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教育と ICT
2020 年度（令和 2 年度）から小学校プログラミング教育が全面実施されます．2017 年
3 月公示の学習指導要領において「2020 年度から小学校プログラミング教育の必修化」が
明示されました．教育現場におけるこの大きな変化は，IoT（ʻものʼのインターネット）
や AI（人工知能）を用いることで起こり得る変化，いわゆる「第 4 次産業革命」が，子供
たちの周りにも浸透してきたからのように思います．自動で床を掃除する掃除ロボット，
山間部や離島でも時間どおりに配達するドローン宅配，庫内にあるものでレシピを提案す
る冷蔵庫，話し掛ければ足りないものを注文するスマートスピーカ，キャッシュレス決済
で売上げや在庫情報をデータ化する会計クラウドなど，どんどん便利な世の中へと変わっ
ていきます．子供たちは，AI ロボットとともに働く未来を既に感じ始めているのではない
でしょうか？
そんな中にあって，子供たちがコンピュータの仕組みを理解しようすることは必至であっ
たことでしょう．プログラミング教育実施に携わられた方々によると，コンピュータに処
理させるということは，自分が意図する一連の活動を，曖昧さのない単位に分解し，それ
ら分解した単位動作の組合せを考えることにあるようです．どのような単位に分解したり，
どのような動作を組み合わせたら，より意図した活動に近づくのかを考えていく力を養う
ことにもあるようです．そのような思考過程を通じて，子供たちがおのずとプログラミン
グ言語を覚えたり，プログラミング技能を習得したりするといったことは考えられますが，
それ自体を狙いにしているわけではないようです．プログラミング教育という言葉だけが
先行すると，コーディング（プログラミング言語で記述すること）の授業や学校教育現場
の ICT 環境の整備といった側面だけに焦点がいく人もいるかもしれませんが，そうではな
いようです．
プログラミング教育については，中央教育審議会や関連する有識者会議において議論さ
れ，本小特集は，そうした会議に出席した方々に，御執筆頂くことができました．まず，
新学習指導要領の基本的な考え方を御紹介頂きながら，ICT と情報教育について御紹介頂
きました．次に，小中高におけるプログラミング教育を概観しプログラミング教育ツール
の研究事例を御紹介して頂きました．大学におけるプログラミング演習についての取組み
について解説して頂きます．更には，教育の効果・効率・魅力を高める理論・モデルの設
計手法（インストラクショナルデザイン）について御解説頂きます．また，教育の情報化
が進む中，情報リテラシーや倫理に関する教育について概観し，学校現場における実践を
御紹介して頂きます．また，電子黒板・教育支援システムなどの教育 ICT の活用事例を開
発メーカから御紹介頂きます．
最後に，本小特集の発行にあたり，御執筆頂きました著者の皆様，加えて，編集，査読，
校閲の作業に御協力頂きました全ての皆様に心から感謝致します．
小特集編集チーム
鎌倉浩嗣，小林亜樹，瀧川道生，真鍋哲也，山中仁昭，湯田泰明
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飛行機からインターネット接続が
できるしくみ
岡村周太
パナソニック（株）

Shutai Okamura

1. まえがき

ターネット接続が提供できる仕組み

地上の基地局と直接通信する方法，

について解説します．

もう一つは人工衛星を介する衛星通
信です．以下では，WiFi アクセス

LTE などのセルラーシステム通
信サービスや WiFi スポットの普及
により，人々は地上のあらゆる所

信について個別に解説致します．

接続の仕組み

で，スマートフォンやタブレット端
末経由でインターネット接続ができ

ポイント，Air-to-Ground，衛星通

2. 航空機内インターネット

2.1 システム構成

2.2 WiFi アクセスポイント

るようになりました．更に近年で

図１に，飛行機内でインターネッ

飛行機内には，乗客の目に触れな

は，地上だけでなく雲の上，つまり

ト接続を提供するためのシステムの

い天井裏に WiFi アクセスポイント

飛行機内でもインターネット接続が

概略図を示します．飛行機内には

（WAP：Wireless Access Point）

できる機内 WiFi サービスを，多く

WiFi のアクセスポイントが設置さ

が設置されています．WAP には，

の航空会社が提供しており，人間の

れており，乗客のモバイル端末と通

家庭やオフィスで一般に利用されて

行動圏内でインターネット接続がで

信を行います．インターネット接続

いるアクセスポイントと同じ通信技

きない場所はない，という状態に

を行うためには，地上のインター

術が採用されていますが，飛行機内

なってきています．空を飛んでいる

ネット網に接続する必要があります

という特殊な環境で数百台のモバイ

飛行機が，どのようにインターネッ

が，飛行機と地上の通信手段とし

ル端末と安定して通信できるよう，

トに接続するのでしょうか？本稿で

て， 二 つ あ り ま す． 一 つ は，Air-

また飛行機に搭載するための温度，

は，飛行機から WiFi を使ったイン

to-Ground と呼ばれる，飛行機が

振動の耐性や，WAP が送信する電

静止衛星
（36,000km上空）

WiFiアクセスポイント
(2)衛星通信

衛星アンテナ
ATGアンテナ
(1)Air-Ground-(ATG)
｠

数十km

地上局

基地局

インターネット網

図 1 車上一次方式リニア誘導モータの例
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波が飛行機内の他の電子機器に与え

利点があります．現在運用されてい

せて，衛星アンテナを正確に衛星の

る影響が，法律で定められた基準に

る ATG では，850MHz の ATG バ

方向に向ける制御を常時行っていま

適合するように専用に設計されてい

ンドや，2.4GHz 帯の数 MHz 程度

す．衛星通信は航路に合わせて地上

ます．図 1 に示すように，飛行機

の帯域を使って，飛行機と地上基地

に 基 地 局 を 設 置 す る 必 要 が な く，

内には，飛行機の大きさによって 4

局との間で最大 10Mbit/s の通信速

サービス提供エリアに制限がないた

〜8 台の WAP が設置されており，

度が提供されています．

め，国際線で広く使われています．

これだけの数で，数百席の座席をカ

一方，地上の基地局がカバーでき

また，日本の国内線も，海上を飛ぶ

バーしています．また，ファースト

る範囲は広くても半径数十 km 程度

ことが多いため衛星通信が使われて

クラス，ビジネスクラス，エコノ

のため，飛行機の航路に合わせて正

います．衛星通信では，図 2 に示

ミークラスで座席密度が異なるた

確に基地局を設置する必要がありま

すように，スポットビームという通

め，特定の WAP に通信トラヒック

す．また，地上に基地局を設置する

信範囲の狭いビームを複数備え，同

が集中しないよう，WAP の設置場

必要上，大洋上を飛行する飛行機と

じ周波数を異なるビームで繰り返し

所は事前に座席密度のバランスを考

は通信することができず，サービス

利用できる衛星を利用することで，

慮して決められています．WAP は，

提供できる場所に制限ができてしま

飛行機と地上局間で 50Mbit/s 以上

地上との通信を担う通信装置に接続

います．

の通信速度の提供も可能となり，地

されるほか，飛行機内のサーバに接
続されていることもあり，この場

上でのインターネット接続の通信速
2.4 衛星通信

度に近づきます．

合，事前にサーバに保存されている

衛 星 通 信 は， 図 1 の (2) に 示 す

一方，高度 36,000km の静止衛

映画・音楽などをストリーミングで

ように，飛行機胴体の上部に設置さ

星を介した衛星通信では，電波が地

楽しむこともできます．

れ た 衛 星 ア ン テ ナ を 使 い， 高 度

上局〜静止衛星〜飛行機を往復して

36,000km 上空の静止衛星を介し

伝わる時間だけでも約 500ms を要

2.3 Air-to-Ground

て地上局と通信を行い，地上局を介

するため，遅延が大きな問題となり

Air-to-Ground（ATG）は，図 1

してインターネット網に接続しま

ます．そのため，ビデオ会話やオン

の (1) で示すように飛行機胴体の下

す．36,000km の静止軌道上には 2

ラインゲームなどのリアルタイム性

側に設置したアンテナを介して地上

度刻みで複数の衛星が配置されてお

を要求するアプリケーションの提供

に設置した基地局と通信する方式で

り，飛行機は距離減衰が大きく受信

は困難となります．これを解決する

す．ATG では，飛行機側に設置す

電力が非常に弱い状況下で，所望の

ため，高度 2,000km 以下の上空に

るアンテナが小形で設置に要する機

衛星と必要な通信品質を確保しなが

ある低軌道衛星や，高度 20km の

体の改造が少なく，かつ後述する衛

ら通信する必要があります．そのた

成層圏で運用される高高度擬似衛星

星通信のように飛行中にアンテナの

め，指向性の鋭い衛星アンテナが用

（HAPS）を使った衛星通信の使用

向きの制御をする必要がないという

いられ，飛行機は自機の移動に合わ

も検討されています．

3. むすび
本稿で解説しました，飛行機内で
のインターネット接続のおかげで，
フライト時間が短い場合でも長い場
合でも，また，ビジネスであっても
プライベートであっても，飛行機内
での過ごし方が変化してきていま
す．今後，WiFi や衛星通信技術の
発展により，通信速度及び安定性が
更に向上していけば，航空機内でも
自宅やオフィスと変わらないイン
ターネット接続環境が提供される日
が来ることが期待されます．
図 2 スポットビームの例
子どもに教えたい通信のしくみ
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授業における ICT 活用と
情報教育
赤堀侃司

1

Kanji Akahori 日本教育情報化振興会

新学習指導要領の基本的な考
え方

本稿を述べる前提として，新学習指導要領の基本的な
考え方について解説しておきたい．この内容について，
熟知している読者も多いと思われるが，ここでの記述を
お許し頂きたい．新学習指導要領は，小学校編が 2017
年 3 月に告示され，2020 年 4 月から小学校で全面実施
される．これは法令の一つとして位置付けられており，
公立・私立を問わず，新学習指導要領に従うこととされ
ている．中学校・高等学校も，同じ位置付けである．よ
く知られているが，ほぼ 10 年ごとに改定される．新学

図１

新学習指導要領の枠組み

習指導要領（以下，この用語は 2017 年告示の学習指導
要領を示す）の基本的な枠組みを図 1 に示す．図 1 は

れが通常，資質・能力と呼ばれる．これまでにも，学校

文部科学省が公表している図を，本誌の趣旨に合うよう

教育で能力を育成することに異論はなかったが，より強

に関連する内容だけを選択した図である．

調されたのが，この資質・能力であり，新学習指導要領

学習指導要領は，通常はカリキュラムのことであるか
ら，教科ごとに「何年生で何を学ぶか」を系統的に配列

なぜ，このように資質・能力が強調されたのかは，図

したものと理解してよいが，新学習指導要領では，この

1 の枠の中に書かれている「社会に開かれた教育課程」

定義を大幅に拡張した．それが，図 1 の枠で囲った三

の理念にある．これまでは，学校と社会がつながってい

つで示されている．
「何を学ぶか」が，従来の教育内容

なかった，学校で学んだ知識が社会で役立たなかった，

を系統的に示した項目であり，
「どのように学ぶか」が，

という過去からの課題があったからである．

通常アクティブラーニングとか，主体的・対話的で深い

新学習指導要領では，学校で得た知識を，社会に出て

学びと呼ばれる項目である．この項目，つまり教育方法

も「生きて働く知識」にしなければならない，と述べて

は，これまでは教員の創意工夫に任されていて，このよ

いる．それは，暗記した知識と異なり，資質・能力は，

うな基本的な枠組みに明記されることはなかった．

忘れることもなくなることもないからである（1）．せっ

このような変化には，受動的な学習スタイルから，能
動的な学習スタイルに変えるという教育観が強く作用し
ていることは，大学でも同じことが叫ばれているので，

かく得た知識なら，社会で生かすようにすることは，誰
も異論がないと考える．
では，その資質・能力とは何か．コミュニケーション

すぐに理解される．この教育方法の一つとして，道具と

能力，コラボレーション能力，クリエイティブ能力な

しての ICT を利活用するという考え方となったことは，

ど，汎用的な能力がこれまでも議論されたが，新学習指

自然の流れであった．つまり，教科に ICT をより利活

導要領では，特に「言語能力，情報活用能力，問題発

用することが学校に求められることになった．

見・解決能力」を挙げた．

もう一つは，
「何ができるようになるか」であり，こ
86

のキャッチコピー的な用語になった．
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図２

教育と ICT

現行と新学習指導要領の比較

んで重視されたことは，情報教育の研究者や教育関係者

られるかを模索して，多くの資質・能力の提言がされて

には，ある驚きを与えた．それは，学習指導要領の上位

いる．例えば，経済協力開発機構（OECD）が提案した

の資質・能力の位置付けは，教科や教科外の全ての教育

「キー・コンピテンシー―国際標準の学力をめざして―」

活動に関わるので，教育現場への影響が極めて大きいか
らである．その背景に，今日の高度情報化社会を生きる

（4）
，
「21 世紀型スキル」
などが，広く世界の教育機関

（3）

では受け入れられている．

には，情報を正しく取捨選択し，正しく発信できる能力

我が国でも，図 1 に示したような枠組みで新学習指

の重要性について，我が国のみならず世界で共通に認識

導要領を告示したが，それは，キーコンピテンシーや

されているという理由がある．プログラミング教育の元

21 世紀型スキル（
「ATC21S」と略すことも多い）の学

になっているプログラミング的思考は，この情報活用能

力の概念と近い．つまり，学力の標準化が世界レベルで

力の一部であり，この意味でプログラミング教育が，新

広がってきたと言える．その元は，社会が「Society5.0」

学習指導要領に明記される必然性をもたらした．新学習

と呼ばれるような急速な変化をしているので，学校教育

指導要領では，次のように述べている．

も社会の変化に対応できるように，学力の考え方を変え
ようとしているからである（5）．

「2 教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成
（1）各学校においては，児童の発達の段階を考慮

なお新学習指導要領では，
「教科等横断的な視点に
立った資質・能力の育成」と述べているように，どの教

し，言語能力，情報活用能力（情報モラルを含む．
）
，

科でも育成すべき資質・能力という考え方になってい

問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能

る．

力を育成していくことができるよう，各教科等の特
質を生かし，教科等横断的な視点から教育課程の編
成を図るものとする．
」
なお，教育関係者ではこの考え方を，これまでの内容

2

新学習指導要領における情報
活用能力の位置付け

新学習指導要領では，教科における ICT 活用（通常，

重視の教育課程（コンテンツベース）から，資質・能力

これが ICT 教育と呼ばれる）とプログラミング教育の

重視の教育課程（コンピテンシーベース）への変換と呼

二つが明記された．それは，図 1 では「どのように学

ぶことがある

ぶか」における教育方法としての ICT 教育と，
「何がで

．教育課程の重心を，
「何を学ぶか」か

（2）

ら「何ができるようになるか」にシフトしたと言える．

きるようになるか」における資質・能力としてのプログ

海外の教育課程においても，同じように，学校と社会を

ラミング教育の二つと言える．現行（2008 年告示）で

いかにつなげるか，そのために，どのような能力が求め

は，プログラミング教育は記述されていないので，新設
解説
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Technology Reviews and Reports

された内容で，しかも資質・能力に位置付けられたの
で，教育界のみならず，社会でも注目されることになっ
た．
新学習指導要領では，以下のように記述されている．
「
（3）第 2 の 2 の（1）に示す情報活用能力の育成
を図るため，各学校において，コンピュータや情報
通信ネットワークなどの情報手段を活用するため
に必要な環境を整え，これらを適切に活用した学習
活動の充実を図ること．
（中略）
ア

児童がコンピュータで文字を入力するなどの

学習の基盤として必要となる情報手段の基本的

図３

な操作を習得するための学習活動
イ

現行と新学習指導要領の比較

児童がプログラミングを体験しながら，コン

ピュータに意図した処理を行わせるために必要
な論理的思考力を身に付けるための学習活動」

ICT の利用者（ユーザ）から，主体的で能動的な著者
（オーサ）になるべきだ」と提言した言葉に表現されて
いる（6）．

図 2 に， 現 行（2008 年 告 示 ） と 新 学 習 指 導 要 領

なおイギリスは，独立教科としてのプログラミング教

（2017 年告示）の情報教育に関する模式図を示す．図 2

育であり，ほかの国もほぼ同じ教育課程が多い．我が国

は，筆者の考えに基づく図であり，文部科学省の提示し

の小学校は，教科の中でのプログラミング教育である

た図ではない．新学習指導要領の記述をそのまま引用す

が，図 2 に示すように，その内容は情報通信技術から

ると，誌面が膨大になるので，概念図にした．

プログラミングに比重を移した．

図 2 において，
「総合から分化へ」という縦軸は，教

なお，情報活用能力，情報教育，教育の情報化など，

育課程の基本である．例えば，小学校 1，2 年生では，

用語の定義をする必要があるが，本稿では，誌面の関係

生活科を学習し，3 年生から理科と社会に分かれ，中学

で省略したい．ただし，教育課程上の位置付けは明確に

校になれば，理科は第 1 分野と第 2 分野に分かれ，高

した方が理解しやすいので，以下述べる．

等学校では，理科は物理・化学・生物・地学などに分化

図 3 のように，現行でも改訂でも，学習指導要領に

する．図 2 において，手段としての ICT 活用は，現行

は，教科や科目として，情報教育，ICT 教育，プログラ

も新学習指導要領も変わらない．先に述べた，道具や手

ミング教育などは表示されていない．ICT 教育，つまり

段としての活用である．

教科における ICT の活用は，道具や手段としての ICT

他方，内容を見ると，現行では小学校では総合的な学

なので，教科や科目でないことはすぐに理解できる．し

習の時間で，中学校では技術科の中で，高等学校では教

かし，プログラミング教育はどうだろうか．諸外国で

科「情報」でのように，比重が大きくなり総合から分化

は，情報科学とかディジタル技術などの独立した教科・

している．新学習指導要領では，小学校の教科の中で

科目を，小学校から実施している教育課程も多いが，我

も，情報を扱うのであるが，その内容は，現行の情報通

が国では，教科等の中で実施するのである．具体的に

信技術からプログラミングに比重が移った．したがっ

は，新学習指導要領解説では，以下のように述べてい

て，道具だけではなく，その元になっているプログラム

る．

の仕組み，更には，プログラムで動いている情報社会そ
のものに，もっと能動的に関わり，それによって理解を
深める必要があると認識された．
こうしてイギリスは，2013 年に小学校からのナショ
ナルカリキュラムの教科「ICT」を教科「Computing」

「なお，小学校学習指導要領では，算数科，理科，総
合的な学習の時間において，児童がプログラミングを体
験しながら，論理的思考力を身に付けるための学習活動
を取り上げる（以下略）
」

に切り替えた．道具としての ICT から，その仕組みを
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考える情報科学（CS：コンピュータサイエンス）に変

以上のように，教科の中でプログラミングを体験さ

え た の で あ る． そ れ は，CAS-WG（Computer at

せ，論理的思考力を育成することを目指している．これ

School Working Group，2012 年）が，
「これまでの

は二つの目標，つまり算数や理科の単元の理解，同時に
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プログラミングによる論理的思考力を習得する，という
狙いになっている．プログラミング教育では，このよう
に独立教科・科目なのか，教科の中でのプログラミング
なのかで，基本的な考え方が異なる．このような複数の
教科や活動の目標を同時に目指すカリキュラムを，クロ
スカリキュラムと呼ぶことがある．独立教科・科目なの
か，教科の中でのプログラミング教育，つまりクロスカ
リキュラムなのか，どちらが良いのかまだ議論の途上だ
と言ってもよい．

3

ICT 活用の実践例

先の新学習指導要領に基づいて，小・中学校では，ど

図４

タブレットを使った跳び箱の学習

のように先行的に実践されているか，以下具体例を示
す．
図 4 に，東京都東村山市雷塚小学校における「跳び
箱の学習」の光景を示す．ある子供が跳び箱を飛んでい
る．その様子を，別の子供がタブレットの動画像機能を
使って撮影している．飛んだ子供は，戻ってきてタブ
レットの画面を見るのであるが，スローモーション機能
があるのでゆっくりと観察することができる．ゆっくり
と観察すれば，どこがおかしい，どこを改良すればいい
か，ヒントを得ることができる．教員がアドバイスする
こともあり，撮影した子供が一緒にタブレットをのぞき
込んで話すこともある．
これまでの授業は，教員が直接に指示しアドバイスし
たが，子供たちにタブレットという道具を渡すことに

図５

授業支援システムの活用

よって，子供たち自身で考えて問題解決する，つまり図
1 で示した，
「主体的・対話的で深い学び」の考えを，
タブレットという道具を使って実現しようとしているの
である．
中学校の事例を，次に紹介する．図 5 は，観察する
月によって，地球から金星は見えるか，という課題を与
えて考えさせる授業である．これは，実際の授業ではな
く，ICT 活用の教員研修の一こまである．
教室の生徒たちを，グループに分ける．各グループ
は，2 月や 7 月に観察する惑星が指示される．地球と金
星を示すキットが与えられて，グループで見えるか見え
ないかを議論する．それを，タブレットに書き込んで教
卓上のタブレットに転送する．それが，図 5 の光景で

図６

家庭総合の反転授業

ある．生徒たちは，それぞれのグループの考えを発表す
る．ここでのタブレットの使い方は，グループの意見を

次に，高等学校の事例を紹介しよう．

集約する機能の活用である．異なる意見を比較する，違

図 6 は，埼玉県立鴻巣女子高等学校の反転授業の教

いを知るには，集約することが必要だからである．この

材例である．反転授業は，自宅で数分程度の動画像を視

光景も，図 1 で示した「主体的・対話的で深い学び」

聴して，授業に参加するという，いわば動画像による予

を実現しようとしている．タブレットは，その支援道具

習システムと考えてよいが，その学習効果はかなり高

として，機能している．

い．図 6 のように，自宅で QR コードをスマホでアク
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セスすると動画像が再生される．5 分程度の動画像なの
で，視聴しやすいこと，何度でも繰り返し視聴できるこ
とから，授業では高度な内容を学習できることなどが特
徴である．しかし，実際は 5 分程度の動画像で理解で
きるはずもなく，教室で隣同士で意見交換するのであ
る．つまり，対話が生まれる．それが，学習効果を高め
る．文字どおり対話的な学習が可能になる．実際に，こ
のボタンホールの作成課題は，従来は 2 時間かかって
いたが，この授業では 1 時間で終了した．

4

プログラミング教育の実践例

文部科学省は，プログラミング教育の狙いであるプロ

図７

グラミング的思考を，
「自分が意図する一連の活動を実

音楽の授業とプログラミング教育

現するために，どのような動きの組合せが必要であり，
一つ一つの動きに対応した記号を，どのように組み合わ
せたらいいのか，記号の組合せをどのように改善してい
けば，より意図した活動に近づくのかといったことを論
理的に考えていく力」と定義している．
そこで，プログラミング教育の先行的な実践事例につ
いて簡単に触れておきたい（7）．
茨城県つくば市春日学園義務教育学校の佐々木教諭
による音楽におけるプログラミング教育を図 7 に示す．
この授業は，小学校でのプログラミング教育で，コン
ピュータを使わないアンプラグドの方法であった．
図 7 のように，曲の音符を黒板に大きく張り出し，
その特徴を子供たちに伝える．音符は，どのくらいの高

図８

さで，どのくらいの長さで，この順番で演奏しなさいと

正多角形を書くプログラミング

いう指示なので，プログラミングにおける順次処理と

うと課題を出した．教科書では，物差し，分度器，コン

言ってもよい．また，全て音符が違っているわけではな

パスで描くので，正七角形は掲載されていない．その理

く，幾つかの小節に分かれている．これは，文章では段

由は，正多角形を描くには，外角を分度器で測って描く

落であり，全体を要素に分けることであり，プログラミ

必要があるが，360 7 が割り切れないからである．子

ングでは，デコンポジション（分解）に相当する．ま

供たちは，分度器ではできないが，プログラミングで

た，曲の中に，その小節が何回か出てくるが，これは，

は，360/7 という分数で入力すれば描けることを発見

プログラミングでいえば繰返しに相当する．更に前の音

して，図 8 のように見事に描いたのである．クラス中

符が高音に上がっていけば，次は低音に下がっていき，

に歓声が上がった授業であった．

逆の場合もあり，全体としての調和を目指しているが，
これはプログラミングでは，条件に応じた分岐に相当す
るだろう．このように，プログラミング的思考は，教科
の中にも含まれる思考法でもある．
つくば市立みどりの学園義務教育学校の算数の授業

90

5

プログラミング教育の展開と
課題

先に述べたように，我が国は，小学校からプログラミ

におけるプログラミング教育を，図 8 に示す．小学 5

ング教育が必修になった．実施は 2020 年からなので，

年生の算数に，正多角形の単元がある．内田教諭は，ビ

時間がなく，教員研修，教材，指導法，カリキュラム，

ジュアルプログラミング言語である Scratch を使って，

年間指導計画など，学校や教育委員会は，多くの課題を

子供たちに正多角形を描かせた．このクラスの子供たち

抱えている．本稿では，それらの課題を述べることが趣

は，Scratch に慣れていて，正方形，正三角形，正六角

旨ではないが，資質・能力や教育目標の課題だけ取り上

形などを描いた．しかし，内田教諭は，正七角形を描こ

げて，解説したい．
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情報と他教科の正答率の相関

現状のプログラミング教育では，プログラミング，つ
まり，プログラム言語でコーディングすることに中心が
置かれている．しかし，これから AI が進化すれば，簡
単なプログラムならば，自動的に作ることは可能になる
だろう．小学校から，コーディングに時間を費やすこと
は，推奨できないのではないか．むしろ，情報デザイン
能力が重要ではないだろうか．デザインは，創造的な特
性があり，自由度も高く個性も発揮できる分野である．
これからの AI 時代を考えれば，学校教育ではデザイン
能力が重要だろう．ニーズに応じて設計する，それも実
行可能な計画，計画に伴う予算，人的・物的資源，その
効果などを考えれば，広く情報を収集し関連付けなけれ
ばならない．ニーズを把握するには，人の話やネットや
文献からなどになることを考えれば，国語の読解力が必
要で，実行可能な計画を立てるために，予算・資源など
の要因を調べて関連付けるとすれば，社会科，例えば農
業人口の年代別の変化から，どのような施策が重要かな
どを考察するような能力が求められる．
このように考えると，小学校におけるプログラミング
教育は，フローチャートとコーディングに代表される情

な違いが見られた．つまり，情報デザイン能力も，大切
な資質・能力であることが分かる．
■ 文献
（1） 赤堀侃司，AI 時代を生きる子どもたちの資質・能力，
ジャムハウス，東京 , March 2019.
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（5） Society 5.0 に向けた人材育成に係る大臣懇談会，
Society 5.0 に向けた人材育成〜社会が変わる，学び
が変わる〜， June 2018, http://www.mext.go.jp/
component/a̲menu/other/detail/̲̲icsFiles/afield
file/2018/06/06/1405844̲002.pdf
（6） Computing at School Working Group, Computer
science: A curriculum for schools, March 2012,
http://www.computingatschool.org.uk/data/
uploads/ComputingCurric.pdf（ 閲 覧 日 2019 年 3
月 12 日）
（7） 赤堀侃司，プログラミング教育の考え方とすぐに使
える教材集，ジャムハウス，東京 , April 2018.

報の分析だけでなく，情報の設計にも重点を置くことが
求められるだろう．この考察の根拠として，筆者の行っ
た研究結果の一部を引用したい．図 9 は，プログラミ
ング教育の特性を調べるために，大学生 60 名を対象に
して，情報・流れ図と情報・設計図と他教科との正答率
の相関を示した図である（7）．
図 9 から，情報・流れ図と情報・設計図の問題には，
共通の思考を基盤としながらも，その思考力は，理数の

赤堀侃司
東工大大学院了 . 静岡県高等学校教
諭，東京学芸大講師・助教授，東工
大助教授・教授，白鷗大教授・教育
学部長を経て，現在，東工大名誉教
授．一般社団法人日本教育情報化振
興 会 会 長， 一 般 社 団 法 人 ICT
CONNECT 21 会長など．工博．

ような深い理解と，国語・社会のような広い理解のよう
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小中高で必修化されるプログラミング教育と
それに向けた研究の紹介
Programming Education and Tools for K12 Schools in Japan
兼宗

進

Susumu Kanemune†

2020 年度から始まる新しい教育課程では，小学校から高等学校までの 12 年間の教育課程の中で，プロ
グラミングを教科に位置付けた情報教育が行われる予定である．小学校ではプログラミングを体験し，中
学校では計測・制御と双方向コンテンツのプログラミングを学び，高等学校ではアルゴリズムを含めたプログラミングを学ぶ．
本稿では，有識者会議等の議論で得た知見を含め，学校教育におけるプログラミング教育を概観し，筆者が進めているプログ
ラミング教育の研究を紹介する．

Summary

Key Words

1

プログラミング教育 , 情報科学教育 , 学校教育課程

はじめに

2020 年度から小学校でのプログラミングが開始
される．筆者は中央教育審議会情報ワーキンググ
ループの委員として，小学校から高等学校までの
12 年間の教育課程の中で，今後 10 年間にわたっ
て扱われる情報教育の内容を検討した．また，国の

表１
学校

プログラミングの実施段階

開始年

教科

小学校

2020

各学年の各教科（算数・理科・
総合的な学習の時間を含む）

中学校

2021

技術・家庭（技術領域）

高等学校

2022
2023

情報 I（必履修科目）
情報 II（選択科目）

有識者会議の委員として，小学校で必修化されたプ
ログラミング教育についての検討に参加した．本稿
では，これらの議論で得た知見を含め，学校教育に

そして学校教育において PC やネットワークの設備

おけるプログラミング教育を概観し，筆者が進めて

を充実すること，教員の研修や専門の教員の採用な

いるプログラミング教育の研究について報告する．

どが提言されている．

プログラミングを中心とした情報教育が重視さ

新しい教育課程では，小学校から中学校，高等学

れることになった背景には，工業先進国である我が

校までの学校教育の課程全体でプログラミングが必

国における ICT（情報通信技術）
，特にクラウドを

修化された（1），（2）．小学校ではプログラミングを体

中心としたサービス系と IoT（
ʻものʼのインター

験し，中学校では計測・制御と双方向コンテンツの

ネット）に代表される産業技術に対する発展の期待

プログラミングを学び，高等学校ではアルゴリズム

と競争力への危機感がある．このような背景から，

やネットワーク，シミュレーション，データサイエ

学校教育段階での情報教育やプログラミング教育の

ンス，情報システムまでを含めたプログラミングを

キーワードとして，
「人工知能」,「IoT」,「ビッグ

学ぶ．表 1 に，小学校から高等学校までの情報教

データ」などが挙げられることになった．

育の実施段階を示す．

学校教育の中での情報教育に関しては，現在は小
学校段階の年齢層からスマートフォンやタブレット
を使う機会が増えていることから，文字入力のスキ
ルを含めた情報機器の活用と，自分自身を守るため
のモラルやセキュリティについて理解させること，

2

小学校でのプログラミング教育

小学校からのプログラミングについて，有識者会
議の報告書（3），（4）では「子供たちに，コンピュータ
に意図した処理を行うように指示することができる

†
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ということを体験させながら，将来どのような職業
に就くとしても，時代を超えて普遍的に求められる
力としての『プログラミング的思考』などを育むこ
ⓒ電子情報通信学会 2019
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と」としている．
プログラミング的思考については，
「自分が意図
する一連の活動を実現するために，どのような動き
の組合せが必要であり，一つ一つの動きに対応した
記号を，どのように組み合わせたらよいのか，記号
の組合せをどのように改善していけば，より意図し
た活動に近づくのか，といったことを論理的に考え
ていく力」と定義している．
これは，計算や表示などのコンピュータに行わせ
たい動作を具体的にイメージした後で，その動作を
コンピュータに行わせるための反復や分岐などの指

図１

示の順序を検討し，それらの指示をアイコンや文字

書籍でのプログラミング的思考の説明例

などを組み合わせたプログラミングにより表現し，
コンピュータに伝える活動を行うための論理的な思
考と解釈できる．
小学校では，プログラミングを体験し，日常触れ
る身近なソフトウェアがプログラムによって作られ
ていることを理解し，教科の学習で活用する．時数
は学習指導要領と解説の時点では明示されていない
が，中学年までに体験し，習得したスキルを高学年
に教科で活用することが望ましい．
小学校段階でのプログラミング学習として，ここ
では次の 3 種類を挙げる．
図２

（1）プログラミングの基礎を体験する学習

タブレットでのプログラミング例

（2）表現する手段としての道具
（3）教科を学ぶための道具
（1）は，プログラミングの考え方を学ぶことが
目的になる．小学校段階ではプログラミングそのも
のは学習目標ではないが，その考え方となるプログ
ラミング的思考については，プログラミングの記述

