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まず通信とは何か―整理すると，人間が自然に身に付けている発声能力や聴覚，視覚な
どによって，直接的に情報を伝えることが可能な距離限界を超え，何らかの道具や媒体を
使用して意志，情報，感情などの交換を行う活動を指します．このような通信は，現在で
は電気を用いる方法が主流となっていることは御存じかと思います．通信技術の歴史を振
り返ると，1800 年代以前ではのろし，飛脚，望遠鏡，郵便，伝書鳩などを用いた方法が生
み出され，1800 年代では電気の性質の解明に伴い，電信機，電話機，無線通信などが生み
出されました．1900 年代になると更に工夫が施され，ファクシミリ，ラジオ，テレビ，ディ
ジタル通信，衛星通信，インターネット，電子メール，自動車・携帯電話，無線 LANなど
様々な技術が生み出されました．これからも新たな通信技術が生み出され続けるでしょう．
また通信インフラに目を向けると，通信インフラは現在では人間生活や産業経済活動に

必要不可欠な基盤となっています．例えば，災害発生時などに緊急通報や安否確認などの
通信や，警察・防災などの通信を確保することは，安全な社会生活の維持に不可欠です．
またこのような通信インフラによって，いつでもどこでも最新のニュースをすぐに知るこ
とや，世界中の人と電子メールなどで連絡をとることを日常的に可能としています．この
ような通信の重要性や利便性はこの先も高められ続けるでしょう．
さて電子情報通信学会では，2020 年 6 月から小・中・高・高専・大学生などを対象と

したジュニア会員制度が導入されました．本通信ソサイエティマガジンの発行の目的とし
て，若手研究者や学生へ通信に関連する最先端の話題を分かりやすく説明すること，基礎
的な技術を平易に解説することが挙げられます．このような発行の目的から，本マガジン
の記事はジュニア会員に向けた情報発信源として重要な役割を果たすと考えられます．そ
のため，ジュニア会員や将来の通信技術者・研究者の方々が，通信分野に対し改めて興味
を持ってもらえるような記事を集めて小特集として提供することになりました．
既に通信分野に興味を持って頂いている若者やまだ持っていない若者にとって，本小特

集が興味の育成に寄与できれば幸いです．最後に，本小特集の発行にあたり，執筆頂いた
皆様，査読，編集作業に御協力頂いた皆様に感謝申し上げます．
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 1	 はじめに
コウモリは我々のすぐそばで生活している．日没

前後に空を見上げると，鳥とは違った様子で急旋回
をしながら飛んでいるコウモリを見掛けることがあ
る．夜の空で，獲物である小さなユスリカ（自転車
に乗っていると口に入ってくる，あの！）を捕獲し
ている光景である．コウモリは口や鼻孔から超音波
を放射し，その反響音（エコー）で獲物を発見し，
更に飛行しながら器用にその小さな獲物を捕獲して
い る．Uexküll は 19 世 紀，“ 環 世 界（Umwelt）”
の概念を提唱し（1），生物それぞれが知覚している世
界は異なり，生物は各世界で主体的に行動している
と論じた．音を使って環境を認識しているコウモリ
は，主に視覚でこの世界を知覚している我々とは異
なる世界に住んでいることが予想される．例えば，
表面が滑らかな壁（例えば鏡）に斜め手前から音波
が入射すると，エコーは全反射によって入射方向と
は逆の向こう側に伝搬する．すると，我々には見え
る目の前の鏡であっても，コウモリにはエコーが届
かず，“何もない”と知覚される．実際，鏡に向
かって斜めから飛行するコウモリが，鏡を認識でき
ず衝突する様子も観察されている（2）．また見た目に
は大きさが等しいが“材質”が異なる物体を，コウ

モリは“大きさ”が異なる物体と誤って知覚する行
動からも（3），音を用いて知覚される世界が我々の住
む世界とは違っている様子を垣間見ることができ
る．音による空間把握のスペシャリストであるコウ
モリの世界をのぞき見ることで，コウモリの生態の
理解にとどまらず，音で“見る”世界や生物独自の
ユニークなセンシングが理解できるかもしれない．
そこにはきっと未来の技術に役立つ知見が秘められ
ていると筆者らは考えている．

本論文では，コウモリの紹介から，コウモリの超
音波を用いたエコーロケーションや彼らのユニーク
な戦略，更にいまだ謎に包まれているコウモリの音
で“見る”世界を垣間見るための最近の研究につい
て紹介する．

 2	 コウモリ
コウモリはヒトと同じ哺乳類に属し，コウモリ目

（翼手目）として哺乳類全体の種数（約 5,911 種）
の約 20〜25 ％を占める．これはネズミ目（齧歯
目）に次ぐ種数である．コウモリは大きくインプテ
ロチロプテラ亜目（Yinpterochiroptera）と，ヤン
ゴチロプテラ亜目（Yangochiroptera）に分けられ，
ほぼ全世界に分布し，種により体重が約 2 g から約
1 kg のものまで幅広く存在し生物学的にも多様で
ある．コウモリは，ヒトの血を吸うというイメージ
を持たれることもあるが，血を吸うコウモリはたっ
た 3 種のみである（4）．ほかのコウモリは，果物を食
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Summary コウモリは，牙をむき出してヒトの血を吸う不気味な生き物だと思われているかもしれない．本論文
ではコウモリの真の姿を紹介する．暗闇で活動するコウモリは，視覚に頼ることができず，音を用い

て世界を “見る” 能力を身に付けた．コウモリが放射する音は，我々ヒトには聞くことのできない “超音波” と呼ばれる高
い音色の音である．超音波を使って周囲を把握することをエコーロケーションと呼び，本論文では特に，コウモリが超音
波をどのように使い生活しているのか，また超音波で “見る” 世界とはどのようなものなのかを，現在明らかになっている
知見を基に紹介する．本論文を読んだ後，小さな体で賢く振る舞うコウモリを，より身近に感じて，生物とその生物から
垣間見える音の物理にも興味を持って頂けると幸いである．
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べるものや蛾などの飛行昆虫を捕まえるものなどで
ある．

多くのコウモリは夜，暗闇の中で行動するため，
基本的に観察・計測が難しく，特に夜間の移動生態
についてはほとんど知られていない．近年では全地
球 測 位 シ ス テ ム（GPS: Global Positioning 
System）を用いた小形の GPS ロガーも開発され，
動物に直接ロガーを搭載し，その移動軌跡を調査す
るバイオロギング研究がコウモリにおいても少しず
つ始まってきている．それによると，一晩で採餌の
ために長距離を飛行し，また迷うことなく帰巣する
ことから，コウモリは脳の中に地図（“cognitive 
map”）を持っている可能性も示唆されている（5）．

日本においてもコウモリをよく見掛けることが
できる．アブラコウモリ（Pipistrellus abramus）
と呼ばれる体重 6 g 程度の小形の種で，高架下や家
の軒下などに住んでいることも多く，通称“イエコ
ウモリ”とも呼ばれる．一方，モモジロコウモリ

（Myotis macrodactylus）やキクガシラコウモリ
（Rhinolophus ferrumequinum）などの洞窟や樹
洞性のコウモリも国内には多種生息している．また
沖縄では，大形の種であるクビワオオコウモリが飛
行しているところを目撃することができる．

 3	 エコーロケーション
コウモリは，なぜ暗い空間でも周囲に衝突するこ

となく飛行し，また小さな獲物を捕獲できるのだろ
うか？ その秘密は，エコーロケーション（反響定
位）という超音波を用いた環境把握行動にある．エ
コーロケーションとは，動物自ら発した音（以後，

「パルス」と呼ぶ）が周囲の物体などから跳ね返っ
てくる反響音（エコー）を耳で聞くことで，周囲環
境を“音の像”として知覚する行動（6）である（図
1）．一般的にヒトが聞くことができる音の周波数
の上限は 20 kHz とされており，それ以上の高い周
波数の音を超音波と呼ぶ．エコーロケーションを行
う動物としてはコウモリのほかに，イルカやクジラ
も挙げられ，いずれも超音波を用いている．コウモ
リではインプテロチロプテラ亜目の一部と，ヤンゴ
チロプテラ亜目のコウモリがエコーロケーションを
使用する．パルスを放射してからエコーを聞くまで
の時間（エコー遅延）から，物体までの距離を知る
ことができる（7）．また飛行中にコウモリが聞くエ
コーの周波数はドップラー効果により変化すること
から，物体と自身との相対速度をエコーの周波数か
ら検知していると考えられている．

 4  コウモリが放射するパルスの音響的
特徴

エコーロケーションを行うコウモリが放射する
パルスの音響的な特徴は「種特異的」であり，それ
ぞれの生息環境に適応していると考えられている．
多少の構造の違いはあるが，コウモリは使用するパ
ルスの時間周波数の構造から大きく 2 種類に分類
される．音の高さ（周波数）が時間的に一定な周波
数定常（CF: Constant Frequency）音と，周波数
が時間的に変化する周波数変調（FM: Frequency 
Modulated）音を組み合わせたパルスを用いる種
を「CF-FM コウモリ」，FM 音のみを用いる種を

「FM コウモリ」とそれぞれ呼ぶ．例として図 2 に
CF-FM コウモリであるキクガシラコウモリと FM
コウモリであるユビナガコウモリの超音波を示す．
一般的に，両種に共通してパルスは基本周波数とそ
の整数倍の周波数（倍音）を伴う調波構造となって
いる．キクガシラコウモリは，約 68 kHz 付近の第
2 倍音成分の音圧が最も大きく，約 34 kHz 付近の
基本周波数成分の音圧は小さい．

CF-FM コウモリは，静止中に自身の放射するパ
ルスの第 2 倍音の CF 成分（CF2 と呼ぶ）周辺の周
波数に対して，聴覚の感度が極めて高い．つまり
CF2 周波数周辺の僅かな周波数の変化を，高感度に
検知することができる（8）．例えば，獲物となる飛翔
昆虫からのエコーには，昆虫の羽ばたきによるドッ
プラー効果によって，CF2 周波数を中心に約 1 kHz
ほどの周波数の僅かな変調が起こる．CF-FM コウ
モリは CF2 周波数付近に感度の高い聴覚を持つこ
とから，この僅かな周波数の時間変化を検知するこ
とで，獲物を発見している．加えて CF-FM コウモ
リは，パルスの周波数を飛行速度に応じて調整して

図 1 コウモリのエコーロケーション
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いる．これは，自らの飛行によってエコーに生じる
ドップラー効果をキャンセルするためである．これ
をドップラーシフト補償行動と呼ぶ（図 3）（9）,（10）．
図 3 には，実験室内を飛行するキクガシラコウモリ
が発したパルスと返ってきたエコーの音声列の例を
示す．コウモリは，飛行中に発するパルスの周波数
を低下させている様子が分かる．これにより，自身
の飛行速度によらずエコーの周波数は常に聴覚感度
の高い領域内となり，獲物の羽ばたきによる周波数
変化を高精度に検知できる．CF-FM コウモリ独自
のユニークな行動として知られている（11）．

対して FM コウモリは，パルスの周波数が最も
降下した辺り（終端周波数と呼ぶ，図 2 右下）の
聴覚感度が最も高い（12）．そして FM コウモリも状
況に応じて，パルス特性を柔軟に変化させる．採餌
の際には，まず遠くの獲物を検知するために，終端
周波数周辺を強調した長いパルスを放射する．こう

することによって，自身の聴覚感度の高い周波数に
エネルギーを集中させ，より遠くからのエコーの検
知を可能とし，遠方の小さな獲物の発見に好都合と
なる．そして獲物を発見すると捕獲するために獲物
に接近するが，その際には周波数帯域が広く時間が
短い FM 音を放射する．周波数帯域が広く短い FM
音は，パルスとエコーの時間差の計測に有利であり

（7），獲物に接近すると同時に時間分解能が高いパル
スを放射することで，獲物の位置を精度良く計測す
ることが可能となる（図 4）（13）．

 5	 	コウモリのエコーロケーション戦略
コウモリのエコーロケーション行動が最も高度

に，またユニークに発揮される場面は，獲物を捕食
する採餌行動，衝突を避けるための障害物回避行
動，また仲間のコウモリが出す超音波に惑わされな

図2	CF-FMパルスと FMパルス

図3	ドップラーシフト補償行動

ⓒ電子情報通信学会2013



解説論文　コウモリのエコーロケーション――音で “見る ” 術に学ぶ―― 9

小特集 未来を担う通信技術者・研究者のための自由研究特集（ジュニア会員特集）

いようにするための混信回避行動などが挙げられ
る．ここではそれぞれの場面でのエコーロケーショ
ン戦略について紹介する．

５.１　採餌行動
食料からエネルギーを補給することは，我々ヒト

も含め，生きる上で最も重要な行為の一つである．
コウモリは，一晩に自身の体重の 30％を超える量
を捕食するが（14），どのようにして効率的に数多くの
獲物を捕食しているのだろうか．コウモリのパルス
を計測すると，採餌の様子を詳しく知ることができ
る．コウモリは獲物を捕食する直前，buzz と呼ば
れるパルス間隔（IPI: Inter pulse interval）が極め
て短い音声列を放射することが知られている（15）．
Fujioka ら（16）は，コウモリの採餌場所を複数のマイ
クロホンで囲み，各マイクロホンに届くコウモリの
パルスの時間差を用いてコウモリの飛行軌跡とパル
スの放射方向を計測するシステムを開発した．その
結果，コウモリが僅か 1 秒の間に 連続して 2 回の
捕食を行うことがあること，またその際には，連続

