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京都教育大学附属高校スーパーサイエンスハイスクール（SSH）における特別授業において，簡単なセンサーシステム

の設計製作をおこなうアドバンシング物理の"センサープロジェクト"を試みた。生徒達は実験を行う中で，電位分割

の概念を軸に討論し，現象を解釈しながら目標のシステムを作り上げた。また，その過程を通して現代科学技術の成

果の一端を実感させることができた。
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１．はじめに

京都教育大学附属高等学校スーパーサイエンスハイス

クール（以下SSH）の学校設定科目「エネルギー科学Ⅰ」

（２年生対象）の特別授業として「センサープロジェク

ト」1)を取り組んだ。この教材はイギリスのＡレベル高校

物理コースの１つである「Advancing Physics（以下アド

バンシング物理）」2-5)の中にあり，その対象は日本の高校

２年にあたる生徒となっている。

今回，授業のテーマとして取り上げた「センサープロ

ジェクト」は，「アドバンシング物理」3) 第２章“センシ

ング”の中に配置されている。そこでは，高校で物理を

学び始めて間もない生徒でも比較的すぐに電流学習の教

材としてのセンサーデバイスについて取り組むことがで

きるように，日本の中学で学習する程度の電気に関する

知識で理解できる内容となっている。具体的には各種セ

ンサーの仕組みや日常で果たす役割についての学習が

「電位分割」の概念をもとに，電位差，電流，抵抗など

電気回路の基礎知識の学習と有機的にリンクされており，

生徒たちに「日常生活の中にある物理」を強く意識させ

るような構成となっている。

２．「センサープロジェクト」の内容とねらい

2.1 全体の流れ

特別授業の日程および生徒活動を表１に示す。この日程は

４日目のセンサープロジェクトをハイライトに構成しており，

その前段は中学理科におけるオームの法則の復習および，使

用機器の基本的な操作法や，このプロジェクトで重要な概念

となる電位分割を実験的に理解させる内容である。また最後

に班毎の実験内容を報告し合い，成果を共有するための発表

会を設け，相互にプレゼンテーションを実施した。発表準備

は，彼らの討論や成果の簡潔なまとめを実践させるための時

間である。

表１ 実施日程と生徒活動

実施日 時限
※

生徒活動 詳 細

9月15日 6 オリエンテ 班分け，概要説明，実験ノー

ーション トの取り方など

17日 1,2 基本実験 デジタルマルチメーターの使

１ い方，電位分割の基礎（抵抗

の直列回路）

22日 5,6 基本実験２ 電位分割器の原理（可変抵抗

器を用いた電位分割），代表

による発表，教員の解説

24日 1～4 センサープ 探究実験（６テーマ：班別探

ロジェクト 究活動）

27日 5,6 発表準備 実験結果の解析・考察，発表

内容の検討

29日 6 発表準備 発表資料（発表原稿，ポスタ

ー，パワーポイントなど）の

製作

10月1日 1,2 発表会 班別成果発表（実験方法，結

果，考察，工夫した点など）

※
１時限：50分

2.2 取り組みの概要

本授業の対象は，SSHクラス２年生39名（10班）であ

る。彼らは電気分野は高校で未学習であり，その知識は

まだ中学程度である。本授業の具体的な展開については

次節にゆずり，ここでは本授業の中心的な活動となる

「センサープロジェクト」の実験テーマや内容と設定し

たねらいについて述べる。

今回行った実験は，表２に示すようにセンサーシステ

ムの設計製作（４種類）とセンサーの特性を調べる実験

（１種類）から１つ選んで班単位で行うものである。目

標が明確な実験であるため，達成度が自分で判断しやす

く，成就感を得やすい。この学習過程を通して，次の２

つのねらいを生徒に提示した。



表２ センサープロジェクトにおける各班実験のテーマ

テーマ 内 容

A 明暗を光で知ら 明るくなると発光ダイオード（LED）が

せるセンサーシ 光るように回路を設計製作する。または