図３

を通して身に付けることが可能である（5）～（7）．そ

ブロックプログラミングの例

こで，
「画面に描かれた道の上を歩く手順」
，
「画面
のキャラクタが動くアニメーション」などの興味を

レットを共有するグループ学習が一般的である．そ

持ちやすい題材を目標にしてプログラミングを体験

の際，達成したい目的を確認しながら，解決策を話

する学習などが考えられる．図 1 にプログラミン

し合い，それを手順の形で整理しながらプログラム

グ的思考を題材にした小学生向けの書籍

として実行する．図 2 にタブレットでのプログラ

の

（8）～（10）

説明の例を示す．この例では印刷したフローチャー

ミング例を示す．

トが使われているが，命令をトランプのようなカー

プログラミング言語は，タブレットで利用できる

ドで組み合わせる教材なども提案されている．プロ

ものが中心になる．文字入力を行わずに画面にブ

グラミングと合わせてプログラミング的思考の理解

ロックを配置する Scratch（11）などのビジュアルプ

に利用することが期待される．

ログラミング言語が多く使われている．図 3 にド

小学校ではパソコン教室よりも，普通教室での授
業が中心に行われている．教員は黒板に紙を貼った

リトルのブロックプログラミング環境の画面例を示
す．

り，大形のディスプレイを備えた電子黒板を利用し

（2）の表現する手段の道具とは，図画工作や音

て説明を行う．児童は 5 人程度で班を作り，タブ

楽，国語などで，既存の道具に加えて，コンピュー
解説論文
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図４

理科でのプログラミング利用例

図５

正五角形の作図プログラムと実行例

タのプログラムを表現に用いる学習である．画面で
キャラクタなどに動きを付けられることから，図画
工作における表現を豊かにしたり，国語において物
語を視覚的に補足するなどの活動を行うことが考え
られる．図 4 に理科学習での利用例を示す．この
学習では，小形マイコンボードの micro:bit（12） の
外部端子を利用して身近な物質の導電性を計測して
いる．
（3）の教科を学ぶための道具とは，教科の学習

図６

星の作図プログラムと実行例

を行うために児童生徒がプログラミングを行う学習
である．
以下では，筆者が公開している教育用のプログラ
ミング言語ドリトル（13）～（15） を例に説明する．ド
リトルは変数名や命令語，空白，記号に日本語文字
を使用できる．グラフィックスのほか，Arduino
や Raspberry Pi などのマイコンボードを利用して
センサやアクチュエータを扱ったり，クライアント
同 士 の ネ ッ ト ワ ー ク 通 信 を 扱 う こ と が で き る．
Web ブラウザで動作するオンライン版は授業管理
が可能なほか，作成したプログラムを QR コードを
利用してタブレット等で実行したり，スマートフォ

図７

複雑な形の作図プログラムと実行例

ンなどに内蔵された加速度，ジャイロなど各種のセ
ンサをプログラムから利用することが可能である．
ここでは 5 年生算数の「正多角形の作図」での

ができる．

利用例を紹介する．この単元で，子供たちは鉛筆と

このプログラムを修正することで，星を描くこと

紙，三角定規，コンパスを使い作図を行う．理論的

も可能である．頂点は 5 個あることから繰り返し

には分度器を使えば任意の多角形を描けるが，現行

は 5 回と類推できるが，回転する角度を求めるこ

の授業では正方形や正三角形の作図までにとどまっ

とは簡単ではなく，簡単なクイズ問題として扱え

ていた．

る．図 6 に 144 度で描いた星の作図例を示す．

新しい学習課程では，子供たちが任意の n 角形
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す回数を変えることで，任意の正多角形を描くこと

閉じないように少しずらした図形を繰り返すこ

を描けるようにプログラミングを活用する．例とし

とで，複雑な図形を描くことが可能である．図 7

て，筆者が開発しているドリトル言語で記述したプ

に，139 度で 40 回繰り返した図形を示す．

ログラムの例を図 5 に示す．この例では移動した

これらの複雑な図形を，正確に手で描くことは容

軌跡が線として残るタートルグラフィックスを利用

易ではない．コンピュータのプログラムを作成する

して五角形を作図している．回転する角度と繰り返

体験を通して，
「コンピュータは指示した作業を正
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図８

Arduino 互換基板を搭載した計測制御教材

図９

教育と ICT

メッセージ交換の画面例

確に何度でも繰り返して行うことができる」という
性質や，
「プログラミングで指示することで，コン
ピュータが人間のために働くことが可能になる」と
いうあるべき姿を体験することが可能になる．
プログラムを記述することは，機械に「曖昧さが
ないように指示を伝える」体験であり，
「相手に簡
潔に意味を伝える」という意味で，論理的な思考力
を育成する学習の機会と考えることができる．

3

中学校でのプログラミング教育

中学校においては，現行の技術・家庭科の技術分
野の中で「D 情報に関する技術」の中に「プログ
ラムによる計測・制御」として，計測制御に関する
プログラミングが扱われてきた．図 8 に Arduino
互換基板を搭載した教材例を示す．
中学校の新しい学習指導要領では，
「
（A）材料と
加工の技術」
，
「
（B）生物育成の技術」
，
「
（C）エネ
ルギー変換の技術」
，
「
（D）情報の技術」が扱われ
る．情報の技術では，従来の計測・制御のプログラ

図 10

ミングに加え，双方向コンテンツのプログラミング（16）

メッセージ交換のプログラム例

が扱われることになった．これはネットワーク等を
介して生徒同士のプログラムが文字や画像などを交

セージ交換の例を示す．これは静岡県の公立中学校

換するプログラムである．

で行われた授業で，ドリトルのネットワーク機能

小学校では，フローチャートで記述されるよう

（LAN 環境でのネットワーク上の変数共有機能）を

な，順次・反復・条件分岐といった「一つのプログ

使い，
「こんにちは」のような短いメッセージの文

ラムが処理を行う手順の流れ」が重視されていた．

字列を互いに送り合う．授業では最初に二人組にな

中学校ではセンサやアクチュエータ，そして他のプ

り，一人が送信プログラムを，もう一人が受信プロ

ログラムなどとの通信を扱うことで，
「プログラム

グラムを入力する形で，一方向のメッセージ通信を

が他のプログラムなどとやり取りしながら並行して

行った．次の時間はプログラムを互いに教え合うこ

処 理 を 行 う 手 順 の 流 れ 」 を，UML（Unified

とで，双方向のメッセージ交換ができるプログラム

Modeling Language，統一モデリング言語）のア

に改良し理解を深めた．図 9 に画面例を，図 10 に

クティビティ図などを用いて扱うことになった．

プログラム例を示す．次の時間は共有データを置く

双方向コンテンツの例として，教室内でのメッ

PC の IP アドレスを 3 人以上が指定することで，
解説論文
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んどの生徒がプログラミングを体験していない．情
報 I は必履修であるため，今後は全ての高校生がプ
ログラミングを学ぶことになる．
情報 I には「コンピュータとプログラミング」と
「情報通信ネットワークとデータの利用」が，情報
Ⅱには「情報とデータサイエンス」と「情報システ
ムとプログラミング」があり，情報通信，データ処
理，情報システムなど幅広い内容が予定されてい
図 11

ネットワークの説明の様子

る．
情報 I の「情報通信ネットワークとデータの活
用」
，情報Ⅱの「情報とデータサイエンス」におい
てはビッグデータ等に代表される，統計的な内容を
含むデータ処理やデータ分析が扱われ，数学や理科
など教科間の連携した学習も期待されている．以下
に情報 I で予定されている内容案を示す．
（1）情報社会の問題解決
（2）コミュニケーションと情報デザイン
（3）コンピュータとプログラミング
（4）情報通信ネットワークとデータの利用
情報Ⅱの「情報システムとプログラミング」で
は，クラウドサービスなどで利用されるサーバで動
作するプログラミングを扱う．PC やスマートフォ
ンなどで利用するメッセージ交換や情報サイト，オ

図 12

センサ値を表示するプログラムの例

ンラインのゲームなどが動作する仕組みを体験的に
学習することが予定されている．以下に情報Ⅱで予
定されている内容案を示す．

グループでのメッセージ交換に発展させた．授業の
まとめとして，教室内で体験したネットワーク通信

（1）情報社会の進展と情報技術

の仕組みを説明した．図 11 に説明の様子を示す．

（2）コミュニケーションと情報コンテンツ

計測・制御のプログラミングと双方向コンテンツ

（3）情報とデータサイエンス

のプログラミングを融合した形のプログラミングも

（4）情報システムとプログラミング

考 え ら れ る． 図 12 は 小 形 コ ン ピ ュ ー タ で あ る

（5）課題研究

Raspberry Pi にセンサや LED を接続して値の入出
力を可能にし，生徒のコンピュータに USB 等で接
続したり，ネットワークで計測値を配信してクラス
全体でデータを画面にグラフ表示する授業が考えら
れる．

5

プログラミング教育ツールの研究開発

筆者らは情報 I，情報Ⅱの実習で利用するための
オンラインプログラミング環境の研究を進めてい
る．図 13 にブラウザでプログラムの編集と実行が

4

高等学校でのプログラミング教育

高等学校においては，現行の共通教科「情報」の

96

行える Bit Arrow（17）の画面を示す．作成したプロ
グラムはサーバに保存され，授業ごとに教員がプロ
グラムを閲覧したりアドバイスすることができる．

必履修科目である「社会と情報」
「情報の科学」が

記述できる言語はドリトル，C，教育用 JavaScript

統合されて「情報 I」になり，更に発展的な選択科

で あ る． こ れ ら の プ ロ グ ラ ム は 実 行 時 に

目として「情報Ⅱ」が新設される．現行では「社会

JavaScript にコンパイルされ，ブラウザ上で実行

と情報」を開講している高校が 8 割であり，ほと

される．QR コードで URL を伝えることで，作成
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したプログラムをタブレットやスマートフォンで実

情報Ⅱの「情報システムとプログラミング」での利

行することも可能である．図 14 に QR コードでの

用が期待される．図 15 にサクセスの画面例を示す．

実行の様子を示す．

サクセスではテーブルに対して選択・射影・結合な

プログラミングの考え方はデータベースの処理

どの操作を行うと，その結果が新たな表として画面

にも利用できる．そこで，データベース学習ツール

に表示される．処理の前後の表を見ることで，デー

であるサクセス（sAccess）

を開発し公開した．

タ操作の意味を体験的に学習することができる．こ

サクセスを利用することにより，
「選択 性別 男」

の例では図書データを表示し，続いて著者番号で検

のようにコマンドでテーブルの処理を記述できる．

索することで 81 件の図書データから 2 件の図書を

情報 I の「情報通信ネットワークとデータの利用」
，

検索した．事前に教員が授業登録をしておくこと

（18）

図 13

図 14

Bit Arrow の画面例（C 言語）

図 15

QR コードでの実行例

サクセスの画面例
解説論文
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図 16

図 18

CS アンプラグドの 2 進学習の例

図 19

CS アンプラグドの整列学習の例

学年ごとの通学手段の表示例

6

コンピュータ科学教育の可能性

小学校からプログラミングを体験する目的は，プ
ログラミングを通してコンピュータの動作の仕組み
を理解することにある．コンピュータの性質につい
ては，プログラミングを通して手順的な考え方やア
ルゴリズム的な考え方を学ぶことができるが，他の
図 17

住所ごとの読書冊数の分布例

要素についてはコンピュータ科学の基礎を学習する
必要がある．
コンピュータサイエンスアンプラグド（以下，

98

で，クラスの生徒に共通のデータベースを使った実

（19）
CS アンプラグド）
は情報科学の基礎を小学生か

習を行うことが可能になる．

ら体験的に学ぶことのできる教育法である．数を 0

情報 I の「コンピュータとプログラミング」にお

と 1 だけで表現する 2 進法をはじめ，コンピュー

けるモデル化とシミュレーションや，情報Ⅱの「情

タやスマートフォンが文字や画像を数値として表現

報とデータサイエンス」では，データの統計的な処

して通信していること，商品のバーコードが汚れな

理が扱われる．そこでドリトルに統計処理機能を追

どによる読取りエラーを防いでいる工夫などの身の

加した．図 16 に生徒の通学データから交通手段を

回りの技術を，カードなどを用いて体験的に学習す

集計してグラフを表示する例を，図 17 に生徒の住

ることができる．図 18 に書籍（20），（21） で紹介され

所から読書冊数の違いをグラフ化して表示する例を

ている 2 進学習の学習例を，図 19 に動画像（22）で

示す．モデル化とシミュレーションやデータサイエ

紹介されている天びんを用いたデータ整列の学習例

ンスの学習ではプログラミングは必須ではないが，

を示す．

言語やライブラリを整備することで，表計算ソフト

プログラミングの学習と並行して，CS アンプラグ

などを対話的に操作するよりも処理を理解しやすい

ドを用いた情報科学の学習を行うことで，バランス

学習を可能にできる可能性がある．

の良いコンピュータの学習を行うことが可能になる．
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工学系教育の発展に向けて

2017 年度からは，全国の自治体で小学校のプロ
グラミング教育の準備が開始された．政令指定都市
や都道府県レベルでのプログラミング教育の取組み
も開始され，筆者も大阪市，茨城県などに協力を
行っている．今後は地域ごとの大学教員と学生，そ
して企業の技術者たちの専門性が必要とされる．小
学校ではプログラミングの入門，中学校では計測・
制御のプログラミングとネットワークのプログラミ
ングが中心となる．支援を行う場合には，特に小学
校においては学校教員と協力して児童の発達段階に
応じた指導を行う必要があることと，教科の学習目
標の理解に合わせたプログラミング教育を行う必要
があることに注意が必要である．
2019 年度以降は，高等学校の新学習指導要領解
説が公開されることから，高校でのプログラミング
教育の準備が開始される見込みである．高校での情
報教育は大学以降の高等教育での教育につながる内
容を扱う．また，教科「情報」は情報 I と情報Ⅱの
2 科目 4 単位になり，センター試験に続く共通テス
トでは，将来的に情報を入試科目に含めることの検
討が行われている．二次試験に情報を出題する工学
系の大学が増えてくることも予想される．
本稿では 2020 年度から，小学校から高等学校で
行われる新教育課程での情報教育を紹介した．情報
が重視される背景には工学系の技術教育への期待が
ある．プログラミング教育を成功させることを通し
て，子供たちの技術への興味関心を高めることにつ
なげたい．

detail/1403162.htm
（5） 小林祐紀，兼宗 進，コンピューターを使わない小
学校プログラミング教育“ルビィのぼうけん”で育
む論理的思考，翔泳社，東京，April 2017.
（6） 小林祐紀，兼宗 進，白井詩沙香，臼井英成（編著）
，
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プログラミング導入演習に対して
学習支援システムと自己調整学習が与える影響の分析
An Analysis of Effects on Introducing a Learning Support System and Self-regulated
Learning in Fundamental Programming Exercises
國宗永佳

Hisayoshi Kunimune†

仲林

清

Kiyoshi Nakabayashi†

筆者はプログラミングの導入授業を，与えられた問題を決められた操作や制御構造のみの組合せによって
解決する思考であるアルゴリズム的思考の教育と位置付けて，2008 年度から実践している．この実践に
おいて，当初は制約を加えた日本語によるアルゴリズムの記述を行っていた．しかし，個別指導に割く時間の減少などから学
習効果が低減したため，ビジュアルプログラミング環境と授業運営支援機能を有する学習支援システム AT を開発し導入した．
年度ごとの授業改善とシステムの改善によって，システム導入後に学習効果が向上したことが分かった．更に新たな取組みと
して，他の授業で自己調整学習に関して学ぶことが，プログラミングの導入授業の学習活動に及ぼす影響についての調査を
行った．本論文では，これまでの実践の概要と評価，学習支援システム AT の概要，自己調整学習に関する学びによる学習活
動への影響調査について述べる．

Summary

Key Words

1

アルゴリズム的思考，プログラミング教育，ビジュアルプログラミング環境，自己調整学習

調整学習がプログラミング演習に与える影響につい

はじめに

ての調査を行った．

本論文の第一著者は 2008 年度から情報工学を専

本論文では，2. で本邦におけるアルゴリズム的

攻する大学 1 年生に向けたプログラミングの導入

思考教育の状況について概観する．3. では過去に

授業・演習を，
「アルゴリズム的思考」の教育と位

行った実践とその評価について述べる．4. では学習

置付けて実施している ．ここではアルゴリズム的

支援システム AT の概要について述べる．5. では自

思考を「与えられた問題を，決められた操作や制御

己調整学習がプログラミング演習に与える影響につ

構造のみを組み合わせて解決する思考」と定義して

いて述べる．最後に 6. で本論文をまとめる．なお，

（1）

いる ．この思考はプログラムを作成するために重
（2）

要なものであり，プログラミング言語には依存しな

, （5）
,
本論文は研究会等で既発表の内容（1）（2）
を基に，大

幅に加筆・再構成したものである．

い．2006 年 に Wing が 提 唱 し た Computational
（4）
Thinking（3）
（和訳「計算論的思考」
も存在する）に

おいては，シミュレーションなどの近似解の利用や
不確定な状況に対するヒューリスティックな推論な

2

本邦におけるアルゴリズム的思考教
育の状況

ど，より高度な思考についても言及があるが，基礎的な

本邦におけるアルゴリズム的思考に関する研究

部分については共通した考え方であると考えてい

, （8）
,
は，
 1960 年代に端を発して以来（6）（7）
，数多く行

る．

- 16）
われている（9）（
．文献（17）に詳述しているが，当初

上記の実践において，当初は語彙を統制した日本

は幾何算数の教授に際して論理操作を表現する手段

語を用いた擬似コードを使用して問題の分解・整理

としてアルゴリズムモデルを適用するなど，教授行

を行っていたが，後にビジュアルプログラミング環

為への応用から始まっている．1990 年代以降には，

境と授業運営機能を備えた学習支援システム AT を

アルゴリズム教育の提案や実施例が数多く示されて

開発して導入した．また，新たな取組みとして自己

いる．ここでは，これらの事例を操作の体験・一般
化・記述という三つの行為に分類する．
操作の体験とは，問題解決のための手続きの概念

†
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化を指す．ここに分類される多くの事例では迷路探
,
索（9）やハノイの塔（10），探索・並べ替え（11）（12）
，組合

せ最適化問題（13）などの，アルゴリズムによって解
ⓒ電子情報通信学会 2019

小特集
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た上で，それをアルゴリズムとして書き下すことの

決することに適した課題が用いられている．
操作の一般化とは，操作体験を帰納的に汎化させ

難しさを伝える．この段階では，アルゴリズムを記

ることであり，特定の問題を解決した手法が，類似

述する際に用いることのできる操作や制約などにつ

の課題や一般的な問題の解決に適用できることを発

いて統制しておらず，学生ごとに異なる粒度の操作

,
見させる事例や誘導している事例（11）（12）
が多く見ら

を用いたアルゴリズムを考案している．その後，並

れる．

べ替えアルゴリズムの一部分となる最大値の選択や

以上の操作の体験と一般化のプロセスは，アルゴ

値の入替えなどを記述するために必要となる変数や

リズム的思考に関する概念を理解している段階であ

配列，条件分岐，繰返しなどの概念や操作を順次導

ると考えることができる．一方，次の段階である操

入した．また，各回の授業で新たに導入した概念や

作の記述では，概念化された手続きを特定の形式で

操作については，基本的な練習問題を提示し，学習

定式化することが求められる．この段階では，表現

者が作成したアルゴリズムを教員が個別に添削指導

上 の 制 約 を 設 け た 言 語（ 制 約 付 き 日 本 語

した．

，

（13）

Squeak

，独自に設計した言語

（14）

など）や，アル

以上のような手順で，最終的には簡単な並べ替え

（15）

ゴリズムを記述するために標準的に用いられる図

アルゴリズムを実現するために必要な概念や操作と

（フローチャート，PAD（16）など）が多く用いられて

その記述方法を導入した．プログラミング言語を学

きた．これらの記述には PC 上の開発環境が用いら

習する前の学生に導入するアルゴリズム記述方法と

れることも多い．

して，記述上の制約を設けた日本語を用いることに

本論文で述べる実践においても，操作の体験・一

（18）
した．その結果，例えば「なでしこ」
などの日本

般化・記述のプロセスについて，特に体験と記述に

語で記述可能なプログラミング言語に近い記述を行

重心を置いて教授している．操作の体験においては，

うことになったが，先に述べた場当り的な実行がで

当初は並べ替えを題材としていたが，後に学習者が

きないよう，アルゴリズムを紙上に手書きすること

想起しやすい状況を題材とした問題設定を行った．

になった．
2008 年度の授業実践では，上述のとおり並べ替

3

えを題材としていたため，二つの数値の比較による

授業実践と評価

最大値や最小値の探索と，値の入替えを主な話題と

従来プログラミングの導入教育を行う授業にお

して扱っていた．2008 年度の授業実践後，授業で

いて，プログラミング言語の文法や，変数・配列な

は扱わなかった，配列の操作を含まず数値の計算を

どのデータ構造や制御構造などの基礎的な概念を教

主体とした課題を提示した．これは割り算や余り算

える中で，問題解決のための分解・整理のための考

を用いずに，与えられた数値が 3 の倍数かを判定

え方を経験的に養うという教育を行っていた．その

する課題（3.3 に詳述）である．その結果，授業

結果，アルゴリズムを十分に検討せずに，作成した

で扱った課題と授業実践後に提示した課題で共通し

プログラムの動作から場当り的に問題点を修正する

た操作や概念が定着したことが分かった．一方，繰

学生が顕在化してきた．このような方法で正しく動

返しの使い方については，授業内と授業実践後の課

作するプログラムを作成することは困難であり，プ

題で次のような差異がある．前者では，数値が記入

ログラムを作成する前にアルゴリズムについて詳細

されたカード（配列）の先頭から末尾までたどるよ

な検討を行う必要がある．

うに添え字を変化させる．後者では，与えられた数

そこで，プログラミング言語教育を行う前段階の

値から一定の値（3）を下回るまで一定の値（3）

授業に，プログラミング言語を用いないアルゴリズ

を引いていく．このような差異があった点について

ム的思考教育を導入した．本章では，アルゴリズム

は，十分理解できていないことが明らかになった．

の記述に日本語による擬似プログラムを用いた

そこで，2009 年度には，2008 年度の授業実践で

2008〜2009 年度の実践と，学習支援システムを導

題材とした数値の比較や入替えに加えて，数値の計

入した 2010〜2012 年度の実践について述べる．

算を主体とした課題（例えば，事前に昇順に並べら
れた重複を含むデータに対して順位を付与する課題）
も取り上げた．しかし，2008 年度と 2009 年度で共

3.1 2008〜2009 年度の実践

2008〜2009 年度の実践では，並べ替えを題材と
してアルゴリズムの学習を行った

．始めに学生

（17）

自身に数値を記入したカードの並べ替えを体験させ
解説論文

通して授業実践後に提示した課題（割り算や余り算
を用いずに，ある数値が 3 の倍数かを判定する）の
解答を比較した結果，改善が見られなかった（19）．
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3.2 2010〜2012 年度の実践

2010 年度から，実行順序や変数の値の変化を強

（輸血可能な血液型の組合せなど）を題材として多
く取り上げた．

く意識付け，アルゴリズムの動作に対する理解を深

従来の実践においては，提示した問題を解くアル

めるために，各手順における変数の値の変化をト

ゴリズムを一から作成させる形式の課題を提示して

レースする活動を導入した．また，学習支援システ

いたが，アルゴリズムを作成することが困難な学生

ム AT を開発し導入した

も存在した．そこで，課題を読み動作を答える形式

．AT の概要については

（20）

4. で述べる．

や，アルゴリズムの一部を穴埋めする形式など，解

AT は，ビジュアルプログラミング環境でプログ

答形式の異なる課題も提示し，ある問題を解くため

ラムを作成・実行することができ，作成したプログ

のアルゴリズムをどのように構成するかを知る機会

ラムを電子的に提出することが可能である．また，

を増やした．これらの課題の難易度や適切性につい

教授者も提出されたプログラムを実行することが可
能であるため，従来は紙に書かれたアルゴリズムの
動作を確認しながら行っていた採点の負荷が軽減さ
れた．

ては，学習者や課題の分析に広く用いられる S-P 表
などを用いて評価を行い（23），年度ごとに改善を

（22）

重ねている．
また，従来はその日の授業で取り扱った操作に焦

2009 年度の授業と比較すると，取り上げた題材

点を当てた課題を提示していたため，用いる操作を

や導入の順序については同様であったが，上述のト

推測しやすい状況であり，問題に応じて使用する操

レース活動を導入した点と，AT を用いたことで採

作を適切に選ぶという過程が重視されていなかっ

点の負荷が下がり，個別指導の回数が増えた点が異

た．そこで，課題演習と解答の解説を主とした授業

なる．また，ビジュアルプログラミングでは操作の

を設け，課題を解く機会と，必要な操作の選択につ

ブロックの選択・配置と変数名や数値の記述のみで

いて考える機会を増やした．

プログラムを作成できるため，日本語による記述の

2012 年度の実践では，AT にステップ実行機能

制約についての説明が不要になった．この結果，概

を追加した．このことによって，従来実施していた

念や操作の説明により多くの時間を割くことが可能

トレース活動と同様に，システム上で作成したアル

になった．

ゴリズムの動作を順に追うことが可能になった（24）．

2010 年度の授業では，3.1 末尾で述べた問題点

また，各自で動作の確認を十分に行うことができる

を踏まえて改善を行った．2009 年度と 2010 年度

ようになったため，従来は板書や資料提示によって

の学生について，同一の課題の解答を比較した結

行っていた動作の提示を，各自で確認するように変

果，一定の改善が見られた

更した．このことによって，各操作の導入に必要な

が，2008 年度の学生

（20）

との比較では改善が見られなかった．
そこで 2011 年度の実践には，以下のように使用

時間が短縮され，課題演習により多くの時間を割く
ことが可能となった．

する要素や，取り上げる題材，課題の形式について
大幅な変更を行った（21）．使用する要素については，
繰返しの種類とデータ構造の絞り込みを行った．従

上述した実践について，評価を行った．アルゴリ

来，繰返しとしては for 型の繰返し（a から b まで

ズム的思考の授業は毎年度，学部 1 年生の前期に

1 ずつ増加しながら繰り返す）と，while 型の繰返

実施した．授業の実施後，夏休みを挟み，後期に実

し（条件が成立する間繰り返す）の 2 種類を使用

施している授業の第 1 回目において，毎年度同一

していた．しかし，両者はほぼ同等であるため，

の課題を提示した．

while 型の繰返しのみを扱うことにした．また，

課題は「30 以下のある整数 N が，3 の倍数であ

データ構造については変数と配列を導入していた

るかを判定し，
『3 の倍数である』または『3 の倍

が，題材の選び方によっては配列の概念は必須では

数ではない』という結果を表示するアルゴリズム

ないと考え，変数のみを導入した．

を，除算と剰余を用いずに作成する」というもの

配列を導入しないため，従来取り上げていた並べ

で，解答時間は 30 分間としている．2008 年度か

替えを題材とすることが困難になった．そこで，

ら 2011 年度までは解答を紙に書いていたのに対し

データ構造として変数のみを用いて実現可能な題材

て，2012 年度には AT で解答を記述した．紙面で

を複数用意した．また，問題自体の理解を容易にす

の解答と同様の状況にするために，AT ではプログ

るために，日常生活（お釣りの硬貨の枚数，バスの

ラムを実行できない状態にした．

運賃計算など）や高校までの学習内容に現れる事柄
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この課題の解答に対して，下記の五つの評価項目
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を設定し，それぞれを満たしていれば 1 点，満た

基礎的な概念の確認を行うことが可能になり，教員

していなければ 0 点とし，5 点満点で採点を行っ

の課題採点の手間も軽減されるなどしたため，課題

た．

の添削などの個別指導や課題演習に割く時間が増加
した．このことが特に評価項目（1）
，
（2）
，
（5）の
理解向上に寄与したと考えている．

（1）大枠の構成

評価項目（4）については，導入後の平均値が高

繰返しの中で何らかの判定を行っている

く，中でも 2012 年度の平均値が高い（2008 年度

（2）3 の倍数の判定

から順に，0.74，0.68，0.79，0.89，0.95）
．導入

3 ずつ足すか引きながら判定している

前と 2010 年度は書き方に制約を加えた日本語に

（3）両端の判定

N の全ての場合について判定している

よ っ て 解 答 を 紙 上 に 記 述 し て い た の に 対 し て，
2011 年度はビジュアルプログラミングのブロック

（4）単純なミス

を簡易化したものを紙上に記述した．また，2012

文法的な誤りなどを含まない

年度は AT 上で記述したため，文法的な誤りがほぼ

（5）論理的なミス

なくなったことが原因である．

変数の初期化忘れ，結果の複数回表示など

一方，評価項目（3）については個別指導の量や

を含まない

課題数による影響が見られず，効果的な学習が行わ
AT の 導 入 前（2008〜2009 年 度 ） と 導 入 後

れていない可能性がある．また，今回評価を行った

（2010〜2012 年度）に分け，各項目について帰無

問題と異なるタイプの問題に対する解決能力につい

仮説を「導入前後の平均値に差はない」
，有意水準

ても確認し，学習効果を測定する必要がある．

を 1％として Welch の検定を行った．この結果，
（3）以外の項目において導入後に有意な改善があ
ることが分かった．各項目における合計点の平均値
と標準偏差（括弧内）
，p 値を表 1 に示す．
導入前後においては AT の有無だけでなく，課題

4

学習支援システム AT

3.1 で述べた 2008〜2009 年度の実践ではアル

ゴリズムを日本語で記述していたが，計算機で実行

形式の多様化や，授業展開の改善，課題数の増加な

できないため提出物の評価に掛かる負担が大きく，

ど様々な授業改善も並行して行っており，各項目の

個別指導に十分な時間を割くことができないという

平均値が向上したことについて，一概に AT を導入

問題があった．この問題を解決するためには，計算

したことによる効果ということはできない．しか

機で実行可能なプログラミング言語による記述に変

し，AT を導入することによって，学習者が個別に

更する必要があったが，以下の 2 点の問題が考え
られた．

表1

• ア
 ルゴリズムの誤りに対する場当り的な対応

AT の導入前後における各評価項目平均点
（括弧内は標準偏差）

項目

導入前
N =187

導入後
N =271

p値

（1）

0.82
（0.38）

0.95
（0.22）

7.47e-5**

（2）

0.78
（0.41）

0.91
（0.29）

3.44e-4**

（3）

0.80
（0.40）

0.82
（0.39）

0.649

（4）

0.71
（0.45）

0.88
（0.32）

1.35e-5**

（5）

0.42
（0.50）

0.64
（0.48）

3.26e-6**

合計

3.50
（1.66）

4.21
（1.22）

1.16e-6**

が可能になること
• 文法誤りなどへの対応が必要になること
前者の問題については，教員がプログラム実行の
可否を制御することで対応することにした．そのた
め，教員が試行錯誤を行うべきと考える場合には制
限なくプログラムを実行することが可能である．
後者の問題については，岡本ら（25）が「写経型学
習」における初学者のつまずきのうち，
「非本質的
な認知的負荷を伴う学習過程によるつまずき」とし
て位置付けている．ここでは以下のような事例が挙
げられており，写経型学習に限らずプログラミング
学習の初期に共通した問題であると考えている．こ
のような学習のつまずきを避けるために，ビジュア
ルプログラミングに着目した．

（**：p <0.01）
解説論文

“
「expected ‘;’ before ‘return’」という「return」
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図１

AT のビジュアルプログラミングエディタ

という命令の前に文法エラー（syntax error）があ

て，以下のような授業運営支援機能を備えている．

るという表示から該当箇所を発見することができな
い”
（文献（25）から引用）

•学 習者によるプログラム動作の確認を支援す
る
•教 員が作成する課題と，学習者が作成するプ

4.1 ビジュアルプログラミングの特徴

ビジュアルプログラミングとは，図形の組合せに
よってプログラム作成を実現することである．例え
ば，プログラムの処理の流れを記述するフロー
チャートから実際に動作するプログラムを作成する
ことのできる PenFlowchart

や，マサチューセッ

（26）

ログラムを体系的に管理し，教員・学習者間
で共有する
•教 員が各学習者のプログラムに対して直接評
価・指摘を与えられる
•教員による成果物の評価を支援する

ツ工科大学において開発され，近年本邦においても
小学生など初学者を対象としたプログラミング教室
などで多く使用されている Scratch

のような

（27）
（28）
,

ビジュアルプログラミング環境が多数開発されてい
る．

また，AT は Web アプリケーションとして実装
されているため，PC やタブレット端末など様々な
環境において利用可能である．
AT は主に以下の機能を有する．

これらの特徴は，上述したように図形の組合せに
よってプログラムを作成できることにある．それぞ

•ビジュアルプログラミングエディタ（図１）

れの図形は，形式言語によるプログラミングにおい

図形（AT ではブロックと呼んでいる）による

て入力されるキーワードなどを表現したものであ

プログラムの作成・実行・提出

る．そのため，ビジュアルプログラミング環境にお

Google 社による Blockly（29）を基に開発

いては，プログラム作成者が自ら決める必要のある
名前や値など，必要最小限の文字を入力するだけで
プログラムを作成することができる．この特徴によ

•学習者用画面
教員が提示した課題の内容や採点結果を確認
•教員用画面

り，文法誤りを起こさずにプログラムを作成するこ

学習者に提示する課題の編集や採点の支援（図

とができる．

２）
•管理者用画面

4.2 AT の概要

筆者が開発している AT は，上述した特徴を備え

システムに関わる情報（ユーザ情報など）の
管理

たビジュアルプログラミング環境を提供する．ほか
のビジュアルプログラミング環境にない特徴とし
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学習者は図１左側のメニューから必要なブロッ
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図 2 AT の教員用画面の一例
各学生が提出したプログラムが各行，教員が作成したテストケースに基づくプログラムの
採点結果が右側のボタンの列に対応する（緑＝正常，黄＝異常，赤＝実行時エラー）を示す．