で捕食するための最適なルートを選択していること
を発見している．このようにコウモリは戦略的に自
らの飛行空間をエコーロケーションによって“先読
み”をすることで，効率的に短時間で多くの採餌を
実現していることが明らかとなりつつある（図 5）．

５.２　障害物回避行動
コウモリがエコーロケーションを用いて障害物

を華麗に回避する行動は，工学応用の可能性が高い
行動として注目されており，行動計測のほか，モデ
ル化やロボットへのアルゴリズム応用などが検討さ
れている．Yamada ら（17）は，3 枚のアクリル板を
障害物として左右交互に配置し，コウモリに S 字
飛行を繰り返し行わせた．コウモリは，未知空間と
なる初回飛行から，衝突することなく障害物間を通
り抜けて飛行したが，空間を十分に学習した後で
は，初回の飛行に比べて，飛行軌跡が最短経路に近
づき，またパルス放射回数も減少していることが分
かった（図 6）．すなわち，コウモリがエコーロ
ケーションによって空間構造を記憶していることの

図4	捕食までの FMパルスの変化

図5	コウモリの “先読み ” 戦略



10 通信ソサイエティマガジン　No.61  夏号 2022

ほか，空間を学習することによって障害物回避のナ
ビゲーションを効率化することも分かった．筆者ら
のグループでは更に，未知空間で観察されたコウモ
リのパルスの放射方向の変化を模倣した，超音波セ
ンサ搭載のトイモデル形自走ロボットの開発も行っ
ている（18）．エコーロケーションは，音波を利用し
た非常にシンプルなセンシングの原理に基づいてい
る．コウモリを用いた行動計測で得た知見を，実際
のロボットに実装することで，その本質を見極め，
また新たな技術課題へとつないでいく，コウモリ研
究の面白さの一つはここにある．

５.３　混信回避運動
コロニーを作り仲間と共に生活をするコウモリ

は，他個体のパルスやエコーが多数存在する空間に
おいても，自身が必要とするエコーを正しく抽出し
なければならない．コウモリがどのようにして，周
囲の仲間との混信を回避しているのか，長いコウモ
リ研究の歴史の中でも大きな疑問の一つとなってい
た．Hase ら（19）は，背中に小形のテレメトリマイ
クロホンを搭載したコウモリ 4 個体を実験室内に同
時に飛行させ，その際に各コウモリが飛行中に発す
るパルスを詳しく調べた．事前に観察したそれぞれ
の単独飛行時のパルスと比べた結果，グループで飛
行するコウモリは，FM パルスの終端周波数をお互
い僅かに変化させて，周波数の重なりを避けている
ことが分かった．どのようなルールでコウモリがお
互いの周波数を決定しているか，またより多くの集
団の場合はどうであるか，などは今のところ分かっ
ていない．コウモリは混信環境内でも自身のエコー
を識別するために，パルスの特性のみならず，飛行
ルートも効率的に選んでいることも予想される．信
号の混信はコウモリだけの話ではなく，我々ヒトが

有する技術や装置においても直面する課題でもあ
り，コウモリの知見が役立つ可能性が期待される．

 6	 	コウモリの見ている世界
これまで紹介してきた，コウモリのユニークで柔

軟な音波を利用したエコーロケーション戦略は，実
験によって計測できるコウモリの飛行軌跡やパルス
の音響特性の解析を通じて解明がされてきた．しか
し冒頭にも述べたように，コウモリが音で知覚して
いる空間は，我々ヒトが視覚に基づき知覚している
空間とは異なることが予想される．コウモリがエ
コーロケーションによって知覚する空間は一体どの
ようなものなのだろうか？ 最後に，筆者らのグルー
プが現在取り組んでいる新たな試みについて紹介す
る．コウモリはエコーに含まれる情報から空間を知
覚しているため，そのエコーが取得できれば様々な
疑問の解明への第一歩となる．しかし，パルスに比
べ微弱なコウモリの両耳に届くエコーを計測するこ
とは技術的に非常に困難である．そこで筆者らは，
行動計測と音響シミュレーションを組み合わせるこ
とによって，飛行中のコウモリに届くエコーを算出
する方法を提案した（20）．行動計測を行った実験室
空間と同様のシミュレーション空間を構築し，実測
したコウモリの飛行軌跡とパルス情報を音響シミュ
レーション空間に導入することで，コウモリの両耳
に届くエコーを全て算出することができる．

コウモリ自身と物体との距離は，先述のようにパ
ルスを放射してからエコーが返ってくるまでの時間
差から求めることができる．更に物体が存在する水
平面の角度は，左右の耳に届くエコーの到達時間差
で推定できるとする（図 7）．音響シミュレーショ
ンによってエコーが復元できると，上記の方法を
使ってエコーがどこから反射してきたか（エコー
源）を推定することができる．更にエコー源の座標
を可視化することによって，エコーロケーションを

図 6　空間を学習するコウモリ

図 7　両耳に届くエコーの到達時間差
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通してコウモリが音で把握している空間構造がどの
ようなものか，知ることもできる．

そこで筆者らは，先に紹介した Yamada ら（17）が
示した，3 枚のアクリル板の間を S 字飛行させたコ
ウモリの行動データに対して，音響シミュレーショ
ンを使用し，障害物を回避する飛行中のコウモリに
届くエコーの算出を行った．エコー源の座標を可視
化した結果，コウモリがエコーロケーションによっ
て把握しているエコー空間は実際の空間とは異なっ
ていることが明らかとなった（図 8）．すなわち，
コウモリは障害物であるアクリル板全体を把握して
いるわけではなく，エコーロケーションでは部分的
にしか把握できていないこと，更に空間学習が進む
と自身の飛行に重要となる障害物のエッジ付近にエ
コー源が集中することも分かった．これらのことか
らコウモリがエコーロケーションを通して“見て”
いる空間こそ，飛行するために必要な空間情報であ
り，効率的なセンシングの工夫がそこに集約されて
いる．コウモリは，パルスを放射し，エコーによっ
て“見えた”瞬間の空間を把握する．断続的にパル
スが放射されると，コウモリにとっては「パラパラ
漫画」のような認識空間の更新が行われているはず
である．そのような粗い空間の認識更新の中で，採
餌や障害物回避を高度に行っているコウモリは，非
常に効率の良い空間認識行動をしていることは想像
に難くない．

 7	 	おわりに
このようにこれまで飛行軌跡，パルス特性から検

討されてきたコウモリのエコーロケーション行動に

対し，現在では，エコーを含め検討することができ
るようになってきている．今後は，エコーからコウ
モリがどのように信号を処理しているのか，という
点も含め，コウモリの知覚空間をより具体的に明ら
かにする必要があるだろう．またコウモリへの入力
であるエコーと，出力である飛行・パルスが取得で
きれば，入出力の関係からコウモリの意思決定も推
定可能となる．このようにコウモリのエコーロケー
ション研究は，最終目標の一つである，コウモリが
音で“見る”世界の解明へと着実に進み，ナビゲー
ションに関わる高等動物の意思の解明へとその歩み
を伸ばしていきたい．

最後に，コウモリを対象とした実験は，日々のコ
ウモリの体調や機嫌などにも影響を受け，中々に難
しい．しかし，コウモリのエコーロケーションを丁
寧に観察していく中で，生物の知恵やユニークな点
が垣間見えるときがある．加えて本論文で紹介した
ように，テレメトリマイクロホンや音響シミュレー
ションなどの工学的手法の開発によって，これまで
手に入れることが難しかった新たなデータが取得で
きるようになってきた．このようにコウモリ研究
は，生物と工学のまさに融合研究と言える．コウモ
リのエコーロケーションは，高校の物理で習う音の
法則に基本的に従った，極めてシンプルな行動であ
る．コウモリの行動を観察・計測することで，工学
的な知識や音の物理を理解し得ることができ，一方
で，コウモリを模倣したロボットの開発を通じて，
コウモリの行動の真の意味に気づかされることもあ
る．生物に興味のある方も，物作りに興味のある方
も，本論文をきっかけに，コウモリの研究に興味を
持って頂けたら幸いである．

図 8　エコーから推定したコウモリのエコー空間
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1 はじめに
私の研究室では，2006 年 8 月に「サマー・サイエン

スキャンプ」，2016 年 8 月に「ひらめき☆ときめきサ
イエンス」という光ファイバ通信の体験実習プログラム
を実施しました．本稿では，ジュニア会員の皆様向け
に，これらのプログラムについて執筆させて頂きます．

2 「サマー・サイエンスキャンプ」と「ひ
らめき☆ときめきサイエンス」について

サイエンスキャンプ（1）,（2）は，公益財団法人日本科学
技術振興財団（JSF）が主催していた実験・実習を主体
とした科学技術体験合宿プログラムです．あまり触れる
機会のない，先進的な研究テーマに取り組んでいる大
学，公的研究機関，民間企業の研究所などを会場とし
て，実際の研究現場などの第一線で活躍する研究者や技
術者から 3 日間あるいは 4 日間，直接指導を受けるこ
とができます．サマー・サイエンスキャンプは，夏休み
の時期に実施されるサイエンスキャンプです．

ひらめき☆ときめきサイエンス（3）は，独立行政法人
日本学術振興会が主催するイベントで，国から交付され
る科学研究費補助金（科研費）により大学や研究機関で
行われている最先端の研究成果を，じかに見る，聞く，
触れることで，科学のおもしろさを感じてもらうプログ
ラムです．主に 1 日の日程で行われます．この 2 年間
はコロナ禍の中，実施には多大な困難が伴ったことは容
易に想像がつきますが，それでも多くのプログラムが実
施されています（4）．筆者が採択，交付された科研費の研
究テーマは，「隣接パルス間位相を安定化した光クロッ
ク逓倍回路に関する研究」（5）,（6）でしたが，高校生の皆
さんにはかなり難解な内容でしたので，「体験しよう！
光ファイバー通信による画像伝送」と題してプログラム
を実施しました（7）,（8）．

3 光ファイバ通信
石英ガラスを材料とする光ファイバは，直径 125 µm

と細くて軽く，低損失といった特長があります．この光
ファイバを用いた光ファイバ通信は，他の方式では実現
できない長距離で大容量の情報伝送を行うことが可能で
す．光ファイバは現在世界中に張り巡らされてお
り（9）,（10），インターネットを使って大容量のファイルを
やり取りしたり，YouTube などの動画像サイトで 4K
や 8K といった高精細画像を閲覧することができるの
も，光ファイバ通信のおかげです．また，光ファイバは
携帯電話と並んで重要な通信インフラであり，その更な
る発展を目指して多くの研究者が日々研究開発に努力し
ています．

私は以前，ソリトンと呼ばれる光パルスを用いた光
ファイバ通信の研究を行っていました．また，学部 3
年生で履修する学生実験でも「画像の光伝送」という光
通信がテーマの実験を担当していましたので，光ファイ
バ通信に関する体験実習プログラムを実施することにし
た次第です．

4 同志社大学について（11）

同志社大学は，1875 年に新島襄（1843-1890）に
よって設立された同志社英学校が母体となっています．
新島は，江戸末期の息苦しい封建社会に束縛されること
を嫌い，21 歳で国禁を犯して密出国し渡米しました．
10 年間アメリカで神学などを学んだ新島は，教育が国
の発展に極めて重要であることを確信し，帰国後，大学
設立に向けた準備を始めました．「同志社」とは，新島
と「志を同じくする者が創る結社」の意味が込められて
います．

同志社大学には，京都市中心部にある京都御所の北隣
に位置する今出川校地と，京都府南部の京田辺市に位置
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する京田辺校地があります．今出川校地は同志社大学誕
生の地で，主に文系学部によって構成され，キャンパス
内には重要文化財が 5 棟あります．京田辺校地は主に
理系学部によって構成され，私が所属する理工学部もこ
の京田辺校地にありますが，緑豊かな自然に包まれた広
大な敷地を有しています．本学の紹介はこのあたりまで
としますが，私立大学は創設者の意思が校風に如実に反
映されます．皆様も一度興味のある大学の歴史など調べ
てみられてはいかがでしょうか．

5 体験実習プログラムについて
ここでは主に，2 泊 3 日で実施したサマー・サイエン

スキャンプについて書くことにします．プログラムで
は，半導体レーザを用いた光送信機を作製し，光受信機
と光ファイバで接続してビデオカメラの動画像の伝送実
験を行いました．光ファイバの接続は，光コネクタによ
る方法と融着接続と呼ばれる方法とによって行います．
また，長さ数十 km の光ファイバの損失を測定し，その
低損失性を体験してもらいました．さらに，工学部の電
気工学科及び電子工学科の研究室見学も行いました．図
1 はテキストの表紙です．