ステム作り 逆に暗くなるとLEDで知らせる回路を設

計製作する。

B 明暗を音で知ら 明るくなると電子オルゴールが鳴るよう

せるセンサーシ に回路を設計製作する。または逆に暗く

ステム作り なると電子オルゴールで知らせる回路を

設計製作する。

C 熱いことを光で 一定以上の温度になるとLEDが光るよう

知らせるセンサ に回路を設計製作する。

ーシステム作り

D デジタル温度計 デジタル電圧計の表示された電圧値が温

作り 度と一致する回路を設計製作する。

E 光の急激な変化 蛍光灯やテレビのリモコン信号などは短

を調べる 時間のうちに明るさが変化している。そ

のようすをつきとめる。

1) センサーとなるデバイスの特性をいかして実際に

センサーシステムを設計製作する。

2) 現代の生活や産業になくてはならないセンサーが

どのような仕組みで作動しているのかを実験的な

側面から明らかにする。

一方，生徒に示したねらい以外に，指導者側として次

のような目標を設定した。

1) 実施時期は高校では電気分野は深く学習していない

段階であるため，中学程度の知識に電位分割という

概念を導入して電流回路を理解させられる教材とな

りうるかどうかを検討する。

2) 実験における未知のことがらについては，場合によ

っては実験方法の考案も含めて探究させ，課題を達

成するプロジェクトとした6)。その過程の面白さや発

見の喜びを体験させる。

3) １年次の「科学技術」7)における指導方針（ものづく

りの体験や創造性・独創性を養うこと）を受け継ぎ，

科学技術と現代生活との関連を考えさせる。

4) 発表やレポートで探究した内容を他者に伝えること

は苦労も多いが大切なことだと気づかせる。また準

備の過程で共同実験者との討論を重視させ，議論が

活発になるよう指導する。

３．ある班の探究過程について

ここで，Ｃの課題に取り組み，特徴的な探究過程を示

した一つの班に着目する。この課題は，あらかじめ設定

した温度以上

になると図１

のPQ間に接続

した発光ダイ

オードが光る

という回路を

作るのが目標

である。この

課題の探究の

ポイントは目

的の温度設定とそのときにどのような値の定抵抗を選択

するかである。

この班の生徒達は我々の予想を超える驚くべき回路を

作った。それは定抵抗を可変抵抗に置き換え，任意の抵

抗値に対応する温度を計算して目盛をつけることによっ

て，回路を組み替えることなく設定温度を自由に変えら

れるという，より汎用性の高いシステムへと改良した。

幸運にもその発想が生まれる場面に立ち会っていたため，

その発想へ到る生徒達の探究の過程を以下に紹介する。

彼らははじめに温度が上昇するにつれて抵抗値が増加

するPTC型サーミスタの温度－抵抗特性を調べ，温度の上

昇とともにある温度以上で急激に上昇するという温度特

性を得た。次に図１に示すようなサーミスタと定抵抗を

直列接続して電位分割回路を作り，サーミスタ周囲の温

度を変化させて，それにともなう定抵抗のP点の電位の変

化を測定した。ここで，生徒達は感知したい温度を60 ℃

と設定して，先に得ているサーミスタの温度特性結果か

らそのときのサーミスタの抵抗を推測し，電位分割の概

念を利用して定抵抗を計算した結果，最適な定抵抗値は

370 Ωであることが分かった。しかし実験で使用する定

抵抗は100，500，1k，2kΩしかなく組み合わせるのも難

しい。そのとき，一人の生徒が前の時間の実験で使った

回転型可変抵抗（0～500Ω）を手にして，何気なくつま

みをぐるぐる回し始めた。そのうちに別の生徒がこれな

らどんな抵抗値も可能だと気づき班員に提案した。別の

生徒がどんな目的温度でも可能だと叫び，それなら目盛

を記入すれば一つの温度を知らせるだけでなく，いろい

ろな温度を知らせるセンサーシステムになるという着想

に到達した。これは時間にしてわずか１分にも満たない。

さらに，特筆すべきは一人の生徒の発想でなく，まさに

四人の班員が討論を築きあげた結果であるということで

ある。

４．成果と考察

4.1 生徒自己評価アンケート

直流電源(5.0V)