クを選択し，図１中央部でブロックを接続すること
によってプログラムを作成する．本実践では AT を
用いた授業を行った後に実施される C 言語による
プログラミング科目に接続する必要があるため，基

5

自己調整学習がプログラミング演習
に与える影響

近年，
「自律的な学び」あるいは「学び方の学び」

本的には C 言語のプログラムと直接対応するよう

が注目されている（30）．自己調整学習（SRL: Self-

なブロックを用意している．ただし，例えば「もし

（31）
RegulatedLearning）
は，そのための一つの理論

〜ならば」
，
「〜の間，繰り返す」のように，表現に

体系である．知識だけでなく，学習を促進するため

ついてはなるべく平易なものを用いている．

の学習方略，自分の理解状態を確認するメタ認知，

またプログラム実行時に，事前に設定した任意の

学習目標達成に向けた自己効力感などを包括的に捉

ブロックで一時停止できる機能や，変数の値の変化

え，学習者自らがこれらを意図的に制御することを

とプログラムによる出力を逐次表示する機能（図１

重視している．

右側）によって，学習者がプログラムの動作を確認
することを支援している．

プログラミングでも，受け身に講義を受講するだ
けではなく，教授された知識を能動的に確認・活用

学習者が提出した解答（プログラム）について，

することの重要性は従来から指摘されている（32）．

教員がシステム上で評価しコメントを付与すること

また，大学入学者にはプログラミング経験がないも

ができる．加えて，解答の評価を支援する機能とし

のも多数含まれ，過去の学習経験における学習方略

て，教員がプログラムに対する入力と出力の組（テ

やメタ認知技能などを新たな学習主題に転移させて

ストケース）を複数設定すると，それぞれの解答に

活用する必要が生じる．

ついてどのテストケースと合致したかを自動的に判

本論文の第一著者は 2017 年度に現所属に異動

定する機能を有する．例えばテストケースとして正

し，2018 年度から学部 1 年生前期のプログラミン

しいプログラムにおける入力・出力の組や，典型的

グ演習授業を担当している*．一方，第二著者は，

な誤りを含むプログラムにおける入力・出力の組な

2015 年度から同じく 1 年生前期に SRL を促進す

どを設定すれば，それぞれの解答の動作を教員の目

るための授業を実施していた．そこで，この授業

で詳細に確認することを大幅に省略することが可能
となり，解答の評価を効率的に行うことができる．

解説論文

＊ 内容は前述のものに配列を加えたもので，並べ替えや探
索を扱う代わりに，プログラム動作をトレースする課題
で，基礎的概念の理解確認，問題解決に至る分解・整理
の方法の習得を図っている．
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が，プログラミング演習授業の受講意識に与える影

前節で述べた SRL の各段階を学習者に意識させる直

響について調査・分析を行った

接的な働き掛けを行うものである．しかし，本実践

．

（30）

の授業は，特定の科目には依存せず，学習者が SRL
の理論を自らの学習経験と結び付けて内省・概念化

5.1 SRL とプログラミング

SRL は，予見，遂行，自己内省の各段階から成

し，以後の学習活動におけるメタ認知や学習方略の

る個人的フィードバックループとしてモデル化され

意識的な活用を促進することを意図している（30）．大

る（31）．予見段階は，学習に先立って，自己調整の

学生は既に多くの学習経験を有しているはずであ

準備と自己動機付けを行う段階である．遂行段階

り，その経験が SRL の観点から解釈できることに

は，実際の学習や課題解決に対応し，セルフコント

気付かせ，以後の学習行動の意識的修正を促すこと

ロールと自己観察から成る．自己内省段階は，学習

を目的としている．

や課題解決の結果を自己評価し，その結果の原因を

そのために，授業設計にはドキュメンタリービデオ

自身の能力，努力，方略に帰属させ，次の学習の予

とオンラインレポート提出を組み合わせた枠組み（33）を

見段階への結び付けを行う．

適用している．この枠組みでは，構成主義的な学習観

プログラミングの学習においても，処理の「意

に基づき①学習者の既有知識・経験の活用 , ②主題に

味」を考え，学んだ知識を能動的に新たな課題に活

関する真正な状況・文脈の提示 , ③他者と自らの考え

用することが求められ，SRL は重要な役割を果た

を対比する機会の提供 , という方針を取る．

す．上記のフィードバックループは，課題を与えら

授業は 4 こまの構成である．SRL を含む体系的

れてからプログラムを完成させるまでの過程に対応

知識の説明，ビデオ視聴，レポート提出と配布を行

する，と考えると分かりやすい．例えば，予見段階

う．ビデオは 25 分程度のものを 2 本視聴させる．

では，課題の目標設定や課題を解く学習方略の計画

その一つは，数学に対して自己効力感のない中学生

を行う．つまり，プログラムの完成形をイメージ

に対して塾講師が自律的な学習目標設定を促し，中

し，そのために自身の有するプログラミング技法を

学生が明確な目標を持って適応的に学習するように

どう適用すればよいかの見通しを立てる．この見通

なるまでの様子を描いている．このビデオについ

しが明確な学習者は課題に対する自己効力感が高ま

て，
「塾講師が女子生徒の学習を促進するために

り，不明確な学習者は自己効力感が低いまま行き当

行っていることを，自分の学習経験と結び付け，

りばったりでプログラムを書き始めてしまう．次の

SRL の観点から説明せよ」
（
「女子生徒」は，上述

遂行段階は，実際にプログラムを作成する過程に対

の「中学生」と同一人物である）というレポート課

応する．SRL の重要な学習方略の一つに「イメー

題を課す．次の授業で，提出されたレポートを全員

ジ化」があるが，これはプログラミングでは，例え

に配布し，教員が内容を適宜紹介して，自他の考え

ば，静的なコードが動的にはどのような動作になる

を比較・吟味させる．その上で，更に踏み込んだレ

かを，図などの表象でイメージすることを意味す

ポート課題として，
「ほかの人のレポートも参考に

る．また，自分の認知過程に対するメタ認知も重要

した上で学習理論・動機付け・自己学習の概念を用

である．これには，自分が作成しているプログラム

いて，学習が促進されなかった要因，指導者が学習

の意味をしっかり理解できているかどうかを自らに

者に対して行っていた働き掛けとその意図，指導者

問い掛けるセルフモニタリングなどが含まれる．最

が行った働き掛けの効果とその理由」などを問う課

後の自己内省段階は，結果の振返りを行う段階であ

題を提示して，同じビデオを視聴後，次の授業で再

る．例えば，テストの結果が悪かった原因が，アル

度レポート配布，紹介を行う．授業後に事後アン

ゴリズムの理解不足なのか，文法知識の不足なのか

ケートを行う．

が特定できれば，次に向けた学習方略の適応的計画
が可能になり，自己効力感を維持できる．しかし，
そもそも自分の学習能力が不足している，と判断し
てしまうと，具体的な方略が計画できず，自己効力
感も低下して学習回避的行動につながってしまう．

5.3 調査方法

プログラミング演習受講意識の調査には Motivated Strategies for Learning Questionnaire
（MSLQ）（34）を用いた．MSLQ の下位尺度は「自己
効力感」
，
「内発的価値」など五つである．今回は，
「その科目で教わる内容を，必ず理解できると思う」

5.2 SRL の授業の目的と構成

SRL に関する教育実践事例の多く

は，数学や英

（31）

語など特定の科目の中で学習計画を立案させるなど，
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など 9 項目から成る自己効力感と，
「勉強するとき，
重要な事柄を自分の言葉に置き換える」など 13 項

小特集
目から成る認知的方略の使用について調査した．

表2

同曜日の午前に SRL 授業を含む専門導入科目，

教育と ICT

授業・調査のスケジュール

週

専門導入科目

プログラミング
演習授業

1

入学時アンケート

MSLQ1

9

事前アンケート

MSLQ2

めのプログラム作成演習を実施した．第 10〜13 週

10 ～ 12

SRL 授業

では全ての概念を用いたプログラムの読解・作成演

13

事後アンケート

習を実施した．第 14，15 週には期末試験と授業の

14

期末試験

15

MSLQ4

午後にプログラミング演習授業が開講されており，
表２に示すスケジュールで調査を行った．プログラ
ミング演習授業では第 9 週までに基本的な概念の
導入と，各週で導入された概念の理解を確認するた

まとめを行った．この中で，MSLQ 調査を，入学
直後（第 1 週）
，SRL 授業実施前（第 9 週）
，実施

MSLQ3

後（第 13 週）
，期末試験実施後（第 15 週）の計 4
回実施した．なお，プログラミング演習授業内で
は，SRL を促進するような特別な働き掛けは行っ
ていない．
SRL 授業では，第 1 週目に入学時アンケートを
実施し，プログラミング経験の有無などについて調
査を行った．事後アンケートから授業の主観的理解
度を求めた．アンケートは，ビデオ，レポート，授
業全般に関する設問 31 問で構成されている（35）．因

4.5
4.0

高有 17名

3.5

高無 44名

3.0

高/低：SRL授業主観的理解度
有/無：プログラミング経験

2.5

SRL
授業前

初回

子分析を行ったところ，第一因子が「大学での学習
を進める上で参考になった」
，
「学び方に関する考え

図3

方が変わった」
，
「ビデオを二度視聴して理解が深

低有 20名
低無 42名

SRL
テスト後
授業後

自己効力感の変化（7 件法）

まった」
，
「ほかの人のレポートを見て理解を深める
ことができた」など，授業全体やビデオ，レポート
による学習主題の理解に関わる項目を含んでいたた
6.0

め，これを授業の主観的理解度とした．

5.5

5.4 調査結果

レポート・アンケートを全て提出した 123 名の
学習者を，前述した授業主観的理解度の高低と入学
前のプログラミング経験の有無によって群に分け，

高/低：SRL授業主観的理解度
有/無：プログラミング経験
高有 17名

5.0

高無 44名
低有 20名

4.5

低無 42名

4.0
初回

2×2×4 混合計画の分散分析を行った．
図３の自己効力感については，学習者全体に，入
学 時 か ら SRL 授 業 前 の 間 に 値 が 有 意 に 低 下 し，

図4

SRL
授業前

SRL
テスト後
授業後

認知的方略の使用の変化（7 件法）

SRL 授業後，テスト後と順次上昇していた．これ
は，自己効力感が，プログラミング演習前半で低下

が，SRL 授業後からテスト後の認知的方略の使用

し，SRL 授業によって向上に転じた，と解釈する

と自己効力感の間には有意な相関が見られ，互いの

ことができる．

向上が関係していることが考えられる．

図４の認知的方略の使用については，プログラミ

一方，プログラミング経験無群，及び，授業主観

ング経験有群，及び，授業主観的理解度高群で，

的理解度低群には，認知的方略の使用の向上は見ら

SRL 授業後からテスト後にかけて，値が有意に上

れなかった．特に，授業主観的理解度の高低群の間

昇した．これは，SRL 授業によって，学習者が，

には，一貫して認知的方略の使用に差が見られる．

イメージ化やメタ認知などの認知的学習方略を意識

元々認知的方略の使用にたけた学習者は，SRL 授業

し，プログラミング演習のテストの準備・受験を通

をよく理解できたと感じ，プログラミング経験がな

じて，これらの学習方略を活用した結果，と解釈す

くても SRL 授業で意識した学習方略をプログラミン

ることができる．また，今回詳しく確認していない

グ演習で活用することができた可能性がある．

解説論文

プログラミング導入演習に対して学習支援システムと自己調整学習が与える影響の分析

107

6

まとめ

筆者はプログラミングの導入授業をアルゴリズ
ム的思考の教育と位置付けて実践を行ってきた．ま
た，各年度の実践における学習効果の検証に基づい
て授業の改善や学習支援システムの開発・導入を
行った．その結果，システムの導入後の学習効果が
有意に向上したことが分かった．また，2018 年度
には新たな取組みとして，自己調整学習について学
ぶことがプログラミング演習授業における学習活動
に及ぼす影響についての調査を行った．その結果，
入学前にプログラミング経験を有する学習者や，自
己調整学習に関する授業への主観的な理解度が高い
学習者において，自己効力感や認知的方略の使用に
良い影響があることが分かった．
今後も学習効果の確認を行った上で，プログラミ
ング演習授業及び授業支援システムの改善を行う必
要がある．また，プログラミング経験のない学習者
や主観的な理解度が低い学習者についても，自己効
力感や認知的方略の使用について向上するような取
組みを行いたい．
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インストラクショナルデザイン
―学びの「効果・効率・魅力」の向上を目指した技法―
Instructional Design: Techniques to Improve Effectiveness, Efficiency, and Engagement of
Learning
鈴木克明

Katsuaki Suzuki†

教育工学の中心概念で半世紀の研究成果を蓄積してきたインストラクショナルデザイン（ID）について解
説する．ID は教育活動の効果・効率・魅力を高めるための理論・モデル・技法の集大成であり，応用可能
分野は広範に及ぶ．人の学びのプロセスに従って対面授業をどう組み立てるかという小規模・短期間の設計から，人の成長を
長期にわたって支援するための環境あるいは仕組みをどう用意するかという大規模・長期間の設計まで，多くの理論やモデル
が提案されてきた．学習のゴールを整理し，何を身に付けて何ができるようになるための学びなのか（学習目標）を明らかにし，
その到達をどう確認するか（評価技法）
，効率的に到達する手段は何か（教授方略）
，自分で学べる人に育てるための仕組みは
どうあるべきか（学習スキルの育成）などを考えるために有用な枠組みを提供している．変化が激しく，常に学び直しが必要な
社会において，成長し続けることができる人材の育成が課題となっている今，より多くの分野での活用が期待されている．

Summary

Key Words

インストラクショナルデザイン，効果・効率・魅力，教育工学，授業設計，学習支援

インストラクショナルデザインとは
何か

1

インストラクショナルデザイン（ID：Instructional

診断することができる．言い換えれば，ID は表 1
の問いそれぞれに対するヒントを提供していると言
うことができる．

Design，以下 ID と略す）は，
「教育活動の効果・効

ID が目指すのは，教育活動の効果・効率・魅力

率・魅力を高めるための手法を集大成したモデルや

を高めることである．教育活動の効果とは，活動の

研究分野，またはそれらを応用して教材を作成した

目標として設定したゴールに近づいた度合いであ

り，授業・研修を実施するプロセス」 を指し，応

る．より多くの学習者が，よりゴールに近づく活動

用可能分野は広範に及ぶ．日本では，2000 年頃か

を効果的な活動という．教育活動の効率とは，コス

らの e ラーニングの浸透とともに注目を集めるよ

トの削減を教育の効果を保ちつつ実現することを指

うになった用語であり，片仮名で，または ID と略

す．コスト効果とも呼ばれ，同じ効果が達成される

して表記されることが多くなった

のであれば，人・金・
ʻものʼ
・時間を削減すること

（1）

．それ以前

（2）
〜
（4）

から欧米では教育工学の中心的概念として広く用い

を目指す．教育活動の魅力とは，
「もっと学びたい」

られてきており，半世紀の間，研究成果を蓄積して

と思って終わる度合いを指す．より多くの学習者

きた．日本語訳としては，授業設計，授業デザイ

が，
「もうやりたくない」と思って終わるのではな

ン，教授設計，教育設計技法などが当てられてきた

く「もっとやりたい」と思う状態で教育活動を終え
ることを目指す．ID は，教育活動の効果・効率・

．

（5）
，
（6）

を示す．各

魅力を高めるための要素を同定し，最適な組合せを

項目に対して，
「はい・いいえ・分からない」で答

モデル化・理論化し，教育実践の質向上に資する研

えることで必要度を自己診断するツールである．も

究成果を蓄積してきている．

表 1 に ID 必要度チェックリスト

（7）

し表 1 の質問全てに「はい」と回答できない場合，

ID の応用可能分野は広範に及ぶ．幅広い領域で

ID のノウハウの何かを活用する余地がある．
「いい

の教育活動を設計するための基礎理論として，情報

え」や「分からない」が多い場合，ID プロセスの

技術者や医療専門職，営業職などの職業人教育訓練

最初から最後までを実行することが必要である，と

の実践（8）をはじめ，初等中等教育（9）や高等教育（10）
でも活用されてきた．応用の粒度も様々である．人

†
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の学びのプロセスに従って対面授業をどう組み立て
るかという小規模・短期間の設計から，人の成長を
長期にわたって支援するためのカリキュラムや学習
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小特集
表1
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ID 必要性チェックリスト（7）

□

私は，受講者が誰でどんなニーズを持って教育を受けに来るか知っている．

□

私は，教育内容として要求されること全てを熟知している．

□

私の受講者は，教育で何を身に付けなければならないか常に把握している．

□

私が作る教材は，常に教育内容と受講者のニーズにマッチしている．

□

私が用いる教育方法は，常に最も効果的なものである．

□

私は，受講者が身に付けるべき事項を身に付けたかどうかを把握している．

□

私は，教育成果が職場で活用されているかどうかを把握している．

□

私は，常に最も費用対効果が高い教育方法を実現している．

□

私の教育は，常に私と受講者双方にとって最も時間を節約できる．

□

私が実施する教育は，職場のニーズにマッチしている．

注：G.Piskurich,Rapid instructional design: Learning ID fast and right, Jossey-Bass/Pfeiffer，
2000. p.11 を鈴木が邦訳したもの

環境，あるいは学びを促進するための仕組みや制度
をどう用意するかという大規模・長期間の設計ま
で，多様な分野領域での実績を踏まえて，多くの理
論やモデルが提案されてきた

ID の基盤となっている考え方である．
以下，メーガーの三つの質問に即して，解説して
いく．

．

（11）

ID れい明期の 1963 年に，米国の教育工学者ロ
バート・メーガーが教育設計の三つの質問を提案

2

教育活動のゴールの整理：学習目標

し，教育への合目的的アプローチの重要性を指摘し

教育活動のゴールの整理枠としては，ブルームら

た（文献（5）の第 1 章「個人差への対応を整理す

の研究チームによる学習目標の分類学（タキソノ

る枠組み」
）
．

ミー）が最も広く知られている．1950〜60 年代に
米国の国家的プロジェクトとして取り組まれ，認

（1）Where am I going?

知・情意・精神運動の 3 領域における学習成果を

（学習目標：どこへ行くのか？）

それぞれ階層的に捉える枠組みにまとめた（文献

（2）How do I know when I get there?

（11）
，pp. 164-165）
．中でも認知的領域の研究成

（評価方法：たどり着いたかどうかをどうやって

知るのか？）

果は広範囲の教科領域の教育目標や評価方法の設定
に影響を与えてきた．

（3）How do I get there?

ブルームの分類学は元々，大学の評価担当専門家

（教授方略：どうやってそこへ行くのか？）

会議の議論から始まったものである．テスト項目の
情報を交換し，カリキュラムやテストを構成する際

合目的的アプローチとは，学習の目的，すなわち

に体系的な目標構造を土台とするために，認知的領

何ができるようになることを目指した学びかをまず

域の学習目標を知識・理解・応用・分析・統合・評

明らかにし，その上でその目的を達成するための方

価の 6 階層に分類する枠組みを提案した．単に記憶

法を設計していくという手順を指す．ゴールから逆

した知識の有無を問うのではなく，より高度な知的

算して設計するアプローチで，
「逆向き設計」

と

能力や技能が要求される問題を出題するべきだとし

いう名称で近年，注目されている．ともすると「ど

た．ブルームの分類学は，今世紀になって改訂版（13）

う や っ て 教 え る か・ 学 ぶ か 」と い う 第 3 の 問 い

が提案されるなど引き続き活用されているが，ブ

（How）をまず考えがちであるが，その前にどこが

ルームが 60 年前に警鐘を鳴らした「暗記すること

ゴールか（What）を特定することの重要性に着目

をゴールとしない」という課題は，現在でも大幅に

した提案である．ゴールを確実に達成するという意

改善されているとは言いにくい状況ではないだろう

味で教育の効果向上につながり，ゴールと現状との

か．

（12）

ギャップに着目して必要な活動だけに取り組むとい

ID では，学習目標を明確に記述するためには三

う意味で教育の効率の向上にもつながる．以来，

つの要素が必要であると言われてきた（文献（6）
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表２

目標を明確にするための 3 要素

目標行動：行動で目標を表す
目標明確化の第 1 のポイントは，学習者の「行動で」目標を表すこと．
「…を理解する」
，
「…を知る」
，
「…に気付く」という
ような目標は，学んでほしいことをそのまま記述していると言える反面，うまく教えられたかどうかをどうやって確かめたら
よいのかが明確でない．評価方法が分かるように行動化する．その際，無駄な暗記は目指さずに，職場で求められる行動に近
づけるとよい．
評価条件：評価の条件を示す
目標明確化の第 2 のポイントは，目標行動が評価される条件を明らかに示すこと．条件には「電卓を使って」や「辞書持込
み可で」，「ジョブエイドを使いながら」，「一覧表を参照しながら」のように，学習者が目標行動を行うときに何を使ってよい
のか，あるいはどのような制限があるのかを示す．丸暗記だけが研修の目標ではない．職場で求められる条件に合致させる．
合格基準：合格基準を示す
目標明確化の第 3 のポイントは，合格基準を記述すること．
「全問正解」とか，
「与えられた五つの目標の中で四つ以上は」など．
その他の基準として，「1 分以内で泳ぐ」のような速さや「誤差 5％以内で測定する」のような正確さを明らかにするものを
目標に含める場合がある．職場で求められる習熟度に合致させる．
注：文献（14）の表 5︲1 を p105 から再掲した．

の第 4 章，文献（11）の pp.156-157 など）
．
「理
解する」や「身に付ける」という曖昧な表現を避け
て行為動詞を用いること，合格の基準をあらかじめ
設定すること，そして，評価の条件を明示するこ
と，の三つである（表 2）
．
暗記を目指すことを避けるためには，応用力を試
す問題を出し，その基礎となる覚えるべき事項を列
挙した紙を見ながら答えてよい，という評価の条件
を設定することが有効である．持込みなしのテスト
から持込みありへの変換も同様な効果がある．基礎
から応用へと目標レベルを順次高めていくアプロー
チをやめて，できるだけ早い時期に高次の目標（例
えば，改訂ブルームの最高位である「創造する」
）
を据え，学習者のオリジナリティが表出できるよう
な課題の達成を目指すことも有効である．

表３
レベル

カークパトリックの 4 段階評価モデル
評価項目

データ収集ツール

1．反応
参加者は教育に対 ・受講者アンケート
[Reaction] してどのような反
応を示したか？
2．学習
どのような知識と ・事後テスト
[Learning] スキルが身に付い ・パフォーマンステスト
たか？
3．行動
参加者はどのよう ・フォローアップ調査
[Behavior] に知識とスキルを ・上長アンケート
仕事に生かした
か？
4．結果
[Result]

教育は組織と組織 ・効果測定チェックリスト
の目標にどのよう ・ROI（投資利益率）指標
な効果をもたらし
たか？
注：文献（15）の表 6︲2
（p.96）を再掲した．

とりわけ，検索すれば情報が手軽に得られる高度
情報社会にあっては，知識を暗記することの意義が

と・改善を要することなどを自由記述で答えてもら

相対的に低下していることを踏まえ，何を学びの

う．これは 4 段階モデルではレベル 1「反応」に当

ゴールとして設定するかを改めて見直す必要があ

たる．反応が望ましくなければ改善につながる有用

る．基礎から応用ではなく，応用にチャレンジする

なデータとなる一方で，大して良いとは思ってなく

中で基礎を身に付けるという順序を採用することの

ても好意的な回答が得られてしまうという問題が指

意義は，教育の効果のみならず，魅力を高めるため

摘されており，アンケート結果が良くても素直に喜

にも不可欠ではないだろうか．

ぶことはできない．
ID で重視するのは，学ぶべきこと（学習ゴール）

3

教育活動における成果の確認：評価技法

ID でデファクト標準になっている評価の枠組み
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が学べたかという点であり，これはレベル 2「学習」
に相当する．レベル 1 だけでなくレベル 2 での評
価を行うべきであるとの主張である．メーガーの質

に，カークパトリックの 4 段階モデルがある（表

問 2（たどり着いたかどうかをどうやって知るのか）

3）
．教育活動の評価で最も頻繁に行われるのは受

はレベル 2 の評価に相当し，学習目標として掲げ

講者アンケートであろう．参加して良かったと思う

たことが達成できたかどうかを直接的に確認するこ

か，同僚に勧めるか，などの項目を用いて印象を多

とが求められる．知識であれば暗記テストでよい

段階で評価してもらったり，あるいは良かったこ

が，応用力や創造するレベルの学習目標を掲げてい

通信ソサイエティマガジン No.50 秋号 2019
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る場合は，暗記テストで評価するだけでは不十分で
ある．未知の応用問題を解いてもらったり，制約条
件を与えてオリジナルな企画や作品を作ってもらう
レポートを課したり，あるいは実際に演じてもらい
チェックリストで評価する等の妥当な方法を採用し
なければならない．
教育活動が受講後の職場での行動変容を目指す
場合には，レベル 2 にとどまらず，レベル 3「行
動」の評価が必要になる．研修を行った結果として
職場での行動に変化が見られないのであれば，その
研修は無駄だったと考える立場からは，レベル 2
で終始する教育は「お勉強」というレッテルを貼ら

図１ TOTE モデル
注：文献（14）の図 1 － 1（p.8）を再掲した．

れ，役に立たないことに時間を割いたと非難されて

（これを事前テストと呼ぶ）
，合格であれば活動終

も仕方ない．そもそも教育活動を企画する時点で，

了，不合格であれば何らかの活動を行い，再度テス

職場のどのような課題に寄与するものなのかを明ら

ト（これを事後テストと呼ぶ）
，合格であれば終了

かにし，教育活動の内容や目標を設定しておくこと

するが，不合格であればもう一度活動のループに戻

でレベル 3 の評価に耐えられる教育活動とするこ

る．常にゴール（出口）への到達状況を監視し，教

とが推奨されている（文献（14）の第 4 章）
．研修

育活動が一定の成果を上げたらその時点で終了する

を現場のニーズに応じたものにすることで，研修前

ことで，効果と効率の向上を目指すモデルである．

からレベル 3「行動」の変化をデザインしようとす

表 4 に TOTE モデルに基づく研修で従来型の研
修がどのように変化するかを示す．TOTE モデルを

るアプローチである．
教育活動に投資したリソース（人・金・ʻ もの ʼ・

採用することで，これまでに多くの教育事例で問題

時間）が相応のベネフィットや利益などを産み出

と感じられてきたことの多くが解決できる可能性が

し，組織目標の達成に貢献したかどうかを確認する

読み取れる．一方で，全員が一斉に始めて時間が来

評価は，次のレベル 4「結果」である．教育活動に

れば一斉に終わる従来型のスタイルに比べると，達

余裕があるときにだけ行われるものであり，それを

成状況の管理の手間が掛かり，教育担当者がより多

担当する部署はコスト部門だという位置付けが一般

くの責任を負うことになる．教育活動の効果や効率

的であるかもしれない．そうではなく，将来への投

を高めることが求められているのでなければ，従来

資である，と主張するためには，ベネフィットは何

型の研修を続けることが得策かもしれない．

かを見据えて何にどの程度の投資を行うかを判断

TOTE モデルに従って教育活動の手段・方法を検

し，その計画に見合った「結果」が出ているかどう

討する際に条件となるのは，テスト（T）方法の確

かをチェックする必要があろう．

立であり，これは簡単でないケースが多い．しか
し，その条件が整ったときには，最も効率的なの

4

は，テスト（T）のみを教育担当者が請け負い，操

教育活動の手段・方法：教授方略

作（O，すなわち学習活動）は学習者自らが分担す

教育活動のゴールが設定できたら，次に検討する

ることである．実際，最初から合格する人は，
「操

べきは教育活動の手段や方法である．ストラテジー

作」
（予習）をあらかじめ自分で行ってきたから合

の訳語として「戦略」を避ける意味で，教授方略と

格できたのであり，そういう人にはそれ以上手を掛

いう用語が使われる．メーガーの第 3 の問い「どう

ける必要はない（時間の無駄になる）
．むしろ，な

やってたどり着くか」を検討することを意味する．

かなか合格できない人にどのような援助を提供する

教授方略を検討する際，まず基盤にすべきモデル

のがよいか，という観点から，教育活動の手段・方

は図 1 に掲げる TOTE モデルである．TOTE モデ

法を検討するという発想が求められると言えよう．

ルは，空調機の温度自動調節に用いられているアル

援助が必要な人にどのような手を差し伸べたら

ゴリズムであり，Test-Operate-Test-Exit を意味す

よいかを考える上で，米国心臓協会（AHA）がま

る．つまり，設定温度より下がったら駆動させ，設

とめた教育設計についての提言は参考になる（表

定温度になったら駆動をやめる．これを教育活動に

5）
．AHA は，これまで取り組んできた心肺そ生術

当てはめると，まず教育をする前の状態をテストし

の訓練が最善のものとは言えないと断言し，心停止
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後生存率の改善に結び付いていない現状を分析し，

際を行う手技（運動を伴うスキル）に重点が置かれ

どのような科学的根拠がその改善に資するかをまと

たものである．一方で，チームワークや状況判断な

めた報告書を発表した．その中で，ID の要素とし

どの認知的な応用力の学習も求められる領域でもあ

て着目すべき観点は表 5 に掲げる六つあるとし，

る．よって，職場での行動を変化させようとする教

心肺そ生訓練法の見直しを呼び掛けている．

育活動の手段・方法を検討する際に，他領域でも参

AHA が取り組んでいる心肺そ生術は，心肺そ生

考になる示唆に富んでいると言えよう．

についての知識を得ることよりも，実際にそ生の実

表４

TOTE モデルに基づく研修の変化

TOTE モデル型研修

従来型研修

比喩：診断してから必要があれば治療を始め，完治するまで
続けるようなもの．

比喩：診断せずにとにかく治療を始め，完治しなくても途中
でやめるようなもの．

既にできる人は事前テストで合格・修了とし，職場に戻るか
次のレベルの研修に進むため，研修受講者全員に時間の無駄
が生じない．

既にできる人が混在しているので，退屈したり，時間の無駄
になったりする．研修がやりにくく，
「落ちこぼし」や「浮き
こぼし」が不可避．

事後テストで不合格の場合は修了を認定しないが，できるま
で再チャレンジの機会が与えられる．認定までの所要時間に
個人差が生じるのは，学ぶペースが個人によって異なるため
不可避だと考える．

時間が来れば，できていてもできていなくても（あるいは，
そのどちらかすらも分からない場合でも）全員研修修了とみ
なして認定する．

条件：身に付けるべきことが十全に判定できる事前・事後テ
ストの存在が不可欠．

条件：情報提供が研修担当者の主たる役割であり，習得する
かどうかは個々の受講者に委ねてよいと考えること．

背景にある考え方：習得主義．（プロセスよりも結果を重んじ 背景にある考え方：履修主義．
（結果よりもプロセスを重んじ
て，できるようになったらその場で修了，できるまでは修了 て，できるようになってもならなくても一定の研修時間が経
とみなさない．）
過したら修了とみなす．
）
注：文献（14）の表 1︲1（p.9）を再掲した．
表５
ID の要素

米国心臓協会による教育設計についての提言
説明

完全習得学習と
スキルの自動化が達成できるレベルまで完全に習得することを目指し，ただ闇雲に回数を重ねるので
集中的練習
はなく，実力が向上するように周到にデザインされた練習を組み入れること．コンフォートゾーン（居
（deliberatepractice） 心地の良い領域：既にできること）にとどまらずに常に集中と新たな学習が求められる少し高いレベ
ルで，できないことに焦点化し，指導者からの助言がタイムリーに得られる環境で練習すること．
フィードバックと
デブリーフィング

練習中の指導者からの適切でタイムリーなフィードバックと練習後の振り返り（デブリーフィング）
は効果的な教育に不可欠である．学習目標に合致したチェックリストを用いて簡潔に行い，学習者の
自尊感情や自己意識との葛藤を脅かすコメントを避ける．失敗事例では，早期に再練習する場を作り，
その学習者が成功するのを確認するとよい．

反復練習
（spacedpractice）

一度だけのまとめての練習（massed practice）に対して，間隔を開けて長期間にわたり繰り返して行
う練習のこと．分散練習（distributedpractice）とも言う．日常的に活用する機会が少ない学習成果は，
成果が減衰する前のタイミングで復習の機会を設け，長期間に及ぶ学習成果の維持を確保すること．
一方で，反復練習は，コスト増や学習者の疲労にもつながり，評価場面が増えると，学習者が自信を
失う可能性もあることには留意が必要．

革新的な教育方略

採用することで教育活動の向上が見込まれる方略を適切に取り入れること．
例えば，
ゲーミフィケーショ
ン（ゲーム化）
，ソーシャルメディア，ブログやポッドキャスト，クラウドソーシングがある．用途を
厳選し，コストを考慮し，科学的根拠が乏しい手法を採用する際にはデータ収集を並行して行うこと．

文脈学習

一般的な文脈ではなく学習者が実際に遭遇する文脈で学習する機会を与えること．訓練で用いる対象
やツール・環境などを学習者の文脈に合致させることが，訓練のやりがいを高め，職場でのパフォーマ
ンスの最大化につながる．擬似的環境と現場での訓練にもチーム訓練を取り入れ，専門職・一般人向
け訓練を区別し，安全やプライバシーに配慮し，ストレスや認知的負荷を与えすぎないようにすること．

