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【論文】

フィジカルコンピューティングの教育教材作成の研究

難
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本研究は、東大阪大学情報教育センター長

宏
め

司
に

太田和志先生の、
「情報教育で、フィジカルコン

ピューティングの本来の意味を普及していこう。
」の一言から始まった。それから、大学教員 5
名、高校教員 2 名で研究会を立ち上げ、フィジカルコンピューティングの活用事例、教育展開の
方法などの学習会を実施し、本格的な研究に取りかかろうとした平成 27 年 9 月、太田先生は突
然ご逝去された。太田先生の遺志を受け継ぎ、
「フィジカルコンピューティング」の教育的意義
を考察し、それに基づく教材の研究を行ってきた。

「フィジカルコンピューティング」とは、アメリカ、ニューヨーク大学で始まった、デザイナ
ーやアーティストを対象とした、人間とコンピュータを融合する作品制作の教育プログラムのこ
とである。
その教材の一つとして開発された「Arduino」では、コンピュータの仕組みや電子回路・セン
サ技術を身につけることを目的に、インタフェースや開発環境が整えられている。そのため、技
術者の立場からもエンベデッド（組み込み技術）技術教育の教材としても活用されている。
一方、最近、初等中等教育において、コンピュータ・サイエンス的情報教育が叫ばれるように
なってきており、日本を含むいくつかの国で、小学校からの「プログラミング教育」が実施・計
画されようとしている。それに関連した、「Computational Thinking（コンピュータ的思考）」、「ビ
ジュアルプログラミング」、「アンプラグドコンピューティング」などの教育的取り組みが行われ
ているが、「フィジカルコンピューティング」もその一環として注目を浴びてきている。
こうしたことから、「フィジカルコンピューティング」は、1）人間とコンピュータを融合する
デザイン教育、2）エンベデッド技術教育、3）初等中等教育のおける情報教育

の 3 側面の意義

がある。
本研究の目的は、本来の意味に基づく、
「フィジカルコンピューティング」を普通教育の情報
教育の中で展開する教材の開発である。そのために、最近変貌しつつあるコンピュータ・サイエ
ンスを取り入れた普通教育の実態を調査し、その目的に合う教材を提案、実践することを目的と
している。残念ながら、実践協力予定校の都合で教材開発の実践までには到達しなかったが、平
成 28 年度以降、新たな方向で推進する見通しがついた。本論では、初等中等教育の情報教育と
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しての意義を考察し、それに基づいたフィジカルコンピューティングの教育的意義、発展性の提
案を行う。

1

中等教育における情報教育の推移（アメリカを中心として）

アメリカの高校における情報教育は、一部の学校では 1970 年代に始まっている。その時代の
内容は、大型計算機での Fortran 言語によるプログラミングであった（日本もほぼ同じ）。
アメリカの情報教育のカリキュラムに影響を与えるものとして、ACM（アメリカコンピュー
タ学会）のカリキュラム、図書館協議会勧告、ACM 傘下の CSTA（コンピュータサイエンス教
員協会）が策定した K-12 や K-8 カリキュラムがある。以下それぞれを見ていく。

1.1

ACM カリキュラム

大学を中心としたコンピュータ関連のカリキュラムで、国際的に評価の高いのは、アメリカの
ACM（Association for Computing Machinery）及び電子・電気技術学会 IEEE（The Instituteof Electrical and Electronics Engineers, Inc.）が共同で作成しているカリキュラムである。このカリキュ
ラムはほぼ 10 年ごとに更新され、教育に大きな影響を与えている。高等学校への教育は 1993 年
に発表されたが、それ以前のカリキュラムも影響しているので、最初から見ていく。
カリキュラムの流れを図 1-1 に示す。

図 1-1

1.1.1

コンピュータ・サイエンスのカリキュラムの流れ

ACM カリキュラム 68

1940 年代に開発されたコンピュータは、1960 年代に制御処理システムや OS、プログラミン
グ言語などの基本的な機能が確立し、大学での教育の方法が議論されつつあった。そうした議論
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をまとめて作り上げられたのが、ACM のカリキュラム（Curriculum 68）である。これは、当時
のコンピュータ教育にとってはバイブルのような存在で、アメリカのスタンフォード大学、カー
ネギメロン大学、マサチューセッツ工科大学のカリキュラムの基本となり、日本でも 1970 年に
京都大学、大阪大学、東京工業大学、電気通信大学、山梨大学に情報系の学科ができたが、その
カリキュラムの基本がカリキュラム 68 であった。また、日本の情報処理技術者試験もこのカリ
キュラムに刺激されて作られたといわれている。なお、このカリキュラムが制定されたときに、
この体系をコンピュータ・サイエンスという名前にすることが決まった。このカリキュラムの科
目名を図 1-2 に示す。