サーミスタ 定抵抗

図１ 生徒が作成した温度センサー回路

(PQ間にLEDを接続)

P Q



授業の経過に伴う生徒の変化について調べるために，

毎回の授業終了時に下記の項目についてアンケート調査

を行った。質問に対して生徒が自己判断し，１～５の５

段階の数値で評価したものを集計し平均した結果を図２

に示す。ただし数値が大きくなるにつれ高評価である。

以下では，結果を交えながら２節で示したねらい及び指

導者側の目標に照らして述べる。

4.2 生徒に提示したねらいを振り返って

まず班ごとの到達点を以下に示す。Ａ班とＢ班は目標

通りのセンサーシステムを設計し，実際に製作した。Ｃ

班は前節で述べたように，関知する温度を自由に設定で

きるように可変抵抗をうまく利用した報告があった。Ｄ

班は，デジタルマルチメーターの電圧の表示が直接温度

を示しているような回路を設計。誤差の少ない温度計を

実現した。Ｅ班は光依存性抵抗とフォトダイオードの応

答性の違いを調べた。光源はストロボスコープやテレビ

のリモコンから発する赤外線など。テレビのリモコンの

信号はどのようにして情報を伝達しているのかが発見で

きた。このように生徒に提示したねらいの１番目はおお

むね到達できたと思われる。

次にねらいの２番目は，生徒が後日提出したレポート

で，センサーが作動する仕組みの理解を述べていたもの

は65％であった（センサーシステム製作が目標でないＥ

班を除く）。自主的な記述であることも考え合わせると，

生徒達の理解度は高いと考えられる。

4.3 指導者側の目標を振り返って

ここでは２節で述べた指導者側の目標について検討す

る。図２の授業内容の理解度は，授業展開としては基本

から発展応用と進んでいるのにもかかわらず大きな下降

にならないで，平均"3.7"程度と比較的高い値で推移して

いる。これは，本教材が生徒を引き込み，考えさせ，ま

た理解しやすい教材であることを示唆している。このこ

とはこれまでの実践1)でも確認されていたことであるが，

今回，39人対象の授業においても成立することを認識さ

せられた。目標1)については良い教材となることが明ら

かになった。

学習内容と日常生活との関連性についての意識の変化

を調べた結果，生活に役立つと感じる割合が上昇傾向に

あることが分かった。これは学習内容が，電位分割の概

念を定着するための抵抗のみからなる基本的な回路を用

いた机上のものから，徐々にそれを応用してより実生活

に直結したセンサー回路を自ら考える内容へと展開して

いることに関連していると思われる。また，話し合いが

なされたピークは基本実験２のときである。このときは

アンケート質問項目

Ｑ１ 今日の学習した内容の理解度

Ｑ２ 今日の学習項目は生活に役立っていると感じますか。

Ｑ３ 今日は実験中に考える事は多かったですか。

Ｑ４ 今日は実験中に班で話し合う事は多かったですか。

Ｑ５ 話し合いのあった班だけ答えてください。その話し合

いは有意義なところがありましたか。

Ｑ６ 今日は楽しかったですか。

図２ 生徒自己評価アンケート１

図３ 生徒自己評価アンケート２

まさに電位分割の概念を導入し，中学理科の内容から発

展を始めたときでもあり，期待したような活発な話し合

いがよく見られた。課題探究学習においては正解が一つ

ではない場合が多く，それにいたる過程も多種多様であ

る。生徒は実験中の現象をどのように解釈し，目標に照

らして次にどんな実験をすればいいのか話し合う必要が

ある。その結果，議論の中から新しいアイデアや工夫が
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生まれ，さらなる改善や発展を導き，達成の喜びを体験