評価
（アセスメント）

筆記や実技を含む適切な形式を用い，直接観察や振り返りで視聴するビデオや補助者や訓練装置の記
録から得るデータも活用すること．評価の質を常に高く維持し，訓練中の早期に困難を抱えている学
習者を同定・支援し，知識やスキルの応用力を多様な評価方法を採用して把握する．また，訓練終了
後の職場での行動把握や学習者の職能・職責に適した評価を行うこと．
注：文献（16）を表形式にまとめた．
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図２ 「学習設計マニュアル」の構成

5

自己学習者育成の仕組み：学習スキル

図 2 に「学び方を学ぶ」ための要素を示す．こ
れは，学習者向けの ID 学習書「学習設計マニュア

教育担当者が提供する教育活動の手段や方法を

（18）
ル」
の構成として採用されたものである．大学

検討することに加えて，学習者をより自律的にする

1 年生の読者を想定した場合，高校までの学びを振

ための工夫は重要である．自ら学んで自ら活用する

り返るために「自分の学びと向き合う」ことから始

人を育てることは，教育活動の必要性を相対的に軽

め（第 1 部）
，
「これからの学びを考える」ことが

減し，
「指示待ち人間」を減らし，
「自分ごと」とし

「学び方を学ぶ」ための最後の要素となる（第 4

て学びに取り組む人を増やすために役立つからであ

部）
．その間に，他者との学び合いを支援する要素

る．学ぶ工夫を身に付けるという学習目標は，古く

である「学びの場をつくる」
（第 2 部）と，自分自

から ID の対象になってきた．メタ学習力，学習ス

身の学びを支援する「学び方を工夫する」要素がな

キル，認知的方略などの用語で表現されてきたが，

くてはならない（第 3 部）
．教育活動の効果・効率・

近年，自己調整学習（Self-regulated Learning）

魅力を高める ID のノウハウは主として第 3 部にお

という言葉で表現されることが増えた．

いて扱われる要素であり，学習者側からどんな工夫

（17）

もし学習者が自ら学ぶノウハウを知っている自
己調整学習者であれば，TOTE モデルの「操作」を

ができそうかを学ぶことが有効である．
全 19 要素は，順番に進めることもできる一方で，

任せることができるようになる．教育担当者の支援

興味を持ったどの要素からでも学習できる．各要素

が不要になり，教育担当者に残される役割は，学習

を学ぶ際には，例えば，
「学習設計マニュアル」に

目標を知らせ，主体的に学びに取り組む時間を確保

登場する大学 1 年生で学び始めた佐藤さんと大学 3

することと，テストして「合格」を判定すること，

年生でチュータリングの経験を持つ高橋君からの仮

あるいは何が不足しているから合格にはならないの

想コメントは，身近に感じられそうな人物を介して

かについてのフィードバックを与えることのみにな

活用法を学ぶ・教える両サイドから捉える機会を与

る．

える方略として有効である．また，基礎概念をそ

ID の知見は，教育提供者が他者の学習を支援す

しゃくして応用問題に答えてみることに加えて，自

るために役立つものなので，もしそれを学習者自身

分自身に当てはめてみるための課題に取り組み，解

が習得することができれば，自己学習者になれるは

説を読むことも有効な教育方略であり，
「学び方を

ずだ．良い教育コーチのノウハウ（すなわち ID の

学ぶ」という文脈においても，教育設計の他の文脈

知見）を自分の学習に適用することができるように

と同様に，これまでの研究知見を生かした学習環境

なることが，自分自身の中にコーチを内在させる，

の設計と提供が求められよう．

すなわち自己調整学習者になることを意味する．
解説論文
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おわりに

本稿では，教育の効果・効率・魅力を高めるため
の研究知見である ID について，その概要をメー
ガーの三つの質問に即して紹介した．ID は情報系
のシステム構築で用いられてきた要件定義や動作
チェックなどの概念と親和性が極めて高い工学的手
法を，教育活動の設計に応用したものと捉えること
ができる．情報系のシステム構築がウォータフォー
ルモデルからアジャイルに移行する中，ID の開発
工程もより柔軟で即応性の高いものに進化すること
が求められている．人工知能研究や脳科学研究が進
展するにつれて，教育活動の設計に役に立つ知見も
増えることが予想され，それらを十全に活用するた
めの枠組みとして ID もますます充実していくこと
だろう．
ID が今後どのような変貌を遂げようとも，基礎
科学の知見に依拠してそれを実践現場で活用しやす
い形に変換していく姿勢は堅持しなくてはならな
い．そのためには，ID を活用した教育実践の事例
がより多様な領域で蓄積され，それが ID モデル・
理論に反映されていくというサイクルをスパイラル
に回していくことが不可欠である．読者諸氏が関係
する教育実践が ID を活用することでより効果的・
効率的・魅力的なものとなり，その実践での検証を
もって ID そのものの発展に寄与してもらうことを
願っている．
■ 文献
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日本の初等中等教育における
情報リテラシーに関する教育の動向と課題
Trends and Issues of Information Literacy Education on Primary and Secondary
Education in Japan
堀田龍也

Tatsuya Horita†

佐藤和紀

Kazunori Sato††

高度情報通信社会を迎えた今日における情報リテラシーに関する教育はどうあるべきなのか．本稿は，こ
の問いに対する初等中等教育段階を対象とした教育について検討する．まず，これまで我が国の初等中等
教育で検討・実施されてきた情報リテラシー教育を概観し，児童生徒の情報リテラシーの実態について把握する．その上で，
初等中等教育において取り組まれている情報リテラシー教育の実践や研究を整理し，課題を指摘する．
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令和 2 年（2020 年）から順次実施される平成
29 年（2017 年）告示（高等学校は翌年に告示）
の学習指導要領

初等中等教育における情報リテラシー
教育の位置付けと児童生徒の実態

2.1 学習指導要領における情報リテラシー教育

では，情報リテラシーが，各教

日本では，初等中等教育の教育課程の基準である

科等で学ぶ知識・技能などのコンテンツの獲得の

学習指導要領が約 10 年に一度改訂される．ここで

ベースとなる学ぶ能力（コンピテンシー）として位

は，学習指導要領に情報活用能力がどのように書き

置付けられた．文部科学省では，本論文で言う情報

込まれているかを基に，初等中等教育における情報

リテラシーを「情報活用能力」と呼んでおり

，言語

リテラシー教育の変遷についてレビューする．な

能力，問題発見・解決能力とともに「学習の基盤とな

お，文部科学省においては，情報活用能力を育む教

る資質・能力」として，学習指導要領に併記している．

育のことを「情報教育」と呼んでいる（2）．

（1）

（2）

本論文では，これらの状況を踏まえ，ICT が高度

我が国では，平成元年（1989 年）に告示された

に進展するこれからの時代の教育を展望するため

学習指導要領（3） において，中学校の技術・家庭科

に，次のように論を進めていく．

の技術分野に「情報基礎」が選択領域として新設さ

まず 2. において，これまでの我が国の初等中等

れ，義務教育段階に初めてコンピュータ等に関連す

教育における情報リテラシー教育の位置付けを確認

る教育内容が導入された．平成 10 年（1998 年）

した上で，我が国の児童生徒の情報リテラシーの実

に告示（高等学校は翌年に告示）された学習指導要

態について，国内及び国際調査等を引用しながら解

領（4） では，中学校技術・家庭科の技術分野におい

説する．次に 3. において，これらの実態に対応す

て「情報とコンピュータ」が必修領域となり，高等

べく今日取り組まれている情報リテラシー教育の実

学校において普通教科「情報」が新設され，
「情報

践や研究の現状について整理する．最後に 4. にお

A」
，
「情報 B」
，
「情報 C」から 1 科目が選択必履修

いて，情報リテラシー教育の実施に対して横たわる

となった．平成 20 年（2008 年）に告示された学

課題を指摘する．

習指導要領（5） においては，各教科等の学習活動に
情報教育に関わる記述が多く含まれることとなっ
た．小学校学習指導要領の総則では，以前から存在
していた「児童が情報手段に慣れ親しむ」という表
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Tohoku University，Sendai-shi，980-8579 Japan
†† 常葉大学，静岡市
Tokoha University，Shizuoka-shi，422-8581
Japan
†

ⓒ電子情報通信学会 2019

現が，
「コンピュータで文字を入力するなどの基本
的な操作や情報モラルを身に付け，適切に活用でき
るようにするための学習活動を充実する」と踏み込
んだ形に改訂された．
解説論文
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平成 29 年（2017 年）に告示（高等学校は翌年

（2018 年）に閣議決定された第 3 期教育振興基本

においては，
「各教

計画（6） には「各自治体による計画的な学校の ICT

科等の学習の基盤となる資質・能力」として，総則

環境整備の加速化を図る」と記され，単年度 1,805

に言語能力や問題発見・解決能力と並んで，情報活

億円の地方財政措置が講じられることとなった．

に告示）された学習指導要領

（1）

用能力（情報モラルを含む）が位置付けられた．更
に小学校の総則には「児童がコンピュータで文字を

2.2 国内調査に見る情報リテラシーの実態

入力するなどの学習の基盤として必要となる情報手

学習の基盤となる資質・能力として学習指導要領

段の基本的な操作を習得するための学習活動」と

に本格的に取り入れられることになった情報リテラ

「児童がプログラミングを体験しながら，
コンピュー

シー教育であるが，我が国の児童生徒の実態はどの

タに意図した処理を行わせるために必要な論理的思
考力を身に付けるための学習活動」を計画的に実施

文部科学省は，児童生徒の情報活用能力の実態を

することが示された．これに対応して中学校技術・

把握するため，全国規模の調査を実施した．小・中

家庭科の技術分野では「双方向性のあるコンテンツ

学校は，平成 25 年（2013 年）10 月から平成 26

のプログラミング」という表現でサーバ・クライア

年（2014 年）1 月に，国公私立の小学校第 5 学年

ントをイメージしたプログラミングが教育内容に

児 童（116 校 3,343 人 ） と 中 学 校 第 2 学 年 生 徒

入った．高等学校の共通教科・情報では，情報に関

（104 校 3,338 人）を対象として実施された（7）．高

する科学的な見方・考え方を中心に置いた科目「情

等 学 校 は， 平 成 27 年（2015 年 ）12 月 か ら 平 成

報Ⅰ」を設け，これを共通必履修とすることとなっ

28 年（2016 年）3 月に，国公私立の高等学校（全

た．更に算数・数学においては「データの活用」と

日制課程の学科）及び中等教育学校後期課程第 2

いう新領域が設置されるなど，社会の情報化に対応

学年の生徒（135 学科 4,552 人）を対象として実

した大幅な領域再編が行われた．

施された（8）．

平成 29 年（2017 年）告示（高等学校は翌年に
告示）の学習指導要領

は，平成 32 年（2020 年）

（1）

調査問題は，情報活用能力の三つの観点である，
①情報活用の実践力，②情報の科学的な理解，③情

に小学校，翌年に中学校で全面実施，更に翌年から

報社会に参画する態度に関して，児童生徒の習得状

高等学校で年次進行の実施となる．これらの学習指

況及び問題点等に関する現状を把握するため，児童

導要領では総則に「各学校において，コンピュータ

生徒への情報活用能力に関する調査と学習状況に関

や情報通信ネットワークなどの情報手段を活用する

する調査がコンピュータを使用した調査（CBT：

ために必要な環境を整え，これらを適切に活用した

Computer Based Testing）として実施された．出

学習活動の充実を図る」ことが明記されているよう

題例として，小学校の問題（表 1）を示す．D1〜

に，学習活動において積極的に ICT を活用するこ

D8 は大問と呼ばれ，その中に各 4 問の小問が存在

とが求められている．これらを受けて，平成 30 年

している．大問 8 問のうち，コンピュータによっ

表１

情報活用能力調査

問題

小学校問題
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ようなものだろうか．

小学校問題の問題テーマと出題の狙い（文部科学省 2015）

問題テーマ

出題の狙い

D1

トンボについて調べよう

複数の Web ページから情報を収集・選択する力を測定する．
Web を利用して調べる方を測定する．

D2

ごみと環境について調べよう

複数の Web ページから情報を収集・選択する力を測定する．

D3

ペットボトルのふたを集めています

情報を効果的に表現しているグラフを選択する力を測定する．
グラフから情報を読み取る力を測定する．

D4

新しい公園ができるって

動画像から情報を読み取る力を測定する．
課題解決のために収集した情報を整理し，自分の意見をまとめる力
を測定する．

D5

学校紹介

プレゼンテーション資料を構想する力を測定する．
プレゼンテーションを評価する力を測定する．

D6

学校の自慢を発表しよう

プレゼンテーションのスライドを作成する力を測定する．

D7

ブログの影響を知ろう

ブログの利用に関する基礎知識及びモラルに関するスキルを測定す
る．

D8

掲示板のマナー

掲示板利用に関するモラルから，ICT を通じた他者との関わり方に
ついてのスキルを測定する．
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て指定された 4 問に解答するため，隣席の児童生

れた．これらのことから，情報活用能力については

徒と異なる問題に解答することとなる．これらの調

児童生徒の経験差が大きく影響しており，各学校で

査問題の場面設定にあたっては，調査実施学年まで

の ICT を活用した学習活動の充実が必要であるこ

に，各教科等で想定される学習活動をはじめ，日常

とが明確になった．

生活で遭遇すると思われる状況などが考慮された．

これらの結果を受け，平成 29 年（2017 年）告

調査は，連続する 2 単位時間（小学校 45 分 ×2 こ

示の学習指導要領（1） では，ICT を活用した学習を

ま，中・高校 50 分 ×2 こま）で実施された．1 こま目

充実させることや，小学校段階で ICT の基本的な

には，ガイダンスの中で文字入力問題が設定された．

操作を習得させること，体験的なプログラミング教

問題形式は，選択式，記述式のほか，アプリケーショ

育を導入することとなった．また，高等学校の共通

ンの操作によって解答するものが用意された．

教科・情報に，情報に関する科学的な見方・考え方

情報活用能力調査の主な結果は以下のとおりで
ある．

を中心に置いた科目「情報Ⅰ」を設け，これを共通
必履修とすることとなった．

小・中・高で共通する傾向として，ある特定の表
などに整理された情報を読み取ったり解釈したりす

2.3 国際調査に見る情報リテラシーの実態

ることはできるが，複数の情報が階層的になってい

前節は国内での調査の結果であった．ここでは，

る Web ページから目的に応じて特定の情報を見つ

我が国の児童生徒や成人の情報リテラシーの実態を

け出して関連付ける問題の正答率が低かった．ま

先進諸国と比較した調査結果を示す．

た，複数の統計情報を条件に合わせて整理し，それ

経済協力開発機構（OECD）による「生徒の学習

らを根拠として意見を表現することの正答率が低

到達度調査」
（PISA：Programme for International

かった．高校生であっても，多項目の統計情報を表

Student Assessment）は，各国の義務教育修了段

計算アプリケーションを使って処理をする問題の正

階の 15 歳の生徒が持っている知識や技能を，実生

答率が低かった．これらは，ICT を活用した情報の

活の様々な場面で直面する課題にどの程度活用でき

適切な発見や処理，それに対して根拠を持って意見

るかを評価する調査であり，読解力，数学的リテラ

を表現することに課題があることを示している．

シー，科学的リテラシーの 3 分野について調査を行

更に，基本的な情報モラルは理解しているが，情

う．2000 年以降，3 年ごとに調査が実施されており，

報の発信・伝達の際に他者の権利（肖像権や著作

2015 年の調査からは CBT に移行している．2015

権）を踏まえて適切に対処することに課題があるこ

年の調査では 72 の国・地域から約 54 万人が参加，

と，不正請求のメールやサイト等の対処に課題があ

我が国からも 198 校，約 6,600 人が参加した（9）．

ること，自動制御に関する情報処理の手順を考え

我が国は，毎回平均得点では 3 分野ともに上位

て，アルゴリズムを用いて表現することに課題があ

に位置してきた．2015 年は，2012 年と比較して

ることなどが指摘された．これらは，情報社会に関

読解力の平均得点が有意に低下しており，この原因

する理解が表層的な段階にとどまっており，情報技
術の仕組みや原理を理解していないことに起因する
と考えられる．

は CBT への慣れの不足だと報告書に書かれている
,
．先に示した情報活用能力調査（7）（8）
においても，

（9）

我が国の児童生徒の情報リテラシーの低さが課題と

コンピュータでの文字入力に関しては，1 分間当

なっていたが，PISA2015 の調査結果にもこれが影

り小学 5 年生で 5.9 文字，中学 2 年生で 17.4 文字，

響していると考えられる．しかも今後，よりインタ

高校 2 年生で 24.7 文字にとどまっており，文字入

ラクティブで多様な文脈の問題を提示するために，

力が思考や表現を妨げてしまっている可能性が示唆

大学入試や資格試験等の多くは CBT に移行してい

された．

くのだから，情報リテラシーの不足は学び手として

小・中学校においては，平均得点の上位 10% の

備えておかなければならないスキルの欠損となる．

学校群では下位 10% の学校群と比べて，児童生徒

PISA2015 では，同時に協同問題解決能力調査が

に自分の考えを表現させたり，情報を整理させた

行われ，学習場面における ICT 活用についても調

り，情報手段の特性に応じた伝達等を行わせたりす

査されている．
「ほかの生徒と共同作業をするため

るなどの授業の実施頻度が高い傾向が見られた．ま

にコンピュータを使う」という質問に対して日本は

た，情報を収集したり，表やグラフを作成したり，

「毎日」
，
「ほぼ毎日」と回答した生徒が合計 1.2％，

発表するためのスライドや資料を作成したりするた

「全くか，ほとんどない」と回答した生徒が 88.6%

めに，ICT を活用させている頻度が高い傾向が見ら

に上り，参加国 47 か国中 47 番目であった．スマー
解説論文
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トフォンの所持率や家庭へのインターネットの普及

別， 学 歴， 職 歴 な ど ） に つ い て 調 査 し て お り，

率は世界上位であることを踏まえると，情報リテラ

2013 年に結果が公表されている．我が国からは約

シーの不足は学校における学習場面での ICT 活用

5,200 人の成人が参加した．
PIAAC の結果によれば，我が国の成人は，読解

の頻度が他国と比較して著しく低いことに起因して

力及び数的思考力の 2 分野において，平均得点で

いると考えられる．
OECD では，各国の成人のスキルの状況を把握

参加国中第 1 位であった（表 2）
．これらの 2 分野

し，各国の政策に資する知見を得ることを目的に，

では，5 段階の習熟度レベルに分けて評価している．

国 際 成 人 力 調 査（PIAAC：Programme for the

最も習熟度が高いレベル 5 の割合は，日本が読解

International Assessment of Adult Competencies）

力では 5 位，数的思考力では 7 位であり，いずれ

を実施している

もフィンランド，スウェーデン，オーストラリア等

．

（10）

PIAAC に は，OECD 加 盟 国 等 24 か 国・ 地 域

に後れを取っていた．しかし，レベル 4 とレベル 3

（日，米，英，仏，独，韓，豪，加，フィンランド

の割合が他国に比べて高く，レベル 2 とレベル 1

等）が参加し，16〜65 歳までの男女個人を対象と

の割合が低いため，総合すると平均点が参加国中，

して，読解力，数的思考力，IT を活用した問題解

第 1 位となっている．
一方，IT を活用した問題解決能力については，

決能力の 3 分野及び調査対象者の背景（年齢，性
表２

PIAAC の分野別結果の各国比較（国立教育政策研究所 2013）
（

国名

読解力

数的思考力

平均得点

平均得点

）内は順位

IT を活用した問題解決能力
レベル 2・3 の成人の割合

平均得点

OECD 平均

273

269

34%

283

オーストラリア

280（4）

268（13）

38%（6）

289（3）

オーストリア

269（17）

275（10）

32%（13）

284（7）

カナダ

273（11）

265（14）

37%（7）

282（12）

チェコ

274（9）

276（9）

33%（12）

283（9）

デンマーク

271（14）

278（7）

39%（5）

283（8）

エストニア

276（7）

273（11）

28%（16）

278（16）

フィンランド

288（2）

282（2）

42%（2）

289（2）

フランス

262（21）

254（20）

m

m

ドイツ

270（15）

272（12）

36%（8）

283（11）

アイルランド

267（20）

256（19）

25%（18）

277（18）

イタリア

250（23）

247（22）

m

m

日本

296（1）

288（1）

35%（10）

294（1）

韓国

273（12）

263（16）

30%（15）

283（10）

オランダ

284（3）

280（4）

42%（3）

286（6）

ノルウェー

278（6）

278（6）

41%（4）

286（5）

ポーランド

267（19）

260（18）

19%（19）

275（19）

スロバキア

274（10）

276（8）

26%（17）

281（13）

スペイン

252（22）

246（23）

m

m

スウェーデン

279（5）

279（5）

44%（1）

288（4）

アメリカ

270（16）

253（21）

31%（14）

277（17）

ベルギー

275（8）

280（3）

35%（11）

281（14）

イギリス

272（13）

262（17）

35%（9）

280（15）

キプロス

269（18）

265（15）

m

m

（注） IT を活用した問題解決能力の平均得点は，PIAAC のデータを基にコンピュータ調査解答者を母数として国立教育政策研
究所が算出．キプロス，フランス，イタリア，スペインは，IT を活用した問題解決能力分野に参加していない（m ＝デー
タが得られない）．
表中の数値が同じであっても順位が異なる場合があるのは，小数点以下の差異による．
なお，本表にはロシアのデータは記載されていない．
OECD 平均よりも統計的に有意に高い国
OECD 平均と統計的に有意差がない国
OECD 平均よりも統計的に有意に低い国
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コンピュータ調査と紙での調査によって行われた．

教育と ICT

2.4 情報モラル・セキュリティに関する実態

我が国は紙での調査を受けた者の割合が 36.8%（う

前節で，我が国の児童生徒及び成人は，いずれも

ち，自らコンピュータ調査を拒否した者 15.9% を

いわゆる学力は国際的に高い位置にいるものの，

含 む ） で あ り，OECD 平 均 の 24.4% を 大 き く 上

ICT を活用した調査に切り替わった読解力調査では

回っていた．コンピュータ調査を選択した者の平均

平均得点が有意に低下していたことや，ICT 活用の

得点は参加国中 1 位であったものの，コンピュー

頻度が低かったことが示された．これらは主に学習

タ調査を受けていない者を母数に含めた集計では，

や仕事の場面における調査結果であったが，ここで

24 か国中 10 位となり，OECD 平均付近に位置し

は，我が国の児童生徒の生活場面での ICT 接触等

ていた．

に関する調査結果を示す．

本調査では，事前の背景調査において，①「コン

内閣府が青少年（10 歳〜17 歳）を対象に実施し

ピュータを使った経験がない」と回答した場合，②

た青少年のインターネット利用環境実態調査（11）に

自らコンピュータ調査を拒否した場合，③コン

よれば，スマートフォンをはじめとする 15 種の機

ピュータの導入試験で「不合格」となった場合は，

器のいずれかでインターネットを利用していると回

紙による調査を行うこととなっていた．②自らコン

答した割合は 82.5％であり，その内訳は，スマー

ピュータ調査を拒否した成人の割合は OECD 平均

トフォン 50.0%，タブレット 24.8%，携帯ゲーム

では 10.2% であったが，日本は 15.9% であり，24

機 24.5%，ノートパソコン 14.6% となっていた．

か国中 3 位であった．また，③コンピュータの導

特に小・中学生のスマートフォンの利用が近年著し

入試験で「不合格」となった成人の割合は，OECD

く広がっている（図 1）
．

平均では 4.9% であったが，日本は 10.7% であり，
参加国中 1 位であった．

また，インターネットの利用内容の上位に位置す
るものは，高校生ではコミュニケーション 89.8%，

バックグラウンド調査の結果の分析によれば，日

動画像視聴 84.9%，音楽視聴 83.3%，中学生では

本の成人は，いずれの年齢においても，職場・家庭

動画像視聴 80.3%，ゲーム 73.5%，コミュニケー

においてパソコンを用いた電子メール，インター

ション 70.4%，小学生ではゲーム 77.9%，動画像

ネット，表計算ソフト，ワープロソフト等の ICT

視聴 63.6% となっている．利用内容を経年で比較

を使用する頻度が，参加国中最も低い水準であっ

すると，動画像視聴が平成 26 年（2014 年）から

た．更にコンピュータ調査の受験率及び IT を活用

連続して増加傾向にある．

した問題解決能力の得点は，職場及び家庭における

総務省情報通信政策研究所の調査（12） によれば，

ICT 利用頻度と強い正の相関があった．このことか

主なソーシャルメディア系サービス / アプリ等の 10

ら，ICT を活用すればスキルが十分に得られるほど

代 の 利 用 率（ɴ=139） は， 上 位 か ら YouTube

の潜在力は持っているにもかかわらず，ICT を活用

（93.5%），LINE（86.8%），Twitter（67.6%），

しないで済む業務形態がまだ広く存在していること

Instagram（37.4%）
，Facebook（21.6%）であった．

が示唆された．そしてこの傾向は，学校における

これらの結果から，昨今，我が国の児童生徒に

ICT 活用の機会不足と同様の傾向であり，我が国で

とってインターネットはこれまで以上に身近な存在

は学習や仕事を「ICT なし」で進めることが是とさ

になっており，その利用内容については単なる検索

れる空気感が強いのだと考えられる．

ツールではなく，コミュニケーションの手段や娯楽

図１

スマートフォン等の利用率の経年変化（内閣府 2018）
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の一部として利用されていることが読み取れる．一

月の利用頻度が最も多いことや，利用頻度の学年に

方，青少年の不適切な行動に関する報道等におい

よる差は見られないことなどの学校現場の実態を報

て，LINE 等によるグループ外しに始まる「ネット

告している（16）．

いじめ」
，Twitter 等による社会規範を逸脱した投

胡・野中（17）は，中学生のキーボード入力スキル

稿，YouTube 等による動画像の違法アップロード

の向上について調査し，一人 1 台の情報端末の活

などが取り上げられることも散見される．15 秒の

用によってスキルは向上していること，スキル習得

動画像に合わせて音楽を組み合わせるサービスの

のためのトレーニングを行うことがスキル向上に役

TikTok 等による個人情報の発信が，エスカレート

立つこと，休み時間等も情報端末を生徒に自由に使

した承認欲求と関係があり，保護者等の介入の必要

わせている学校の方がスキルの向上が見られること

性が指摘されている

を示している．これらの知見は，キーボード入力ス

．

（13）

に よると，平 成 29 年（2017 年 ）の

キルは，集中的な学習機会の確保と日常的な活用場

ネットワーク利用犯罪の検挙件数は計 8,011 件で

面を保証することで身に付くことを意味している

あ り， 調 査 が 始 ま っ た 平 成 13 年（2001 年 ） の

が，同時に一人 1 台の情報端末の整備の「ある／

1,209 件と比べて約 7 倍近い増加となっている．

なし」がキーボード入力スキルの向上に影響するこ

ネットワーク利用犯罪の内訳の中でも，特に児童と

とを示している．

警察庁

（14）

の関係が深い児童ポルノ，児童買春，青少年保護育

相沢ら（18）は，小学校の教室における ICT 環境と

成条例違反は，平成 13 年に比べると大幅に増加し

児童の発表に対する態度の関係について調査し，児

ており，全体の検挙件数の約四分の一を占めている．

童が一人 1 台の情報端末を常時活用できる状況が

これらの犯罪の増加を受け，教育現場ではこのよ

あり，ICT 操作スキルが習得されている学級では，

うなトラブルに子供が巻き込まれることのないよ

児童の発表の方法に変化が見られることを示してい

う，児童生徒の生活の場におけるスマートフォンな

る．

どを含むメディアの適切な活用についての指導を行
う必要性が高まっている．

3.2 メディアリテラシー教育の実践・研究

新井（19） は，全国の約 25,000 人の中高校生を対

情報リテラシー教育の今日的な論点
と実践・研究

3

象にした基礎的読解力のリーディングスキルテスト
（RST）を実施し，我が国の中・高校生が，教科書
レベルの文章を正確に読解できていない割合が高い

本章では，前章までで整理した我が国の児童生徒

ことを示した．この結果が，メディア経由で得られ

の情報リテラシーの実態を踏まえて，今日，様々に

る様々な情報の読解力に影響していることは十分に

取り組まれている初等中等教育における情報リテラ

想定できる．グラフ等の統計的データに対する読解

シー教育に関する実践や研究について，以下の観点

力の実態については，Maki and Horita による調

からレビューする．

査（20）によって，新井が示した文章の読解と同様に，
十分とは言えないことが把握されている．このよう

（1）ICT 操作スキルに関する教育の実践・研究

な実態からは，仮に ICT 操作スキルを習得したと

（2）メディア・リテラシー教育の実践・研究

しても，検索された Web ページから必要な情報を

（3）小学校段階のプログラミング教育の実践・研究

正確に読み取ったり，必要な情報を適切に選択でき
たりしていない可能性があることを示唆している．

3.1 ICT 操作スキルに関する教育の実践・研究

先に示した情報活用能力調査の結果にも見られる
ように

，コンピュータでの文字入力をはじめと

（7）
（8）
,

する児童生徒の ICT 操作スキルは十分ではない．
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2. で紹介したように，児童生徒へのスマートフォ

ンの普及は著しい．スマートフォンを経由して入手
されるインターネットからの情報の形式には，テキ

ストや写真，動画像などがある．更に，検索サイト

キーボード入力スキルの習得支援については，既

における検索語の集計等によって情報が格付けさ

に幾つかの実践や研究が存在している．堀田・高

れ，閲覧ログによってパーソナライズされているこ

橋（15）は，小学生向けのキーボード日本語入力学習

となど，
「メディアとしてのインターネット」に関

の e ラ ー ニ ン グ シ ス テ ム「 キ ー ボ ー 島 ア ド ベ ン

する知識が必要となっている現状がある．情報モラ

チ ャ ー」
（http://kb-kentei.net/） を 開 発 し た． 全

ルや情報セキュリティに関する教育においても，メ

国の小学校の 21.5% で活用された学習ログから，6

ディアに関する適切な知識や技能を提供することが
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小特集
肝要と考えられる．

表3

メディアに関する知識や技能に関する教育は，メ
ディアリテラシー教育という分野で進展してきた．
我が国でメディアリテラシー教育が重要視される
きっかけになったのは，1989 年の朝日新聞珊瑚記
事ねつ造事件や，1994 年の松本サリン事件などに
よるマスメディア不信によるものとされる（21）．そ
のため，メディアリテラシー教育は 1990 年代まで
はマスメディアを批判的に読み解くことが主眼に置
かれてきたが，2000 年以降のインターネットの台
頭によって，取り扱うメディアの幅が広がってい

教育と ICT

文部科学省による小学校段階のプログラミングに関
する学習活動の分類（25）

A

学習指導要領に例示されている単元等で実施する
もの

B

学習指導要領に例示されてはいないが，学習指導
要領に示される各教科等の内容を指導する中で実
施するもの

C

教育課程内で各教科等とは別に実施するもの

D

クラブ活動など，特定の児童を対象として，教育
課程内で実施するもの

E

学校を会場とするが，教育課程外のもの

F

学校外でのプログラミングの学習機会

る．
佐藤ら（22）は，タブレット端末を活用して児童に

3.3 小学校段階のプログラミング教育の実践・研究

映像を制作させる実践において，YouTube に映像

1. で示したように，令和 2 年（2020 年）から

を公開する前提で考慮すべき点を議論して編集作業

順次実施される平成 29 年（2017 年）告示（高等

を行った群（実験群 27 人）と，YouTube に映像

学校は翌年に告示）の学習指導要領（1） では，これ

を公開することを想定させずに編集作業を行った群

までの中学校・高等学校段階だけでなく，小学校で

（統制群 27 人）で，制作された映像及び児童の意

もプログラミング教育が導入されることとなった．

識について分析した．その結果，実験群では統制群

文部科学省による「小学校プログラミング教育の

よりも，メディアの特性を考慮して表現技法や使用

（25）
手引（第二版）
」
では，小学校段階のプログラミ

メディアを工夫して効果的に表現したり，様々な考

ングに関する学習活動として表 3 のように分類さ

え方を受け入れて情報発信したりする傾向があった

れており，必ずしも教科にとらわれず，多様な実践

ことを示している．この知見は，メディアで表現さ

が可能であることを示している．

せる学習活動においては，インターネット等での公

このように，小学校でのプログラミング教育の実

開を想定させるかどうかという設定によって，映像

施は政策的にはようやくスタートする段階ではある

の視聴者の立場を配慮して映像制作を行うかどう

が，研究としては既に幾つもの蓄積がある．例えば

か，すなわち「メディアとしてのインターネット」

松田・坂元（26） は 1991 年の段階で，プログラミン

に関する知識を用いて社会的影響を考えるようにな

グ言語 Logo を利用した小学校高学年を対象とした

るかどうかが決定されることを示唆している．ま

情報教育カリキュラムと，それを運用する教員のた

た，この実践では，3〜4 人に 1 台の情報端末が教

めの研修を開発し，その成果について詳細な評価を

室で用いられたが，我が国の小学校の平均的な整備

行 っ て い る． 森 ら（27） は， プ ロ グ ラ ミ ン グ 言 語

状況はコンピュータ室を含めても 6.4 人 / 台にとど

Scratch を用いて小学校 4 年生に 26 時間の授業を

まっており

実施し，その達成度について評価し，小学校段階で

，授業で必要な ICT 環境が十分でな

（23）

いことが指摘できる．

のプログラミング教育の現実性を検討している．荒

は，SNS に関する学習において，中学

木ら（28）は，小学校で 2 年間以上プログラミング教

生に「自分ももしかしたらトラブルに遭うかもしれ

育を受講した高校生と大学生を対象に質問紙調査と

ない」という当事者意識を促すことを目的とした教

半構造化インタビューを実施し，プログラミングに

材を開発した．この教材では，トラブル事例におけ

深く関わった者はその後の学生生活において影響が

る実際の SNS でのやり取りの文言を，スマート

見られたことや，プログラミング教育に対する肯定

フォンの画面を模したカードとして提示し，その

的な評価が見られたことを見いだしている．これら

「あやしさ」を自ら発見し判断させるようになって

の知見から，小学校段階でのプログラミング教育の

塩田ら

（24）

いる．中学 2 年生 55 人を対象に授業実践を行い，

実践可能性や，その指導法，効果については明らか

当事者意識とセキュリティ対策への意欲の向上が見

にされてきた．

られたことを確認している．この研究は，中学生の
多くが利用している SNS を安全に利用するために，
「メディアとしてのインターネット」を生徒が意識
するようになる教材の開発事例である．