プログラムの実施にあたっては，研究室の大学院生 3
名に TA（Teaching Assistant）として，様々な準備作
業や当日の運営の手伝いを行ってもらいました．TA に
はアルバイト謝金が支払われますが，彼らの手助けのお
かげで滞りなくプログラムを実施することができまし

た．更に，京都府立高校の先生にアドバイザーをお願い
し，準備期間中に各種助言を頂きました．また，期間中
はプログラムに終日参加して頂きました．

以下，時系列でプログラムの様子を書いていきます．
参加者は高校 1 年生から 3 年生までの 18 名でした．

５. １　1 日目 
〔14:00-15:30〕

全員がほぼ時間どおりに到着し，開講式を行いまし
た．各自自己紹介の後，同志社大学の紹介，光通信の基
礎，プログラムの概要について講義を行いました（図
2）．

〔15:40-18:00〕
実験室へ移動し，六つの班に分かれて光送信機の作製

に取り掛かります．図 3 に回路図を示します．トラン
ジスタ 1 個からなる回路で，入力端子に入力された電
気信号の電圧に応じて半導体レーザ（LD）からの出力
光強度が変化します．この光信号を光ファイバに伝送さ
せ，入力光強度に応じた電圧を出力する光受信機で受信
して光ファイバ通信を行う仕組みです．

図 1　サマー・サイエンスキャンプのテキスト表紙 

図2　講義の様子

図３　光送信機の回路図
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プログラムでは，あらかじめ作製した基板に半導体
レーザなど主要な部品を取り付けておき，参加者には残
る数個の部品をはんだ付けで取り付けてもらいました．
今なら KiCad のようなフリーの CAD ソフトで回路図
と基板データを作製し，格安で基板を作製してくれる
サービスを利用すれば，比較的楽に穴開け基板が用意で
きます．当日，多くの参加者は慣れないはんだ付け作業
であったため，作製に少し苦労していました（図 4）．
図 5 は作製した光送信機です．基板の右下から出てい
る白い線のように見えるものが光ファイバ（被覆の直径
は 0.9 mm）で，半導体レーザからの光はこの光ファイ
バを通って出力されます．

1 日目のプログラムは 18:00 で終了しました．参加
者は JSF の方の引率の下，宿舎へ移動しました（図 6）．
宿舎での様子は 文献（12）に記載されていますので，ぜひ
御覧下さい．

５. ２　2 日目 
〔9:00-12:00, 13:00-15:00〕

引き続き光送信機の作製に取り組みます．作製が終了
した班は，光送信機の基本特性を測定して正しく動作す
ることを確認します．

先に書いたように，最終的には，光受信機と作製した
光送信機を光ファイバで接続し，ビデオカメラの動画像
の伝送実験を行います．光受信機はこのプログラムのた
めにこちらで作製・用意しました．ビデオカメラやディ
スプレイのような AV 機器は，今は全てディジタルに置
き替わりましたが，伝送路の損失が増えたりして伝送品
質が劣化したときに，映像の乱れ等として観察しやすい
アナログのビデオカメラとディスプレイを用いました．
アナログビデオカメラの映像信号には，数十 Hz 程度か
ら 5 MHz 程度までの周波数成分が含まれており，光送
信機や光受信機には，このような周波数の信号が伝送で

図4　光送信機の作製作業

図5　作製した光送信機

図6　参加者が利用したキャンパス近くの宿泊施設

図7　光送信機と光受信機の特性測定の様子
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きる特性が必要となります．そこで，基本特性の測定
後，所望の周波数の電気信号が損失なく伝送するかどう
か（周波数特性と言います）を測定してもらいました．

図 7 は周波数特性の測定を行っている様子です．手
前に見える茶色の板の上の左側に光送信機，右側に光受
信機が置かれています．写真では，光送信機と光受信機
を光コネクタで接続しています．光送信機の入力端子に
発振器を接続して正弦波を入力し，光送信機からのレー
ザ出力を光受信機で受信します．発振器の周波数を変え
て光受信機の出力電圧をオシロスコープで測定します．
測定結果はグラフにして評価しました．（写真は「ひら
めき☆ときめきサイエンス」でのもので，ビデオカメラ
とディスプレイも映っています．）

〔15:00-17:00〕
ほかの研究室の協力を頂き，超音波エレクトロニク

ス，電気電子材料，通信方式研究室の見学を実施しまし
た．

最終日の 3 日目には各班でプレゼンテーションを行
います．プレゼンに用いるノートパソコンを配布してそ
の説明を行いました．

〔17:00-19:00〕
参加者の方々，JSF 関係者の方々，アドバイザーの先

生，本学関係者など，プログラムの実施に関わった方々
の参加で立食形式の懇親会を行い，懇談を楽しみまし
た．

〔19:30-〕
宿舎では，各班で 1，2 時間かけてプレゼンテーショ

ンの準備を行ったようです（12）．

５. ３　3 日目 
〔9:00-12:00〕

3 日目はまず，長さ数 km～数十 km の光ファイバに
光コネクタを「融着接続」と呼ばれる方法で接続するこ
とから始めました（図 8）．融着接続とは，光ファイバ
同士を放電で溶かして接続する方法で，取り外しをしな
い箇所の接続によく用いられます．これに対して光コネ
クタは，電気のコネクタと同様に取り外して接続し直し
たりできます．光コネクタを接続した光ファイバの損失
を光パルス試験器（OTDR）という測定器で測定しまし
た．図 9 は長さ 25 km の光ファイバです．さらに，光
送信機と光受信機を光ファイバを介して接続して，光受
信機からの出力電圧を測定しました．最後に，ビデオカ
メラからの映像信号を光送信機に入力して，出力の光信
号を光ファイバに伝送させます．光受信機からの出力を
ディスプレイに接続して，動画像が再現されるかどうか
を確認しました．実験は 3 日目の午前中の早い時間に
全て終了し，残りの時間でプレゼンテーション準備の仕
上げを行ってもらいました．

〔13:00-14:30〕
プログラムで得られた結果を，各班 5 分程度で発表

してもらいました．2006 年といえば，まだ大学学部生
でもプレゼンテーションを行う機会があまりない時代で
したが，皆，上手にまとめてプレゼンテーションを行っ

図8　光ファイバの融着接続器

図9　接続した光ファイバの例

図10　最後に記念撮影
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たので驚きました．
最後に参加者全員に修了証を授与し，記念撮影を行っ

た後，解散となりました（図 10）．

6 むすび
以上，当研究室で実施した「サマー・サイエンスキャ

ンプ」と「ひらめき☆ときめきサイエンス」について，
主に「サマー・サイエンスキャンプ」の実施状況を紹介
しました．現在，様々な大学や研究機関，民間企業の研
究所でこのような体験実習プログラムが実施されていま
す．皆様もぜひ興味のある分野のプログラムに参加して
頂きたいと思います．

■文献 
（サイト参照日はいずれも 2021 年 12 月 1 日）
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 1	 はじめに
スマートフォンやパソコンで日常生活が便利に

なりました．その通信機器からの情報信号は，どの
ように世界中を飛び交っているのでしょう．家の
Wi-Fi の通信情報は，家から電話局までの光ファイ
バを伝わって世界中に行くことでしょう．スマート
フォンの信号は，まずは電波に乗って近くの電柱の
基地局に入り，基地局からは光ファイバを伝わって
いきます．インターネットで世界中の情報にアクセ
スできるのは，光ファイバによる海底ケーブル通信
システムが普及したためです．このように読者の皆
さんが情報社会の中で便利に生活している背景には
光通信技術の進歩があります．

便利さを享受していながらも，光通信のしくみを
身近に感じることはほとんどありません．家まで光
ファイバが引かれているといっても，光ファイバの
中を通ってきた光を見られるわけではありません
し，電柱の上のケーブルは光ファイバも電力線も同
じ黒色で，区別がつかないかもしれません．光で通
信するってどういうことかな，と考えてみたことは
ありますか？ 身近なところでは，テレビなどのリ
モコンは光通信です．赤外線という光を使って，リ
モコンのボタンに割り当てられた信号が光に乗って
発信されています．リモコンのケースを開けて分解
してみても，黒い樹脂パッケージの部品があるだけ
では，ケースの中で何が起きているのか分からない

と思います．
このような若い人を取り巻く状況に鑑みて，筆者

らは平成 30 年から「ひらめき☆ときめきサイエン
ス 光トランシーバを作ってみよう」という高校生
向けの実習イベントを実施しています（1）．ちょう
ど山形県内の幾つかの公立高校に，「探求型学習」
に重点を置く「探求科」（理数探究科，国際探究科，
普通科探究コース）ができたタイミングで，毎年県
内の高校生から定員以上の参加申し込みがありま
す．このイベントの内容は，参加者が自分で簡単な
電子回路を組み立てて（2）～（4），光送信機と光受信機
を作り（5）～（7），それを使った実験を通じて光通信を
体感し，解説を聞いた上で最先端の通信方式研究と
の関連を学びます．元々は山形大学工学部技術部の
イベント「おとなのものづくり 身近な技術の体験
塾 発光ダイオードで光通信に挑戦！」で大人向け
に行っていたものを，高校生向けにアレンジして構
成しています．

本稿では，この光送信機と光受信機を皆さんに紹
介します（図 1）．この小特集の趣旨に配慮し，学
術的な解説よりも作製で困らないように意識して書
きました．自分で作ったものであれば，電子回路の
具体的な動作は分からなくても，光通信のしくみが
何となくでも実感できるのではないでしょうか．若
い皆さんには，書物による学びも大事ですが，実体
験が何より大切です．そのために，本稿の後半では
光送受信機を使った幾つかの実験実習も紹介してい
ます．

ここで使う電子部品のほとんどは東京・秋葉原の
大手パーツショップの通信販売で手に入れたもので

手軽に手に入る部品で作って楽しむ
光トランシーバ
Optical Transceivers That You Can Enjoy Making with Easily Available Parts 

†	 	山形大学工学部，米沢市
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す．太陽電池は「100 円ショップ」などで手に入
るガーデン用ソーラーライトの太陽電池を分解して
使っています．拡大鏡（凸レンズ）や色付きプラス
チック板（下敷き）も 100 円ショップで入手しま
した．光ファイバは，大手通販サイトで手に入る電
飾用のプラスチック光ファイバです．光送信機，光
受信機を合わせておおむね 3,000 円弱の材料費用
でした．

本稿で紹介する光送受信機は，手軽に手に入る部
品で，ジュニア会員が楽しんで組み立てられるよう
に，シンプルな構成を最優先に考えて作りました．
そのため，最適な部品選定や回路最適設計などはし
ていませんので，御了承頂きたいと思います．

 2	 とても大事な注意事項
ここで作る光送信機には，強い光を発する部品を

使います．レーザダイオードと発光ダイオードで
す．その光を直接目に入れると，目に損傷を与える
可能性があります．光が目に直接入ることがないよ
うに十分に注意して下さい．作っているときも実験
しているときにも，自分の目と光の方向を意識して
下さい．ほかの人の顔に光を向けないで下さい．
レーザダイオードの光は，横から見ると光っている
かどうか分かりにくいものです．そんなときには，
レーザダイオードの前に手を置いて，手に反射する
光を見るようにしましょう（図 2）．

実験では拡大鏡を使います．凸レンズです．拡大
鏡で太陽の光，蛍光灯の光，光送信機の光を見るこ
とがないようにして下さい．

光送受信機には様々な電子部品を使います．電子
部品の足（リード）は金属製で細くとがっています．
皮膚や身体にけがをしないように注意して下さい．

周囲の大人の方にお願いです．上に書いたような

注意事項がありますので，一人で注意事項を守れそ
うにない場合には，大人の方が寄り添って，作製や
実験を見守ってあげて下さい．

 3	 光送信機と光受信機を作ってみよう
３.１　光送信機と光受信機のあらまし

まずどんなものを作製するのか，あらましを説明
します．図 3，図 4 はそれぞれ光送信機と光受信機
の外観写真です．光送信機も光受信機も単 3 乾電
池 2 本で動きます．電池ボックスにはスイッチが
ついていて，スイッチを閉じれば光送受信機が動作
します．電源が入っているかどうか分かりやすくす

光送信機

光受信機

外部入力

図１　本稿で紹介する光送信機と光受信機

図２　光っているかを確認するには…

外部入力
オーディオ
ジャック

電池ボックス

パイロット
ランプ

レーザ
ダイオード
（LD）

発光ダイオード
（LED）

↑スイッチ（赤）

↑スイッチ（黒）

図３　光送信機の外観写真

受光用LED

太陽電池
電池ボックス

パイロット
ランプ

スピーカ

オーディオ
パワーアンプ

図４　光受信機の外観写真
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るため，パイロットランプとして発光ダイオードを
電池ボックスのすぐそばに付けています．

