウンボードのスウィッチを固定する金具の製作も行いました。今回の課題
研究で実習よりもより深く学ぶことができ、自分たちで物を作ることの大変さがとてもわかりました。

図６ 生徒が引いたパターン
築谷
最初にチェッカー回路を作りました。最初は、手はんだでやってすごく、苦労しました。夜 9 時まで居残っても回路がわからなくて、先生に怒られたりしたけど、たくさん居残って回路がわかるようになり、
本当にうれしかったす。そのあとにパターンを引きました。ユニバーサル基板でやっている分すごく楽にできました。そのあと、カウントダウンボードの製作にとりかかり、チェッカー回路よりも大分レベルの
上の回路図をわたされて、絶対に無理だと思っていたけど、コツコツやりできました。納品まで時間なくなってすごくきつかったけど高校生活で一番がんばったのでいい自信になりました。

竹尾
ユニバーサル基板で作ったチェッカー回路が一番苦労しました。回路図からつながっている部分や部品の配置 を読み取るのも難しかったですが、はんだ付けに慣れていないため隣のはんだとくっついたり、
はんだ不良ができたりと苦労しました。プリント基板では、ユニバーサル基板よりもはるかに簡単なことを知りました。カウントダウンボードの回路に入り PCBE でパターンを引いているときはみんなで楽し
くやれることができ、カウントダウンボード班として完成に向けて心を一つにできている、自分もその一人なんだと思いました。表示機をつけて、動作チェックの時はどきどきしてしまい完成した時の達成感は
今でも忘れられません。今回のボード制作での反省点は計画的にできずに完成が遅れたことです。チェッカー回路を作るのが遅れ、ボード本体に入るのが遅くなってしまいました。部活動や他の用事がかぶった
りきちんと予定を組んでいれば、ボード班のメンバーや先生にも迷惑はかからなかったと思いました。ボード本体を作るときにコネクタをつける向きを間違えたり、ジャンパー線を付け忘れたりと誰が見てもわ
かるミスをしていたのでそういうのも直していきたいです。

冨樫

チェッカー回路が苦労しました。ユニバーサル基盤で作ると部品と部品を繋げることが難しくハンダ不良や線と線がつながってしまうことがあり苦労しました。プリント基板になるとパターンを考えるだけで
あとは、少しのハンダで完成するのでとても楽でした。カウントダウンボードでは、ハンダ付けするところが多くさらに、間隔がとても狭く隣同士がくっついてしまうことが多く直すのがとても大変でした。パ
ターンもかぶらないようにひかなければならなかったので時間がかかりました。
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９ まとめ

電子工作の経験をさせたい。製作した回路の動作確認を自分たちでできるようにしたい。プ

リント基板の有用性とその設計、製作過程を理解させたい。という目標を立てて、ユニバーサ

ル基板による製作、プリント基板による製作、カウントダウンボードの製作と段階を踏みなが

ら指導した結果、期限内に完成したことはもちろん、全員が１人１台ずつ完成させ、躯体に組

み込む回路と全く同じ予備機を準備するなど予想以上の成果を上げることができた。

また、工研の研究文応募、愛知工業大学 AIT サイエンス大賞応募など、積極的に自分たち

の取り組みを発表することができた。

時間はかかるが、段階を踏んで一つずつ積み上げること、都度状況判断をして軌道修正をす

ることが課題研究の指導を進める上でとても大切である事を再認識することができた。

写真 10 除幕式 写真 11 大村愛知県知事のお話

写真 12 AITサイエンス大賞ポスター展示 写真 13 来場者に説明

写真 14 名鉄名古屋駅に設置されたボード 写真 15 精算窓口の脇に設置