一方，プログラミング教育の導入による学校現場
の混乱も存在している．黒田・森山（29）は，全国の
教員を対象とした抽出調査を実施し，92.0% の教
員がプログラミング教育に関する自己の知識・理解
解説論文
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の不足に課題を感じていることを明らかにしてい

はかくも広く普及して社会インフラとなり，情報リ

る．小学校学習指導要領に記載されることとなった

テラシーの育成は初等中等教育の重要な命題となっ

プログラミング教育は，一部の先進的な実践者だけ

た．この間，多くの実践者や研究者がこの課題に取

でなく，多くの教員によって広く実践される局面を

り組んできたが，佐伯の指摘をクリアできるような

迎えており，個々の教員に対する研修や，研修を受

教育方法や教育体制が学校現場に十分に行き渡った

けた教員を中心とした指導体制の構築，教員に役立

わけではない．

つ実践資料の提供などが課題として指摘できる．

総務省情報通信政策研究所の調査（12） によれば，
2010 年に 9.7% だったスマートフォンの世帯保有

4

率は，2017 年には 75.1％となっている．このよう

情報リテラシー教育の課題

な急速な普及を視野に入れると，個々のデバイスに

本章では，3. での実践や研究に見られた初等中

依存したようなメディアに関する知識や技能の教育

等教育における情報リテラシーの育成における課題

ではなく，これらのメディアが登場した背景，個々

を，2 点に整理して指摘する．

のメディアの特性，社会的影響等についての教育が
必要と考えられる．

4.1 ICT 環境整備の地域間格差

我が国においては，ICT 環境整備は学校の設置者
の責務となっている．小・中学校の多くは区市町村

5

むすび

が，高等学校の多くは都道府県が設置者であり，整

本稿では，高度情報通信社会を迎えた今日におけ

備の責任を負っている．先にも述べたように，国に

る情報リテラシーについて，初等中等教育段階を対

おいて示す ICT 環境整備の基準は，中央教育審議

象とした教育について検討した．これまで我が国の

会によって第 3 期教育振興基本計画の策定に対する

初等中等教育で検討・実施されてきた情報リテラ

答申として提出された後に閣議決定されており ，

シー教育を概観し，児童生徒の情報リテラシーの実

2018 年度から既に運用に入っている．これを積算

態について，国内外の調査をレビューして把握し

根拠として各自治体に地方交付税交付金として国か

た．その上で，初等中等教育において取り組まれて

ら交付されている．しかし，地方交付税交付金の使

いる情報リテラシー教育の実践や研究を整理し，課

途は各自治体の判断で決定することができるため，

題を指摘した．

（6）

ICT 環境整備の必要性を十分に認識できていない自
治体では別の使途に用いられることがある．ゆえに
ICT 環境整備の地域間格差は，各自治体における情
報リテラシーの重要性への認識の格差ということで
ある．
坂元（30）は，様々な教育情報化指標によって地域
間格差が明確に示されていることから ,「ワースト
の領域に入る地域の行政や学校は，保護者に対し
て，理由と対策についてしっかりとした説明責任が
ある」ことを 2006 年時点で既に指摘している．
4.2 教育方法や指導体制の未成熟さ

佐伯（31）はコンピュータの学校導入のれい明期に，
コンピュータ経由で様々なものが入手できるように
なることによって「何が本当に重要なのか，何は末
しょう的なのかが，もはや自分ではまるで判断がで
きなくなる」のではないかという警鐘を鳴らした．
これは正に，多様なメディアから情報があふれる今
日における情報リテラシーに関する教育の必要性へ
の貴重な指摘である．佐伯の指摘から間もなく 30
年が過ぎようとしており，その間にインターネット
124
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教育機関でのICT活用例
久保田史子 パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社

1

役職は，2018 年時点のものです．
）

はじめに

近 年， 教 育 現 場 に お い て ICT（Information and
Communication Technology）機器を活用した取組み
が盛んに行われています．教育機関により，その活用方
法は様々です．例えば，学校における ICT 機器の利用

【事例 1】津幡町教育委員会

2 「電子黒板とタブレットを連携した教育システム」
2.1 概要

シーンの例を図 1 に示します．電子黒板を使った授業

石川県津幡町教育委員会は「科学のまち・つばた」の

では，高精細な映像や動画像を活用することで学習者の

まちづくりに取り組んでおられます．こうした目標の達

興味，関心を高めることができます．また，タブレット

成には， 子供たちが情報機器を自在に扱い，主体的に

PC と連携することで，多様な意見と比較し提示するこ

情報を収集して発信することが求められます．そこで津

とも可能となります．グループ学習では，ICT 機器を活

幡町教育委員会では電子黒板をはじめとする ICT 機器

用することで活発な議論を促進でき，能動的な学習を支

を整備され，積極的に活用されています．

援できます．また，語学学習では，ICT を活用すること
で自学自習の環境が整い，自らの課題にあった学びを進
めることにつながります．本稿では，教育現場における

津幡町教育委員会は，かねてより ICT 機器の整備を

ICT の具体的な導入事例・活用事例として，小学校，高

熱心に推進され，2010 年にはプラズマ型電子黒板を，

校，大学における事例を，現場の声を交えて紹介しま

2013 年度にはタブレット PC を採用され，電子黒板と

す．この事例を通して，読者の教育 ICT に対する理解

の連携により活用の幅を広げてこられました．そして，

の促進や具体的なイメージ作りに役立てばとても喜ばし

2016 年には重点施策「ICT 機器の整備の充実とデジタ

く思います．
（なお，本稿中にコメント頂いた方の所属・

ル教材の効果的な活用支援」の下，追加導入を検討され

図１
126

2.2 導入の経緯

通信ソサイエティマガジン No.50 秋号 2019

学校における ICT 機器の活用シーン
ⓒ電子情報通信学会 2019

小特集

教育と ICT

ることになりました．その結果，
・利用頻度の高い機能をまとめたメニューバーで直感
的な操作が可能
・タブレット PC との親和性が高いワイヤレス機能
・電子黒板の活用の幅を広げるセカンダリーディスプ
レイ機能
といった特長を評価頂き，津幡町教育委員会では電子黒
板（タッチスクリーン液晶ディスプレイ）を全小・中学

図２

タッチペンを使って分かりやすく説明

校に 1 台ずつ，11 台導入頂きました．
2.3 特徴
ここでは電子黒板を導入頂いた津幡小学校における
活用事例について紹介します．
特徴① 授業の流れを途切れさせない優れた操作性
津幡小学校では，あらゆる教科で電子黒板を効果的に
活用されています（図 2）
．新しく導入された電子黒板
は，頻繁に使うメニューバーが画面下に一か所にまとめ
られ，リモコンを使わずに直感的に操作できるなど操作
性の向上が図られています．そのため，授業の進行がス

図３

班ごとにマルチ表示し全体の進捗を確認

ムーズになり，児童の集中力が維持できるといった効果
も期待できます．
特徴②

親和性の高いワイヤレス機能でグループ学

習がスムーズ
電子黒板とタブレット PC の連携による授業の活性化
も，津幡小学校様の特徴と言えます．以前の電子黒板は
タブレットと有線で接続するためつなぎ換えるなど準備
に時間が必要でありましたが，新しい電子黒板はワイヤ
レス機能によりスムーズな接続が可能となり，見たい映
像が見たいときに素早く映し出せるようになりました．
そして，教師の方々は，児童がグループで利用するタブ
レット PC の撮影映像などを随時，電子黒板に一斉表示

図４

セカンダリディスプレイ機能の活用例

して，各グループの進捗状況を確認することができま
す．更に，児童たちがタブレット PC を使ってグループ
討議の結果をまとめ，それを電子黒板に映し出しながら

活躍の場が広がることが期待できます．

発表するといった活用方法も可能となります（図 3）
．
2.4 導入の結果
特徴③ セカンダリディスプレイ機能

電子黒板の利便性を重視したメニューバーについて，

電子黒板の活用を推進されている津幡小学校．電子黒

菅谷校長からは「教師たちは，板書に掛かる時間が短縮

板には「セカンダリディスプレイ」という機能で，電子

できるようになり，それだけ児童の個別指導に時間を割

黒板と同じ画面をプロジェクタに映し出し，電子黒板上

けるようになっています」と，授業の質の向上に役立っ

の書込みや拡大・縮小もリアルタイムで反映できます

ていると評価頂きました．また，菅谷校長はワイヤレス

（図 4）
．この機能により，通常の授業における活用に加

機能を使った生徒たちによる発表の活用方法について，

えて，全校集会や催事などでの活用といった電子黒板の

「こうした活用法はプレゼンテーション能力を育てるた
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めに適していると思います」と述べられていました．そ
して，導入後の反応を伺ったところ，
「授業参観を開く
と，保護者の方々は児童が想像以上に電子黒板やタブ
レットを使いこなし，活発に発表している姿に驚かれま
す．また，
『もっと使わせてほしい』
，
『IT スキルを高め
てほしい』といった要望も多く，保護者の方にとっても
魅力的な授業になっているのだと感じています」
，
「教師
には操作性が向上したことで使い方を工夫しやすくな
り，体育の授業のように楽しく IT を活用する場面が増
えてくるのではないでしょうか」といった評価を頂いて
おります．

3
3.1

【事例 2】福岡市立福翔高等学校
「グループ学修支援・マルチメディア授業支援システム」

図５

アクティブラーニング教室

概要

福岡市立福翔高等学校（以下，福翔高校）では，学力
のみでなく「コミュニケーション能力を高め，多種多様
な情報を適切に収集・処理・発信できる能力を育てる」
ことを教育方針に掲げています．従来の一方的な授業の
みならず，自ら課題を見付けて解決していく「課題解決
型学習 *」を通じた教育を行うための設備として，
本シス
テムを導入頂きました．
3.2 導入の経緯
福翔高校では，LL（Language Laboratory）教室の
図６

リプレースにあたり課題解決型学習の実施を前提に検討

CALL 教室

していたところ，アクティブラーニングを実現する手段
として，我々が提案する「グループ学修支援システム」

一人 1 台の台数を完備した生徒用タブレット PC も用意

と「マルチメディア授業支援システム」がニーズに合

し，能動的な課題解決型学習を実現する教室としていま

致，導入を決定頂きました．

す．グループ学修支援システムの特徴は次の三つです．

従来，英語教育のみに使用していた LL 教室 2 部屋を
一新し，1 部屋をアクティブラーニング教室に改修し，

特徴①

従来実施していたアナログ形式のグループ

大学との連携（高大連携）を見据えたグループ学修と一

学修に電子黒板やタブレット端末等の ICT 機

斉授業をフレキシブルに実現する設備としました．もう

器を導入することで，より主体的な探求，発

1 部屋の LL 教室は設備を一新し，クラウド型 e ラーニン

表，交流活動を促進します．

グに対応させ，自宅や通学中での勉強も可能な CALL
（Computer Assisted LL）教室へとリニューアルしました．

特徴② 付箋（カード）作成やグループ連携機能，感
想・評価機能で，グループディスカッションや
プレゼンテーションを効率的に進行します．講

3.3 特徴
アクティブラーニング教室にはグループ学修支援シ
ステムをシステムの中心として導入しました（図 5）
．
レイアウトフリーのじゅう器で，授業ごとに自由な教
室環境を構築可能です．活発な議論を促す電子黒板や，
課題解決型学習（PBL：Project Based Learning） 自ら設定
した課題，または与えられた課題を解決していく過程で，様々
な能力を育成する学習．

＊
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義内外のグループ学修を促し，アイデアや意見
の創発を活性化させることで，アクティブラー
ニングを実現します．
特徴③ サーバレスで，生徒持参のノート PC やタブ
レット端末，スマートフォンなどをそのまま
使った学習が可能なマルチ OS 機能を搭載して
います．
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CALL 教室には簡単にグループ化が可能で，アクティ
ブラーニングに対応したマルチメディア授業支援システ
ムを導入しました（図 6）
．加えて，8 か国語に対応し
たクラウド型語学学習システムを導入し，自宅や通学時
間での学習も可能としています．マルチメディア授業支
援システムの特徴は次の三つです．
特徴① ワンタッチ操作「My Call」機能で簡単な授
業進行を実現しています．PC の電源管理，操
作ロック，ブラックアウトや音声教材の配信，
一斉録音などがワンタッチ操作で簡単に可能
です．

図７

多数のカメラで録画した映像のモニタ画面

特徴② グループ学修もワンタッチで可能です．教師
が任意の生徒を PC から選択することで，席を
移動することなくグループディスカッション
を手軽に実現します．
特徴③ 高品質な音声・動画教材を配信可能です．音
声／動画像処理技術により，速度を変えても自
然で聞き取りやすい話速再生を実現します．
3.4 導入の結果
設備を更新する前の LL 教室は英語科のみが活用する
教室でしたが，CALL 教室にリニューアルしたことで，
図８

韓国語や中国語といった外国語の授業でも活用が可能と

高画質・高精細な録画

なります．アクティブラーニング教室においては全授業
で活用可能であり，課題解決型学習を実現し，高大連携

4.2 導入の経緯

を見据えたグループ学修環境を提供しています．本件の

医療教育では，学習者が自らの体験をデブリーフィン

担当である福翔高校英語科の江口先生からは，
「これか

グすることにより，自分の行動を客観的に振り返ること

らはやる気のある生徒はクラウドにより，自分のペース

が重要です．このデブリーフィングでは，映像を使うこ

でどんどん利用することができるようになる．積極的に

とで効果的に振り返ることができること，また学習者が

学習できるような環境を整えて上げることが私たちの使

能動的に課題解決を行うアクティブラーニングなどの実

命でもあると思っているので，この 2 教室で様々な利

践的な学習方法にも適していることから，これを行う

用方法を考えて実践していきたいと思っている」とコメ

ツールとして，医療教育向けの ICT システムの導入が

ントを頂いています．

望まれていました．

4

【事例 3】聖路加国際大学シミュレーションセンター
「医療教育支援 ICT システム」

4.1 概要
医療の実践は高度な技能であり，医療従事者の教育に
おいて患者と接する臨床現場での経験が最も貴重な教材

4.3 特徴
今回，導入された「医療教育支援 ICT システム」は，
シミュレーションセンターにおける実技を映像化するこ
とで，効果的な医療教育用コンテンツとして様々な学習
に役立てることを目的としています．本システムの特徴
は大きく三つあります．

となっています．そのような様々な臨床体験を再現する
手法として臨床シミュレーションがあります．2016 年

特徴① 多数のカメラとマイクを接続して，多角的・

4 月にオープンした聖路加国際大学シミュレーションセン

多面的に高画質・高精細の映像・音声を録画し

ターは，従来の教育設備に臨床現場を模した環境を併設

ています（図 7，8）
．本システムでは，セン

し，質の高い臨床シミュレーションを可能にしています．

ター内の手術室，集中治療室（ICU）
，病室（個
室，4 床室）
，診療室，学習ラボ等に 19 台の
小特集
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「臨床シミュレーションでは，自分の手技や行動を学ぶ
だけではなく，周りの人がどのように行動しているかを
客観的に見ることも重要になります．そのためには記憶
だけではなく，様々な角度から映像を見て確認する方が
説得力があります．高画質・高精細の映像・音声を録画
できるのには皆さん驚かれています．個人的にはモニタ
ルームに行かなくても席やセンター内どこでも，簡単な
操作でのカメラ切換や，ズーム機能で状況が確認できる
タブレットが気に入っています．今後のシミュレーショ
ンセンターでの訓練や研修が，患者様に信頼を与えるよ
う，積極的に活用していきたいと思います」
（聖路加国
図９

タブレットを持ち出して操作も可能

ネットワークカメラと 17 台のマイク，5 台の
収録システムを接続し，収録しています．
特徴② 大容量録画です．収録は防犯も兼ねて 24 時

際大学・宮坂清之准教授）
．

5

おわりに

ここでは，教育 ICT の事例として，小学校，高校，

間フルタイムで録画し，センター内の録画装置

大学における導入事例・活用事例を紹介しました．ここ

で 1 週間（画像：高精細モード）の保存が可

で示したように，導入の目的や活用方法は，その教育現

能です．更に臨床学術センター内のサーバで

場により様々であり，それぞれの事情に適した機器やシ

は，1 週間以上の保存に対応しており，長期間

ステムが強く望まれています．その中で，電子黒板に代

の録画コンテンツのバックアップが可能です．

表される高精細・大画面表示，接続を意識しない機器間

特徴③ タブレットと連動した操作モニタです．モニ

の連携，用途に適した簡単な操作性，容量を気にせず使

タと同様の操作が可能な持ち運び用タブレッ

えるデータセンタやクラウドの活用といった点が，教育

ト（図 9）を使用することで，センター内のど

ICT に共通に求められる重要な技術と言え，今後も更な

こでも映像切換や確認が可能です．

る技術開発が望まれています．そして，導入頂いた現場
の声にもあるように，教育現場では今後 ICT 機器の更

4.4 導入の結果

なる活用が期待されています．

本システムにより，実践的なトレーニング中心の講座
で，学習者自身の作業（手技）映像・音声を録画するこ
とにより，後から正確な振返り学習が可能となります．
更に，先生の作業（手技）の手本映像・音声も保存でき
るので，学習者との比較・検討が可能となります．
また，ユーザから次のような評価を頂いております．
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見えない
見
えない糸に導
導かれ
かれ

― 衛星・移動通信分野
衛星・移動通信分野の
の
研究開発から
研究開発
から実用化
から
実用化まで
実用化
まで―
まで
―
安田

豊（名誉員：フェロー）

元 KDDI 研究所会長

1975 京大大学院電子工学科修士課程了，同年 KDD 入社 .
2003 KDDI 執行役員 au 技術本部長，2005 技術統括本部長，2011 KDDI 研究所会
長，2014 KDDI 財団理事長．
本会学術奨励賞，業績賞・森田賞，功績賞のほか，電波功績賞，前島賞各受賞 .
京大工博，IEEE ライフフェロー．

１．はじめに
これまで長年にわたり情報通信分野の研究・技術
開発に関わってきた私自身の歴史を振り返ってみる
と，アナログ全盛時代からディジタル化が進んだ時
代，その後インターネットと携帯電話の技術が発展・
融合し，その普及とともに新サービスが急拡大した
時代と重ね合わせることができます．このように大
きな技術変革の時代に私の技術者歴が重なったこと
は本当に幸運でしたし，多くのすばらしい先輩方や
仲間との出会いがあったからこそ，自分がここまで

充実した日々を過ごしてこられたのだと思います．
そのような幸運に深く感謝しつつ私の幼少期からの
歴史を振り返ってみます．

安田

豊

Yutaka Yasuda

だったため日常生活は継続でき，飲み水や乾パンの
配給状態の中で私自身は大好きな「工作」に熱中し
ました（図 1）
．振り返ってみると，このときに私
の技術者としての方向が定まったように思います．
私は，小学 6 年生のときから，桑名市にあった
ユニークな塾「アテネ」に通いました．塾の代表の
西塚茂雄先生は元々数学者で，算数や国語，理科な
どを独自の教育方針で教えておられ，岩波少年文庫
の本をたくさん読んでその感想文を書くことを奨励
されました．算数は，
「数の生い立ち」とか「ゼロ
の発見」などの本で数への興味を深めつつ，幾何の

２．幼少期から大学時代まで
私の両親は和歌山県田辺市出身で今も実家があ
りますが，私自身は父親の仕事の関係で幼少期から
高校時代まで三重県桑名市に住んでいました．小学
校は漁村に近い城南小学校でした．この地区は私が
小学 3 年生のときに伊勢湾台風の直撃で高潮など
の大きな被害を受け，学校の校舎も床上浸水で水が
引かず，登校不可能となり半年間ほど授業がありま
せんでした．私の住んでいた社宅は幸い床下浸水

図1
ⓒ電子情報通信学会 2019

少年時代の工作例
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図形問題を複数の手法で解く，10 進数と 2 進数と
の変換を手の指の折り方で覚える，大きな数の素因

ピュータシミュレーション研究を進めることになり
ました．当時の松本先生は学生仲間では
「鬼の松本」

符号の研究にも生かされることになりました．また
私の母は，息子に何とかピアノを習わせたいと考え
ていたようで，小学 1 年生のときから地元の著名

コンピュータシミュレーションの成果を挙げるた
め，先生が運転される車で名古屋大学プラズマ研究
所まで寝袋持参で何度も通って，徹夜で計算プログ

数分解をして素数を自分で見つける，というような
内容でした．おかげで私自身の数学への興味はどん
どん強くなり，その後の KDD 研究所での誤り訂正

な先生にピアノの指導を受けました．当初は自宅に
はオルガンしかなかったのですが，父は相当な無理
をしてピアノを買ってくれました．当時，男子がピ
アノを習うというのは珍しいことでしたが，これを
きっかけにして私の技術者人生には常に音楽があ
り，それがメンタル面を含めた全体のバランスを取
る上で大いに役立ちました．
その後，私立暁中学校，県立四日市高校に進学し
ました．中学 1 年生だった 1963 年に米国のケネディ

大統領暗殺のニュースが日米間初の TV 衛星中継で
伝えられました．それを自宅で（買ってもらったば
かりの）テレビにかじりついて見ていた私は，大き
な衝撃を受けるとともに「宇宙通信」のすばらしさ
を実感して「衛星・宇宙大好き人間」になりました．
1969 年春，東大入試の中止など全国的に学生運動
が吹き荒れる中，京都大学工学部電気系学科に進学
しましたが，入学式は中止でバリケード封鎖された
キャンパスでは 1 年近くにわたって授業がほとん
ど行われませんでした．私は，クラス討論や仲間と
の輪講などに参加しながらマンドリンオーケストラ
に入部して練習に励み，コンサートマスターも務め
ました（図 2）
．
この間も私の宇宙への思いは変わらず，4 回生の
ときの研究室配属では，宇宙や電波の研究で著名な
前田憲一教授を中心とする研究グループの木村磐根
教授の研究室を希望しました．木村研では宇宙空間
プラズマ中の波動・粒子相互作用の研究が大きな
テーマとなっていて，私は，当時まだ助手だった松
本 紘先生（後に京大総長．現在，理化学研究所理
事長）の下で，地球を取り巻く宇宙空間におけるホ
イスラ波の発生メカニズムを解明するためのコン

として有名でした．私は，大学院修士課程の修了ま
で 3 年近くにわたって松本先生から熱心で，かつ
厳しい御指導を受けました．計算時間が膨大となる

ラムを走らせました．
（プラズマ研究のための計算
機利用は無料でした．
）このときの経験が，その後
の KDD での研究活動にも大いに役立ちました．

３．KDD 研究所へ
大学院修士課程 2 年生のとき，松本先生に衛星
通信分野の仕事ができる企業への就職希望をお伝え

すると，
先生はすぐに，
学生時代の同級生で KDD（国
際電信電話株式会社）の研究所で衛星通信の研究を
されていた平田康夫氏（後に KDDI 専務取締役．
現在 ATR 相談役）に電話して，私のことを紹介し
て下さいました．その後，大学からの推薦も受けて
1975 年春に KDD に入社し，数か月間の現場訓練
を経て研究所の衛星通信研究室（当時，佐藤敏雄室
長）に配属されて平田先輩から直接指導を受けるこ
とになりました．中学 1 年生のときに自宅のテレ
ビで見たケネディ大統領暗殺の衝撃ニュースは
KDD の茨城衛星通信所経由で流されたということ
は，入社の後知りました．
入社 1 年目は，コンピュータを駆使した研究の
手始めとして「パケット呼のランダムアクセス」に
関する研究を行いました．当時は，多数の利用者が

存在する簡易な無線ネットワークアクセス方法とし
て ALOHA や Slotted ALOHA 方式が広く知られて
いましたが，私は，そのスループットを改善するた
めの改良型ランダムアクセス方式の研究で学会発表

を行いました．この当時，IEEE に掲載された米国
MIT の L. Kleinrock 博士らのマルチアクセス放送

チャネルのパケット交換に関する一連の論文が注目
されていて，それをベースにした米国防総省向けの
コンピュータネットワーク開発プロジェクト「ARPA
NET（Advanced Research Projects Agency
Network）
」がその後のインターネットの爆発的普
及につながったことは大変感慨深いことでした．

「インテルサット研究契約」
現在の国際通信トラヒックは主に光海底ケーブ
ル経由で運ばれていますが，当時の国際通信の多く
図2
京大時代のクラブ活動マンドリン
オーケストラのコンサートマスター（4 回生時）
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は衛星経由でした．そのための国際的な衛星通信の
提供母体としてインテルサット（International Tele

communications Satellite Organization）があり，
KDD 研究所はこのインテルサットに種々の新技術
を提案して実用化を目指していました．当時，特に
力が入っていたのがインテルサットシステム全体の
ディジタル化で，
その主要技術が TDMA/DSI（Time
Division Multiple Access / Digital Speech
Interpolation）方式でした．また，通信の品質改
善と通信容量の拡大のために，ディジタル通信シス
テムでは誤り訂正（FEC：Forward Error Correc

tion）方式の適用が必須と認識されて，
「TDMA/
DSI 方式の音声チャネル用の最適符号を提案せよ」
というインテルサット研究契約が入社 2 年目の
1976 年に発出されました．
私は，無線システム研究室の村谷拓郎室長（後に
KDD 副社長）をリーダとするプロポーザル作成チー

ムに組み込まれ，1977 年に KDD がインテルサッ
トから本研究契約を受注したため，その後 2 年に
わたって本件に関わる最適誤り訂正符号の調査研究
やそれに沿った装置試作に没頭しました．この間，
無線システム研究室の古賀敬一郎氏に，誤り訂正符
号の基礎などを指導して頂きました．入社 4 年目
の 1978 年に，試作装置の受入れ検査のために同じ
く無線システム研究室の水野俊夫氏（現在マラヤ大
学教授）と一緒にインテルサット本部（ワシントン
D.C.）に出張したのが私の海外出張初体験でした．
本プロジェクトで，FEC の理論研究や装置試作な
ど多くの貴重な経験を積むことができました．イン
テルサット TDMA システムは高速動作が必要なた
め，その制約を考慮した最適符号としてブロック符
号である（128,112）BCH 符号を選定・提案し実
用化されましたが (1)，この間の研究を通じて，畳込

み符号のビタビ復号方式は非常に高い符号化利得を
有することも明確になりました．

４．パンクチャド符号を用いた
ビタビ復号方式の研究
上述のような誤り訂正符号に関する調査研究プ
ロセスを経て，最ゆう復号に近い「畳込み符号を用

いたビタビ復号」の研究に専念することになりまし
た．まずは，米国 Linkabit 社の市販のビタビ復号
器ボード（符号化率 1/2，3/4）を購入してその誤

り訂正特性の詳細確認をしつつ，符号化率が 3/4
より高い符号のビタビ復号装置はなぜ存在しないの
だろう，と考えていました．そして，通常の畳込み

符号で符号化率の高いものを使用するとそのビタビ
復号器が複雑になり，ハードウェアの製作や実用化
はほぼ不可能ということが分かりました．衛星通信
研究室（当時は小川明室長，後に名古屋大学教授）

の平田康夫主任研究員との日々のディスカッション
などを通じて，米国のいろいろな文献も調査してい
る中で「パンクチャド符号化」の概念 (2) を知りま
した．このパンクチャド符号化手法を用いると，符
号化率 1/n の符号器の出力ビットを適切に間引き
（puncturing）することによって，符号化率 (n1)/
n の符号のビタビ復号器を比較的簡単に構成でき，
その装置規模は符号化率 1/n の符号向けのものと
ほぼ同程度で済むことが示唆されていました．実際
に，符号化率 1/2 の符号から導かれる符号化率 3/4
のパンクチャド符号のビタビ復号時の誤り率特性を
コンピュータシミュレーションにより調べてみる
と，通常の（ノンパンクチャドの）符号向けのビタ
ビ復号特性に近いことが確認され，それは Linkabit
社のビタビ復号ボードを用いたハードウェア実験結
果とも完全に一致しました．
これによりパンクチャド符号の有効性を実感す

ることとなり，当時まだ明らかにされていなかった
高い符号化率の最適パンクチャド符号の探索を中心
に，そのビタビ復号時の特性の研究や簡易な装置化
の研究に没頭しました．これらの符号を用いた場合
のビタビ復号特性の理論推定法も導き，符号同期方
式などの関連研究も一気に進めました．パンクチャ

ド符号／ビタビ復号器の基本的なブロック構成を図
3 に示します．パンクチャド符号の原符号としては
符号化率 1/2 の既知の最適符号（ビット誤り率が
最小となる）を用い，コンピュータによる最適符号
探索については，計算時間が少なくなる効率的な手
法を工夫しました．その結果，受信側（復号側）で
図 3 パンクチャド符号器／ビタビ復号器のブロック構成図

（3）

必須となる軟判定（soft decision）のためのしきい
値を最適化しビタビ復号時の「打切りパス長」を適
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切な長さにすると，送信側の消去ビットの割合を多
くしてパンクチャド符号の符号化率を高めていって

表1

も，その誤り率特性はさほど大きくは劣化しないこ
とが判明しました．最終的に，符号拘束長 3〜9 の
1/2 符号をベースにした符号化率 2/3〜13/14 まで

符号

（符号拘束長 7 の代表的な符号については符号化率
16/17 まで，表 1）の最適パンクチャド符号の構成
法とその誤り率特性を明らかにしました．簡易な装

置の実現方法についても更に研究を重ね，
「あらゆ
る消去パターンのパンクチャド符号化／ビタビ復号
可能な符号化率可変誤り訂正装置（拘束長 7，符号

化率 1/2 の最適符号ベース）
」を試作し，装置化に
関わる部分については特許取得も行いました．これ
らの一連の研究成果を国内外の論文などに発表する
とともに (4)〜(6)，博士論文としてまとめて京都大学
の木村磐根教授に提出し，1984 年に京都大学から
工学博士号を授与されました．
パンクチャド符号化／ビタビ復号方式について
は，通信容量の拡大やアンテナの小形化などのため
に必須の技術として，インテルサットやインマル
サット（国際海事衛星機構：International Mari
time Satellite Organization）のディジタル衛星通
信システムへの採用提案を積極的に行い（特許の無
償実施許諾も表明）
，その有効性が認められて実用
化されるに至りました（表 2）
．また，図 3 に示す
ような「ビット消去パターン」の変更のみで任意の
符号化率 k/n (k ＜ n) の符号のビタビ復号装置が
（符
号化率 1/n 向けのビタビ復号装置への外付け回路
のみで）簡単に実現できることが国内外に広く認識
されました．これがビタビ復号用 LSI の低価格化と
広範な実用化のトリガとなり，
その応用対象が，
ディ

ジタル衛星通信分野のみならず，ディジタルセルラ
通信システムやディジタル衛星・地上波テレビ放送
分野などに幅広く拡大しました．パンクチャド符号
化／ビタビ復号が採用されている日本の ARIB 標準
の例を表 3 に示します．後に，ビタビ復号方式の
発 明 者 で あ り Linkabit 社 の 創 設 者 で も あ る

A.J.Viterbi 氏に日本でお会いした際，
「Linkabit 社
（1979 年 か ら は M/A-Com Linkabit） に お い て，
符号化率 3/4 のビタビ復号器はパンクチャド符号
化により開発・市販していた．それ以上の高い符号
化率のものもひそかに開発しようと考えていたが，
その最適符号構成などが論文（4），（5）により明らかに
されてしまい，その後，高符号化率向けを含むビタ
ビ復号用 LSI が多くのメーカから市販された」との

話があり，パンクチャド符号の一連の研究成果に
よって，その利用が広範な分野で促進されることに
なったことを改めて認識しました．
なお，情報通信理論におけるシャノンの定理を意
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最適パンクチャド符号の消去パターン例（5）
（拘束長 7）
符号化率