図 1-2

ACM カリキュラム 68

科目名から、内容を再構築してみると、情報教育（コンピュータ・サイエンス）とは、コンピ
ュータシステムを作るためのしくみの学問であり、次の三つの内容に整理することができる。
（1）ハードウェア
・集合論・論理回路・スイッチング回路の基本原理と構成
・メモリ・カウンタ・ゲート・デコーダ・ALU などの基本原理と構成
・ノイマン型その他のコンピュータの基本原理と構成
・通信ネットワークの基本原理と構成
（2）基本ソフトウエア
・タスク管理・ジョブ管理・メモリ管理の基本原理と構成
・OS の基本原理と構成
・データ表現の基本原理と構成
（3）応用ソフトウエア
・アルゴリズムとプログラミング
・課題解決の手法
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・システム開発の基礎（システム開発については別分野）
・情報と社会との関わり、情報モラル
である。そして、この教育において中心になるのはプログラミングである。この教育体系を本
論では以後、コンピュータ・サイエンスと呼ぶこととする。情報教育の初期の段階では情報教育
＝プログラミング教育であった。しかし、プログラミングの指導の拙さにより、コンピュータ嫌
いを作るということで、日本では一時、脱プログラミング（コンピュータ・サイエンス）の傾向
があったように思う。アメリカでも同様の傾向があった。そうして、コンピュータの操作や利活
用に中心を置く教育がすすんできたが、アメリカではその結果、次代の情報開発を担う人材が枯
渇する恐れがでてきて、コンピュータ・サイエンスの復活が言われるようになってきた。
1.1.2

カリキュラムの変遷

制定されて後、70 年頃には UNIX システムが完成したり、ミニコン、オフコンが使われるよ
うになり、コンピュータ技術は飛躍的に進歩した。そのため、10 年ほど経過した時に IEEE が
これを発展させたカリキュラム（A Model Curriculum 77）を策定し、ACM も技術の発展に対応
してカリキュラムを改訂（Curriculum78）した。さらに 80 年代に入りパソコンも本格的に使わ
れるようになり、91 年には ACM と IEEE が共同でカリキュラム策定するようになった（CC
91）。CC91 の策定に先立ち、88 年にプロトタイプが発表された。このプロトタイプを基に、日
本で独自に作成したカリキュラムが J90 である。ACM88 で提唱されたものとして、コンピュー
タ・サイエンスの各分野を理論（数学的要素）、抽象化（実験科学的要素：仮説を立て検証）、設
計（工学的要素）の各側面から構成してみるという視点である（表 1-1）

表 1-1

コンピュータ・サイエンス 3 側面の例
理論

抽象化

設計

近い分野

数学・論理学

電気工学・化学

機械工学・建築

思考法

推論・演繹

パターン化

構成・組立

プログラム手法

順序・手続き

構造化

オブジェクト指向

プログラミング言語

言語理論、オートマトン

BNF

プログラミング言語
コンパイラ

アルゴリズムとデータ構造 グラフ理論
計算量理論

フローチャート

アプリケーション
プログラム

数値計算

数値解析

線形計算

数値計算パッケージ

人工知能

述語論理・知識表現

知識モデル

エキスパートシステム

ACM88 の中では、理論、抽象、設計の中で、実戦に即に役立つのは「設計」であるが、10 年
後まで役立つ内容が多いのは「理論」である。従って、学校では「理論」を中心に教育するのが
良いと薦めている。しかし、この 3 視点すべての考え方は、コンピュータ的思考の上で意味があ
るものと考える。
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例えば、プログラミングを指導する際、3 視点により指導法が変わってくる。理論的視点を重
視した場合、文法を中心に教え、プログラムがどのように実行されるか、頭の中でトレースでき
るようにすることが中心となる。抽象化視点を重視した場合は、多くのプログラムパターンを示
し、どのようにすれば上手くいくか、実験して確かめることが主になる。設計的視点を重視した
場合は、個々の単位プログラムを部品として扱い、その部品をどのように組み合わせると効率的
システムが構築できるかを考えさせることが重視される。
従来、とりわけ日本では、電気工学的要素の強い情報教育が行われてきたため、抽象化的シス
テム開発は強かったが、オブジェクト指向的プログラミングは弱いという特徴が出ている。3 視
点をバランスよく混ぜた教育が求められる。
また、ACM88 では、コンピュータ・サイエンスの指導法として、再帰（スパイラル）的教育
が必要であると、かなり強調している。つまり、最初の段階では広く浅く学習し、慣れてくると
それを深く追求し、一通り学習した後、実際に使われている技術を学習するというように、繰り
返し、少しずつ深く教育することが重要であると強調されている。コンピュータ教育では、出来
るだけ早く全体像を示し、現在学習していることの位置づけを確かめて学習するのが重要であ
る。
その後 CC91 では、ACM、IEEE において別個に行われてきたカリキュラムに関する視点が統
合され、サイエンス（ACM）、及びエンジニアリング（IEEE）の両視点からカリキュラム編成の
ための中核知識が定義され、これを情報処理関連分野の各種カリキュラムへ展開できるようにす
る方法が示された。
次の 2001 年の CC2001 では、技術の進展に伴って、コンピュータに関する技術体系が複雑と
なり、従来のコンピュータサイエンスのカリキュラムの範疇を超えたカリキュラム体系が必要に
なってきた。そこで、CC2001 の後、いくつかの分野に分け、分野ごとにカリキュラムを作成し
ていくこととし、従来は 10 年ごとにカリキュラムの改訂を行ってきたが、そのサイクルを早め
ることにし、定常的にカリキュラムの見直しが行えるようにした。