する機会が増える。提出レポートには考えることの楽し

さを強調している生徒もいた。このことは，授業内容の

楽しさについてのアンケート結果が実験中心の日にはお

おむね"4"という評価で，多くの生徒が楽しかったと感じ

ていることからもわかる。以上のことから目標2)につい

てはある程度の達成を見たと言える。ただし探究のため

の新たな実験方法の考案は，筆者の見た限りでは少なか

ったようで，残念であった。

発表準備の段階で目立つのは，生活に役立つことを感

じた生徒が急増している点である。これは，発表準備に

おいて，一連の実験をまとめ，分かりやすい説明にまと

めることは当然のことながら，取り組んだ内容が生活と

どのようにつながっているのかを報告するために，科学

技術と現代生活の関連を考える中で認識を深めていった

のではないかと考えられる。このことは，発表において

その観点を取り上げる傾向が強かったことにも現れてい

た。目標3)について成果があったと言える。

探究における討論の役割については，３節の内容がそ

の重要性を示している。この内容はかなり突出したケー

スだがアンケート結果をみると，平均的には生徒達に評

価されていることがわかる。しかしその推移は発表準備

のときに減少する結果となった。筆者は発表準備時にこ

そ話し合いが活発になされるものと予想していたが，実

際には前半で打ち合わせがあるものの後半は役割を分担

して事務作業に従事する者が多かった。実はこのプロジ

ェクトの直前に実験班の班替えを行い，くじ引きで班を

編成した。従って気の合う者同士というわけではなく，

普段あまり会話を交わさない生徒が同じ班になったとい

うケースもある。その場合，話し合いは低調になったと

考えられる。つまり共同実験者の構成によって議論が進

む場合もあれば，その反対の場合もあり，教材の良さだ

けではカバーしきれないことを教えてくれた。なおアン

図４ 抵抗の役割アンケート

0% 20% 40% 60% 80% 100%

事後

事前

電流の妨害 発熱・エネルギー消費

電圧の調整 センサー自身

その他 無回答

ケート項目にはなかったが，探究内容を他者に伝えるこ

とが大切だと理解した生徒は少ないように思えた。従っ

て目標4)については不十分な状況で終わっている。

図４は回路中の抵抗の役割について，本授業前後での

生徒アンケートをおこなった集計である。事前では電流

を妨害するという認識が多いが，事後では電圧の調整を

答える生徒が飛躍的に増えた。これは電位分割の概念を

軸に授業を展開し，電位差を取り出すという経験がはた

らいた結果であると考えられる。ただ普通の抵抗器がセ

ンサー自身になる（センサー代わりになる）とする回答

が気になるところである。

５．まとめと今後の課題

温度や明るさという環境の変化に応じて抵抗値などが

変化するデバイスと定抵抗を組み合わせて回路を作り，

電位分割による電位差を利用してある機能を作動させる

というセンサーシステム。そのシステムのそれぞれのパ

ーツにおける回路上の意味や役割をおおむね理解させる

ことができた。このようにセンサープロジェクトは期待

を裏切らない成果を上げたと言える。アンケート自由筆

記欄には考えることの楽しさを知り，ものを作り上げる

喜びを感じたことが多く記入されている。これも大きな

成果であり，生徒の成長につながるであろう。その一方

で，前節で述べたように課題探究学習の成果と班編成は

大きく関わっており，今後の課題として留意したい。

現在，日本の物理教育において現場の教員は日夜創意

工夫をしているものの，課題探求タイプの実験は全体的

に少ない。特に，本授業のような生徒がミニ研究者とな

れるような教材開発は遅れている。今回の特別授業を契

機として新しいタイプの実験教材の開発を進めていきた

いと考えている。
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