消去パターン
（0：ビット消去位置）

d（Cd）

1/2

0.5

1（133） 符号生成
1（171）≻ 多項式

10（36）

2/3

0.667

11
10

6（3）

3/4

0.75

110
101

5（42）

4/5

0.8

1111
1000

4（12）

5/6

0.833

11010
10101

4（92）

6/7

0.857

111010
100101

3（5）

7/8

0.875

1111010
1000101

3（9）

8/9

0.889

11110100
10001011

3（13）

9/10

0.9

111101110
100010001

3（29）

10/11

0.909

1110110111
1001001000

3（52）

11/12

0.917

11110111110
10001000001

3（66）

12/13

0.923

111111110101
100000001010

3（83）

13/14

0.929

1101000001111
1010111110000

3（215）

14/15

0.933

11010110110110
10101001001001

3（143）

15/16

0.938

111001011010010
100110100101101

3（240）

16/17

0.941

1101010010000101
1010101101111010

3（393）

d: 最小自由距離
Cd: 距離 d のパス重み


表2

インテルサット・インマルサットシステムでの
パンクチャド符号実用例

システム

符号化率

インテルサット IBS 3／4
インマルサット IDR 3／4，7／8
インマルサット―B

3／4（データ伝送時 1／2 に切換）

インマルサット―M

3／4（データ伝送用）

（注）インテルサットデータ伝送システム
IBS : INTELSAT Business Services
IDR : Intermediate Data Rate
インマルサット -B : 船舶向けディジタル通信システム
インマルサット -M : 小形船舶向けディジタル通信システム

識した「誤り訂正符号化によるビット誤り率特性の

更なる改善」の研究は，KDD 研究所において大橋
正良氏（現在，福岡大学教授）により継続され (7)，
その後のターボ符号や LDPC（Low Density Parity
Check）符号の実用化の流れにつながっています．
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表3

パンクチャド符号が仕様に含まれる主な ARIB 基準

プロジェクトの全体推進は衛星通信研究室の平田康

（第２，第３世代セルラシステム関連）
① ディジタル方式自動車電話システム
（ARIB STD-27）
② IMT-2000 DS-CDMA and TDD-CDMA System
（ARIB STD-T63）
（ディジタル放送関連）
① 衛星ディジタル放送の伝送方式
（ARIB STD-B20）
② HDTV ディジタル SNG 伝送システム
（ARIB STD-B26）
③ 地上ディジタルテレビジョン放送の伝送方式
（ARIB STD-B31）
④ 地上ディジタル音声放送の伝送方式
（ARIB STD-B29）
⑤ 衛星ディジタル音声放送の伝送方式
（ARIB STD-B41）
⑥ セグメント連結伝送方式による地上マルチメ
ディア放送の伝送方式（ARIB STD-B46）

５．インマルサット研究契約とディジタ
ルシステムの開発・フィールド実験
主に船舶との衛星通信サービスを提供するイン
マルサットにおいては，システムの大容量化，高品
質化，小形船舶などサービス対象の拡大のために，
シ ス テ ム の デ ィ ジ タ ル 化 が 必 須 の 状 況 で し た．
KDD 研究所は 1982 年にインマルサットとの間で
ディジタル船舶局システムの伝送特性などに関する
研究契約を結び，パンクチャド符号化／ビタビ復号
方式や高圧縮音声符号化方式（APCMLQ(8)）を用

図4

いたディジタル通信システムを開発しました (9)．本

夫室長で，私自身は実施部隊の「軍曹的」役割を与
えられました．一連の研究と装置開発やフィールド
実験（1983〜1986 年）を通じて，冲中秀夫氏（後

に KDDI 執行役員）や樫木勘四郎氏をはじめとす
る研究仲間と多くの苦労を共にしました．1986 年
には，小形アンテナを用いたディジタル船舶局シス
テム（図 4）の性能確認のため，あえて冬の荒れた
海で，実験用にチャーターした海洋調査実習船「東
海大学丸Ⅱ世」
（700t）で静岡県の清水港から奄美
大島を 2 週間掛けて往復する海洋衛星通信実験を

実施しました．船酔いと戦いながらのこの厳しい実
験に同じ研究室の菅谷史昭氏らとともに，一丸と

なってチャレンジしたときのことは忘れることがで
きません．そのおかげで貴重なデータもたくさん取
得でき (10)，これがインマルサットでのディジタル通
信システム採用に向けての大きな力となりました．
これらのディジタルシステムの実用化は 1990 年
代に入ってから相次いで進められましたが（図 5）
，
船舶向けのシステムと並行して航空機に対する衛星
通信サービスの提供機運も高まり，KDD は 1987
〜1988 年に商用の JAL 太平洋便の航空機に実験用
設備を搭載し，電話に加えてファクシミリやパソコ
ン通信などの先進的なフィールド実験を実施しまし
た．1988 年には日本の実験衛星「ETSV」を用いた
船舶や航空機などの移動体向けディジタルシステム
の開発とフィールド実験も進められ（通信総合研究
所＝現在 NICT，NTT，KDD の共同プロジェクト）
，

フィールド実験用システムの全体構成
私の技術者歴 My Frontier Journey
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Inmarsat-A

Inmarsat-C

Inmarsat-M

Inmarsat-B

Inmarsat
Mini-M

ICO

標準
システム

重量

25 kg

2 ～ 5 kg

10 kg

10 ～ 20 kg

2.5 kg

︿ 220 g

サービス
イン

1982 年

1991 年

1992 年

1993 年

1996 年

2001 年
（実用化中止）

提供
サービス

電話，FAX
データ
テレックス

データ
(300 ～ 600bit/s)

電話，FAX
データ
(2,400bit/s)

電話，FAX
データ
テレックス

電話，FAX
データ
(2,400bit/s)

電話，FAX
データ

図５

当時のインマルサット地球局（移動端末）の例

KDD は東海大学丸Ⅱ世を利用して清水港と小笠原
諸島の父島往復の海洋実験を実施し，KDD が開発

した最新の小形テレビ電話システム（INVITE 64）
を用いたテレビ電話実験などにも成功しました．
このように私は，船舶に加えて航空機やセスナを
使った各種フィールド実験にも参加し，机上検討の
みならずフィールドでのハードウェア特性の確認と
各種通信サービスのデモンストレーションを実施し
てきました．これらの経験は，その後，私自身が
KDD 本社に異動して PHS やディジタルセルラシス
テムの開発実用化を推進する際にも大きな助けとな
りました．
「インマルサット本部への出向」
私は，1984〜1986 年にインマルサット本部（ロ
ンドン ）に短期技術職員（Short term technical
assignee）として派遣されました．当時のインマル
サット本部はユーストン駅に隣接するビルにあり，

英国人以外にも世界数十か国から職員が集まってい
ました．私自身も個室を与えられ，上司は英国人，
親しい仲間には米国人やインド人などもいて多国籍
で，仕事は全て英語でした．この 2 年間のインマ
ルサット事務局における種々の体験は，その後の私
の人生において大変大きな意味を持つこととなりま
した．また，インマルサットでは毎週金曜日の夕方
に「Friday Bar」という，つまみやアルコール持ち

寄りの職場横断的な自由な懇親会が開催され，私は
ほぼ毎週参加しました．その中で，日本人の私にい
ろいろな議論（難題）を吹っ掛ける外国人がたくさ
んいました．例えば，当時，日本のトランジスタや

ソニーの電化製品などが世界を席けんしていました
が，
「日本人はいい製品を開発するが，それをすぐ
に安く売って世界の競争事業者が成り立っていかな
いようにしている．日本人は本当に世界の人々の幸
せを考えているのか？」と詰問され返答に窮したり
しました．
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６．KDD 本社へ
1990 年夏，突然の辞令により研究所から本社に
異動となり，15 年間にわたる研究開発生活に終止

符を打ちました．当時，KDD としての新規事業開
拓に向けて，本社・事業開発本部の中に「移動通信
グループ」
，
「映像通信グループ」及び「データ通信
グループ」が新設され，私は，その中の「移動通信
グループ」
（当初は私を含めて 3 名）のリーダを務
めることになりました．直属の上司は，前年に研究
所から本社に移っておられた平田康夫審議役でし
た．着任早々，
米国 Motorola 社の周回衛星構想「イ
リジウムプロジェクト」への出資可否検討，NTT
の国内移動体通信向け衛星「N スター」とインマ
ルサットとのビーム間電波干渉問題，国内新規ディ
ジタルセルラ会社への出資検討など難問山積で，そ
れまで研究開発の仕事が中心であった私にとっては
精神的にもつらく厳しい時期でした．その後グルー
プ員も少しずつ増加し，インマルサットの可搬地球
局活用や国内外での携帯電話レンタルサービスの実
施などにも注力しつつ，国際通信専業という枠組み
の中で，KDD の事業拡大に向けてどのような方策
が可能なのかを模索し続けました．
「PHS 事業との関わり」

1990 年代初めに日本で検討が開始された「パー
ソナルハンディホンシステム（PHS）
」については，
それまで国内に携帯電話などの移動通信の基盤を
持っていなかった KDD が新規に国内移動通信の分
野に参入するチャンスと考え，研究所とともにシス
テム開発やフィールド実験にも積極的に取り組みつ
つ事業化の検討を進めました．その後 1994 年に三
つの PHS 事業会社が発足し，東京電力や大手商社
を主要株主とする
「アステル東京」
（当初の社名は
「テ
レウオーカー東京企画」
）に KDD の岩本喜直氏が

役員として派遣され，出資率を制限されつつも何と
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し た (11)． そ れ と と も に， 米 国 へ の 出 張， 特 に

か事業参画が実現しました．私自身も自ら志願して
このアステル東京に出向しました．同社では，企画

Motorola 社や Qualcomm 社との打合せが多くな

ジなど）を実現していくという何ともエキサイティ
ングな時間を過ごしました．当時は，携帯電話より
も PHS が新しいサービスを引っ張っているという

氏が 1985 年に共同で設立したのが Qualcomm 社
でした．私が KDDI 本社時代にその Qualcomm 社
と密な打合せをすることになったのは，何やら運命

部を経て 1995 年に新設のサービス開発部長とな
り，新技術をベースにした各種サービス（着メロ，
位置情報，64kbit/s データ伝送，ショートメッセー

実感がありました．

「IMT-2000 の技術開発」

1996 年に KDD に帰任してからは，
内田義昭氏
（現
在 KDDI 副社長）らとともに，第 3 世代携帯電話
システム（IMT2000）の技術・サービス開発や事
業化の検討を行いました．当時，世界の携帯電話シ

ステム仕様を一本化しようという機運が高まり，米
国を中心とする CDMA2000 陣営と，欧州を中心と

する WCDMA 陣営の方式統一のための会議が頻繁
に開催されました．しかし，国策や各メーカの思惑
も重なって両陣営の溝は深く，結局 IMT2000 シ
ステムは複数方式の併記となり，各オペレータは採
用する方式を自ら選択する形となりました．KDD
は当初は WCDMA ベースで装置開発やフィールド
実験を進めていましたが，事業化時期が近くなると
国内携帯電話事業を主力とする第二電電（DDI）
，
日本移動通信（IDO）と KDD との 3 社合併の話が
持ち上がり，う余曲折を経て CDMA2000 方式の開
発・実用化に注力することとなりました．また私は
この間，車と通信の関わりを促進するための ITS
(Intelligent Transport Systems) 関 連 の 開 発 プ ロ
ジェクトについても中村博行氏（後に JCN 足立社
長など）らとともに積極的に推進しました．

７．KDDI の発足以降
KDD，DDI，IDO の 3 社合併による新生「KDDI」

が 2000 年 10 月 1 日に発足し，新会社の移動体技
術本部・副本部長に研究所出身の伊藤泰彦氏（後に
KDDI 副社長）が就任しました．私は，新会社のモ
バイル IT 部長，ITS 推進部長などを経て，2002 年
春に，新設のサービス開発部長となりました．合併
以降の私の仕事は，車向けサービスの ITS とモバ

イルコマース分野の新技術開発や実用化が中心でし
たが，それに加えて au モバイルシステムの新サー
ビス開発や商品化にも力を注げることとなり，仕事
も充実していました．
2003 年，私は au の技術全般の責任者（技術本
部長）となり，CDMA2000 方式ベースの第 3 世代

（3G）システムの開発・実用化を積極的に推進しま

りました．かつて研究所時代に Linkabit 社のビタ
ビ 復 号 用 通 信 ボ ー ド を 購 入 し ま し た が， こ の
Linkabit 社 を 創 業 し た A.J.Viterbi 氏 と I. Jacobs

的な縁があるように感じられました．実際，Q 社
の中には私のパンクチャド符号の研究を知っている
人も多くいて，その成果が同社の 3G システム向け
IC チップにも組み込まれていることに深い感慨を
覚えました．
「ワイヤレスブロードバンドシステムの開発」

この時代に開発を推進したもう一つの無線サー
ビスが，いわゆる「ワイヤレスブロードバンドシス

テム（WiMAX: IEEE 802.16e）
」です．当時，携
帯電話のデータサービスとは別に，より安価で高速
のデータ通信サービスが提供できてこそ時代のニー
ズ を 先 取 り で き る と 考 え て い ま し た． そ し て，
OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multi
ple Access) ベースの WiMAX は超高速無線データ
通信の切り札と感じました．そこで，無線アクセス
技術部長であった渡辺文夫氏（後に KDDI 研究所
会長，UQ コミュニケーションズ CTO）とも相談
して au 技術本部内に「ワイヤレスブロードバンド
開発部」を新設し，2005〜2006 年初めに掛けて大
阪で IEEE 802.16e 標準準拠モバイル WiMAX の
実証実験とデモンストレーションを実施しました．
その後，
本サービスを提供する事業会社「UQ コミュ
ニケーションズ」
（当初の社名は「ワイヤレスブロー
ドバンド企画」
）が 2007 年に設立されました．

「ウルトラ 3G コンセプトとオール IP 化」
時 は 正 に 固 定 と モ バ イ ル の 融 合（FMC:Fixed

Mobile Convergence）の時代で，このようなアド
バンスト 3G サービスの開発に向けて，KDDI は
NTT ドコモの「スーパー 3G」に対抗して，FMC

をベースとする「ウルトラ 3G」コンセプト（図 6）
を打ち出すことになりました．当時の小野寺正社長
にこのコンセプトを早急に報道発表してほしいと相
談し，二つ返事で OK を頂きました．2005 年のこ
とです．私自身はこの年の秋に固定系も含めた技術
部門を統括する立場となり，
「ウルトラ 3G」の推

進とともに，固定系ネットワークを中心としたコア
通信システムの IP 化，移動体網との統合化などに
も取り組みました．
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「通信トラヒックの爆発と日米間光海底ケーブル新設」
2000 年代の 3G サービスとインターネットの発

リヤを中心とする会合だった会場に，そろいの T
シャツを着た Google 社員が大挙して参加し会場を

だけでは通信容量が不足することが懸念されていま
した．また，通信ネットワークを持たずにそれを利
用して各種サービスを提供する OTT（Over the

KDDI はこの Google 社とも交渉し，
「Unity」とい
う新たな太平洋横断光海底ケーブルを構築すること
となりました．そのケーブルの日本への陸揚げセレ

展，更には映像系サービスの増大などの相乗効果と
して，国際通信ネットワーク（特に日米間）を流れ
る通信トラヒックは急増し，既存の光海底ケーブル

かっ歩しているのを見て驚きました．彼らは国際海
底ケーブルプロジェクトに出資して自らケーブル
オーナーの立場になることを志向していました．

Top）と言われる Google などの新興事業者の台頭
が際立ってきました．2007 年 1 月にハワイで開催
された PTC（Pacific Telecommunications Coun

モニー（2009 年秋，
図７）には私も出席し，
インター
ネットを駆使したスマホなどの大規模データ通信時
代の幕開けを実感しました．

cil）会合に出席した際，従来は各国の大手通信キャ

新しい無線方式・固定を含む多様なアクセスを相互連携させ，
統合されたサービスを提供できるように３Ｇネットワークを
発展させる．

◆

サービス
アプリケーション

ダウンロード
回線

統合されたサービス

◆

新しい
無線方式

ディジタル
放送

パケットベース
コアネットワーク

第2世代
セルラー

IMT-2000

MMD 準拠

（Multimedia Domain）

有線
xDSL
無線LAN

多様なアクセス
◆

◆

◆

その他
近距離通信
Bluetooth
ZigBee 等

IPv6 ネットワーク

◆

次世代CDMA2000
IEEE802.16e 等
DION ADSL
光プラス（FTTH）
IEEE802.11
a/b/g + n, e, i
現行CDMA2000
+ EV-DO Rev. A
+ NxEV-DO 等

図 6 「ウルトラ３Ｇ」コンセプト（2005 年 6 月 KDDI 発表）

総延長
: 約9,620km（日米間１ルート）
容量
: 4.8Tbit/s（のちに増速）
心線数
: 10心（5ｆｐ:ファイバーペア）
fpあたりの波長数 : 96
運用開始
: 2010年3月30日
当事者 ：ＫＤＤＩ
（日本），Ｂｈａｒ
ｔ
ｉＡｉ
ｒ
ｔｅ
ｌ
（インド），Ｇｌ
ｏｂａ
ｌＴｒａｎｓ
ｉ
ｔ（マレーシア）
Ｇｏｏｇ
ｌ
ｅ（米国），Ｐａｃｎｅｔ（香港・シンガポール），Ｓｉ
ｎｇＴｅ
ｌ
（シンガポール）
千倉（南房総市）

約 9,620km
Los Angeles

筆者
Unity Cable System

ケーブル陸揚げ（2009.11.1）千葉県南房総市千倉

図7
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新光海底ケーブルネットワーク「Unity」の概要
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向 け 通 信 モ ジ ュ ー ル 開 発 や M2M (Machineto
Machine) サービス展開などは，現在の Connected
Car や IoT(Internet of Things) 時代の基礎となる
ものでした．また，国際的な標準化やコンファレン
ス，学会などにも数多く出席して議論にも参加し，
世界の潮流の最新の雰囲気を肌で感じてきたこと

図8

カンボジアでの音楽教室

８．KDDI 研究所会長から
KDDI 財団理事長へ
2011 年，東日本大震災直後の 4 月から KDDI 研
究所会長に就任しました．21 年ぶりの研究所勤務

でしたが，全所員参加型の懇親会（ワイン会）を含
めゴルフなどのレクリエーション活動も奨励し音楽
部もできました．
「楽しく元気に研究に励んでこそ，
いいアイデアも生まれ研究も進む」という信念（私
の体の中にある DNA）で若手メンバを刺激したい
と常に考えていました．2014 年からは KDDI 財団
の理事長としてカンボジアやミャンマーを訪問し，
現地の子供たちの教育支援などに力を注ぎました．
またカンボジアの子供たち向けに催した音楽教室で
は私自身もフラットマンドリンを弾いて合奏に参加
しました（図 8）
．

９．技術者としての歴史を振り
返って
私自身の研究者，技術者としての歴史を振り返っ

てみると，多くの幸運に恵まれたことに加えて，新
しいことへの好奇心を常に持って，それを何とか実

現したいというチャレンジする心を持続できたこと
が大きいと考えます．また，そのときにメジャーな
ことでなくても，粘り強く取り組んでいるとやがて
それが大きく花開くときが来るということも身を
もって経験しました．例えば，インマルサットの移
動体衛星通信の研究はその後のディジタルセルラシ
ステムでの技術開発につながり，PHS のサービス
開発も 3G システムでの各種新サービスに発展しま
した．無線ブロードバンドシステム（Wimax）の
開発は，4G システム（LTE）や今後発展が期待さ

れる 5G システムでの超高速データ通信時代の先駆
けとなりました．2000 年代初頭から取り組んだ車

は，グローバルな視点で自らを振り返りその後の考
え方に反映させる上で大変重要でした．
最後に，特に若い世代の方々に，
「時流に流され
るのではなく，広い視野で常に好奇心と信念を持っ
て粘り強くチャレンジしていくことが重要．その努
力がいつか大きな実を結ぶ」とのメッセージを送ら
せて頂きます．
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風光明媚な坂の街

「サンフランシスコ」
在サンフランシスコ日本国総領事館

1

街 plus

探訪

加藤彰浩

Akihiro Kato

が，実は市の人口は 85 万人ほどで，意外と少ないと思

自己紹介

われるかもしれません．
（ただし，対岸のオークランド

初めまして．2016 年 6 月から在サンフランシスコ総

市や南のサンノゼ市などを含めた広域都市圏となると

領事館で勤務している加藤彰浩と申します．私自身，

人口は 700 万人以上．
）面積は約 120km2 で，山手線

元々は総務省で携帯電話の周波数調整などの電波政策や

が二つ分弱の広さに約 85 万人が住んでおり，東京 23

電子申請システムの運用などの電子政府関連に携わって

区ほどではないものの，それなりに狭いエリアに人口

おりましたが，現在は外務省へ出向という形で，在サン

が密集していると言えます（図 1）
．

フランシスコ総領事館の経済班にて勤務しております．

サンフランシスコの歴史をひも解くと，元々はスペ

主な業務は，シリコンバレーをはじめとしたカリフォル

インの植民地で，坂が多く人が住みにくい土地でした

ニア州の経済事情調査，日本政府関係者の当地訪問アレ

が，メキシコの領土からアメリカの領土となった後，

ンジ，米国進出する日本企業支援などですが，今回この

1848 年に始まったカリフォルニア・ゴールドラッシュ

ような機会を頂きましたので，サンフランシスコという

で状況が一変します．世界中から金を求めて多くの人

街がどのような所か，実際に住んでいる視点から御紹介

が押し寄せ，ゴールドラッシュの玄関口としてサンフ

させて頂ければと思います．

ランシスコは発展を遂げ，1848 年に 850 人だった人
口は，1852 年には 3 万 6,000 人にまで膨れ上がりま

2

サンフランシスコ市の概要

サンフランシスコは，アメリカ西海岸カリフォルニ
ア州におけるロサンゼルスと並ぶ二大都市の一つです

図1
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す．市内はとにかく坂道が多く，よくもこんな所に家
を建てたなという場所も多いのですが，これもゴール
ドラッシュ時代に人口が急増した名残と思われます．
気温は一年を通して安定しており，夏場の最高気温

サンフランシスコ市の周辺地図
ⓒ電子情報通信学会 2019

風光明媚な坂の街「サンフランシスコ」
が約 20℃と比較的涼しく，冬場も最低気温が約 10℃

ドラマ『フルハウス』で有名なビクトリア調のカラフ

と何か羽織る上着があれば過ごせるくらいです．日本

ルな住宅が並ぶアラモスクエアなどなど挙げれば切り

から来る人でよく「カリフォルニアはまばゆい太陽が

がありません．

降り注ぎビーチが多いイメージなのできっと暖かいだ
ろう」と思われる方が多いのですが，これは同じカリ
フォルニアでも南のロサンゼルスやサンディエゴのイ

3

交通事情

メージであり，むしろ海流の関係で霧が発生し冷える

公共交通機関は「Muni」と呼ばれるバス，路面電車

夏場に半袖でサンフランシスコにやってくるとかなり

が中心ですが，対岸のオークランド・バークレーから

後悔する羽目になります．

南のサンフランシスコ国際空港まで縦断する電車

人種構成は，白人が約 30%，アジア系が約 30%，ヒ

「BART」が市内の地下を走っています．また，街のシ

スパニック系が約 30%，黒人その他が約 10％と，アメ

ンボルでもあるケーブルカーも 3 路線が運行していま

リカの都市の中でも古くからの移民が多かったアジア

すが，こちらは観光客向けの移動アトラクションとし

系の割合が高いのが特徴です．

ての意味合いが強く，車内に座らず棒につかまって立

日本との関わりもその歴史は古く，海で遭難してア
メリカに渡ったジョン万次郎が 1850 年頃ゴールドラッ

ち乗りするスタイルがスリリングで人気を博していま
す（図 2）
．

シュで金を掘っていたという記録が，サンフランシス

また，サンフランシスコ発祥のライドシェアアプリ

コ近郊では最初の日本人ではないかと言われています．

である「Uber」
（図 3）及び「Lyft」が圧倒的に便利で，

その後，日本で初めて太平洋を横断した江戸幕府の軍

一部の観光客を除きタクシーを使う人はほとんどいま

艦「咸臨丸」や，明治の国づくりにあたって先進国を

せん．Uber は近くの車１台が配車される「Uber X」

視察する旅に出た「岩倉使節団」など，全てサンフラ

が一般的に有名ですが，そのほかにも同じ方向に向か

ンシスコが最初の到着地であり，サンフランシスコは

う乗客をマッチングさせて相乗りする「Pool」という

日本にとって太平洋を越えた先の玄関口として位置付

割安な仕組みや，車が拾いやすいスポットまでユーザ

けられていました．その後，日本の各地方から農業移

に少し歩いてもらうことで時間を短縮する「Express

住者が激増しますが，当時は日本人に対する差別や偏

Pool」という更に割安な仕組みが存在します．スマホ

見も激しく，太平洋戦争中には約 12 万人の日本人・日

アプリによって「移動したい人」と「人を乗せて稼ぎ

系人が全米各地に強制収容されるという悲劇が起こり

たい人」を即座につなげ，独自のアルゴリズムで効率

ます．そのような苦難を乗り越え，戦後は日米が同盟

的な移動を実現しています．これらの先進的なアプリ

関係となったこともあり，現在は日本企業駐在員をは

は幾ら話を聞くよりも，実際に使ってみないとその利

じめとする日本人や，古くから移民した日本の血を引

便性は身をもって体感できませんので，是非アメリカ

く日系人がサンフランシスコには多く在住しています．
主な観光名所は，赤色が象徴的なゴールデンゲート
ブリッジ，元々監獄だったアルカトラズ島，ショッピ
ングやグルメが楽しめるフィッシャーマンズワーフ，

図2

ケーブルカーで立ち乗りして見える風景

図3

Uber のアプリ画面

街 plus 探訪

風光明媚な坂の街「サンフランシスコ」

141

にお越しの際は Uber/Lyft を試してみて下さい．

4

食事情

「サンフランシスコの名物料理は？」と聞かれれば，
やはりシーフード，特にダンジネスクラブという種類
のカニやクラムチャウダー（図 4）が有名です．また，
サンフランシスコより北部に位置するナパ・ソノマ地
区は，カリフォルニアワインの産地として有名ですし，
意外と知られていませんがクラフトビールもそれなり
に有名で，各地に小さな醸造所（マイクロブリュワ
リー）が数多く存在しています．

図4

名物クラムチャウダー

図5

豚骨ラーメンは大人気

サンフランシスコは世界中からの移民が多く，各国
の移民が形成した街（チャイナタウン，ジャパンタウ
ン，リトルイタリー，リトルサイゴン等）が存在しま
す．アジアをはじめとして各国の料理が食べられると
いう点は，日本人にとって有難い限りですし，昨今の
日本食ブームも相まって，ミシュランガイドで星を取
るような高級日本料理店から，日本でチェーン展開を
するラーメン屋やうどん屋の進出が相次いでいます．
ただしラーメンと言っても，物価高が反映された価格
帯となっており，１杯 12～13 ドルが相場で，税金や
チップが入ると１杯約 2,000 円と，日本の感覚からす
ると高級な食べ物という感じすらします（図 5）
．

Uber，Airbnb などの新興企業が続々と誕生し，新た

5

経済事情

な イ ノ ベ ー シ ョ ン の 中 心 地 と し て 世 界 中 か らʻ ひ
とʼ
，
ʻかねʼ
，
ʻものʼを集めています（図 6）
．

Google，Apple，Facebook など世界を代表する IT
企業や半導体関連企業が集積するいわゆる「シリコン
バレー」は，サンフランシスコから車で１時間弱ほど
南方に移動した場所に位置しています．サンフランシ

プロスポーツチーム

サンフランシスコのプロスポーツチームと言えば，

スコは，元々西海岸の金融センターとしての役割を果

まずは MLB のサンフランシスコ・ジャイアンツでしょ

た し て い ま し た が，2000 年 代 後 半 か ら Twitter，

う．本拠地であるオラクルパーク（2019 年に AT&T

図6
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パークから名称変更，図 7）は，ライト方向のフェン
スがサンフランシスコ湾に面しており，場外ホームラ
ンはボールがそのまま海に飛び込むことで有名です．
その昔ホームラン競争をしていたバリー・ボンズのホー
ムランボール目当てに，多くのファンがボートで待ち
構えていた姿が記憶にある方も多いのではないかと思
います．
また，プロバスケットボール NBA のゴールデンス
テート・ウォーリアーズもサンフランシスコを代表す
るプロスポーツチームです．直近の 4 シーズンで何と
3 回も NBA チャンピオンに輝いており，最強チームの

図7

オラクルパーク（旧 AT&T パーク）

名をほしいままにしています．ホームアリーナは湾を
隔てた対岸のオークランド市にありましたが，20192020 シーズンからサンフランシスコ市内に新たに完成
するチェイスセンターへと移ることとなり，サンフラ
ンシスコのスポーツ界が一層盛り上がりを見せそうで
す．

7

社会問題

近年サンフランシスコにおける物価上昇，特に住宅
コ ス ト は 高 騰 が 続 い て お り， サ ン フ ラ ン シ ス コ の
1LDK の家賃平均は 3,500 ドル（＝約 40 万円）以上

図8

と，今ではニューヨークを抑え全米一家賃が高い都市
として知られています（図 8）
．シリコンバレーのエン
ジニアなど金銭的に余裕があり，かつ都市部に住みた

8

全米で 1LDK 家賃が高い都市トップ 10
Zumper 社 2019 年 3 月版

むすびに

がる若者が増えているものの，過去に制定された過剰

いかがでしたでしょうか．サンフランシスコは僅か

な建築制限で高層ビルが立てられないなど住宅の供給

170 年前のゴールドラッシュ時代に世界中から人が集

が追い付かないことが一因とも言われています．

まり，地政学的にアジアの玄関口であったことからア

また，市民の格差が拡大することによるホームレス

メリカの中でも多様な人種構成となりました，カル

の増加問題もサンフランシスコ市の悩みの種です．ア

チャーが融合し新しいものを常に受け入れる土地柄で

メリカはどの都市部もホームレス問題を抱えています

あったことも作用した好循環が生まれ経済発展が続く

が，特定の地域に集中していることが多く，そのエリ

という，世界中でも見逃すことのできない都市の一つ

アに近付かなければホームレスに遭遇することはあり

かと思います．サンフランシスコは常に変化し続けて

ませんが，サンフランシスコの場合，ユニオン・ス ク

いますので，まだ訪問されたことのない方や，しばら

エアというホテルやショッピングが集中する繁華街の

く訪問してない方も，是非機会を見つけていらして下

近辺でもホームレスが多く，少し歩いただけでも頻繁

さい．きっと新たな発見があることと思います．

に金銭や食べ物をねだられます．カリフォルニアは州
単独の経済規模でいまや世界で 5 番目，イギリスを上
回る規模へと成長した影で，格差が急激に広がってい
るという実感もホームレスの多さから見て取れます．

加藤彰浩

仙台市生まれ．2008 東大・工卒．同年
総務省入省．情報通信技術の研究開発
プロジェクト，モバイル用周波数の国際
間調整，政府情報システムの運用等に携
わり，2016 から在サンフランシスコ日
本国総領事館で勤務．
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通 信と 私

本田奈月
NTT アクセスサービスシステム研究所

光通信という言葉に魅せられて
「通信と私」コーナへ記事を書きませんか ? とお
誘いを頂いたので，僭越ながら自分が通信に関わ
ることになったきっかけを思い返してみた．

144

信の方向へ進むことは決定していなかったように
思う．
学部のあるとき，研究室の先輩で NTT の方の

学びは長ずるにつれて自分の専門分野を狭く

博士論文公聴会が開かれるというので，我々学生

深く選択してゆく必要に迫られる．自分は法律の

も「枯れ木も山のにぎわい」と聴講させて頂い

ように人が定めた決め事に携わるよりも，自然法

た．論旨は波長多重伝送に用いられるアレー導波

則や現象を解明して理論を活用する側に立った方

路回折格子の研究で，その技術もさりながら，企

が合っていると考えて理系に．また，誰もが技術

業研究者として実用化とともに業績を積まれてい

を利用できようになることで人の役に立ちたいと

る姿にあこがれた．そこで NTT 研究所でのハー

思い，工学に．更には，1990 年代当時，これか

ド開発を希望したところ，縁あってか，当時のア

らの時代はプログラムによる自動化や制御が世を

クセス網研究所で光ファイバ線路監視システムの

席けんするだろうと考えて電子情報工学を選択し

研究開発に携わることとなった .

た．電子情報工学の研究分野は，電力システムか

通信ネットワークは中継とアクセスに大別さ

らロボット制御，半導体，更に言語処理等まで広

れる．中継は地点と地点とを大容量で接続するの

範囲にわたっていて，自分は大学入学当初ソフト

に対し，アクセスは通信設備ビルから面的に広が

ウェアにも興味を持っていたが，あるとき，講義

る各ユーザ宅まで広範囲をカバーする．FTTH 時

の際に後ろの席から“光通信”という言葉が耳に

代到来にあたって，光ファイバで断線等の故障が

飛び込んできて，にわかに興味を持った．

発生した際に , 広大な線路設備の障害点を即座に

光ファイバ通信は 1985 年には旭川と鹿児島を

特定するため，設備ビルに光パルス試験器を配備

結ぶ日本縦貫光ファイバケーブルが完成し，超高

して，遠隔自動で状態を計測する光線路試験シス

速通信時代が台頭しつつあり，これから光ネット

テムを急ぎ全国に配備する必要があった．通信波

ワークが各家庭までもつなぐ，FTTH（Fiber To

長広帯域化に伴うハード開発，並行して光試験シ

The Home）の到来前夜であった．光通信の研究

ステム化開発が必要であり，両方の研究開発を同

室では FTTH 時代に必要となる装置小形化・低

一チームで担当した .