1.2

アメリカ学校図書館協議会

1980 年代になって、図書館教育の立場から情報教育の重要さが言われるようになり、
「情報リ
テラシー」という概念ができた。アメリカ学校図書館協議会報告書では、「情報リテラシーとは、
人間が、ある情報を必要としたときに、その情報の存在場所やその真偽等を正確に評価し、かつ
その情報を有効に活用できる能力である」と定義している。なお、アメリカ学校図書館協議会
は、ほぼ 10 年ごとに情報教育に関する勧告等を出しており、情報教育に大きな影響を与えてい
る。
また、同じ時期の 1983 年に「危機に立つ国家（A Nation At Risk：教育審議会答審）」が出さ
れ、教育の標準化と説明責任による教育改革が始まり、
「標準テストの実施」や「高校の卒業要
件の強化」がいわれるようになった。特にこの中で学力向上に ICT の活用がいわれた。
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1990 年代に入り、クリントン政権時代のゴア副大統領は、
「情報スーパー・ハイウェイ構想」
を打ち出し、全米の学校をコンピュータネットワークで繫ぎ、最新の情報教育の実現を試みた。
また、「危機に立つ国家」を発展させたものとして、
『アメリカ 2000 年の目標』が出され、この
中でも ICT の活用が言われた。
その結果、1990 年代後半に入り、アメリカの学校には多くのコンピュータが導入され、様々
な情報教育が試みられた。
21 世紀に入り、ブッシュ政権の 2003 年に NCLB（No Child Left Behind 誰一人として置いて
きぼりにしない教育）という教育政策が立てられた。この政策は、上記の政策を更に発展させ、
生徒の学力を向上させるために、標準テスト（アセスメント）を実施し、その結果、学力が向上
したり、学力格差が減少した学校には多くの予算を配分するというものであった。そして、この
政策でも、学力を向上させるために ICT を活用する計画（NE-TP（National Educational Technology Plan））が立てられ、学校のコンピュータ環境は整備されていった。しかし、この政策に関
しては多くの反対があり、財政難の中で十分な成果が得られず、現在はこれを廃止する方向で検
討が進められている。
こうした中で、これら情報教育の導入は、アメリカの子どもたちの基礎学力向上に、必ずしも
結びついていないということが指摘されるようになった。企業等においてはコンピュータを導入
することによって業績が向上しており、教育現場との差異を研究されるようになってきた。現
在、概ね次のように分析されている。企業でも、コンピュータを鉛筆や文具として使っている間
は業績の向上にあまり役立たなかったが、コンピュータの特質を知り、それに応じて業務方法そ
のものも変えることによって、業績の上がるコンピュータの導入となった。こうしたことから、
教育でもコンピュータの特質を知った上での教育利用が必要であると言われており、教員研修で
の強化や、専門企業による教材の作成が行われるようになってきた。

1.3

ACM/CSTA

アメリカでは、コンピュータ・サイエンスに関する授業が公立・私立学校を問わず減ってお
り、その授業を選択する生徒の数も減少してきている。一方、理科系授業（数学、微分積分、化
学、生物など）の授業を選択する生徒が増加している。その原因は、コンピュータ・サイエンス
が必修科目になっておらず、大学入試に関連した科目になっていないこと。学校での教育で狭い
意味の「コンピュータ・リテラシー」が主になっており、コンピュータを使うだけの授業になっ
ている。そのため、新しい知識を得て、新たな技術的創造を生み出す指導がなされていない。そ
のため、生徒に真の喜びを感じる科目になっていないとしている。コンピュータ関連団体は、こ
うしたことに大きな危機感を抱いており、ACM は「K-12 カリキュラム特別委員会」を設置し、
2003 年に最終報告書として「K-12 段階のコンピュータ科学（CS）のモデルカリキュラム」
（ A
Model Curriculum for K-12 Computer Science ）を刊行した。また、2005 年には ACM が支援して
初等中等教育段階での情報科教育を実践している教員や管理職・研究者の団体 CSTA（Computer
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Science Teachers Association ; CS 教員連盟）を設立した。CSTA は初等中等での情報教育の標準
カリキュラムを提案している。現時点で最新のものは 2016 CSTA K-12 Computer Science Standards で、すべての学生に小学校からのコンピュータ・サイエンスの授業を提案している。

2

コンピュータ・サイエンス関連の最近の動向と教材

前章で、説明したように、最近多くの国でコンピュータ・サイエンスが見直され、初等・中等
教育に適用されようとしている。ここでは、概要を紹介し、その意義を考察する。

2.1

コンピュータ・サイエンス教育の意義

コンピュータ・サイエンスが叫ばれる要因として、次の 3 つが考えられる。
1）IT 人材の確保
日本や、慢性的に IT 関連の人材が不足している（表 2-1、参照）アメリカでも、コンピュー
タ関連の学位を取得する学生は 2.4％ で、現在 50 万人が不足し、2020 年には 100 万人の不足が
予想されている（NPO Code.Org 調査）。また、IT 関連に就職を希望する人数も増加していない。
表 2-1
単位

万人

IT 人材の最新動向と将来推計に関する調査（平成 28 年、経済産業省）
IT 全人材

IT 企業

ユーザ企業

セキュリティ

IT 先端

年度

2016

2020

2016

2020

2016

2020

2016

2020

2016

2020

就業数

91.9

92.3

66.7

66.9

25.2

25.4

28.1

37.1

9.7

12.9

不足数

17.1

36.9

13.2

29.6

3.9

7.5

13.2

19.3

1.5

4.8

以上の数は、現状を元に今後の業務予想から算出した数字であるが、IT 社会を更に進展させ
るには、イノベーション（ここでは本義の社会の幅広い変革のこと）が必要であり、そのために
は更に多くの人材が必要になると思われる。今後の発展が見込める分野は、ドイツなどが進める
第四次産業革命とその技術主体である IoT（物のインターネット）、人工知能（AI）、ロボット、
ビッグデータなどが考えられる。こうした人材育成のためには、初等中等教育の段階で技術の体
験を行い、IT に興味・関心を引き寄せる必要がある。そのための内容としては、
①