光送信機には，メロディを奏でる電気信号を出力
するメロディ IC（IC: Integrated Circuit，集積回
路）があり，この音を光に乗せて送るようになって
います．メロディ IC の単調な音楽だけしか送れな
いとつまらないので，自分の好きな音声・音楽を光
に乗せるためのアナログ信号入力としてオーディオ
ミニジャックを備えています．光で送る音がメロ
ディ IC のものか，ミニジャックから入力したもの
かを切り換えるためのスイッチ（黒）があります．
光を出す部品は，光送信機では二つ備えています．
レーザダイオード（以下，LD と略します．）と発
光ダイオード（以下，LED と略します．）です．ど
ちらの光源を使うか切り換えるためのスイッチ（赤）
があります．

光受信機では，光を受けてその光に乗った音を鳴
らすスピーカを備えています．光を受ける部品は二
つ備えていて，どちらを使うかはスイッチで切り換
えます．光を受ける部品の一つは LED です．LED
は本来光を出す部品ですが，LED に光を当てると
それに応じた電流が流れ，フォトダイオードと同じ
振舞いをします（8）,（9）．もう一つの光を受ける部品
は太陽電池です．LED も太陽電池も，光を電気信
号に変換してくれますが，そのままではとてもス
ピーカを鳴らすほどの力はありません．そのため，
オーディオパワーアンプ IC（増幅器）で音の信号
を増大させてスピーカを鳴らします．

光送信機及び光受信機は，ブレッドボードと呼ば
れる試作用の電子回路配線プラットホームに電子部
品を挿して組み立てます．ブレッドボードは，図 5
の薄緑色の線で示されたように穴と穴が内部でつな
がっています．内部がつながっていない穴と穴を配
線するには，ジャンパ線（ジャンパワイヤともい
う）を使います．ジャンパ線には様々な長さのもの
があった方が組み立てるときに便利です．多様な長

さのジャンパ線がたくさん入ったセットが売られて
います．ブレッドボードを買うときには，忘れずに
ジャンパ線セットも買いましょう．

３.２　光送信機の組立手順
最初に光送信機を作成します．組立手順の説明の

ために，本文中で回路図を使います．回路図とは，
電子部品を簡易なシンボルで表し，部品間の電気的
な接続を黒線で表現する図です．回路図中の部品の
情報を付録 A に記しました．回路図が分かりにく
い読者でも組み立てができるように，各回路図に対
応するブレッドボード上の部品レイアウト図を付録
B に示しましたので参考にして下さい．

まず電池ボックスからブレッドボードへの電源
電圧を配線します．電池ボックスからの 2 本の線
をそれぞれブレッドボード下部 2 列にそれぞれ挿
します．更に，ブレッドボード上部 2 列にも電池
のプラスとマイナスがつながるように，赤のジャン
パ線で配線します．電池ボックスのスイッチをオン
にしたときに，通電中と分かるようにパイロットラ
ンプとなる LED を付けます．1 k Ωの抵抗と LED
を直列に接続します．図 6 のように組み立てたら，
よく確認した上で，電池ボックスのスイッチをオン
にします．パイロットランプ（青色 LED）が点灯
したら問題ありません．確認したら，電池ボックス

＋
ー

＋
ー

ブレッドボード内の配線

図５　ブレッドボードの内部配線

D2

B1

Z2

R3
電池 電池ボックス

抵抗1kΩ

LED（青）

図６　光送信機① 電池とパイロットランプ設置
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のスイッチを切ります．
次に，光送信機の内部音源であるメロディ IC を

取り付けます．メロディ IC は三つのリードついて
いてそれぞれ役割が決まっています．メロディ IC
の向きに注意してブレッドボードに挿して下さい．
メロディ IC を動作させて音が鳴ることを確認する
ために，圧電スピーカも取り付けます．図７のよう
に組み立てたら，よく確認した上で，電池ボックス
のスイッチをオンにし，スイッチ 1 もオンにしま
す．圧電スピーカから曲が流れれば問題ありませ
ん．確認したら，電池ボックスのスイッチを切りま
す．

メロディ IC の動作確認用の圧電スピーカは取り
外します．次に，光送信機の光源の一つである
LED を取り付けます．LED は二つのリードがあり
ますが，極性があります．長いリードが電圧の高い
方になるように挿して下さい．図 8 のように組み
立てたら，よく確認した上で，電池ボックスのス
イッチをオンにし，スイッチ 1 も 2 もオンにしま
す．赤色 LED は光りましたか．確認したら，電池
ボックスのスイッチを切ります．

次に，もう一つの光源である LD を取り付けます．
LD のリード線は二つあり，これも極性があります．
赤いリード線（アノード側）が電圧の高い方になる
ようにブレッドボードに挿します．図 9 のように
組み立てたら，よく確認した上で，電池ボックスの
スイッチをオンにし，スイッチ 1 もオンにします．
スイッチ 2 を切り換えることで光源が LED と LD
とで切り換わります．LD は光りましたか．確認し
たら，電池ボックスのスイッチを切ります．

次は，本稿の実験実習では使いませんが，オー
ディオ信号の外部入力用のオーディオジャックを取
り付けます．このジャックから好みのアナログ音響
信号を入力することで，その信号が光に乗ります．
光にメロディ IC の曲を乗せるか，外部入力の音響
信号を乗せるかは，スイッチ 1 で切り換えます．
ここでは，電解コンデンサを使いますが，これは
リードに極性がありますので注意が必要です．図
10 のように接続します．

このままでは音が光に乗っているか分かりませ
んから，簡易光受信機を作って確認します．光受信
機のブレッドボードを準備して，図 11 のように受
光用 LED と圧電スピーカをつなぎます．ここでは
使いませんが，せっかくなので，電池ボックスの配
線，パイロットランプの配線，ブレッドボードの上
下それぞれ 2 列の電源の配線も済ませてしまいま
しょう．このとき，二つの LED は図 12 のように

対向するようにリードを曲げるとよいでしょう．光
送信機と光受信機の両 LED がくっつくほど近くで
向き合うようにして，光送信機の電池ボックスのス
イッチをオンにします．スイッチ 1 はメロディ IC

3

2

1

メロディ IC

IC1
~4

D2

B1

Z2

SW1

SP1

R3
電池

電池ボックス

抵抗

スイッチ（黒）

1kW

LED
（青） 圧電スピーカ

図７　光送信機② メロディ IC 設置と動作確認

3

LED
D1

2

1

メロディ IC
R1

R2

IC1
~4

SW1

SW2D2

B1

Z2

R3
電池

電池ボックス

抵抗

LED
（青） スイッチ（黒）

1kΩ

100Ω

スイッチ
（赤）

100Ω

（赤）

図８　光送信機③ LED 設置
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図９　光送信機④ LD 設置
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が鳴るようにします．スイッチ 2 は LED が光るよ
うにします．簡易光受信機の圧電スピーカから音は
出ますか？ とても小さな音が鳴ります．確認した

ら，光送信機の電池ボックスのスイッチを切りま
す．これで光送信機の作製は終了です．

３.３　光受信機の組立て手順
次に，光受信機を組み立てます．先ほど簡易光受

信機を作りました．そのブレッドボードを使いま
す．簡易光受信機の電池ボックスのスイッチをオン
にします．パイロットランプは点灯しますか？ 点
灯が確認できたら，簡易光受信機の電池ボックスの
スイッチを切ります．

簡易光受信機の圧電スピーカから鳴る音はとて
も小さいものでした．受光用 LED からの微弱な電
気信号を，スピーカが鳴るほどに大きくするため
に，オーディオパワーアンプ（増幅器）を付けま
す．簡易光受信機の圧電スピーカをブレッドボード
から外します．そして図 13 のようにオーディオア
ンプとその周辺部品を付けます．スピーカも取り付
けます．これまでより配線数が多いですが，注意深
く部品一つ一つ確認しながら配線して下さい．オー
ディオパワーアンプの向きや電解コンデンサの極性
に十分に注意して下さい．今回使ったオーディオパ
ワーアンプでは，樹脂パッケージの角が斜めに切れ
ている方のピンが 1 番ピンです．

LED（赤）
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SP1
圧電スピーカ

D6

R5B2

Z4

電池
電池ボックス

抵抗

LED
（緑）
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図 11　簡易光受信機による光送信の確認

光送信機 光受信機

図 12　LED の対向
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図 14　光受信機② 太陽電池設置
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光受信機では，光を受ける部品は LED だけでな
く太陽電池も使います．太陽電池を図 14 のように
取り付けます．光受信機のスイッチ 3 は，受光用
の部品を LED にするか太陽電池にするかを切り換
えます．

組み立てたら，動作確認をしてみましょう．光送
信機の LED を，光受信機の LED と対向させましょ
う．そして，光送信機と光受信機の電池ボックスの
スイッチを共にオンにします．スピーカからメロ
ディ IC の曲が鳴りますか？ 鳴らない場合には，光
送信機のスイッチ 1 がメロディ IC 側になっている
か，光受信機のスイッチが受光用 LED になってい
るかを確認しましょう．確認しても曲が鳴らない場
合には，一度電池ボックスのスイッチを切って配線
を確認しましょう．受光用 LED で光を受けて，ス
ピーカからメロディ IC の曲が鳴るようなら，次は
光受信機のスイッチを切り換えて太陽電池で受光す
るようにして，光送信機 LED の光を太陽電池に当
ててみます．スピーカからメロディ IC の曲が鳴り
ますか？ 今度は光送信機の光源を切り換えます．
スイッチ 2 を切り換えて，光送信機の LD から光が
出るようにします．その光を，光受信機の LED や
太陽電池に当てて，スピーカからメロディ IC の曲
が鳴りますか？ これらの確認が済めば，光送信機
と光受信機の完成です．

 4	 光送信機と光受信機でいろいろ試そう
４.１　LED光源の光で試してみよう

光送信機の LED の光を光受信機の LED で受け
て，LED 同士の角度，距離を変えてスピーカから
の音がどのようになるか調べてみましょう．光送信
機のブレッドボードと光受信機のブレッドボードが
同一直線上にあっても，LED 同士の向きがあって
いないと音が小さくなります．角度をいろいろと変
えて，音が大きくなるにはどうしたらよいか考えま
しょう．

光受信機を横に移動して，光送信機の LED の光
を方眼紙に当てて，方眼紙の位置を前後に動かして
みましょう．100 円ショップなどで購入したブッ
クエンドに方眼紙を張り付けて使うと便利です．光
源から遠ざかるにつれて，光は広がっていきます
ね．同じことを LD の光でもやってみましょう．ど
のような違いがありますか？

LED の広がる光を，拡大鏡を使って広がりを抑
えた平行光にしてみましょう．光送信機の LED か
ら離した位置に拡大鏡（凸レンズ）を置いて，拡大

鏡の後ろで方眼紙を前後させたとき，方眼紙に映る
光の面積がほぼ同じになるのは，光送信機から拡大
鏡をどれほど離して置いたときでしょう（図 15）．

今度は，拡大鏡の位置をもう少し光送信機から離
して，拡大鏡の後ろで光が焦点を結ぶようにしてみ
ましょう（図 16）．その焦点の位置に光受信機の受
光用 LED を置くようにするとスピーカから割と大
きな音が鳴りますね．このように，拡大鏡を使えば
光送信機と光受信機の距離を長くとれるようになり
ます．小・中学校の理科や高校物理でも習う凸レン
ズの性質を体験できます．

LED の光を，光受信機の太陽電池で受けること
にしてみましょう．太陽電池の受光面は LED のそ
れより格段に広いので，光受信機の位置の影響を受
けにくいですね．

次に，光送信機の LED と光受信機の受光用 LED

図 15　LED 光の広がりと平行光

図 16　拡大鏡で集光

図 17　光ファイバで光を伝える



24 通信ソサイエティマガジン　No.61  夏号 2022

を光ファイバでつないでみましょう．こうすれば，
光送信機と光受信機の置き方（角度や距離）の影響
がなくなりますね（図 17）．

光ファイバは，電飾用のプラスチック光ファイバ
が大手通販サイトなどを利用すると手に入ります．
断面直径が 1～1.5 mm のものが取り回ししやすい
と思います．希望の長さのものがあればよいです
が，長いものを入手して切って使うことでもよいと
思います．いろいろな長さを自分で準備できること
になりますから，その方がよいかもしれません．も
しニッパなどで切って使う場合には，ホットプレー
トなどの熱した金属板などに光ファイバ端面を押し
付けて，図 18 のように端面を整えておいた方が再
現性の良い実験になると思います．

LED 樹脂パッケージとプラスチック光ファイバ
をつなげるのはちょっと難しいかもしれません．今
回は，核磁気共鳴装置用の試料管キャップに光ファ
イバとほぼ同径の穴を開けて利用しました．もし光
ファイバの太さがもう少し太くて，LED 樹脂パッ
ケージと同程度であれば，ゴムチューブのようなも
ので両者を押えるようにすることも可能かもしれま
せん．