廉化技術として，電子回路と光導波路をハイブ

根っからハード領域が専門のメンバーたちで

リッドに 1 チップで構成して小形化するモノリ

システム設計から全工程を行ったが，今振り返る

シック回路技術を目指していた．自身の研究テー

と初版の詳細設計では通信シーケンスの規定が暗

マは光ファイバと光導波路のワンタッチ接続とい

黙である等，危うい箇所が多々あった．自分自身

う，シンプルだが光回路の実用性・経済性の向上

は入社時にハードの研究開発を希望したが , シス

にとっては切実な課題に取り組んだ．研究室には

テム開発の試験手引きを並行して学んで品質管理

フォトリソグラフィー，スパッタリング等の実験

を行うなど，専門にこだわり過ぎず取り組み，無

設備が充実し，設計からデバイス作成，動作実証

事開発完了に貢献することができたのは長所だと

まで「一気通貫」で取り組むことができた．後に

思う．この光試験システムの更改開発は，FTTH

修士で磁性薄膜の研究テーマにも取り組み，ハー

拡大における光線路敷設の正常性試験を大幅に効

ドを実際に手の中で作製して成果を出すことに強

率化し，FTTH 躍進の一端を担った．開発で取り

くモチベーションを感じたが，このときはまだ通

組んだ試験波長規定や，FTTH 構成に対する光試
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験機能の高度化検討結果を成果として博士号を取

変化が生じていることを開発側で発見した．そこ

得したが，実用に即した開発検討から基礎研究を

で常であればトラブルになってから連絡を頂く監

評価し，組織として見守ってくれた会社，また大

視部署へ，逆に開発側から原因究明と対処を用意

学で御指導頂いた先生方に感謝したい .

して対処依頼となった．先にも書いたように，対

さて，ここまでは光ファイバ計測の研究であっ

処作業そのものが想定外の故障にもつながること

た が， 一 区 切 り つ い た と こ ろ で 異 動 が あ り，

もあるため，依頼した一つ一つの工程が完了する

NTT 西日本でネットワーク監視システムの開発

のを緊張して電話会議のこちら側で伺い，最後に

に携わることになった．通信機能は七つの階層構

無事対処が完了したときには思わず大きな歓声を

造に分割する OSI 参照モデルで定義されるが，

揚げた．ただ電話の向こうの監視側ではトラブル

最下層のレイヤ 1（物理層）から一気に飛翔し ,

未然の状態であったため，いま一つピンと来ずと

レイヤ 7 のアプリケーション層までもが所掌と

いう様相であった．未然に防ぐということは白鳥

なった．着任して 2 日目，早速，監視システム

のごとく水面下でバタバタと水をかいているよう

でトラブルが発生し，監視業務の担当部門から緊

なものである．監視の僅かな立場の違いでも温度

急連絡を受けて電話会議となった．サービスに異

差があるのだから，ユーザ視点では社会インフラ

常があれば当然利用者は気が付くが，運用のポリ

の品質が高いほど，保全の取組みはむしろ意識さ

シーとしてユーザ申告での対応では遅く , 装置 1

れないのだろうと思う．

台として正常性を監視できない状態であってはな

現在は再び研究所所属となり光計測の研究を

らないということである．開発チーム側と運用側

行うこととなった．入社当時の爆発的な FTTH

を電話会議でつなぎ，状態切り分けを夜通し実施

の成長期には，光線路の研究開発ターゲットは光

し，その日は暫定的に監視業務側での人力で，本

ファイバやケーブルといったʻものʼ中心の取組

来であれば不要な監視処置を実施頂くことで了承

みであったが，昨今は老朽化したインフラの管理

頂いて一区切りとした．

や，保守人員減耗を鑑みての設備の効率的な管理

仮対応を終えたのは日もすっかり昇っての休

運用性，すなわちʻことʼへの重要性が高まりつ

日だったので，無人の事務所でそっと休息してか

つある．
ʻものʼの研究開発では品質はもとより

ら帰宅しようとしたところ，不意に休日出勤の方

低コストであることが確かな正解であった

が入って来られた．自分は思わず床から挨拶をし

が ,ʻことʼは現場に近くよく知った上で詰めて

てしまい大変驚かせたのは，申し訳なかった．完

ゆく必要がある．冒頭，人が定めた決め事より

全な対応完了には実際かなりの期間を要し，監視

も，現象の解明をなどと言ったが，運用は正に人

部門には長らく御協力を頂いたが，通信が 24 時

が定める領域であり，光計測技術は，通信に求め

間 365 日つながり続け，万が一の障害時間を短

られる厳しい設備の運用を，効率的にサポートす

縮し，1 パケットの欠けも許容しない厳格な品質

る手段として，非常に重要となっている．

への体制を支える側に回って実感した .

私と通信との関わりは，主役である通信システ

トラブルは通常運用範囲のみで大障害が起こ

ムの周りで，光ファイバ線路の正常性や伝送装置

ることはまれで , 例えばソフトウェア更新や装置

の監視という支える技術であり，日々ばく大な情

の設定変更工事などを伴った場合に発生すること

報を我々に与えていてくれる通信インフラの「バ

が多い．となれば何も手を加えずにおきたいが，

タ足」である .

セキュリティパッチや新サービスへの対応等でシ
ステムは折々更新が必要となる．当初開発を担当
した折には，トラブル連絡を受けてから分析・対
処検討を実施していたが，メンバの負荷低減と即
時性向上のために，障害箇所を想定したパターン
チャートを作成して初動を迅速化した．更には，
システム状態を監視部署と定期共有し，あると

本田奈月 （正員）
1998 横浜国大大学院電子情報工学
科博士前期課程了．同年 NTT 入社 .
アクセス網研究所にて光ファイバ試
験 シ ス テ ム の 研 究 開 発 に 従 事．
2013 NTT 西日本でネットワーク監
視システムの開発．現在 NTT アク
セスサービスシステム研究所勤務．
博士（工学）
．

き，障害には至っていないがパラメータの僅かな
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若い技術者たちへのメッセージ

アナログ放送から
ディジタル放送へ
山田

1

はじめに

1967 年 に NHK に 入 局 し 2002 年 に NHK を 退

職するまで放送技術研究所（以降，技研と記す）に
おいてディジタル放送の研究開発業務に従事してき

た．1990 年代後半からは地上デジタル放送の海外
普及活動にも力を入れ，我が国が開発した方式とし

ては初めて海外の国々で採用されることとなった．
2000 年には反対の多かったスーパーハイビジョン
の研究立ち上げも行った．技術革新は，技術そのも
のの新規性もあるが，底流に流れる大きな流れに逆
らい，新しいテーマをいかにして立ち上げるかの過

程が重要であり，必ず新旧技術の確執が生まれる．
上司や周りの言うとおり，皆と同じでは技術革新は

技研では多くの研究テーマを手掛けたが，最初の

2018 年

スーパーハイビジョン放送

2003 年

地上デジタル放送

2000 年

BS デジタル放送

1996 年

VICS FM 多重放送

1986 年

テレビ音声多重放送

1985 年

テレビ多重文字放送

1969 年

FM 放送

1960 年

カラーテレビ放送

1953 年

テレビ放送

1925 年

AM 放送

営陣や上司が反対するテーマだったため，人には余

6 メディアが放送されている．アナログテレビ全盛

上昔の話であり真実を知る人も少なくなり，偽情報

開発に従事できたことは無常の喜びである．

り言えない苦しみと困難に直面してきた．30 年以
も流れている．本当の事を述べても影響を受ける人

はほとんどいないと考え，当事者として，できる限
り事実に即して述べることで若い技術者たちへの指
針になれば，との思いで筆を執った．

2

放送技術の歴史

我が国の放送技術の歴史を図 1 に示す．1925 年

に日本で初めて AM 放送電波が発射され，その 5

の時代からディジタル放送開始までの激変期に研究

3

ディジタル放送技術醸成の時代

3.1 母親の教え

子供の頃は，近所でも有名ないたずらっ子で母親

を悩ませた．勉強嫌いで遊びが主だったため学校の
成績は悪く，教育熱心な母親と親子げんかが絶えな
かった．

当時，家事の一部は子供の仕事で，母親には「言

年後の 1930 年に僅か 16 名の職員で技研での研究

われてからやったのではやったことにならない」と

会的事業であるとの判断から，研究所設立を英断し

マのほとんどが独自提案であったことは，この母親

がスタートしている．放送は最新技術に立脚した社
た経営陣の先見性に敬意を表したい．ちなみに英国
の BBC も 1930 年に技術研究所を開設している．

家電メーカは毎年のように新製品を市場に出す

が，放送メディアの開発には国，放送局，メーカ，

いつも叱られていた．振り返ってみると，研究テー
の教えが心の底にあったのだと思われる．何にでも

凝り性のところがあり，大学生時代は，将来は分野
によらず研究職が希望だった．

受信者など多くの関係者が関わり長期間かかるた

3.2 NHK の新人時代

実用になったメディアはほんの 10 種であり，現在

1967 年 NHK 入局直後の放送技術研修の内容が全

め，図に示すように 90 年以上の放送技術の歴史で，
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Osamu Yamada

図 1 放送メディアの歴史
（斜体字は現行メディア，太字はディジタル放送）

生まれないのであり，日本の元凶になっている．

テーマ以外は全て独自で提案したもので，多くは経

宰
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く理解できず，最初から劣等生だった．最初の勤務
地は青森放送局で，現地の諸先輩から手取り足取り
放送現場技術の初歩を学び，劣等生から少しは解放

アナログ放送からディジタル放送へ

「セレンディピティの女神」に巡り会えることを実
体験したのである．

された気がした．毎年の自己申告欄には「到底不可

3.4 FM 多重放送

研勤務が夢だった．

受け持つ部下の育成を考慮した次の研究テーマ探し

ができた．与えられた研究テーマは「静止画像放

題はハイビジョンであり，ディジタル伝送は重要な

能と思われる研究テーマに挑戦したい」と記述し技

1971 年の定期異動で希望の技研へ異動すること

1985 年筆者自身は管理職になりたてで，初めて

が悩みの種だった．当時の技研にとっての最重要課

送」で，フレームごとに異なる画像を伝送して受信

テーマではなかった．EBU（European Broadcasting

育などの番組に限れば 1 チャネルで 50 番組放送で

放送にディジタル信号を多重する車向けデータサー

側に 1 フレームメモリを持てば，動画像のない教

Union）は RDS（Radio Data System）と呼 ぶ FM

きるシステムであった．受信メモリや送信ファイル

ビスの研究を推進していた．NHK は FM 多重放送

ハードを学ぶことができた．静止画像放送は実用に

あれば反対せずに賛成に回ることを EBU に伝えて

メモリを担当し，将来の研究の基礎となるソフトと
はならなかったが，当時の上司の計らいで自由に勉

強できた週 1 回の誤り訂正技術の輪講が，その後

研究の計画はなく，EBU が勧告案を提出するので
あった．

筆者は RDS の仕様からその性能に疑問を持ち，

の筆者の将来を決めたと言っても過言ではない．

文字放送用に開発した誤り訂正の二重化とビット誤

3.3 テレビ多重文字放送

動体向けシステムを開発できると確信していた．技

1972 年に BBC が発表したテレビ信号の画像信

号が送られていない垂直帰線期間に文字コード信号

を多重して文字や図形を表示する Ceefax と呼ぶ新
しい情報放送に刺激され , 技研においても同年にパ

りを分散させるインタリーブ回路により大容量の移

研の経営方針を変えさせるには，NHK が FM 多重
放送の研究を実施せざるを得ない環境を整備する必
要があった．

1985 年の CCIR 会合に EBU から RDS の勧告案

ターン方式によるテレビ多重文字放送の研究を開始

が正式に提出されたことを知り，独自判断で，ジュ

送の研究を開始し，筆者はメンバーの一員に指名さ

ならないよう急きょお願いした．M 先輩の尽力に

している．また，1977 年にはコード伝送の文字放
れた．

筆者自身は，誤り訂正技術の輪講の幹事役を務め

ていたこともあり，伝送路の誤り訂正技術の研究担

当となった．今から思えば，具体的なアイデアが
あったわけでもなく，全くの怖いもの知らずの挑戦

だった．毎年 2 回の野外実験において，自作の誤
りビットパターン収集装置により数百枚のフロッ
ピーディスクに収録したビット誤りを分析した結
果，通常の誤り訂正符号では訂正できないとんでも
なく難しい伝送路であることが分かった．

担当して 5 年後の 1982 年に（272,190）符号の

アルゴリズムを独自の考えで改良した符号を用いれ

ば，ほとんどの地点での誤りは訂正できることが分

かり，1985 年にコード方式のテレビ多重文字放送
を実用化することができた．

1974 年に開始した Ceefax は誤り訂正技術を使

用していなかったため，日本が世界で初めて地上放

ネーブに出張中の先輩 M 氏に，RDS のみの勧告に
より，
「他国では別の方式を研究開発中」とのフッ
トノートを勧告に付けることができ，各国は日本方

式の完成を待つことになった．1988 年に RDS の
受信用 LSI を開発中の日本メーカからの依頼で，西

ドイツでの伝送実験に参加した折，予想どおり
RDS の受信特性が悪いことを体験し，
「しめた」と
思った．また，警視庁の交通管制センターと情報交

換し，FM 多重放送による交通情報サービスの必要
性を大いに訴えてもらった．上層部から「何でそん
な放送と関係ない研究をやっているのか」と圧力が

あったが，旧郵政省 O 氏らの応援と仲間たちの協
力で 1994 年に RDS の 10 倍以上の伝送容量を持
つ方式の開発に成功し，我が国初の国際電気通信連

合無線通信部門（ITU-R，元 CCIR）勧告とカーナ

ビ用交通情報サービス VICS（Vehicle Information
Communication System）の実用化に成功した．

経営陣からは，
「山田がこんな研究を始めたから

送伝送路上で誤りなしにディジタル信号の伝送を可

VICS を実施する羽目になった」とお叱りを受けた

果は，論文掲載が難しいとされていた 米国 IEEE,

協業と定年退職者の受入れなどのメリットがあり経

能にする方式の開発に成功したことになる．この結

Communication Society の論文に採択，掲載され，
当時の羽鳥東大教授と今井横浜国大教授から評価を

頂き博士号を拝受した．苦しめば苦しむほど最後は

が，今では NHK には毎年数億円の副次収入と技術
営に寄与している．また，研究成果は次の移動・携
帯受信機能を持つ地上デジタル放送方式の研究につ
なげることができた．

若い技術者たちへのメッセージ

アナログ放送からディジタル放送へ

147

4

ディジタル放送

4.1 BS デジタル放送

1991 年の定期異動で図らずも衛星放送方式研究

部部長に指名され，約 30 名の研究者を預かること
になった．多くの課題があったが，最も大きな問題

は，1989 年から開始していたアナログハイビジョ

ン MUSE の衛星実験放送の扱いであった．NHK 全

圧縮技術の進展と技研が開発した世界最大容量

52Mbit/s の伝送方式であった．衛星 1 機 4 中継器
で全ての放送業者がサービスできる方式である．日

陰の若い研究者たちの BS ディジタルの研究が初め
て世の中で認められ 2000 年 12 月の放送開始に間
に合わせることができた．

外部の関係者は，BS デジタル放送は何の問題も

体の方針は「BS（Broadcasting Satellite）ハイビ

なく従来技術の延長で自然に出てきたと感じていた

究所としては BS ディジタル伝送技術を極めておく

各々の在り方が問われる課題でもあった．

ジョンは MUSE」であったが，筆者の考えは「研
必要がある．MUSE かディジタルかは技術進歩を

であろう．しかし内情は，最先端の研究者と経営陣

見極めた上での経営判断の問題である」であった．

4.2 地上デジタルテレビ放送

が，毎回拒否され承認が出なかった．しかし，上司

文字放送と移動受信用 FM 多重放送の研究開発経

タル放送の計画を記述したところ，何のおとがめも

受信可能であれば，サービス範囲を拡大できるとの

当時，上司に BS デジタル放送の研究を提案した

の拒否を無視して年 1 回の研究提案書に BS ディジ
なく通過したのである．この提案の裏には，優秀な
一人の研究者を育成するため新研究テーマの設定が
必要だったこともあった．

BS デジタル放送の研究は，経営方針に反してい

たため上層部や仲間からも反対の声が上がり支持者

が皆無で悲哀を味わった．一部には「放送センター

日本の地上デジタル放送は固定受信のテレビ多重

験が基本になっている．テレビ多重文字放送が移動
思いから移動での受信実験を実施したところ全く受

信できないことを確認していた．一方，アナログテ
レビ放送はある程度車でも受信できることから地上
デジタルテレビは移動受信が必須と考えていたので
ある．

1986 年から数名で，移動受信を目指した OFDM

の経営陣にこのことが分かったら技研は潰される」
，

（Orthogonal Frequency Division Multiplex） に

めたら」と非難する者たちもいたのである．若い研

技研は，米国へ提案用の MUSE 地上伝送方式「ナ

「そんなにディジタルをやりたいのなら NHK を辞

究者たちにはつらい思いをさせてしまったが，周囲

の声に惑わされずに独自判断で研究を推進させた．
担当者たちの実施した各種変調方式のシミュレー
ション結果から，最終的には多相以外無理と判断し

8 相トレリス符号化変調方式を指示し，ハードウェ
アでの性能確認後方式を決定した．

1994 年 2 月当時の江川郵政省放送行政局長の発

言が新聞の一面に「MUSE をやめてディジタルで」
と大きく報道されたが，放送局や電子工業会の反対

で翌日の新聞には「従来どおり MUSE で」の記事
が記載される騒動が起きた．実際，当時の技術では
デジタルハイビジョンは不可能だったのである．後

日談として，外部専門家が「BS ハイビジョンは
ディジタルでと江川局長にインプットした」と聞か

された．1994 年末技研の首脳陣に呼び出され BS

よるディジタルテレビの基礎研究を開始した．当時

ロー MUSE」開発の真っ最中で，OFDM による地
上デジタル放送は技研上層部には全く取り入れられ

なかった．机上の検討のみで性能確認のためのハー
ドウェア試作の予算がなかったのである．郵政省放
送技術課長 S 氏と懇談した折，技研としては将来

技術にも力を入れるべき，と主張したところ，S 氏
自らが当時の研究所所長に掛け合って頂いた．数日
後に所長室に呼び出され，
「お前は，外部の力を使

い何ということをするんだ」と大目玉を食らったの

である．お叱りを受けた代わりに OFDM の試作機

費用を得ることができ，1995 年の技研公開におい
て世界で初の移動受信可能なディジタルテレビの公

開実験を実施した．後の海外普及活動ではこの移動
受信が普及の重要なキーになった．

NHK 経営陣の一部から反対の声も聞こえてきた

ディジタルの研究計画がどうなっているかの説明を

が，外部の協力も得て欧米にそれほど遅れることな

はなく 128 度の通信衛星軌道を使うと言い逃れを

開始することができた．

求められた．我々のシステムは BS の東経 110 度で
してその場をしのいだのである．

技術的裏付けがない BS のディジタル化の問題で

苦悩されておられた羽鳥教授が 1996 年 12 月に

BS 放送はディジタルで，と英断され，日本の BS
デジタル放送が決定している．英断の元になったの
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は，従来技術では不可能だった MPEG ディジタル
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く 2003 年に世界最高性能の地上デジタルテレビを

5

若手技術者へ

社会人として，NHK，私企業，大学に勤務し，

現在は独自事業を営むなど多くの経験をしてきた．
振り返って，以下のことを感じている．

若い技術者たちへのメッセージ

アナログ放送からディジタル放送へ

（1）学生は多くのことを勉強・体験し，将来何を

すればよいのでしょうか」など，文句を言ってきた

人生を誠実に生き得意分野での仕事に一生を費やせ

いか独自で判断すればよい問題である．多くの日本

志すか得意分野を探す旅人であろう．一度しかない
たらこんな幸せはない．

（2）学校でのテストは学んだことの理解度と記憶

力をチェックするのが主で，現場で求められる創造
力や課題への挑戦心とは余り関係ない．組織が本当

者たちもいた．周囲に惑わされることなく何が正し
企業では皆が同じ方向，上司の言うとおりが一般的
な傾向であり，後を絶たない企業の不正と多くの日
本企業のちょう落の原因になっていると考える．

（11）全体が反対する大きなテーマに勇気を持っ

に求めているのは，ごますりやイエスマンではな

て挑戦しない限り世の中の流れを変えることができ

戦心を持つ若者の粘りと元気である．

でである．米国のビジネスでは，大きな失敗の経験

く，将来技術への創造力が豊かで新たな課題への挑

（3）若手技術者にとってグループでの勉強会は必

須の要件である．自分が理解できない部分はほかの

ない．失敗した場合はその人の責任の問題になるま
が投資家の評価につながるとも言われている．

（12）
「誰が，いつ，何をなしたか」は技術者の命

人が理解でき，互いに協力すれば難しい教科書でも

であり，オリジナリティーが重視されなければ技術

力向上につながる．

はよく聞く話である．

全員が理解できるようになり，個人の技術力と組織
（4）学校で学んだことが即業務に結び付くことは

立国は成り立たない．自分がやったのに，という声
（13）大会社でさえ将来どうなるか分からない時

ほとんどない．学校で学んだことにこだわらず最初

代，その組織を離れた場合でも自分自身で生きてい

成と考えた方がよい．

る．

から勉強し直す覚悟が必要で，10 年は基礎力の養
（5）研究と実用化の間にはいわゆる「死の谷」が

あり，研究の全てが実用化になるわけではない．実
用にならなかったとしても，研究に精進することに

ける能力を培っておくことが必要な時代になってい

6

むすび

ページ数の関係で要点のみを述べた．衝突を避け

より組織も個人も，その分野に精通でき将来の成長

ていたら現在のディジタル放送はなかったのであ

（6）将来技術に精通しているのは現場の若い技術

周囲と常に意見が異なり，関係者に不愉快な思いを

の種になる．

者たちであり，上層部のみの判断では経営が難しい

時代になっている．上司や経営陣の考えにそのまま

従うのではなく，自分で考え，自分で判断し行動す
る若い技術者のみが新しい時代を切り開くことがで

る．研究に関して自己主張が強く，経営陣・上司・
させてしまった．それでも，NHK 経営陣の懐の広
さと優秀な仲間たちの協力のおかげで微力ながら放
送技術の発展に寄与できた．

劣等生だった筆者をここまで育てて頂いた NHK

きる．

と仲間たち，総務省，大学，企業の皆様にこの場を

べきではない．そのような人材は，職場では多くの

技術者たちの挑戦心と元気に期待するとともに，組

（7）出世は業務の結果であり，出世のみを求める

場合派閥を作り本当に能力のある人材を生かさず組

織力を弱めることになる．技術開発は政治ではなく
真実の追求なのである．

借りて深謝する．技術立国日本の再興へ向けて若い
織を活性化し若者の活力を引き上げる上層部のマネ
ジメント力向上を願う次第である．

（8）新たな業務を創出しなければ組織は縮小する

のみである．常に頭の中で課題を考え，周りが話題
にする前に自分自身の責任で新たな提案をする必要

がある．今でも研究テーマが見つからずもがき苦し
む夢を見ることがある．

（9）常に，組織と個人の在り方をベースに行動す

べきである．上司と衝突するのが目的でディジタル

放送を推進させたわけではない．孤立しても正しい

と思ったことを主張すべきである．上司の顔色を見

るのではなく，組織のため，社会のために，自身の
技術者としての生涯を何にささげるかの真実の顔を
見て業務に精進すべきである．

（10）
「役員と仲が悪いといううわさが流れていま

山田 宰 （名誉員：フェロー）
1967 早大・理工・電気工学卒．同年
NHK 入局．2002 パイオニア株式会社
入社．2007 早大客員教授．IEEE Life
Member, 映像情報メディア学会名誉
員．本会及び映像情報メディア学会功
績 賞，C&C 賞， ブ ラ ジ ル テ レ ビ 学 会
Hoanoning Award， そ の 他 各 受 賞．
2017 ブラジルの F. Bittencourt 氏との
共著「Digital-TV ISDB-T」Babel Press
U.S.A. から出版．工学博士．

す，仲良くしてもらわないと困ります」
，
「私はどう

若い技術者たちへのメッセージ

アナログ放送からディジタル放送へ
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若者よ、
世界に
出よう！

在日外国人から
見た自分の地元
パナソニック株式会社

１

ジャスミン・ジュライヒ

はじめに

レ，家全体の自動制御のスマートハウスなど，毎日新
しい発見があった．
これらの技術は，これまで想像できなかった，考え

私は出身地のマレーシアから日本に留学し，2013 年

ていなかったアイデアを，高い技術の能力と創造力で

に立命館大学大学院で修士前期課程を修了した後に，

作り上げたと感じた．それらの体験で日本が先進国で

大阪府門真市にあるパナソニック株式会社に入社した．

最新技術を持つ国であると実感した．

そこで国内の住宅エネルギーマネジメント (HEMS) 関
連の研究・開発に携わった．
これまでは，技術企画に携わる者として国内 HEMS
について検討していたが，現在は「グローバル」な「暮

３

海外勤務の機会

これまで国内向けの技術の開発に携わっていたが，

らし」という視点でより幅広い技術の展開を常に考え

もっとグローバルにチャレンジしたいと考え，積極的

ている．

にアピールした．日本で 5 年間働き，やっと海外に行

２

はじめての日本

く機会が来た．
しかし，行き先が新しい地域と思いきや，出身地の
マレーシアの隣のシンガポールだった．マレーシアか

私はマレーシア生まれ，マレーシア育ち，そしてマ

ら橋を渡れば，すぐに行ける国．更に，仕事内容では，

レーシアの教育を受けてきた．学生時代の「Look east

ASEAN 諸国を調査するようなミッションだったため，

policy」
（ルックイースト政策）の下に，日本を手本に

マレーシアをはじめ，インドネシア，タイなどが対象

して様々な技術の発展を学んだ．私も，いつか日本で

国だった．私自身はせっかく海外に行ける機会なのに，

最新技術に携わりたいと思っていた．

赴任先が地元の近くのため，
「何か新しいことを発見で

来日したときに，日本の技術の進歩や日本人の思い

きるのかな？」と不安も感じた．また，10 年間近く日

やりにとても感心した．早い新幹線，時間どおりの上，

本で学んできた知識を，全く別の国でどう生かすかも，

何分後の到着かを知らせてくれるバス，自動洗浄トイ

私の中の大きな課題だった．

図1
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図2

シンガポールの名物料理，チリクラブ
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在日外国人から見た自分の地元

逆カルチャーショック

不安を抱えながら，シンガポールにて半年間滞在し，
ASEAN 諸国の調査を行った．そこで，地元のはずだっ
たがこれまで気付かなかったことや，10 年間日本に住
んでいる間の技術の進歩に，とってもびっくりした．
これが「逆カルチャーショック」ということだろう．
■シンガポール（図 1，図 2，図 3）
地下鉄やバスといった交通が便利の上，GrabCar の
ような車手配サービスだけでなく，乗捨て自転車サー
ビスなど様々な移動手段が存在する．現在，自動で来
るスクーター手配サービスも開発中である．Last one
mile へのアプローチのすごさを感じた．
また，国全体が「実験所」になっており，至るとこ
ろにスタートアップ企業が集まり，様々な実験や交流
が盛んであることを感じた．
■マレーシア
日本やシンガポールほど，インフラの設備がまだ整っ
ていないところはあるが，インターネットの普及によ
り膨大なサービスで毎日の生活がとても便利である．
GrabCar をはじめ，Food Panda（出前サービス）
，ム
スリム向けお祈り時間と方向を知らせるアプリ（図 4）
，

図4

郵便局に行かずにコンビニで荷物を受け取り・送るサー

お祈りアプリ

ビス，来客出入登録アプリでマンションの高セキュリ

一旦日本を離れることによって，再度考え直すことが

ティなど，スマホ中心の生活にとても感動した．

できた．また，生まれ育った環境を長年離れてから改

５

学んだこと

めて見たときに，やはり技術の進歩の速さ，発展途上
国のフレッシュなアイデアなど，日本が学ぶべきこと
もたくさんあった．

今回の経験で，見慣れた環境から一旦離れることの

こ の 経 験 を 通 じ て， 全 く 新 し い 環 境 で 新 し い

大切さを感じた．初めて日本に来たときの感覚と，10

experience（経験）をするだけでなく，慣れた環境を

年間住んでいた感覚がやはり異なっていた．感心した

新しい見方で re-experience（再経験）することも大事

日本の最新技術に慣れてしまい，次に新しいことは何

だと感じた．

かあるか？を考える機会とそれらに感心した気持ちも，

ジャスミン・ジュライヒ

図3

シンガポールの様々な乗り物

2009 に来日し，マレーシアのセランゴー
ル大から立命館大に編入．2013 立命館
大大学院理工学研究科電子システム修
士課程了．2013 から現在，パナソニッ
ク ライフソリューションズ社にて住宅
ソ リ ュ ー シ ョ ン の シ ス テ ム 開 発，
ASEAN や米国向けの技術企画に従事．
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科学館・博物館めぐり

東京農工大学
科学博物館
飯野孝浩 Takahiro Iino 東京農工大学

1 東京農工大学科学博物館について

である「西村コレクション」を保有している．その中に

東京農工大学科学博物館は，工学部のある小金井キャ

管メモリ（情報処理遺産認定済み）など，多数の貴重資

ンパス内に位置し，1886 年以来の長い歴史を誇る．工

料が含まれている．同コレクションから一部を本館で展

学部は新制大学においては繊維学部として設置され，更

示しており，一部は動作も可能である．現在では，世界

に東京高等蚕糸学校などの繊維関連の研究・教育機関を

で初めて開平計算を可能としたトランジスタ電卓である

前身に持つ．そのため，博物館の収蔵資料は過去に収集

カシオ計算機の「ルート 001」
（図 2）や，小形電卓の

された繊維標本や繊維機械が主であり，世界中の繭の標

はしりとなった同社「カシオミニ」
，半導体登場以前の

本（図 1）や，伝染病の蚕の模型など，貴重な資料がそ

主要な演算・記録素子であったリレーやドラム式主記

ろっている．繊維産業は第二次世界大戦以前には我が国

憶，我が国独自の主記憶装置である磁気コアメモリなど

の基幹産業であり，本館は我が国の産業史を俯瞰できる

を展示している．
「ルート 001」や手回し計算機はデモ・

貴重な資料群を保有・展示している．また，本学の先進

体験も可能である．本誌の読者の方々には広く興味を

的な研究成果を発信する企画展・特別展や，地域向けの

持って頂ける展示ではないだろうか．

は最初期の真空管式計算機である「TAC」のブラウン

科学教室などを幅広く実施し，大学の地域への窓口・広
報施設としての機能も有している．ここでは，特徴的な
本館の展示やイベントについて御紹介したい．

3 繊維機械群とその動態展示
1 階の繊維機械展示室（図 3）をはじめとして，展示

2 情報通信機器群

室の多くは繊維機械で占められている．繭から生糸を繰

工学部の情報工学科は，貴重な情報機器コレクション

機，綿を撚糸して綿糸とする紡糸機など，その種類は多

図１
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り出し，撚糸する繰糸機，糸を織って布を生産する織

明治〜昭和期に収集された世界各地の繭の標本．細長いもの，コンパクト
なものなど，多様な形状の繭があることが分かる．

通信ソサイエティマガジン No.50 秋号 2019

ⓒ電子情報通信学会 2019

図２ 左からカシオの電卓「ルート 001」，Brunsviga 社
の電動式計算機，タイガー手回し計算機．どれも動
作が可能である．また新規に動作シーンを撮影し，
常に放映している．

図４ 日産自動車のウォータジェット織機について来館者に
解説と動態展示を行う繊維技術研究会のメンバー．

はシリンダ 1 本で各織機に動力を伝えており，モータ
を多数搭載できる現在の機器とは設計思想が異なってい
る．その工夫も見所だ．
両端がとがった金属で覆われたシャトルが高速で往
復する形式は，運動エネルギーを無駄にするだけでな
く，時にシャトルが高速で逸脱することもあり，工員に
とっては危険なものでもあった．そこで，戦後には世界
各地でシャトルレスの織機（いわゆる革新織機）の開発
が行われた．本館では，主要な革新織機の一つである
ジェット織機の動作を見ることができる．本館では日産
自動車が実用化した 2 種類のジェット織機（図 4）を展
図3

繊維機械展示室の一部．左手前が豊田 G 型自動織機．

示しており，それぞれ高速で射出した空気と水が横糸を
輸送する．綿のように水分に弱い素材はエアジェット，

岐に及ぶ．その変遷は我が国の機械技術の歴史を学ぶこ

合成繊維はウォータジェットがそれぞれ用いられる．

とのできる重要な教材となっており，工学部の新入生は

ジェット織機はシャトル織機をはるかに越える生産効率

全員が本館の見学を行うカリキュラムとなっている．
繊維機械群のうち，特に織機については，その変遷が

（横入れ速度）を実現し，現在の繊維産業の主流となっ
ている．

網羅された展示となっている．縦糸を長く設置し，横糸

ほかにも繭から生糸を繰り出す繰糸機などを多数動

をくぐらせるという「織」の技法は，紀元前の誕生以

態展示しているが，その運用は，繊維機械メーカの OB

来，現在に至るまで連綿と用いられ続けている．織機の

らによって構成されるボランティア団体である「繊維技

技術革新を語る上でキーとなるのは「横入れ」である．

術研究会」によって行われている．毎週火曜日には同会

織機では「シャトル」と呼ばれる流線形のケースに横糸

のメンバによる動態展示が行われ（図 4）
，機械群の機

を入れて縦糸の隙間をくぐらせる（＝横入れ）形式が戦

構や開発秘話について話を聞くことができる．本誌の読

後まで主流であった．長いシャトル織機の歴史の中で一

者の方々にはきっと楽しんで頂けると期待している．

つの画期となり，本館でも動態展示を行っているのが，
豊田佐吉による 1924 年の「無停止杼換（ひがえ）式豊
田自動織機（G 型）
」の発明である．本織機は，横入れ