コンピュータ等の仕組みの体験的理解

②

プログラミングやシステム構築の体験

③

ロボットやコンピュータ制御の体験

④

ネットワークでの情報発信・情報収集制御の体験

が考えられる。
2）情報社会で生きるための一般教養としてのコンピュータ・サイエンス
情報社会では、各個人が IT を自己や社会の問題解決に適切に活用する力が求められる。それ
の育成には、一般教養としてのコンピュータ・サイエンスが必要となるであろう。一般教養とし
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てのコンピュータ・サイエンスの内容は、IT の特徴を知った上で、それに応じて適切に活用す
ることであり、具体的には、
①

コンピュータやネットワーク、OS の基本動作原理（しくみ）の理解

②

コンピュータに業務をさせる手順（プログラミングの手順）の理解

③

コンピュータによる問題解決の体験（典型的な問題解決法）

④

コンピュータシステムが社会に及ぼす影響の理解

⑤

各種資源をツールや部品として扱い、それらを適切に活用してシステムを構築する体験

が、考えられる。次項で述べる現状では、そうした点からいくつかの試みがあるが、上記の④、
⑤に関しての教材は少ない。
3）発想・思考法の育成
プログラミングは論理思考を高めるという論があるが、初等中等段階では、
「論理的思考」で
プログラミングをすることは少ない。ほとんどが、模倣とパターンの変形、実験的アプローチで
ある。論理的思考を使う場面は、おそらく実行トレースやデバッグの場面である。コンピュータ
の動作原理は、元々チューリング機械から出発する形式論理学上のもので、論理性が強い。論理
性や論理的思考からは解釈・実行の厳密性は出てくるが、創造性が出てこず発展性に乏しいもの
となる。情報化が進んだのは、データの意味に自由度・曖昧さを持たせ、人間の都合の良いよう
に解釈できるようにしたからである。また、処理をパターン化し、パターンの組み合わせや、パ
ターンの一部修正等から、より高度なものを構築できるようにしたからである。創造的なものは
無から生まれない。現実にあるものを改良することで生じてくる。こうしたことを踏まえ、デー
タを水平思考的に自由に解釈して課題解決を行う訓練や、パターン化しそれを改良したり組み合
わせたりすることにより、発想法や思考法を高めると同時に、データの意味を他人に説明する訓
練を行うことにより、デザイン力を高めることが期待される。

2.2
2.2.1

コンピュータ・サイエンス教育の最近の動向
アンプラグドコンピューティング

アンプラグドコンピューティングは、NZ カンタベリー大学（本学姉妹校）の TimBell 博士が
考案した、コンピュータを使わずにコンピュータ・サイエンスを体験的に学ぶ教材集のことであ
る。タイトルと内容の一部を表 2-2 に示す。

表 2-2

Tim Bell UnPlugged の教材内容

タイトル

内容

Count the Dots

2 進数と 10 進数の変換。2 進数に基づく点を打ったカードで計算する

Image Representation

図をドットで表し、2 進数数で表現する

Text Compression

文字の圧縮。繰り返し出てくる文字を圧縮する

Error Detection

エラー検出とエラー訂正
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Information Theory

2 進数を利用した数あてゲーム

Searching Algorithms

線型探索と二分探索のアルゴリズム

Sorting Algorithms

並び替えのアルゴリズム（重さの比較）

Sorting Networks

並び替えネットワーク

などの教材が専用のホームページ上に記載されている。題材はどれもアルゴリズムやデータ表
現を中心とした古典的なものであるが、それを体験する教材が工夫（物語風にアレンジ）されて
おり、カードなどが適切に利用されている。またやり方をビデオで説明したり、テキストの各国
語版（日本語版はない）を提供している。日本でもいくつかの学校が実験的にこの教材を実施し
ている。
2.2.2

Computational Thinking（コンピュータ的思考）

カーネギメロン大学の Wing 教授が 2006 年提唱した教育の考え方で、コンピュータ・サイエ
ンスを発展させたもので、読み書きそろばんの次に来る、すべての人が身につけなければならな
い能力としている。そして、Computational Thinking は、
（1）様々な抽象化レベルで考えるもの、
（2）ルーティンワークではなく、考えるという基本スキル、
（3）人間の創造性や知性やスマートさをコンピュータで拡張するもの、
（4）数学や工学的な考え方を補完するもの、
（5）アイデアやコンセプトであって、ソフトやハードではない、
（6）万人のもの、
であるという。この考えに基づき、前述の CSTA（コンピュータサイエンス教員協会）は K-12
（小学校から高等学校卒業まで）カリキュラムを作成し、標準的な教科書も作成している。また、
Google などのコンピュータ企業も、この考えに基づいた教材等を提供している。CSTA は、K12 カリキュラムの構成を図 2-1 のようにしている。