４.２　LD光源の光で試してみよう
LD の光を，光受信機の LED で受けてみましょ

う．光源が LED の場合と比べてどうですか？ 光の
当て方が格段に難しくなりますね．LD の光は小さ
な点なので，LED で受けるにはちょっとした位置
や角度のずれがスピーカの音に大きく影響します．
実験するには，図 19 のように受光用 LED のリー
ドの曲げ方を変えて，ブレッドボードに LED の樹
脂パッケージを寝かせた方がやりやすいかもしれま
せん．

次は，LD の光を太陽電池で受けてみましょう．
そして，光送信機と光受信機を離していき，音が聞
こえる距離がどの程度かを調べてみましょう．この
実験をするときには，図 20 のように LD の光を紙
に当てて，今どこに光があるかを見ながら行うのが

よいでしょう．一度光のある位置を見失うと，どこ
に光があるか探すのは大変ですし，探しているうち
にLDの光を目で直接見てしまうことが避けられます．

４.３　波長分割多重の実験
長距離大容量の光ファイバ通信では，1 本の光に

多数の波長の異なる光を入れて（「多重する」と言
います．），それぞれの波長の光に信号を乗せてたく
さんの情報を送っています．このやり方を波長分割
多重と言います．波長が異なるというのは，別の言
葉で言えば，色が違うということです．多重したも
のは，受信機で分離しないといけません．そのため
には光フィルタで分離したい波長の光だけを通過さ
せることになります．このことを，今回紹介した光
送信機と光受信機で体験できます．

ちょっと大変ですが，光送信機を三つ作りましょ
う．友達同士で光送信機を持ち寄ってもいいかもし
れません．そしてそれぞれの光送信機の光源を赤，
緑，青と異なる色の LED にします．つまり，三つ
の光送信機のうち 2 台の光送信機は，送信機回路
図中の D1（赤色）の代わりに，付録 A の D3（緑
色）または D5（青色）を使うことにします．メロ

図 18　端面処理された光ファイバと LED の接続処理 図 19　LD 光を受光するための LED の配置

光送信機→

↑光送信器
LDの光↑

図 20　LD 光での光通信の実験
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ディ IC の曲が同じだと，どの送信機からの音が受
信機から鳴っているか区別できませんから，三つの
送信機で異なる曲のメロディ IC（IC1～IC4）を使
うようにしましょう．こうすれば，曲で LED の色
を判断できます．図 21 のように三つの光送信機か
らの光を一つの光受信機の太陽電池で受けてみま
しょう．スピーカから出る音は三つの曲が混ざって
いますね．これは多重されたままの状態を意味しま
す．所望の曲だけをスピーカから鳴らすためには，
光フィルタを使います．100 円ショップなどで下
敷き用に入手可能な色付きのプラスチック板を使い
ます．赤，緑，青などのプラスチック板を光受信機
の太陽電池の前に色付きのプラスチック板を置いて
みましょう．赤の光送信機からの曲だけをスピーカ
から聞くためには，どの色のプラスチック板がふさ
わしいでしょうか．様々な色のプラスチック板を置
いて，どの光送信機の曲がスピーカから聞こえてく
るかを試してみましょう．三つの音が混じりうるさ
くて実験しにくいときは，一つの色の光送信機でプ
ラスチック板の色を変えて音がどのようになるか調
べ，その後，別の色の光送信機で同じように実験を
繰り返す，というようにするのもよいかもしれません．

図 22 は，今回筆者らが使用したプラスチック板
について，透過率の波長特性を示しています．透過
率とは，入力光強度に対してどれくらいプラスチッ
ク板を透過できるかを示しています．図には，各色
LED の発光波長も併せて示しました．これを見る
と，赤色のプラスチック板は，赤色 LED の光しか
透過しないことが分かります．一方，青色プラス
チック板は，青色 LED 光はもちろん透過しますが，
緑色や赤色 LED の光もほんの少し透過できること
が分かります．完全に青色光だけを波長分割多重光
から分離するには，青色プラスチック板の光フィル
タとしての性能向上が大切だということが分かりま

す．

 5	 光通信技術の解説
本稿で扱った光送信機及び光受信機の通信の方

式 は， 強 度 変 調 － 直 接 検 波（IM-DD: Intensity 
Modulation-Direct Detection）と呼ばれる通信方
式です．光送信機で，送ろうとする信号の大きさに
合わせて光の強さ（強度）を変化させることを強度
変調と言います．（送りたい信号を光や電波に乗せ
ることを「変調」と言います．）光受信機に入射し
た光の強度変化をそのまま電気信号として受け取る
ことを直接検波と言います．光の強度変調をするに
は，レーザダイオードや発光ダイオードを光らせる
ための電流に，送りたい信号変化を重畳するだけで
済みます．また，直接検波は，本稿で扱った受光用
LED や太陽電池のような光電変換素子を使うだけ
のことです．このように，IM-DD 方式は簡単な構
成で実現でき，適用領域を問わず光通信における基
本的な方式となっています．今回，赤・青・緑の色
の光を使いました．このように，目に見える波長の
光で通信を行う光通信は，可視光通信と言います

（10）．長距離光ファイバ通信では，石英ガラスでで
きた光ファイバを使いますが，そのときの光の波長
は光ファイバの最低損失波長である 1.3 µm や 1.55 
µm といった近赤外光を使います．この波長の光は
目に見えません．本稿の実習の最後で扱った波長分
割多重の技術は通信量を増やすための方法であり，
1990 年代に研究され実用化に至り，現在も引き続
き利用されています（11）,（12）．

これらの光通信方式をベースにして，長距離で大
容量な光通信技術領域ではその後，様々な光変調・
符号化方式（13）が検討されました．光源や光デバイ
ス・光回路技術の進歩（14）～（16）もあって，IM-DD

図 21　波長分割多重を試してみましょう

赤色
LED

緑色
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図 22　プラスチック板の透過特性と LED 波長
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方式から大きく進歩したディジタルコヒーレント光
通信方式として登場しました（17）,（18）．更に，波長
分割多重を越えて情報の伝送量を増やすために，空
間分割多重方式が研究開発されています（19）,（20）．

電話局と家庭やオフィスを光ファイバで結ぶ
PON 技術の進展（21）により，モバイル（携帯電話
やスマホの通信システム）応用（22）,（23）や映像配信
技術（24）への展開がなされています．光ファイバと
無線技術の融合領域の研究開発により，ユーザが
ケーブルから解放されつつ，大容量な情報流通によ
り個人だけでなく公共の場でも利便性が向上してい
ます（25）,（26）．光無線技術は，地球上だけではなく，
宇宙空間にまで適用領域を広げています（27）,（28）．

以上，ジュニア会員が入手しやすく比較的読みや
すい書籍・文献を引用しながら，本稿で紹介した技
術をベースに発展し続ける光通信方式の系譜を簡潔
に紹介しました．

 6	 むすび
レーザダイオード，発光ダイオード，そして太陽

電池といった光と電気を結び付ける部品を主役に，
3,000 円程度で手軽に作れる電子回路を組み立て，
光で音を送れる光送信機・光受信機を紹介しまし
た．インターネット等で紹介されている同様のもの
に比べると部品点数が多いので，部品をそろえるの
には多少の手間がかかるかもしれません．しかし，
本稿の手順を参考に組み立て始めると数時間で組み
上がると思います．自分で作った電子回路で，発光
ダイオードが光ったり，スピーカから大きな音が
鳴ったりしたときには，達成感と喜びを感じると思
います．本稿で紹介した作成と実習を終えたら，ブ
レッドボードや抵抗・コンデンサを利用してほかの
電子回路にチャレンジすることもできます．是非お
試し下さい．

本稿で紹介した光送受信機は，手軽に手に入る部
品を使って，過度に複雑にならない回路で作れるよ
うにしました．これを教材として振り返ってみる
と，幾つかのいい点がありました．光源部品を直接
変調する強度変調を光送信機に採用したことで，光
送信機内に高周波回路や高価な光部品を使わないで
済みました．光受信機でも，直接検波を採用するこ
とによって，受信信号の周波数領域で動作する回路
で済みました．このことは，ブレッドボードで回路
を作って実習教育する上で幸いなことでした．目に
見える色の光を使ったことで，作製の際には，うま
く作れているかどうか目で分かりますし，実験実習

では光の道筋が分かるので実習実験が容易で，レン
ズの実験もできるものになりました．また，テスト
信号源である音楽はメロディ IC 一つで済み，受信
機の増幅器も IC 一つで済みました．これは，筆者
らが子供のころにホビーとしての電子工作をしてい
た頃には考えられないことです．今の時代は，本稿
のような教育実習教材づくりはやりやすくなってい
るのかもしれません．本稿により興味が喚起された
若い読者には，強度変調以外の変調方式のことや，
トランジスタなどの個別部品で増幅器を構成するに
はどうしたらよいか（増幅器 IC の内部はどうなっ
ているか），大陸間横断海底ケーブルシステムの仕
組みや光ファイバの原理など調べてみるとよいかも
しれません．

学校教育に行政が様々な改革を導入してきてい
ます．小学生へのプログラミング授業導入や，探求
的な時間の設置などが行われています．伝統的な教
科・科目以外の内容に学校で接する機会が増えるの
だと思います．しかし，それらのきっかけがイン
ターネットでの検索だとすれば，よく分かっている
ことをなぞるだけになりはしないかと心配していま
す．疑問の発露が自分自身で，そして実体験を伴う
経験を若い人にはしてほしいと思います．「探求」
とはともするとサイエンスの方に偏りがちな言葉だ
なとも感じます．これどうやって動いているの，簡
単に作れるの，という疑問に答えるアクションはど
ちらかというと小学校の言葉で言えば「工作」だ
し，中学校の科目で言えば「技術・家庭」に近いで
すが，作る上での工夫も「探求」に含めてもらえる
と，工学教育に携わる者としてはありがたいな思っ
ています．資源の乏しい我が国ですから，本稿が情
報社会での産業界を支える若い人の成長の一助とな
ればと思います．
謝辞　本稿の内容の一部は，科研費 研究成果の

社会還元・普及事業ひらめき☆ときめきサイエンス
HT30028，JSPS 科 研 費 研 究 成 果 公 開 促 進 費 
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介した光送受信機の実習には山形大学コミュニケー
ション研究所の協力を受けた．本稿内のブレッド
ボード画像は Fritzing により作製した．

■	文献
（1） 令和 2 年科研費パンフレット，VI 情報発信・広報普

及活動，p.31，文部科学省，日本学術振興会，2020．
（2） 中林寛暁， “ブレッドボードを用いたラジオの作製・

実験，” 信学通誌， vol. 14， no. 2， pp. 90-94， Sept. 
2020．

（3） 後閑哲也，電子工作の素，技術評論社，東京，2007．

ⓒ電子情報通信学会2013



解説論文　手軽に手に入る部品で作って楽しむ光トランシーバ 27

小特集 未来を担う通信技術者・研究者のための自由研究特集（ジュニア会員特集）

（4） 遠藤敏夫，わかる！電子工作の基本 100，秀和シス
テム，東京，2010．

（5） 山中直明，“科学離れを考える慶大における取組み，” 
信学通誌， vol. 7， no. 4， pp. 298-300， March 2014．

（6） 山中直明，さあ，ぼくたちもグラハム・ベル，信学
通誌， vol. 14， no. 1， pp. 4-8， June 2020．

（7） 奥野剛史， 菅野敦史， “ブレッドボードを用いた光通
信実験の回路工作授業，” 物理教育， vol. 66， no. 3， 
pp. 184-187， Sept. 2018．

（8） 加島宜雄， 菅原泰範， 田母神尚美， 中島暁子， “高輝
度 LED の受信特性の検討，” 信学ソ大，B-10-57， p. 
395，Sept. 2001．

（9） 田村祐典， 加島宜雄， 片野邦彦， “高輝度 LED を送
信・ 受 信 に 用 い た 高 速 デ ジ タ ル 伝 送 の 検 討，”                                            
2007 信学総大， B-10-39， p. 378，　March 2007．

（10） 笹森文仁， “可視光通信のしくみ，” 信学通誌， vol. 
12， no. 3， pp. 174-175， Dec. 2018．

（11） 前田譲治，光ファイバ通信技術，電波新聞社，東京，
2005．

（12） 山下真司，光ファイバ通信のしくみがわかる本，技
術評論社，東京，2002．

（13） 高野勝美， “光ファイバ通信用変復調技術の基礎，” 
2016 信学ソ大チュートリアルセッション“初学者
のための光ファイバ通信，” BT-2-3， p. SS-30-31， 
Sept. 2016．

（14） 八木英樹， 金子俊光， 北村崇光， 沖本拓也， “広帯域・
省電力コヒーレントトランシーバ向け InP 系モノリ
シック集積光デバイス，” 信学通誌， vol. 13， no. 3， 
pp. 177-185， Dec. 2019．

（15） 秋葉重幸， “半導体レーザから光海底ケーブルへ，” 
信学通誌， vol.14， no. 3， pp. 272-280， Dec. 2020．

（16） 石川　浩， “光エレクトロニクス，光通信を支える技
術，” 信学誌， vol. 100， no. 9， pp. 907-912， Sept. 
2017．