4 多彩な企画展・特別展の実施

のたびに機械式センサがシャトル内の横糸の有無を調

特定のテーマを設定した企画展・特別展を年に数回程

べ，横糸が枯渇すると，使用中のシャトルを別のシャト

度実施している．理工系のテーマでは，2018 年度には

ルと自動で入れ換えるという機構を持っていた．これに

三次元表示・形成技術の展示や体験を実施した「未来へ

より織布の生産効率は飛躍的に向上し，本自動織機は豊

飛び出せ！ 3D」展や，スーパーハイビジョン本放送に

田自動織機の名を世界に広めることになった．本織機は

合わせて放送の歴史と現在・未来を展示した「放送技術

館内でその動作を見学することができる．往時の工場で

のこれまでとこれから」を映像情報メディア学会との共
科学館・博物館めぐり

東京農工大学科学博物館
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図５ 2018 年度の特別展「放送技術のこれまでとこれか
ら」において，テレビ局で実際に使用されていたカ
メラやスイッチャーを用いてクロマキーを体験でき
る展示の模様．学生サイエンスコミュニケータが解
説・体験を行った．

図７

2018 年 8 月の全館イベント「サマーフェスタ」の
一こま．
本学では博物館学芸員課程を開講しており，
受講生が企画・運営を行った科学実験教室が人気と
なった．手前がヒューマノイド「小太郎」
．

6 ほかにも・・・
ロビーでは，本学の教員が開発した世界初の筋骨格
ヒューマノイドである「小太郎」が皆さんを迎えてい
る．また，蚕の伝染病に業を煮やして世界中で開発が進
められた合成繊維のうち，最初期のものも収蔵・展示さ
れている．
（可燃性が高く，ダイナマイトにも用いられ
るニトロセルロースであり，すぐに廃れてしまった．
）
また，コレステロール値を低減する「スタチン」を開発
図６ 2018 年 6 月に実施した「サイエンスマルシェ」の
様子．musset の学生が主体となって，液体クロマ
トグラフィーを用いた植物の分析を行った．

した，遠藤章特別栄誉教授に関する展示室も興味深い．
年に数回，全館的なイベントも実施しており（図 7）
，
是非こういった機会に御家族で御来館頂きたい．

催により実施した．どちらも体験型の展示や，学生サイ
エンスコミュニケータによる展示解説や体験コーナを設
け（図 5）
，インタラクティブな体験を実現している．

5 学生が活躍する博物館
musset（ミュゼット）という学生団体が本館を基盤
に活動しており，科学実験・体験教室や展示のガイド，
メンテナンス等に取り組んでいる．特に，2018 年度か
らは「サイエンスマルシェ」と銘打った連続科学実験イ
ベントを実施し，各回とも予定した回数を上回って実施
するなど，盛況となっている（図 6）
．
「理科離れ」が叫
ばれる今，子供たちと年齢の近い大学生がインタラク
ティブに科学の楽しさを教えてくれるこのイベントは，
近隣の子供たちにとって科学と親しむ重要な機会となっ
ている．更に学生にとっても，理系人材として自らの価
値を捉え直す機会となっており，自主的かつ活発に活動
を展開している．2018 年度には学長表彰（社会貢献の
部）を受賞し，2019 年度には更に拡大したサイエンス
マルシェを実施する予定である．
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Access
「東京農工大学

科学博物館」

開 館 日：火曜〜土曜（祝日・年末年始・その他休館日あり）
開館時間：10:00 - 17:00．
U
電

R

L：http://tuat-museum.org
話：042-388-7163

入 館 料： 無 料
JR 中央線東小金井駅から徒歩 10 分．無料駐車場・駐輪場あり．

飯野孝浩 （正員）
2009 名大・理・物理卒．2014 同大学院
博士後期課程単位取得満期退学．同年，
東京農工大・科学博物館・特任助教，現
在に至る．この間，サブミリ波電波を用
いた電波天文学・惑星大気リモートセン
シングの研究に従事．

通信ソサイエティからのお知らせ

2018年度

通信ソサイエティ論文賞・マガジン賞

～受賞論文・記事と総評～
記事と総評～
1

はじめに

通信ソサイエティは，14 回目となる 2018 年度通信ソサ
イエティ論文賞の選考を行い，11 編の論文を選定した。ま
た，和文マガジンの論文以外の記事も対象とする「通信ソサ
イエティマガジン賞」
（以下，マガジン賞）の 2 回目の選考
を行い，1 編を選定した．
本稿では，今年度（2017 年 10 月〜2018 年 9 月）の受賞

通信ソサイエティ編集会議

■ 優秀論文賞
「フェーズドアレーアンテナを用いて変調処理を行
う送信システムにおける変調方式の検討」
後藤 準，紀平一成，高橋 徹，大塚昌孝，宮下裕章


Vol.J101-B，No.2，pp.187-193，Feb. 2018．

受賞理由：本論文は，通信の秘匿性確保のため，フェーズド
アレーアンテナの移相器，減衰器の制御によって一次変調

論文・記事と総評を，和文論文誌，英文論文誌，ComEX，

する方式（DM：Directional Modulation）に関するもの

和文マガジン，及びマガジン賞の順に述べる．

である．この方式は，情報信号としての放射領域を狭小化
できることから秘匿性が高い通信として注目されている

2

和文論文誌

が，変調のために位相を制御することから本来のアレー利
得が得られず，通信距離が縮小する課題があった．本論文

選
 考は，1）
 候補論文推薦，2）
 予備投票，3）
 審査査読，

ではこの課題について，制御する位相の範囲を限定するよ

4）
 候補論文絞込み（審議）
，5）
 候補論文選定（投票）
，6）


うに改良することで，アレー利得の劣化を抑制するよう改

受賞論文決定（編集会議）のステップを経て，慎重に実施さ

良した DM 手法を提案し，その有効性を，計算機シミュ

れた．今年度は，優秀論文賞 2 編，チュートリアル論文賞 2 編

レーション及び電波暗室内の実験的検討から明らかにして

が受賞論文として選定された．いずれも，論文の要である新

いる．図面も分かりやすく，平易な文章で記載されており，

規性，有効性，信頼性，了解性で高い評価を得た文献であり，

分野外の読者へも訴求力がある．更にシミュレーション・

今後論文を執筆する技術者にとって手本となるものである．

実測の両方の観点から技術検証が行われており，有効性と

今年度は，優秀論文賞として，フェーズドアレーアンテナ

信頼性，了解性の観点で高い評価を与えることができるた

の秘匿性と通信距離を両立させる変調方式を提案した物理層

め，通信ソサイエティ優秀論文賞にふさわしい論文である

の論文と，モービルマッピングシステムを活用して電線など

と判断した．

の架空線構造物点検作業を簡素化する手法を提案したシステ
ム開発論文が選定された．また，チュートリアル論文賞とし
て，IoT 環境で上位層の性能評価を行うためのトラヒックモ
デルを体系的にまとめたサーベイ論文と，地球観測に用いら
れる偏波合成開口レーダの検出精度向上手法を提案した招待
論文が選定された．今年度は理論・実験論文，システム開発
論文，サーベイ論文，招待論文が 1 編ずつ幅広く選ばれる結
果となった．今後も新規性の高い論文から，綿密な調査と体
系化を行うサーベイ論文まで，幅広い成果が報告されること
が期待される．

「モービルマッピングシステムを用いた架空線路
構造物点検支援システムの設計と評価」
榎本圭高，岩堂哲也，後藤
梶原佳幸


隆，和氣正樹，倉嶋利雄，

Vol.J100-B，No.12，pp.995-1003，Dec. 2017．

受賞理由：本論文は，従来作業員が現地で目視により確認し

ていた架空線構造物点検作業を，モービルマッピングシス
テム（MMS）を用いることで大幅に効率化することを目

和文論文誌は，研究経験の少ない学生や若手研究者，開発

的としたシステム開発・ソフトウェア開発論文である．

に携わる企業の技術者が母国語で読める貴重な文献である．

MMS から得られたデータから電柱等を検出するシステム

良い論文を読むことは，技術知識の蓄積とともに，良い論文

開発は新規性が高く，フィールド実験によりその有効性を

を書くことにもつながる．受賞論文を論文執筆の手本として

評価・報告している．多くの読者にとって内容理解が容易

参考にされた上で，各位の技術成果を積極的に投稿して頂き

であり，本提案システムの有用性も定性的に明らかである

たい．和文論文誌では 2006 年以降の各受賞論文を下記

ことから，通信ソサイエティ優秀論文賞にふさわしい論文

URL から無償で閲覧できるので，御活用頂きたい．

であると判断した．

http://www.ieice.org/cs/jpn/JB/awarded.htm
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■ チュートリアル論文賞
「5G 研究のための IoT トラヒックモデル」
新熊亮一，岩井孝法，里田浩三


Vol.J101-B，No.5，pp.310-319，May 2018.

受賞理由：本論文は 5G において普及が進む IoT に関して，
MAC または上位レイヤの評価を行うためのトラヒックモ

デルを体系的にまとめたものである．IoT を扱うトラヒッ

更に e）編集委員会で審議し，f）編集会議での議論を経て受
賞論文が最終決定された．
今年度は，通信ソサイエティ論文賞として Best Paper
Award に 2 編，Best Tutorial Paper Award に 3 編の論文
が選ばれた．各受賞論文は，新規性，独創性，有効性，了解
性などに関してそれぞれ秀でた特徴を有しており，情報通信
分野に高い貢献が期待できる論文が選ばれる結果となった．
英文論文誌では，2006 年以降の受賞論文全てを下記 URL
で無償公開している．是非，各受賞論文を御覧頂き，研究・

クモデルを網羅的に調査し，集約型，汎用型，特化型とい

開発・教育等の活動にお役立て頂きたい．

う大分類から，各モデルにおけるアプリケーションと応用

https://search.ieice.org/bin/open_access_paper.php?journal=EB&lang=E

例がまとめられており，本分野を対象とする多くの研究者

また，2015 年 10 月から投稿受付を開始した新しい論文

にとって参考となり得る情報が記載されている．各モデル

カテゴリー「ポジションペーパ」も，論文賞の対象となって

について，複数の先行研究とその応用例が具体的に示され

いる．アイデアあふれる提案や世界最高性能実現の報告など

ており，また今後の方向性も示されている．本分野の発展

高いインパクトを有する研究成果は，是非ポジションペーパ

に，特に学術の側面から大いに貢献し得るものとなってお

カテゴリーへ積極的に御投稿頂きたい．

り，通信ソサイエティチュートリアル論文賞にふさわしい
論文であると判断した．

「偏波合成開口レーダデータの散乱モデル電力分
解について」
山口芳雄，グラブ シング，山田寛喜


Vol.J101-B，No.9，pp.638-647，Sept. 2018.

受賞理由：本論文は，偏波合成開口レーダの解析手法の一つ
である散乱モデルによる電力分解手法について述べられた

も の で あ る． 特 に， 従 来 用 い ら れ て こ な か っ た
Coherency 行列の T13 成分に対応した 6 成分分解手法に
ついて，詳細に解説されている．これは昨今急激に増加し

http://www.ieice.org/cs/jpn/EB/positionpaperJ.html

■ Best Paper Award
“A n Iterative Cancellation Technique for
Adj ac ent Channel Interference Induced
by Amplifier Nonlinearity in 60 GHz Band
Wireless Communication Systems”
Noboru OSAWA, Shinsuke IBI, and Seiichi SAMPEI


Vol.E100-B, No.11, pp.2060-2069, Nov. 2017.

受賞理由：本論文では，今後普及が期待されるミリ波通信に

おいて重大な問題となり得る隣接チャネル間干渉を，既存

ている自然災害時の活用が想定される技術であり，本提案

システムのフレーム構造やプロトコルに一切の変更を加え

技術の重要性は今後ますます増加していくものと考えられ

ずに解決可能な，繰返し復号・干渉除去手法を提案してい

る．提案技術による特性改善は一目瞭然であるとともに，

る．ミリ波通信ではスペクトルマスクの規定が比較的甘い

導出過程についても丁寧に記載されている．関連分野の技

ため，増幅器のひずみによる隣接チャネル干渉が問題とな

術者に大いに参考となる論文であり，通信ソサイエティ

る．本論文では非線形性を持つ通信システムを定式化し，

チュートリアル論文賞にふさわしいと判断した．

通常のパイロット部のみを推定の問題点を明らかにした上

3

で，パイロット部に加え判定したデータ部までを用いて増

英文論文誌

幅器の非線形を推定し，これを用いて繰返し干渉抑圧を行
う新しい技術を提案している．リンクレベル・システムレ

英
 文論文誌では，正員や編集委員から推薦された論文を適

ベルでの計算機シミュレーションを通して，提案手法の有

切かつ公平・公正に審査するために，編集委員の中から専門

効性が明確に示されている．実用上の問題を数理問題とし

分野や編集経験，所属組織などを考慮して論文賞選定委員

て明快に定式化し，計算機シミュレーションによって，復

（以下，選定委員）を決定した．その後，決定した選定委員

号したデータ部までも推定に用いるというアイデアによっ

から論文賞選定委員会を組織し，複数回の議論・審査を経て

て，多数の干渉を受ける高トラヒック環境においても，

受賞論文を選定した．

20％ものスループット改善が可能であることを示してい

受賞論文の選定は，a）予備審査，b）一次審査，c）二次

る．本論文は学術的のみならず，実用的にも高く評価され，

審査，d）論文賞選定委員会での議論・投票，e）編集委員会

また信頼性・了解性ともに優れていることから，Best

での審議，f）編集会議での審議，のプロセスで行った．最

Paper Award としてふさわしいと判断した．

初の a）予備審査において，推薦論文の中から査読時のスコ
アを基に受賞予定数の 3 倍程度の候補論文を選出した．次の
b）一次審査では，予備審査を通過した各論文に対して選定
委員が簡易査読を行い，候補論文を 3 分の 2 程度まで絞り
込んだ．それから c）二次審査において，絞り込まれた全候
補論文を選定委員が熟読し，新規性，信頼性，有効性などの
項目に関して詳細な評価を行った．その後 d）論文賞選定委
員会を開催し，各候補論文について二次審査結果を基に議論
した後，投票によって受賞論文案を決定した．受賞論文案は
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“Routing-Based Mobility Architecture for Fu
ture 5G Cellular Networks”
Yo NISHIYAMA, Masanori ISHINO, Yuki KOIZUMI,
Toru HASEGAWA, Kohei SUGIYAMA, and Atsushi
TAGAMI


Vol.E100-B, No.10, pp.1789-1797, Oct. 2017.

受賞理由：本論文では，5G のバックホールリンクに求めら

Information from CS
れる経路制御手法に関して，ブルームフィルタと分散形経
路制御を統合する手法を提案している．提案手法では，
エッジコンピューティング手法によりバックホールネット
ワークにおける冗長トラヒックを抑制し，あわせて経路制
御のオーバヘッドの増加が抑えられる点をシミュレーショ
ンにより評価している．バックホールネットワークの冗長
トラヒック削減と経路制御オーバヘッド増加の抑制という
相反する課題をうまく両立させる手法となっている．提案

“Mobile Edge Computing Empowers Internet
of Things”
Nirwan ANSARI, Xiang SUN


Vol.E101-B, No.3, pp.604-619, March 2018.

受賞理由：本論文は，モバイルエッジコンピューティングによ
る IoT デバイスに対する E2E 遅延を最小にする手法を提案

し評価している．現在の IoT システムに対する課題を四つに

手法で用いているブルームフィルタにより経路制御負荷を

整理し，それらの課題を解決するとして著者らが提案してい

最小限に抑えていることが理由として考えられ，新規性が

る Mobile Edge Internet of Things（MEIoT）アーキテク

高い．また，シミュレーションにより提案手法の有効性が

チャを実現する手法とクラウドエッジノードに配置するプロ

十 分 に 示 さ れ て いる．上記の理由により，Best Paper

キシ VM の移行手法を 2 種類提示し，シミュレーションに

Award としてふさわしい論文であると判断した．

より，提案する 2 種類のプロキシ VM 移行手法の有効性が
示されている．適切な引用により，体系的に IoT システムの

■ Best Tutorial Paper Award
“Multi-dimensional Radio Channel Measure
ment, Analysis and Modelling for High Fre
quency Bands”
Minseok KIM, Jun-ichi TAKADA, and Kentaro
SAITO


Vol.E101-B, No.2, pp.293-308, Feb. 2018.

受賞理由：本論文は，6 GHz 以上の無線通信における伝搬

課題整理がなされており，体系的な把握が可能な論文となっ
ている．以上の理由から，Best Tutorial Paper Award とし
てふさわしい論文であると判断した．

4

ComEX

IEICE Communications Express（ComEX） に お け る
Best Letter Award の選出は今回で 6 回目である．今回の対
象は 2017 年 10 月 1 日〜2018 年 9 月 30 日の間に掲載され
たレターである．

路測定手法についての解説を行ったものである．伝搬測定

レター賞選定にあたっては，査読時に査読委員や編集委員

の 原 理 か ら 解 説 を 始 め，MIMO（multiple-input

によって推薦されたものに加え，正員並びに編集委員から推

multiple-output）伝送の測定ハードウェア構成の説明，

薦を募った．ComEX がカバーする技術分野の中から，マル

測定手法，測定結果の解説，伝搬路のモデル化についての

チスロット・マルチユーザ信号検出，CAPTCHA 認証，アン

包括的な説明が行われている．特に昨今 5G などで注目を

テナ設計，スペクトルセンシングなどに関する優れたレター

集めている高マイクロ波帯及びミリ波帯のサーベイをまと

が候補として挙げられた．審査査読の結果に基づき ComEX

めた点は新規性が高い．代表的な測定結果も複数示されて

編集委員会にて慎重に議論し，受賞候補 1 編，次点 1 編を

おり，引用文献も充実しており，関連研究者にとって有益

選定した．通信ソサイエティ編集会議での審議を経て，以下

な情報を与えている．特にチャネルサウンディングに必ず

のレター 1 編が ComEX Best Letter Award に選定された．

しも詳しくない無線システムの研究者・技術者にとって読
みやすく，要領よくまとめられている．上記の理由により，
本論文は Best Tutorial Paper Award にふさわしい論文
であると判断した．

“Network Function Virtualization: A Survey”
Malathi VEERARAGHAVAN, Takehiro SATO, Molly
BUCHANAN, Reza RAHIMI, Satoru OKAMOTO,
and Naoaki YAMANAKA


Vol.E100-B, No.11, pp.1978-1991, Nov. 2017.

■ ComEX Best Letter Award
“Feasibility evaluations of three-dimensionalprinted high-gain reflectarray antenna for
W-band applications”
Shunichi Futatsumori, Kazuyuki Morioka, Akiko
Kohmura, Nobuhiro Sakamoto, Tomio Soga, and
Naruto Yonemoto


Vol. 7, no. 6, pp. 230-235, June 2018.

受賞理由：本論文では，ネットワーク機能仮想化（NFV）につ

受賞理由：レーダに用いる W 帯ミリ波（78GHz 帯）のリフ

トワーク機能（NFs）
，3）マネジメントとネットワーク協調

して高性能な特性を実現しているレターである．通常は高

いて，NFV を構成する 1）NFV インフラ（NFV/I）
，2）ネッ

レクトアレーアンテナを設計し，3D プリンタで試作・実験

（MANO）
，4）サービスチェーンに関する論文を紹介し，最

価となるこのアンテナ方式を 3D プリンタを駆使して実現

新の NFV 技術を解説している．ネットワーク仮想化におけ

することにより容易に，安価な高性能アンテナを得ている．

るネットワーク機能（NF）が体系的に整理されており，サー

3D プリンタを用いたアンテナ製作自体に新規性はさほど認

ベイ論文として有用性が高い．また，研究論文のみでなく，

められないが，試作されたアンテナの特性は良好であり一

実装技術なども取り上げられており，現時点の技術開発動向

般的な製造プロセスと比較して安価である．したがって，

を捉えた内容を含んでいる．丁寧に書かれており了解性は高

高い有効性が認められると判断した．また，限られた紙面

い．以上の理由から，Best Tutorial Paper Award としてふ

の中で設計シミュレーション，試作，実験結果が簡潔にま

さわしい論文であると判断した．

とめられており，良い手本となる点も併せて評価した．以
上から，ComEX Best Letter Award にふさわしいレター
2018 年度通信ソサイエティ論文賞・マガジン賞 〜受賞論文・記事と総評〜
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であると判断される．

様々な事例結果が紹介されており，本論文の専門分野の読
者だけでなく幅広い分野の読者に対する了解性も高いと考

ComEX の Web ページでは掲載レターに関して現時点で
アクセス制限を設けていない．受賞レターや Advanced 公
開レターを含め自由に閲覧できるので，この機会に是非，下
記 URL へアクセスして頂きたい．

http://www.comex.ieice.org/

5

和文マガジン

えられる．以上の理由により , 通信ソサイエティマガジン
論文賞にふさわしい解説論文であると判断した．

6

2017 年度から，通信ソサイエティ（以下，通ソ）が授与
する賞として「通信ソサイエティマガジン賞」
（以下，マガ
ジン賞）を創設している．

マガジン論文賞は和文マガジンに掲載された「論文」が対

本和文マガジンは読者層として現場の技術者や学生，若手

象となる．和文マガジンは , 読者層として現場の技術者や学

研究者を主なターゲットと想定している．このため，通ソ論

生などを主なターゲットとする本ソサイエティの機関誌の

文賞の対象となる“論文”以外のカテゴリーの記事が多数掲

一つであり，論文を含むバラエティに富んだカテゴリーの

載されている．これらの記事は，和文マガジンが想定してい

記事を掲載している．和文マガジンに掲載する「論文」は，

る読者層に対する情報・知見の提供という観点では，論文に

そのターゲット層を踏まえ，基礎技術の解説や応用技術の紹

劣らぬ価値のあるものである．

介を含む解説論文を主体としている．そのため , 掲載にあ

和文マガジンにおいては論文以外の記事も重要な誌面構成

たってはターゲット層での理解が容易であること，及び技術

要素であり，このような記事を対象とした賞を設定すること

の応用・適用範囲に関する知見の提供など読者にとって有益

により，執筆者のモチベーション向上や和文マガジンの活性

な内容であること，を重視している．例年，この 2 点を含む

化が望める．

以下の 4 点を評価基準としてマガジン論文賞の選定を行って

このような状況を考慮し，通ソ論文賞と同等レベルで賞金
授与を伴う「マガジン賞」を，通ソ論文賞である「マガジン

いる．
（1）オ
 リジナリティ：対象や分類 , 主張が独創的であるか ,
あるいは新しい観点を含んだ解説であるか

（2）有
 効性：マガジン読者に有益な情報を提供しているか

論文賞」とは別に実施している．なお，マガジン論文賞とマ
ガジン賞は同一記事に対して重複授与はされない．
マガジン賞は以下の 3 点に基づき選定を行った．

（3）信
 頼性：論旨が通っており , また参考文献等が適切で

（1）文章の読みやすさ（了解性）

（4）了
 解性：若手及び専門外の読者にとって理解が容易で

（3）若
 手研究者・技術者，現場の技術員等にとって有効な

あるか

（2）内容の分かりやすさ（難易度）
情報（有益性）

あるか

今年度は第 43 号（2017 年 12 月）から第 46 号（2018

2 回目となる今年度のマガジン賞の対象記事は第 43 号

年 9 月）までに掲載された論文を対象としてマガジン論文賞

（2017 年 12 月）から第 46 号（2018 年 9 月）までに掲載

の選定を行った．全対象論文に対して，上記評価基準に基づ

された記事であり，これらの記事に対して 2 段階の審査を行

いてマガジン論文賞選定委員会による評価・議論を実施し，

い，最終的に和文マガジン編集委員会における議論により受

最終的な受賞論文を決定した．

賞記事を決定した．

■ マガジン論文賞

■ マガジン賞

「時空間データ解析技術とその集団最適誘導への応
用」

「アメリカのハイテク産業の荒波にもまれた 17 年」

上田修功


鈴木


2018夏号，No.45, pp.21-28, June 2018.

受賞理由：本解説論文は時空間データ分析を行う技術からそ

浩
2018年夏号，No.45，pp.56-61，June 2018.

受賞理由：日本企業在職時の留学から海外企業への転職，成

功と挫折，企業買収による変化と対応など，筆者の経験や

の応用であるアプリケーションについて述べられている．

考え方が分かりやすく書かれている．将来の海外活動を希

理論の説明からシミュレーションとその結果，及び今後の

望する学生・若手読者に対して先達としての道筋を示す，

展望までが体系的にまとめられており，論文としてのオリ

マガジン賞にふさわしい優秀な記事と判断した．

ジナリティ，有効性の観点から高く評価できる．また，
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巻 末 言
我思う，ゆえに我あり
通信ソサイエティ副会長 葉玉寿弥
Hisaya Hadama

2

015 年，ホーキング博士が AI の脅威を語られまし

の違いはオリジナルが削除されるか否かであるという

た

ことを学びます．
「コピーした上でオリジナルを削除す

．それから僅か 4 年，驚くような勢いで社会

（1）

の中に AI が浸透してきています．AI の脅威や，AI は

れば，すなわち移動」というわけですね．

意思・自意識を持つかといったような根源的な疑問に

正確なコピー人間は，移動直前までの私と同じ記憶

ついてどのような進展があるでしょうか．このまま突

を持っているから，自分が自分であることには疑いを

き進んでいって本当に人類社会は大丈夫なのか，この

持ちようがありません．自分は間違いなく私だと確信

重要な問題について，是非とも本誌をはじめとする本

するでしょう．一方，オリジナルの方はコピー完了後，

会のメディア上で様々な分野の専門家の最新の御見識

抹消させられなければなりません．蒸発させられるそ

も共有できれば，と願います．

の恐怖の瞬間の直前に「助けて！」と叫んでもその声

さて，通信技術者の夢の未来技術と言えば「テレポ

は誰にも届きません．全体を見れば，オリジナル以外

ーテーション」があります．この言葉は瞬間移動とい

の誰から見ても「私」はネットを通じて移動しています．

う（非現実的な）超能力の一種とされている一方で，

この話は「1 か月後の私は私？」という素朴な問につ

量子テレポーテーションと呼ばれる物理現象は実在す

ながっているような気がします．生命は絶え間ない分

るそうです．

子の交換の動的平衡の上に成り立っているそうです（2）．

前者の「瞬間移動」はどのように実現されるでしょ

人間を構成している物質は新陳代謝によりどんどん入

うか．人間を粒子に分解し遠方に送り届けて受け取っ

れ替わっていく．複雑さを極める新陳代謝のロジック

た側で元どおりに再構成する，という方法がまず想像

の中に，
（物質素材の入れ替わりスピードは違うけれど

されたようです．「蠅男の恐怖」という映画の中ではこ

も）微細なテレポーテーションが無数に含まれている

のような技術が発明されていました．ハエの侵入を網

ような気がします．今ある私は常に過去のコピーで，

戸で防げたとしても，アナログ伝送における雑音に相

オリジナルは時空の中の過去の時点に置き去られ続け

当する異物混入はあり得るので，何度もテレポーテー

てゆく．

ションを繰り返すとオリジナルの構成が次第に崩れて
いくであろう怖さがあります．
ICT 世代の私たちであれば，生身の物質粒子を運ぶ

AI が自意識を持ったとして，サイバー空間内の移動
に際し，彼自身は蒸発の恐怖を感じないものでしょう
か．AI 技術の進展によって，自意識と知識，記憶のバ

のではなく，ディジタル信号を伝達する方法が想像し

ックアップがあればオリジナルが失われても大丈夫，

やすいですね．実のところ，時間の流れの中で生きて

と考えることもできる未来社会が近づいている気がし

いる生物を，変化の過程も含めて丸ごと再現するのに

ます．コピー可能時代の「我」って誰だろう？

必要な情報を読み取る 3D 生体スキャナや，生きてい

ルトの「方法序説」の中に答えが見いだせるでしょうか．

る人間を再現できる 3D 生体プリンタなど到底実現不

こんな疑問（愚問？）に対しても，本誌も含めた本会・

可能だと思われるので，以下，妄想レベルのことを気

本ソサイエティの活動が考える糸口を与えてくれるこ

楽に述べてみたいと思います．どうか御容赦下さい．
3D 生体スキャナが実現されたとすると，情報伝送に

デカ

とを期待したいと思います．
（1）S.Hawking，“Transcendence looks at the implications of

はインターネットを利用できます．誤り訂正やパケッ

artificial intelligence - but are we taking AI seriously enough?,”

ト紛失率対策は特に厳重に施したいですね．受信側で

Independent News, May 2015, https://www.independent.co.uk/

は 3D 生体プリンタを用いて元の生きている人間を完

news/science/stephen-hawking-transcendence-looks-at-the-

璧に再現します．おなかの脂肪を減らしてもらうとい

implications-of-artificial-intelligence-but-are-we-

ったような，途中で信号を加工する技術にも注目が集
まると思いますが，もっと大切な論点は「再現された
人間は私なのか？」という点でしょう．

taking-9313474.html
（2）福岡伸一，新版 動的平衡：生命はなぜそこに宿るのか , 小学
館 , 東京，2017．

コンピュータのファイル操作では，
「コピー」と「移動」
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激増するトラヒックを
支える通信技術最前線

私の研究者歴

街 plus 探訪：人が優しい国・インド
子どもに教えたい通信のしくみ：無線 LAN のアクセスポイントにはな
ぜアンテナがたくさんあるの ?
開発物語：漏えい同軸ケーブルを使った鉄道通信システムの開発
技術と制度のおはなし：IoT 時代に対応した電気通信番号について

澤谷邦男

……他，御期待下さい

Editors Note
○○の秋・・・皆さんはどんな秋を過ごす予定でしょうか．
読書の秋を楽しむ方は，是非 B-plus も読んで下さいね．私
は，日頃の運動不足の解消に，たまにはスポーツの秋にし
てみようかと．
（M.T.）

教育に ICT を活用するための努力がなされていることを知
りました．小学校でのプログラミング等，新しい教育に対
応しなければならない現場の先生方も大変な努力をされて
いらっしゃることでしょう．
（T.M.）

今号の「私の技術者歴」では，研究開発から実用化に至る 「教育と ICT」といった普段接することのない分野を知ること
まで粘り強くチャレンジし続けることの大切さを改めて痛
ができ，大変勉強になり，またとても刺激になりました．本
感致しました．多くの技術者・研究者の皆様にも御一読を
号では，幾つかの記事を担当させて頂き，著者やほかの編集
頂ければ幸甚でございます．
（N.F.） 委員の方々にいろいろと助けて頂き大変感謝致します．
（Y.Y．
）
マガジンも 50 号となった記念の号から編集にお世話にな
ります．今回で 2 回目の参加となりますが，会員の皆様に
読んで頂き，面白く役立つようなマガジンの特集や記事と
なるように頑張っていきたいと思います．これからもよろ
しくお願い致します．
(H.T.)

小特集の編集に携わらせて頂きました．最近，地域の家電
量販店やおもちゃ屋をのぞくと，学習用のタブレット端末
やディジタル教材の種類の多さにびっくりするのですが，
改めてその可能性の大きさに触れさせて頂いたように思い
ます．
（M.Y.）

米国滞在時，米国で自然災害が多いのは，新大陸でまだ治
水など国土開発が十分ではないことが原因と考えていた．
アル・ゴアが 2007 年に「不都合な真実」を出版する 10
年くらい前の話である．昨今の世界的な異常気象に鑑みる
と，その考えは誤りと認めざるを得ない．
（N.Y.）

通信ソサイエティマガジン B-plus へのお問い合わせ
□ ご意見，ご要望：b-plus@ieice.org
□ ホームページ

https://www.ieice.org/~cs-edit/magazine/index.html
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The photograph,
Communication can be seen.

ハット型マンホール
真鍋哲也（正員）

イギリス風のれんが壁，方形屋根で明治

31 年に日本橋川を横断するための専用橋の

時代の面影を残した小屋風の建物が，ＮＴＴ

マンホールとして，東京・大手町の常盤公

筑波研究開発センタ（茨城県つくば市）の敷

園に設置されたものだそうです．昭和 62 年

地内にひっそりと建っています．ここに通勤

（1987 年），日本橋川護岸工事に伴い撤去さ

しているのに存在を知らない所員もいるよう

れることになり，現在の場所に移設し保存す

です．

ることとなったそうです．

建物の横にある説明によると，この建物は
ハット型マンホールと呼ばれています．明治

筑波研究開発センタにお越し頂ける機会
があれば是非探してみて下さい．

写真を募集致します
電気太郎（正員）
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マガジン編集委員会では，
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説明文（約 300 字）を募集致します．詳細は，通信ソサイエティマガジン HP（http://www.ieice.org/ cs-edit/magazine/ieice/
photo.html）を御参照下さい． knowledge/subaru/index.html
送り先：
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