図 2-1

CSTA K-12 カリキュラム体系

レベルⅠは、情報機器の操作に加えて、日常的な課題を図示したり、解決の流れを図に表した
り、解決するための考え（idea）と考え方（Logic）を区別して理解させる内容である
レベルⅡは、コンピュータやネットワーク機器、OS の構成・しくみ、アルゴリズム的課題解
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決とプログラミング、ヒューマンインターフェース、情報倫理などの内容である。
レベルⅢは、設計を主に置いた内容で、ソフトウエア設計の基本的考え方、データ構造、離散
数学、ユーザビリティ、OS、知的財産権、コンピュータ関連の職業、コンピューティングの限
界、ソフトウエア工学の基礎（チーム構成、テスト、メンテナンス、文書）
、オブジェクト指向
などである。
レベルⅣは、各種アルゴリズム（再帰）とデータ構造、プレゼンテーション、マルチメディ
ア、グラフィックス、ウェブデザイン、アニメーション、シミュレーション技術、未来技術など
となっている。従来（CC2005 まで）は、K-12 では、ここでいうレベルⅠの教育で、レベルⅡ以
降は大学での教育であったが、それが高校段階に降りてきている。現在、CSTA が力を入れてい
るのが K-8（中学程度まで）のレベルⅠの教育で、アルゴリズムやプログラミング教育の体系化
を行おうとしている。
2.2.3

ビジュアルプログラミング

ここでいうビジュアルプログラミング言語とは、プログラムを作るためにキーボードから直接
文字を入力する作業を極力少なくし、部品として用意されたブロックを組み合わせることで、プ
ログラムを組むことのできるソフトウエアのことをいう。従来からあるプログラム言語は一般的
に、テキストベースで言語に応じた書式でプログラムソースを入力し、言語に応じた諸手続きを
してプログラムを実行させる。そのため、プログラミングするにはプログラム言語の文法だけで
なく、言語に応じた書式・手続きを身に着けなければならない。これが初学者にとって使いにく
く、理解もしづらいものである。
ビジュアルプログラミング言語の出現により、手続きの煩わしさから解放され、純粋にアルゴ
リズムを考えていくことに集中できる。ただし、分かりやすさのために自由度の点で弱く、現時
点では、まだ実用（システム開発用）には利用しづらいところがある。あくまで学習用としての
言語である。
以下に主なビジュアルプログラミング言語を紹介する。
1）LOGO（ロゴ）
1967 年に児童の思考能力の訓練を目的として、シーモア・パ
パート博士らによって開発された。画面上の亀に命令を与えて動
かし、絵を描いていくことによって、思考・創造力を高めようと
している。開発言語が LISP であるので、リスト処理も可能で、
リスト処理の学習用としても利用される。本学の教育でも利用し
ている。
図 2-2

LOGO
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2）Squeak Etoys（スクイーク

イートイズ）
アラン・ケイ博士らが中心となって開発した教育向けビジュア

ルプログラミング言語である。今、世界で最も使われているとい
う Scratch の元となったとされ、ビジュアルプログラミング言語
の先駆けである。画面上に配置したキャラクターに対し、属性や
振る舞いを設定していく事で組み上げる仕組みとしている。オブ
ジェクト指向プログラミングに近い形であり、Java や C＋言語
図 2-3

Squeak Etoys

への入門として適している。また、インタフェースも充実してお
り、各種センサと接続した教材も多数開発されている。

3）Scratch（スクラッチ）
2006 年に MIT メディアラボのミッチェル・レズニック
の研究グループが開発したビジュアルプログラミング言語
で、子どもたちがプログラミングを学習するための教材と
して作成されたものである。世界中の多くの地域で利用さ
れており評価も高い。プログラムの作成は、
①画面で動作させるキャラクターを選択する。
図 2-4

Scratch

②選択したスプライトを動作させるためのスクリプト

（プログラム）を予め用意されたブロックを組み合わせて作成する。
以上で完成である。直観的で分かりやすいので、他の言語にも影響を与えている。本研究で実
施している Arduino とも連携し、Scratch から Arduino を制御するシステムもある。ただ、これ
は学習の意義が乏しいと思われる。
4）Code.ORG
ビジュアルプログラミング言語ではなく、コンピュ
ータ・サイエンスの学習を支援する NPO である。こ
の NPO の Web サイトでは、教材とともに Scratch 風
のビジュアルプログラミング言語が体験できるように
なっている。教材は、子供に人気のある「マインクラ
フト」や「アナと雪の女王」を模したものや、自分で
動きのあるゲームを作成できる Flappy Code というも
図 2-5

Code.ORG

のなど、多様である。
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5）レゴ・マインド

図 2-6

レゴ・マインド

図 2-7

レゴ・マインド

プログラミング 1

レゴは元々、デンマークの玩具メーカーで、プラスチックのブロックを販売していた。このブ
ロックにセンサやアクチュエータ（モータ等）を取り付け、制御用ブロックと制御用プログラム
とをセットにしたものがマインドストリームである。制御用プログラムの内、小学生を対象とし
たものがビジュアルプログラミング言語になっており、これもスクラッチに似た形式となってい
る。