（17） 北山研一，光通信工学，オーム社，東京，2012．
（18） 宮本　裕， 森田逸郎， “大容量光中継伝送技術，” 信学

誌， vol. 100， no. 8， pp. 783-788， Aug.  2017．
（19） 鈴木正敏，森田逸郎，秋葉重幸，長距離光ファイバ

通信システム，オプトロニクス社， 東京， 2019．
（20） 齊藤晋聖， “超大容量伝送を実現する空間分割多重伝

送用光ファイバ技術と今後の展望，” 信学誌， vol. 
104， no. 5， pp. 478-484，May 2021．

（21） 大高明浩， “ブロードバンドサービスを支える PON
技術，” 信学誌， vol. 100， no. 10， pp. 1106-1110， 
Oct. 2017．

（22） 柴田直剛， 中村浩崇， 金子　慎， 寺田　純， “次世代
フロントホールに向けた光アクセスシステム技術，” 
信学通誌， vol. 14， no. 3， pp. 232-238， Dec. 2020．

（23） 鈴木正敏， “光通信及びモバイル通信システムの進化
と将来の光無線融合，” 信学誌， vol. 101， no. 2， 
pp. 138-145， Feb. 2018．

（24） 池田博樹， 栖川　淳， “PON 技術を用いた IPTV サー
ビスの実現と課題，” 信学通誌， vol. 4， no. 2， pp. 
10-22， Sept. 2010．

（25） 村田博司， “5G で楽しむスタジアム観戦，” 信学誌， 
vol. 101， no. 11， pp. 1091-1094， Nov. 2018．

（26） 川西哲也， “マイクロ波・ミリ波フォトニクス技術の
最新動向，” 信学誌， vol. 101， no. 2， pp. 131-137， 
Feb. 2018．

（27） 荒木智宏， “大容量通信を実現する，宇宙光通信の研
究開発動向，” 信学通誌， vol. 13， no. 3， pp. 205-
215， Dec. 2019．

（28） 宗正　康， “次世代大容量衛星通信ネットワークを実
現する衛星―地上間光フィーダリンクの技術，” 信学

通誌， vol. 14， no. 1， pp. 45-54， June 2020．

（2021 年 11 月 1 日受付，2022 年 1 月 24 日再受付）

高野勝美 （正員）
1991東北大・工・通信卒．1993 同大学
院修士課程了．同年三菱電機株式会社
入社，通信システム研究所，情報技術総
合研究所．1998 山形大助手，助教，准
教授を経て， 2021から教授．同工学部
学術情報基盤センター長．光ファイバ通
信，海底ケーブルシステム，光単側波帯
変調技術の研究開発に従事．博士（工学）．

山吉康弘
1980 山形大・工・文部技官入職，技
術専門職員を経て，2015 から技術専門
員．この間，1987 山形大・工・情報卒．
2010 同大学院博士課程了．2011同技
術部技術長．2020 から技術部統括技術
長．電気・電子通信分野，特に超音波
の研究・教育に関わる技術支援に従事．
日本音響学会正員．博士（工学）．

鈴木貴彦
1989 信州大・繊維・機能高分子卒．
1991 同大学院修士課程了．同年 TDK
株式会社入社，開発研究所．2006 山
形大・工・技術専門職員採用．2015
機器開発技術室技術長．2020 技術専
門員．研究用実験装置の開発に従事．

増田純平 
2016 岩手大・工・電気電子卒．同年
山形大技術員．光ファイバ計測，FFT
システムの開発に従事．

武田利浩 （正員）
1989 山形大・工・情報卒．1991 同
大学院修士課程了．2009 東北大大
学院博士課程了．1991 山形大助手，
2009 から助教．ネットワーク応用，
ソーシャルネットワークの研究に従
事．博士（情報科学）．

野本弘平 （正員）
1981 慶大・工・計測卒．1983 同大
学院修士課程了．同年三菱電機株式会
社入社，情報技術総合研究所，デザイ
ン研究所等．2009 から山形大教授．
人と環境・人と人工物との間の認知
的・感性的インタラクション，ヒュー
マンインタフェースの研究に従事．博
士（工学）．



28 通信ソサイエティマガジン　No.61  夏号 2022

 光送受信機の部品表
部品番号 品名 仕様 型式

Z1 ブレッドボード 165 ｘ 54.5 ｘ 8.5mm BB-102

Z2 電池ボックス 単 3 ×２スイッチ付 BH-321-1AS

Z3 ブレッドボード 165 ｘ 54.5 ｘ 8.5mm BB-102

Z4 電池ボックス 単 3 ×２スイッチ付 BH-321-1AS

B1 乾電池 単 3 LR6L100P

B2 乾電池 単 3 LR6L100P

B3 太陽電池 30 × 30mm 園芸ソーラーライト部品

SW1 押しボタンスイッチ オルタネート PS-85S（RED CAP)

SW2 押しボタンスイッチ オルタネート PS-85S（BLACK CAP)

SW3 押しボタンスイッチ オルタネート PS-85S（RED CAP)

R1 抵抗 100 Ω 1/4W MF1/4CC1000F

R2 抵抗 100 Ω 1/4W MF1/4CC1000F

R3 抵抗 1k Ω 1/4W MF1/4CC1001F

R4 抵抗 300 Ω 1/4W MF1/4CC3000F

R5 抵抗 1k Ω 1/4W MF1/4CC1001F

R6 抵抗 1k Ω 1/4W MF1/4CC1001F

C1 電解コンデンサ 33uF 35V 50PK33MEFC5X11

C2 電解コンデンサ 1uF 50V 50PK1MEFC5X11

C3 電解コンデンサ 100uF 16V 16PX100MEFC5X11

C4 電解コンデンサ 100uF 16V 16PX100MEFC5X11

C5 電解コンデンサ 470uF 16V 16WXA470MEFC8X9

D1 超高輝度赤色 LED 5mm φ，波長 660nm OSR7CA5111A

D2 超高輝度青色 LED 5mm φ，波長 470nm OSB56A5111A

D3 超高輝度緑色 LED 5mm φ，波長 525nm OSG58A5111A

D4 超高輝度赤色 LED 5mm φ，波長 660nm OSR7CA5111A

D5 超高輝度青色 LED 5mm φ，波長 470nm OSB56A5111A

D6 超高輝度緑色 LED 5mm φ，波長 525nm OSG58A5111A

D7 赤色レーザモジュール 波長 650nm，
6 φ X17.5mm FU650AD5-C6

IC1 三端子メロディ IC エリーゼのために UM66T19LK-T92-K

IC2 三端子メロディ IC ホームスイートホーム UM66T05LK-T92-K

IC3 三端子メロディ IC かっこう・ワルツ UM66T32LK-T92-K

IC4 三端子メロディ IC オーラリー UM66T11LK-T92-K

IC5 オーディオパワーアンプ 利得 41dB TA7368PL

T1 ミニジャック入力端子 3.5mm DIP 化キット AE-PHONE-JACK-DIP

SP1 圧電スピーカ SPT08

SP2 スピーカユニット 基板取り付け用 UGSM30A-8-01

F1 プラスチック光ファイバ φ 1.5mm，長さ 1m 電飾用

付録 A

ⓒ電子情報通信学会2013
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 部品配置図

 

付録 B

図 B-1　 光送信機① 電池とパイロットランプ設置 
（本文図 6 に対応）

図 B-2　 光送信機② メロディ IC 設置と動作確認 
（本文図 7 に対応）

図 B-3　光送信機③ LED 設置（本文図 8 に対応）

図 B-4　光送信機④ LD 設置（本文図 9 に対応）

図 B-5　 光送信機⑤ オーディオジャック設置 
（本文図 10 に対応）

図 B-6　 簡易光受信機による光送信の確認（本文図 11 に対応）

図 B-7　 光受信機① オーディオアンプとスピーカ設置 
（本文図 13 に対応）

図 B-8　光受信機② 太陽電池設置（本文図 14 に対応）



小特集 未来を担う通信技術者・研究者のための自由研究特集（ジュニア会員特集）

1 はじめに
2008 年にビットコインが登場して以降，「ブロック

チェーン」という言葉が様々な場面で使われるように
なった．一方，ブロックチェーンの定義は明確に定まっ
ていないと聞くこともあり，一般的には理解が難しい技
術であるような印象も持たれているかもしれない．しか
し，その技術の本質は決して難しくなく，（暗号技術の
詳細を除けば）難しい数学や物理学の知識は全く不要で
ある．したがって，その本質は中高生にも十分理解可能
である．本解説記事では，「ブロックチェーン」と呼ば
れている技術の核心について，できる限り分かりやすい
解説を試みる．またブロックチェーンの語源はビットコ
インにあるが，ビットコインによって提案された革新的
な技術は，インターネット規模の公開参加型合意形成に
あることを明らかにする．またブロックチェーン技術の
応 用 の 一 つ に， 電 子 デ ー タ の 永 続 証 明 が あ る．
bloxberg を用いた永続証明の発行と検証を行う方法に
ついても解説する．

2 ブロックチェーンについて＊1

ブロックチェーンという言葉が誕生した由来を遡る
と，ビットコイン (1) が発表された暗号学メーリングリ
スト＊ 2 にたどり着く．2008 年 11 月頃，ビットコイン
の発明者である Satoshi Nakamoto と，暗号技術者と
して活躍し，最初期のビットコイン開発にも関わった 
Hal Finney が，このメーリングリストで対話していた．
このメールの中に“block chain”という言葉を見つけ
ることができる (2)．また 2009 年 1 月にリリースされた
ビットコインのバージョン 0.1 のソースコード中にも，
同じ言葉が登場する＊ 3．恐らくこれらが「ブロック
チェーン」という言葉の起源であると推察される．

ブロックチェーンとは，図 1 に示すように，「ブロッ

ク」と呼ばれる日時情報（「タイムスタンプ」ともいう）
が刻印されたデータ構造が時系列順につながったデータ
ベースである．ただし各ブロックは，その一つ前に作成
されたブロックの一部（「ブロックヘッダ」という）の

図1　�ブロックチェーンの構造とトランザクションのマー
クル木

＊1　独善的にならないよう，客観的な証拠を交えて説明す
ることを心掛けているが，一般的なブロックチェーン
の説明と異なる部分があるかもしれない．内容を分か
りやすくするために，あえてそのようにした．

＊2　cryptography – The Cryptography and Cryptography 
Policy Mailing List

 https://www.metzdowd.com/mailman/listinfo/
cryptography

＊3　バージョン0.1の興味深い特徴としては，Windows 
OSのみに対応している点である．

 https://github.com/Dan-McG/bitcoin-0.1.0
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要約＊ 4 を含む．この要約によってブロック同士が鎖
（チェーン）状につながっていることから，ブロック
チェーンと呼ばれる．

またブロックの中には，一般にトランザクションと呼
ばれるデータが複数，格納されている．このトランザク
ションを集めた要約＊ 5 もブロックヘッダに含まれる．
全トランザクションはブロックヘッダを介して時系列順
につながっているため，ブロックチェーンを確認するこ
とで，その前後関係が明確になる．

ブロックチェーンという言葉がビットコインに由来
するため，ブロックチェーンはビットコインの登場とと
もに誕生した新技術と勘違いされることが多い．実はブ
ロックチェーンと同等の技術は，ビットコインの登場以
前より存在していた．ビットコイン白書 (1) の中には，
Massias らが 1999 年に発表した論文が引用されてい
る (3)． 図 2 に 示 し た と お り，Massias ら の 論 文 の
Figure 1 に，本解説記事の図 1 とほぼ同じ内容を確認
できる．以上のことから，ブロックチェーンと同等の概
念は少なくともビットコインの誕生より約 10 年前から
知られていた＊ 6．

ブロックチェーンと同等の概念が生まれたとされる
1990 年代前半は，まだインターネットが十分に普及し
ていなかった．したがって，当時の環境ではコンピュー
タやネットワークの性能が十分でなく，実用的な利用は
困難だったであろう．この意味では，理論は先行してい
たが，その存在が忘れられてしまった最近になってやっ
と，その実用化が可能な環境が整ってきたと言える．こ
のような背景から，ビットコインやそれ以降の「仮想通
貨」や「暗号資産」，最近では「非代替性トークン

（NFT: Non-Fungible Token）」のブームが起こってい
ると理解すると，ブロックチェーンが新技術と誤解され
ている一方で，その応用が次々と模索されている最近の
事情を自然に理解することができる＊ 7．

ブロックチェーンが新技術ではないことを説明した
が，実はビットコインの提案の中には新技術があったと
聞くと驚かれるかもしれない．ビットコインが提案した
新技術は，「仲基合意（Nakamoto Consensus）」＊ 8 と
呼ばれる合意形成アルゴリズムである．この合意形成ア

＊4　ここでの要約とは，厳密にはブロックヘッダを入力に
したときのハッシュ関数の出力のことである．ハッ
シュ関数については紙数の都合で説明できない．国語
の授業等で学習した文章の要約と同じく，要約は一般
に入力（元の文章）より小さくなり，入力と要約の対応
関係は明確である．

＊5　この要約はトランザクションのマークル根（ルート）と
して作成される．図1ではトランザクション数m=4
の，図2ではm=8のマークル根をそれぞれ示してい
るが，紙数の都合で詳細は説明できない．

＊6　実はブロックチェーンと同等の概念の存在は，1992
年頃にまで遡ることができるという話もある(4)．

＊7　最近の人工知能ブームは深層学習にあるが，その基礎
技術の一つとして知られる階層型ニューラルネット
ワークは，今から40年以上前に理論が提案されてい
る(5)．最近になってコンピュータの処理能力の向上や
ビックデータの収集が可能になった背景から，深層学
習で意味のある計算が可能になったことがブームと
なった事情と似ている．

＊8　ビットコインを発明したSatoshi Nakamotoが書いた
とされる日本語の記録が一つも見つからないことか
ら，どうやら名前どおりの日本人ではなさそうである．
したがって，仮名であると推察されるが，それが誰な
のか，またはチーム名なのか，詳しいことは分かって
いない．一説では，Satoshiはポケモンのサトシから，
Nakamotoは江戸時代の町人学者として知られる富永
仲基(6)から，それぞれ取られたという話がある(7)．

図２　Massias らの論文のFigure1
（本解説記事の図 1 と比較しやすいように筆者が加筆したもの）
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ルゴリズムについて説明する前に，ブロックチェーン技
術において本質的に重要な役割を果たしているネット
ワークの話をしなければならない．ビットコインのシス
テムは，インターネット上に構築されたピアツーピア

（P2P : Peer-to-Peer）ネットワークに参加している不
特定多数のコンピュータ（「ノード」とも呼ばれる）に
よって維持されている．ビットコインのノードは世界中
に散在している＊ 9 にもかかわらず，全ノードは同じブ
ロックチェーンを保持している．

たくさんのノードが同じものを持ち合うというのは，
無駄なのではないかと思うかもしれないが，実はこれが
ブロックチェーンと呼ばれる技術の本質であり，大きな
力となる．例えるなら，空気中の分子がそれぞれ異なる
方向にランダムに動いていれば無風だが，分子を一斉に
同じ方向に移動させることができれば，一瞬にして空気
中に台風を作り出すことができる．これと似た類推で，
全てのノードが同じブロックチェーンを持つことができ
れば，ブロックチェーン上のトランザクションを確認す
ることで，誰が幾らのビットコインを所持しているか，
特定のノードに依存することなく，全ノードが一つの共
同体のように共通理解を提示できる．これが信用された
第三者機関（TTP: Trusted Third Party）を仮定しな
い，つまり，どのノードも単体では信じないが，全ノー
ドが同じブロックチェーンを持っているという現実的に
非常にまれな状態を信じることで，仮想通貨や暗号資産
と呼ばれる貨幣を発行・取引する力となる．

ネットワークに参加しているノードが，合意の下に同
じ状態を持ち合う技術は，ビットコイン以前から複数提
案されていたが，仲基合意はそれらと本質的に異なる方
法を提案しているという意味で新しかった．

3 仲基合意＝国際要約オリン
ピック（笑）

ブロックチェーンはブロックヘッダがつながって構
成されていることを説明したが，そもそも個々のブロッ
クはどのように生成されるのであろうか？ ここで，「国
際要約オリンピック」という仮想的な競技を比喩にし
て，ブロックの生成方法を説明する．ビットコインで
は，ある一定値以下の短いブロックヘッダの要約が作
れたノードがブロックを作成できるルールになってお
り，この競技時間は平均 10 分と短い．文章の要約作業
で例えるなら，国語が苦手な筆者は，その作業の難し
さをよく分かっている．本質的な内容を含みつつ，本
質が分かりやすいように，短時間で元の文章を（非可

逆）圧縮した要約を作成することは一般にとても大変
である＊ 10．したがって，筆者のように苦手な者はこの
競技から脱落するが，腕に覚えのある文章のプロなら
参戦するだろう．

ビットコインでは，短い要約を最初に作成した優秀
なノードは，金メダルではなく，賞金として（法定通
貨に交換可能な）ビットコインがもらえる．また銀や
銅メダルに対応する賞はないため，通常のオリンピッ
クよりも激しい競争となる＊ 11．

この競技は平均 10 分おきに随時開催されており，今
この瞬間にも，世界中のノードが競技者として戦って
いる．良い要約ができたと判断したノードは，要約が
確認できるようにしてブロックヘッダをそのほかの
ネットワーク上のノードに送信する．良い要約であれ
ば，ほかのノードは，そのすばらしさを受け入れて，
競争が終了する．競争が終了したと同時に，次のラウ
ンドの競争が始まる．そして，上記のプロセスが永遠
と継続していく中で，最も長いブロックチェーンが正
統なものとして生き残る＊ 12．このようにすることで，
良い要約をつづった唯一のブロックチェーンをネット
ワーク上の全ノードが保持するようになる．

つまり，仲基合意とは「国際要約オリンピック」で

＊9　BITNODES  https://bitnodes.io/nodes/live-map/

＊10 実 際 に は ブ ロ ッ ク ヘ ッ ダ の 中 の ナ ン ス（Nonce: 
Number used at ONCE）を調整して，目標値以下の
ハッシュ値を最も早く計算できたノードが，ブロック
を生成できる．この作業のことを作業証明（Proof of 
Work)という．

＊11 オリンピックは開催時に体力のある若い競技者のみが
対象となるが，お金が関わると世界中の老若男女が競
技者となり得るという意味もある．

＊12 「長いものには巻かれろ」ということわざがあるが，
仲基合意では正にこの原理が採用されている．つまり，
強者に従って妥協することを「合意」としている．実
際には合意というよりは，「泣き寝入り」と言う方が
適当かもしれない．
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表１　PBFT�と仲基合意の比較

合意形成
アルゴリズム PBFT 仲基合意

ノード数N 少数（N < 1000） 多数も可

ノードの計算性能 性能格差なし 
（平等）

性能格差あり 
（不平等）

ノード間の接続 特定（既知ノード
のみ）密な結合

不特定（未知ノー
ドあり）疎な結合

合意形成の方法 投票による多数決
競争によるリーダ

（1 位）の選出と
その他多数の追従

合意形成に要する
通信回数

ノード数が多数で
非実用的（O(N2)） 

ノード数が多数で
も実用的（O(N)）
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し烈な競争＊ 13 を行うことで，一つの正統なブロック
チェーンを全ノード間で合意して保持し合う仕組みで
ある．またブロックチェーン内のデータは暗号化され
ることなく，全て包み隠さず公開されているため，誰
でも不正（ほかの多数のノードと異なるブロックチェー
ンを保持していること）を直ちに発見することができ
る．したがって万が一，不正を働いたノードがあって
も，それを排除することで，システムが要求する誠実
な方向に修正できる．

4 既存の分散システムの合意形成
アルゴリズムと仲基合意の違い

合意形成アルゴリズム自体はビットコインが誕生する以
前から，分散システムの研究領域において様々なものが
提案されてきた．既存の合意形成アルゴリズムの典型例
として，Practical Byzantine Fault Tolerant（PBFT）(8)

を取り上げて，このアルゴリズムが仲基合意と比較して
根本的に異なる特徴をまとめたものを表 1 に示す．また
合意形成を行う上での通信プロトコルを説明した時間—
空間ダイアグラムを図 3 に示す．全ノードに承認しても
らいたいトランザクションをクライアント（Client）が
送信する．その後，ノード間で前準備，準備，承認の過
程を経て，最終的に承認されたことをクライアントに返

信する．また図 3 の中の矢印はクライアントやノードの
間での通信パターンを表す．これらの図表から，仲基合
意と PBFT は全く異なることが分かる．また仲基合意は
ノード数が多数でも実用的であるため，インターネット
規模の多数のノードでも合意形成が可能である．

5 公開参加型合意形成
既存の合意形成アルゴリズムも仲基合意も，結局は，

ネットワークを介して独立したノード群からトランザク
ションの承認を得る点では全く同じであり，この過程こ
そが重要である．また，よく考えてみると，この過程の
中にブロックをチェーンでつないだデータベース，つま
りブロックチェーンは必須ではない．

また「ブロックチェーン」や「分散台帳技術」のよう
に，データベースに視点を置いた名称が，ブロック
チェーン関連技術の総称として使われることが多い．し
かし，これまで述べたとおり，技術の本質は合意形成の
方にあるため，これらの名称が関連技術の正しい理解を
妨げている可能性がある．トランザクションを広く公開
することで全ノードに検証してもらい，問題がなければ
承認される．一般に秘密情報は公開できないため，トラ
ンザクションを暗号化してブロックチェーン上に公開し
たとしても，全ノードがその情報を検証して承認したと
は判断できない．以上の視点から，「ブロックチェーン」
と呼ばれているものが目指す内容を説明する言葉とし
て，例えば，公開参加型合意形成（Open-Participation-
Style Consensus) といった名称の方が適切なように思
われる＊ 14．

＊13 ビットコイン白書(1)の中に“once-CPU-one-vote”と
いう文言が存在する．しかし，CPUはマシンごとに
スペックが異なるので，それぞれのCPUで要約を作
成する速度は異なるはずである．また仲基合意では最
も長いブロックチェーンが正統なものになることか
ら，その本質はオリンピックのような世界中の強者間
での競争にある．したがって，各ノードは平等な「投
票」を行っているのではなく，その本質は格差のある
ノ ー ド 間 で の「 競 争 」 で あ る． こ の 点 に つ い て
Nakamoto自身も提案内容の本質を誤解していた可能
性がある．

図３　PBFTと仲基合意の時間－空間ダイアグラム

＊14 「ブロックチェーン」という言葉を関連技術の総称と
して呼ぶのをやめた方が，「ブロックチェーン」の定
義がしやすくなるのではないだろうか．
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6 ブロックチェーンの応用と
課題

ブロックチェーンを使ってビットコインを作成できる
ことから，まず思い浮かぶ応用としては電子貨幣

（Electronic Cash）があるだろう．お金は紙幣やコイン
といった現金のように物理空間に実態を持つ形態がある
が，実はこの実態は必須ではなく，完全に仮想世界（サ
イバー空間）に属するものであることは，電子マネーが
普及する現在では理解できる方も多いだろう．お金の本
質は，お金を持っている人が，その価値に見合った物や
サービスを受け取ることができる一種の証明であるとも
言える．この証明を，周囲の大多数の人達と信じ合える

（つまり上記の内容について合意が取れる）状態自体がお
金であると言える．したがって「お金」とは，信者同士
で信じ合っている「宗教」と同じと言える＊ 15．合意形成
アルゴリズムがブロックチェーンの本質であることから，
ネットワーク上のクライアントやノードの数が増えて，
正統なブロックチェーンの信者が増えるほど，便利なお
金になっていく．

またお金は一度使用したものを二重に使用することが
できない．これはお金を所持していることも使用したこ
ともブロックチェーン上の記録として残り，これを過去
に遡って書き換えることができなければ実現できる．ビッ
トコインでは，世界中のノードが競争してブロックを作
成していることと，ノードが同じブロックチェーンを持っ
ていることの二つの仕組みによって，過去のトランザク
ションを改ざんすることが事実上困難になっている．

以上から，お金は過去に遡って帳消しにすることがで
きない永続的に残る証明とも言える．このような証明の
ことを永続証明 (Persistent Proof) という．永続証明は
ブロックチェーン技術のキラーアプリである．仮想通貨
や暗号資産といった代替可能な貨幣のみでなく，NFT も
永続証明である．またスマートコントラクトと呼ばれる，
ブロックチェーンシステム上で実行可能なプログラムは，
プログラムとその状態や遷移の存在を証明する永続証明
である．

ビットコインのような TTP を排除した電子貨幣システ
ムにおいては，取引手数料を従来より少額にすることが
可能になってくる．これにより，世界中の人たちと 1 円
未満の少額のお金を送り合うことが可能となり，新しい
経済システムを作る潜在能力を持った技術とも言える．

この応用のことを超少額決済 (Micropayment) という．
しかし，現状の技術では超少額決済は事実上困難になっ
ている．その理由は，ネットワークの通信速度の制約や
ブロックのサイズに上限が存在するため，取引処理能力
に限界が生じてしまうことがある．このため，トランザ
クション承認の需要に対して，供給が追いついていない．
したがって，ビットコインの利用者が増えるほど，トラ
ンザクション承認手数料が値上がりし，超少額決済を行
う動機がない状態に追いやられている．