2.3

教材構成の考察

以上、主にアメリカでのコンピュータ・サイエンス教育の状況を見てきた。コンピュータ・サ
イエンスでの教育の目的は、Computational Thinking にあるように、
（1）日常的な課題を解決するための考え方を身につけさせる。
（2）人間が主体となって、人間の知性を補完するものとしてコンピュータを活用するスキルを
身に着けさせる。
ということになる。
こういうことから、アンプラグドコンピューティングや、CSTA のレベルⅠの教材では、先ず
課題が提示され、それを解決する過程で、考えや考え方がヒントとして提示される構成となって
いる。また、Code.ORG でも、指定された作業を行うということでプログラミングしていく構成
となっている。
これは、最近できた手法ではなく、ACM 68 カリキュラムに基づき作られた邦訳「コンピュー
タ・サイエンス入門」（培風館）においても先ず課題が提示され、その後解決法が示されるとい
う手法をとっている。また、その本に出てくる例題も、数値計算、表を使った四色問題解法、木
探索、ポーランド記法、ビット誤り検出、8 クイーンなど、現在の教材でも出てくる題材がすで
に提示されている。一方、日本でのコンピュータ・サイエンスの内容は、森口茂一氏の入門著書
が教育的にも優れていたので、それを踏襲している。
1969 年の森口茂一の NHK コンピュータ講座テキストの内容を示すと、
1

四則演算のプログラム（2 数の差の計算、売上金の計算、入出力装置）

2

判定と飛び越しを含むプログラム（収支の計算、郵便料金、1 年生の身長、犬をえらぶ）

3

配列と繰り返しを含むプログラム（年間所得の計算、税額表の読み込み、年末調整、ボー
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ナスの税金、電子計算機の仕組み）
4

ファイル処理のプログラム（内部の分類、まぜ合わせ、大量データの分類、報告書の作成）

5

実数計算のプログラム（数の表し方と数の計算、ボーナスの支給額、計算時間、2 次方程

式の根、平方根の計算）
6

シミュレーションのプログラム（現象のモデル化、流れ図、プログラムと計算例）

となっている。演算・入出力・構造（分岐・ループ）
・配列・ファイル処理・各種アルゴリズム
といった体系化された構成の中で、適切な題材がちりばめられている。
体系を表に出さないアメリカのカリキュラムとは対照的である。これは教育文化の違いにある
のではないかと考える。日本をはじめ東アジアでは伝統的に、再帰的な教育（同じ内容を徐々に
程度をあげ何度も繰り返し教育する）が一般的である。それに対してアメリカの教育では繰り返
しが少ない。再帰的な教育では、学習者にとって今どのあたりを学習しているかが分かる体系を
表に出すカリキュラムが好まれるのではないだろうか。本研究で検討した Arduino のオリジナル
のテキストも、体系を考慮しないカリキュラム構成となっており、前段のほうに技術的には難し
い内容が入ったりしている。どちらが適切かは検討が必要であるが、今回は従来の日本式の体系
化したカリキュラムで研究をすすめている。

3

フィジカルコンピューティング

フィジカルコンピューティングは、ニューヨーク大学のダン・オゥサリバン教授が提案した、
「コンピュータと、人間の物理的活動を融合させることに、身の回りの世界に新しい広がりが生
まれるのではないか」という考えに基づいた、制作活動及び教育活動である。具体的には、
1）人間とコンピュータを融合させ、人間とって有意義なものを創造する
2）上で想像したものを実際に作成する
という手順が必要である。1）については、人間の行動や感情等の観察・分析に基づく要望が根
底になるが、コンピュータは何ができるのかという、コンピュータの動作原理とセンサやアクチ
ュエータの特徴の理解が必要であり、2）については、課題を解決する力が根底になるが、セン
サやアクチュエータの活用法、電子回路構成、プログラミングの素養が必要となる。これは、前
章で述べた、コンピュータ・サイエンスで身に着けようする力とオーバーラップするところが大
きい。よって、本来の意味のフィジカルコンピューティングはコンピュータ・サイエンスであ
る。作品の制作には、コンピュータの技術に加えて電子技術も必要とされる。ITP Physical Computing のサイト（フィジカルコンピューティングを技術的に支援するサイト）では、電子回路に
ついても分かりやすく説明している。デザインの立場からの電子回路の説明は、電気の専門家に
とっても斬新な視点で面白い。原理が分かったところで実装となる。専門家であれば、H 8 等の
制御に特化したマイコンを活用するか、PIC や PLD 等のプログラマブル部品を使い、センサや
アクチュエータを接続するが、専門家以外では敷居が高い。そこで実装を簡単にできるツールキ
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ットが 2005 年頃より出現した。ツールキットは、CPU やコントローラが実装されたボードで、
USB ケーブルやカードインターフェースで、PC やスマートフォンに接続できるようになってお
り、また、ボードを介して他のセンサ等と接続できるようになっている。またプログラミングは
独自の IDE や OS で PC やスマートフォンから行い、ボードに転送するようになっているもの
が多い。主なツールキットを次節で説明する。

3.1

ツールキットの比較

1）GAINER
2006 年に岐阜県立国際情報科学芸術アカデミーの小林
茂らによって開発されたツールキット。ハードウェアも自
由に変更できるように、ブレッドボードを組み込み、オー
図 3-1

GAINER

プンソースハードウェアとして展開した。

2）Arduino
2003 年よりイタリアで開発が始まった、マイコンボー
ドと IDE（統合開発環境）からなるオープンソースのツー
ルキット。オープンなソフトウエア、ハードウェアである
が、完全なオープンソースにはなっていない。
図 3-2

Arduino 1

3）Konashi
2013 年にユカイ工業が開発したツールキット。Apple
社の iPhone と BLE（Bluetooth Low Energy）で連携する。
小型でボタン電池だけでも駆動するので、IOT とくにウ
ェアラブルやスマートホーム用デバイスの試作に適したデ
バイスである。
図 3-3

Konashi
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4）Raspberry Pi
2012 年にイギリスのラズベリーパイ財団によって開発
された、教育に特化したツールキット。廉価で名刺サイ
ズ。Linux で動作する。

図 3-4

Raspberry Pi

5）BeagleBone
2008 年にアメリカテキサス・インスツルメンツにより DigiKey の協力を得て開発された、オープンソースのハードウェア・
ソフトウェアのツールキット。小型・省電力で、最近は機能的に
よく似た Raspberry Pi を意識して製品を出している。

図 3-5

BeagleBone

各ツールキットの特徴をまとめると、
Raspberry Pi と BeagleBone は、教育用として単体で動くコンピュータを意識しており、フィ
ジカルコンピューティングの思想とは少しずれている。
Arduino は周辺機として動作することを主に置いており、ややハードウェア寄りの構成で、プ
ログラミングは主にポート制御を主として、部品の組み合わせや配線によって様々の物を作って
いこうとするものである。
GAINER や Konashi も周辺機として動作することを主に置いているが、どちらかといえばや
やソフトウエア重視で、Web アプリの言語が開発言語として採用されている。
今回は、フィジカルコンピューティングの意義を尊重して Arduino を採用する。
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3.2

Arduino の構成
Arduino にも様々の 種 類 が あ る が、今 回 は
Arduino Uno のスタートキットを利用する。

Arduino の特徴はつぎのとおり
CPU ATmega 328 P
メモリ

Flash メモリ 32 K
SRAM : 2 K

デジタル I/O ピン：14 本
アナログ入力ピン：6 本
図 3-6

Arduino 実装

ボード以外に以下のものが含まれている。
USB ケーブル、ブレッドボード、抵抗各種、LED、スイッチ、コンデンサ、液晶ディスプレ
ー
センサ：光センサ［VT90N2 LDR］、温度センサ［TMP36］、傾きセンサ
アクチュエータ：小型 DC モーター 6/9 V、小型サーボモータ、圧電スピーカ
電子部品：フォトカプラ［4N35］、トランジスタ［BC547］、MOSFET［IRF520］

プログラミングは、C 言語に類似した、プロ
セッシングという IDE で、PC 上で作成する。
PC 上でコンパイルしたコードを arduino ボー
ドに転送し、ボードは自動実行する。
Scratch か ら Arduino を 制 御 で き る、Scratio
という機能を拡張するモジュールがある。これ
を導入すると、Scratch のブロックが拡張され、
Arduino を制御するブロックが出現する。

図 3-7

3.3

Arduino IDE

プロセッシング

Arduino の教材構成

Arduino プロジェクトブックには、次のような教材が提示されている。それぞれの動作と技術
的特徴を下の表 3-1 に示す。
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表 3-1
No

テーマ名

Arudino プロジェクトブック

教材内容

動作

技術の特徴

1

宇宙船の操縦桿 ボタンを押さない時
押した時

緑 LED 点灯
赤 LED が点滅

2

ラブメータ

触った温度により LED を点灯させる

3

フルカラー
ランタン

周 り の 明 る さ に よ り 色 が 変 化 す る ループ、データを実際と置き換えて考
LED ランタンを作る
える。CdS の使い方

4

気分をお知らせ 半固定抵抗を回転させ、それに応じて 半固定抵抗の使い方
サーボモータを回転させる。
サーボモータの制御の方法

5

明るさテルミン CdS センサの上で手を動かして明る 関数の作り方、音程の変化のさせ方、
さを変え、それに応じた音程を出す
パルスの発生

6

キーボード楽器 押しボタンスイッチに音程を割り当 分圧による電圧の変化、周波数を発生
て、ボタンにより異なった音程を出 させる関数の引数を電圧にする。分岐
す。
でエラー時の処理

7

デジタル砂時計 10 分ごとに LED の点灯が一つずつ増 ループ処理
える。ブレッドボードをひっくり返す
とすべて消灯し、最初から開始する。

8

電動風車

ボタンによってモータを回転させる

9

ゾートロープ

モータを使った回転のぞき絵、ボタン H ブリッジ IC の使い方、PWM 信号
でモータの回転方向を変えたり、スト （電 圧）に よ る DC モ ー タ の 速 度 制
ップ・スタートさせ、半固定抵抗で回 御。スイッチによる複数分岐（論理演
転側速度を変える
算）

ループ、ポート入出力
LED、ボタンの接続
条件分岐、実数計算
温度センサの使い方

無接点リレー、誘導起電力防止ダイオ
ード、電力系回路

10 水晶玉占い

ブレッドボードの傾け方によって異な 多重分岐（Swich 文）
、LCD 文字表示
る表示をさせる
の方法

11 ノックロック

箱をロックし、指定した回数に合うノ 圧電ブザーによる振動センサ
ックの時に蓋が解除される
サーボモータの制御

12 触って点けるラ 人間がア ル ミ に 手 を 触 れ る だ け で、 静電容量、アースの意味
ンプ
LED を点灯させる。
13 ロゴで遊ぼう

Arduino から PC 上のプログラムを操 シリア ル 通 信、A/D コ ン バ ー タ、画
像オブジェクト、CPU ごとのコード
作する。
の違い

14 ボタンをハック 身の回りの家電装置を Arduino から操 アイソレート、フォトカプラ、家電製
作する
品のボタンの仕組み。タイマー

全般的に教材はハードウェアの多様性に重点を置いた内容となっている。題材は多様化して見
えるが、解答のほとんどが、ハードウェアの工夫によって解決し、ソフトウエアについては出来
るだけ変更しないような構成となっている。例えば、複数のスイッチでどのスイッチが押された
かを判定するのは、通常なら、割り込み制御でソフトウエア的に判定するか、割り込みがない場
合は、ポーリング的手法で定期的に各スイッチが押されたかどうかチェックするということをす
るが、ここではスイッチに接続する抵抗を変え加わる電圧の差によって判定するというハードウ
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ェアに依存した方法が使われている。
題材はアメリカの他の教育システムと同様、表立っては課題中心の構成となっている。そのた
め、順番に難易度が増すというわけではない。しかし、裏（教育者の立場）からは、その前にや
った内容を道具として使わそうという意図が感じられ、知識の定着・応用力の育成からは、番号
順に学習することがスムーズな構成となっている。順番通りにして難易度の差が出る原因は、デ
ザイン系の特質として、作品に一捻りしたものにする傾向があることと、創造性を喚起するため
か、題材的に毎回新規性を出そうとして、あえて継続性、発展性が見えないようにしているから
である。プロジェクトブックの説明では、急に難しくなるところは、やはり原理を説明しづら
く、ブラックボックス的な説明となっている。
題材を技術の点から見ると、ハードウェアでは、センサとして、光・温度・音・傾き、アクチ
ュエータとして LED、LCD、圧電ブザー（スピーカ）
、DC モータ、サーボモータがバランスよ
く使われている。また、回路としては、保護抵抗、分圧、アイソレート、A/D 変換の基礎、通
信の基礎など、基礎的な部分をほぼ網羅している。ソフトウエアでは、ポート制御、計算、入出
力、変数・記憶、ループ、分岐、関数といった内容を、学習に適した順に構成されている。その
中で、コンパイルやソースプログラムの再利用なども体験できるようになっている。このよう
に、技術教材として見てもバランスの良い教材である。基礎的内容として敢えて課題を指摘する
と、論理演算（OR、AND、NOT など）がやや弱いところと、フィードバックの考えの基礎を少
し入れてみたいこと、コンデンサがあるのでアナログ系の発振回路の要素を取り入れてみたい、
というところである。

3.4

教材の検証

Arduino 教材の有効性を検証するため、本学シニア専修コースの受講生で検証した。検証点
は、アドバイスなしにプロジェクトブックの課題ができるかという点と、終わった後、創造意欲
が喚起され新たな作品が創作できるかという点である。今回は、受講生の経歴や資質が技術的に
弱いので、一般的な学習者として実証的なデータは取ることはできなかった。具体的には 5 人で
検証しようとしたが、4 人は視力（老眼）の点で部品を操作できずリタイアし、残る 1 名のみが
実施した。
当初の予想では、ハードウェアで混乱し、説明が丁寧なソフトウェアではスムーズに運ぶと思
ったが、逆にプログラミングの意味が分かると様々の疑問が生じ、混乱してくるようであった。
ハードウェアについては、よく分からないので、疑問を挟まず説明通り実施し、結果から考え理
解できた。ソフトウエアで躓いたのは、IDE のダウンロード・インストール、変数型の宣言、関
数の使い方、コンパイラとプログラムの転送であった。躓きはあってもハードウェアで動きを確
認できるので、それが意欲維持につながったのではないかと考える。受講生は、3.3 で指摘した、
アナログ系の内容も加味して実施した後、創作意欲が衰えず、図 3-8 のような、メロディ本の 6
種類のメロディを選択演奏するシステムの制作や、図 3-9 のようなリモコンカを制御する作品を
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制作した。現在は、リモコンカ制御を無線で実施したいと質問に来ている。今回の受講生には、
創造性を喚起する点で有効であったと思う。高校生や大学生など、様々の学習経験のない年代で
の、この教材の有効性については今後検討したい。

4

ま

と

め

本研究では、最近のコンピュータ・サイエンス教育の意義は、IT 機器を人間にとって有効に
使うために、IT のしくみ・特質を理解することと、創造性を高めるものであることから、
「フィ
ジカルコンピューティング」はコンピュータ・サイエンス教育であると結論付けた。その点か
ら、ツールキットである Arduino を検証し、教材として有用であると結論し、シニア専修コース
の受講者で実施し、有効性を見ることができた。
今後の課題としては以下の点がある。
1）Arduino 教材の追加
総合的な要素を含み、比較的簡単に作れるものとしてバーサライト（回転して文字を表示する
装置）がある。これを追加したい。
2）教材順の検討
日本風の体系を明確に示し、易から難へ段階的に進む教材と、体系を明示せず課題を表出した
教材の、どちらが若年層の教育に有効化かの検討
3）教材の拡張
今回の検証について、研究指定を受けた関係で、協力校の方からフィードバック制御や PID
制御などのアナログ制御での活用で検証したいという申し入れがあった。昨年度は検証実験を実
施することができなかったが、Arduino の教材の中にサーボモータが入っており、これを利用し
ての教材作成が可能であり、現在研究中である。
また、部品が小さすぎて扱いにくいという指摘があったので、レゴ・ブロックと組み合わせた

図 3-8

受講者作品 1（メロディ IC 操作）

図 3-9
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受講作品 2（リモコンカ制御）

教材を開発していきたい。
最後に、本研究のきっかけを与えていただき、精力的に活動しておられた、故太田和志先生に
謹んで哀悼の意を表します。
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