Bitcoin Core の取引処理能力は，1 秒間に 7 トランザ
クション承認程度が上限であることが知られているが，
クレジットカードの VISA は最大で 1 秒間に 56,000 取
引承認が可能と言われている．普段の買い物などで実用
されているクレジットカードの性能に到底追い付いてい
ない．この技術課題のことをビットコインのスケーラビ
リティ問題という．この問題の根本原因は，仲基合意が
競争原理に基づいているからである．グーグルの検索エ
ンジンは驚くほど早く検索結果を返してくる．これはグー
グル社内にあるたくさんのコンピュータが世界中から来
る検索クエリを分担し，協力し合って作業しているから
である．このような「協力」がない限り，スケーラビリ
ティ問題の改善はない．スケーラビリティ問題はブロッ
クチェーン技術の主要な技術課題であり，たくさんの研
究者が，その解決に向けて研究している (9)．ちなみに筆
者の研究室では大学院生と共同で，競争と協力をバラン
スさせたブロックチェーンシステムを提案し，研究開発
を進めている (10)．

7 ブロックチェーンを使ってみ
よう

本章では bloxberg(11) という，ブロックチェーンを用
いて信頼できる研究基盤を構築するプロジェクトを紹介
し，電子ファイルの永続証明を発行・検証する方法につ
いて解説する．このプロジェクトは，ドイツの学術団体
として知られる Max Planck Digital Library（MPDL）
が発足させ，世界 30 以上の大学等の学術機関が参加し
ているプロジェクトである．各参加機関が 1 台ずつノー
ドを管理することで運営されている．合意形成アルゴリ
ズムは，仲基合意とは異なり，権威証明（PoA: Proof of 
Authority）(12) を採用しており，ノードがブロックを交
代で承認していく仕組みになっている．bloxberg の
Web ページを図 4 に示す．

このブロックチェーン基盤は，主に科学技術に関する
研究データや資料等の証明を国際的に共有する目的で運
営されており，誰でも使用できる．この証明は，元ファ
イルの要約，タイムスタンプ，文字情報が含まれており，

＊15 お金も宗教も信じる者は救われるし，それらの知識が
ないと人生をうまく生きることができないという共通
点がある．また，それらの知識を利用して（本来の目
的から逸脱して）強者が弱者を侵略する論理として利
用されてきた過去の歴史においても同じか．
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これらの要約が bloxberg のブロックチェーンに記録さ
れる．このサービスを利用することで，科学技術研究に
おける成果やデータの盗用を防ぐことができ，その先取
権を証明できる．

以降では，本解説記事の原稿＊ 16 の永続証明を発行・
検証する方法を説明する．原稿は PDF ファイルだが，テ
キストファイルや画像ファイルなど，基本的にはどのよ
うな電子データでも永続証明を発行可能である．また発
行した永続証明を検証する方法も説明する．Ubuntu 
GNU/Linux と Python 言語の初歩的な知識を前提とす
る＊ 17．

７.１　永続証明の発行
ま ず 上 記 の 原 稿 フ ァ イ ル（ フ ァ イ ル 名 は

20211201IEICE-Fujihara.pdf）の要約を計算する．端
末を起動し，以下のコマンドを実行する．すると 16 進
数列の要約＊ 18 が得られる．

$ sha256sum 20211201IEICE-Fujihara.pdf
df5bd89f1c136606b4ee3b6263f3b689149f3b75c5d4dfb
f1fe4ce435f254545 　20211201IEICE-Fujihara.pdf

この要約を含む証明書（Certificate）を作成する．ま
ず図 4 の中の赤丸で囲まれている“Certify”タブをク
リックする．すると図 5 のようなページが現れる．次
に図 5 の赤丸で囲まれている“CERTIFY”ボタンをク
リックする．次に“How would you like to generate 
the hash?”と書かれたポップアップ窓が現れるので

“Generate from File(s)”を選択し，永続証明を作成し
たい電子ファイルを選択する．ファイルを指定したら右
下の“NEXT”ボタンを押す．

次に図 6 の赤い四角で囲まれた四つのテキストボック
ス（Author or Group Name, bloxberg Address, Title 
or Brief Description of Research, Email Address）
に，必要に応じて文字情報を入力する．全てのテキスト
ボックスが空でも証明は作成できる．入力後に右下の

“NEXT”ボタンを押す．すると図 7 のような画面にな
るので，中央の“CERTIFY ON THE BLOCKCHAIN”
ボタンを押す．少し待つと，ボタンの下に“Transaction 
Confirmed! Select Finish to create your certificate.”

図５　永続証明発行サイトの画面

図６　文字情報の入力画面

図７　証明書の発行

＊16 https://github.com/fujihalab/IEICE_BC_Articleを 参
照せよ．

＊17 紙数の制限より，細かい環境設定は説明できない．
＊18 今回の場合，
 “df5bd89f1c136606b4ee3b6263f3b689149f3b75

c5d4dfbf1fe4ce435f254545”となる．

図４　bloxberg のWebページ (https://bloxberg.org)
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と表示されるので，右下の“FINISH”ボタンを押す．
すると，bloxbergDataCertificates.zip という名前の圧
縮ファイルがダウンロードできる．これを解凍して中の
PDF ファイルを開くと，図 8 のような証明書になって
いる．また，図 8 の赤枠内に四つの情報（Cryptographic 
Identifier, Transaction ID, Timestamp, Merkle 
Root）が記録されている．Cryptographic Identifier
は，元データの要約に一致する．Transaction ID は証
明書の内容を記録したトランザクションの ID 番号であ
り，後に検証するときに使用する．Timestamp は証明
書が発行された日時（協定世界時）を表す．Merkle 
Root は証明書の要約で，ブロックチェーンに取り込ま
れたトランザクションにも tokenHash として記録され
ている．

７.２　永続証明の検証
端末を起動し，apt コマンドで poppler-utils と jq を

インストールする．また pip コマンドで pyld もインス
トールする．

$ sudo apt install poppler-utils jq
$ sudo pip3 install pyld

次に pdfdetach コマンドを使って，証明書＊ 19 に埋め
込まれた JSON 形式のテキストファイルを抽出する．

$ pdfdetach -saveall 90706396-52a6-11ec-9203-024 
2ac140011.pdf

上 記 の コ マ ン ド を 実 行 す る と，
bloxbergJSONCertificate という名前のファイルが出力

される．jq コマンドを使って内容を確認すると以下の
ようになる．

$ cat bloxbergJSONCertificate|jq 
{ 

"id": "https://bloxberg.org", 
( 中略 ) 
"crid": "df5bd89f1c136606b4ee3b6263f3b68914 
9f3b75c5d4dfbf1fe4ce435f254545", 
"cridType": "sha2-256", 
"metadataJson": "{\"authorName\": \"Akihiro 
Fujihara\", \"researchTitle\": \"Let’s learn 
use blockchain!\", \"emailAddress\": \"akihi 
ro.fujihara@p.chibakoudai.jp\"}", 
"proof": { 

"type": "MerkleProof2019", 
"created": "2021-12-01T12:59:45.381102", 

( 以下略 )

“crid”の値は要約になっている．“metadataJson”
の値は，証明作成時に入力した文字情報になっている．
　“proof”の値の中にある，“created”の値が証明書
の発行日時になっている．

この JSON ファイルを用いて，Python プログラム
(check_merkle_root.py) を実行する．

$ python3 check_merkle_root.py bloxbergJSONCert　
ificate 
Merkle root: bd338896e74a500a00e86486b97720a2ea 
02607f81c1b01286ead1e84625a2b1

得られたマークル根は証明内のものと一致する．

＊19 今 回 の 場 合 は， 90706396-52a6-11ec-9203-
0242ac140011.pdfというファイル名であったが，
一般に証明ごとに異なる．

図９　�Block�Explorer 上でトランザクションを確認した
ときの画面

図８　PDFファイルの証明書の中身
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 1 # check_merkle_root.py のプログラム
 2 import sys, json, hashlib, pyld
 3 
 4 # read certificate
 5 if len(sys.argv) != 2:
 6  print(’usage: $ python3 check_merkle_root
 7    .py <certificate (json file)>’)
 8   sys.exit(0)
 9  infilename = sys.argv[1]
10 with open(infilename, ’r’) as json_file:
11  json_proof = json.load(json_file)
12
13 # canonicalize the json
14 json_proof.pop(’proof’)
15 normalized_proof = pyld.jsonld.normalize(
16   json_proof, {’algorithm’: ’URDNA2015’,
17   ’format’: ’application/nquads’})
18
19 # calculate tokenHash in the transaction
20 merkle_root = hashlib.sha256(
21  str.encode(normalized_proof)).hexdigest()
22 print(’Merkle root:’, merkle_root)

また図 4 の緑丸に囲まれた“Block Explorer”タブ
をクリックすると，ブロックチェーンに取り込まれたト
ランザクションを検索できるサイトに移動する．図 9
の右上の赤枠の部分に，証明書に記載されている
Transaction ID を入力して Enter キーを押すと，対応
するトランザクションの情報が参照できる．図 9 の緑
枠の部分に tokenHash の項目があるが，これが上記の
Python プログラムで計算したマークル根と一致する．
ブロックチェーンは改ざんが困難であるため，この証明
は永続証明となる．以上から，元ファイルと証明書とブ
ロックチェーンの間の対応関係が検証できた．

8 まとめ
本記事では，ブロックチェーン技術の核心が公開参加

型合意形成にあることを解説した．またブロックチェー
ン技術の主な応用としてデータの永続証明があることも
解説した．bloxberg を使って永続証明の発行と検証を
行う方法も解説した．

この記事を機会に，ブロックチェーンに興味を持って
いただけたら幸甚である．
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1 はじめに
最近はテレビのニュースでも時々取り上げられるよ

うになっているので，「量子計算」や「量子暗号」とい
う単語を聞いたことがあるかもしれません．「量子状態」
という普段の生活では感じることができない「不思議」
な状態を利用した，今のコンピュータや通信の方法とは
全く異なる「計算」や「通信」の方式です．

前提知識がない方が量子計算とは何かを 1 日で理解
するのはほぼ不可能でしょう．しかし，「量子暗号」な
ら，理科系の高校生が 1 日で理解可能かもしれないと
考えて，高校生に「量子暗号」を体得してもらうイベン
トを日本学術振興会の「ひらめき☆ときめきサイエン
ス」というプログラムの支援で行った経験があります．
そのイベントに参加した高校生の多くの方は，前提知識
がなくても半日ぐらいで「量子暗号」の概略は理解でき
たようでした．

上記のイベントの内容を本稿で紹介させて頂くこと
になりました．紙面だけの説明では難しいかもしれませ
んが，意欲ある高校生の方が自力で概略だけでも理解さ
れることを期待しています．また，同種のイベントを検
討されている方に何らかの御参考になれば幸いです．

2 量子状態とは？
まず，量子状態とは何かを何となく理解するために，

レーザポインタと偏光板を用意して下さい．偏光板はイ
ンターネットで数百円で購入できます．レーザポインタ
は高校生のお小遣いでは厳しいかもしれませんので，学
校などにあるのを借りてもらえればと思います．

物理などで習いますが，光は進行方向に垂直な方向に
振動しながら進む波と考えられます．また，偏光板は図
1 に示すように，人の目には見えないスリットが同じ方
向に並んでいるものと考えられます．図 1 の左側に示
すように，レーザポインタからは，様々な方向に振動す
る複数の光が照射されています．レーザポインタからの
光を 1 枚の偏光板に通せば，図 1 のように偏光板のス
リットと同じ方向に振動している光しか通りません．暗
いところでレーザポインタの光を壁に直接照射した場合
と，間に偏光板 1 枚を入れた場合に壁に当たる光の量
を比べると，確かに偏光板を通ると光の量が減少してい
ることが分かるはずです．

次に，図 2 のように偏光板 2 枚をスリットの向きが
ちょうど 90 度異なるようにして，光を通すとどうなる
でしょうか？ 最初の偏光板のスリットと平行な振動を

図１　偏光板1枚に光を通す様子
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している光しか一つ目の偏光板を通らず，その光は二つ
目の偏光板を通れないため，光は全く通らないはずで
す．皆さんがやってみると，市販の偏光板の精度の問題
もあり，少しは光が通っているように見えるかもしれま
せん．実際の量子暗号の機器ではもちろんそのようなこ
とはないので，今回の実験ではほんの少しだけ光が通っ
ているように見える場合は，「光が通っていない」と

“目をつぶって”判断するようにして下さい．
「90 度異なる向き」に二つの偏光板を置くといって

も，スリットのような筋が見えるわけでもないので，ど
うしたらいいのか？ と思われるかもしれません．2 枚
の偏光板を重ねて少しずつ 2 枚の向きをずらしていく
と，2 枚が重なっている部分が透明と黒の間を変化する
のが分かるでしょうか？ 図 2 のように 90 度異なる向
きに 2 枚の偏光板を配置すれば光を通さないというこ
とは，2 枚の偏光板を 90 度ずらしたときに最も黒く見
えるはずです．逆に，透明に見えるときは向きが同じは
ずです．2 枚を重ねて透明になるように角度を調整して，
そのときの各偏光板の同じ辺に印をつけ，向きが分かる
ようにしておいて下さい．ちなみに，4．の量子暗号の
実験では 4 枚使います．

図 2 のように配置した 2 枚の偏光板を光は通らない
のですが，ここで，問題です！ この 2 枚の配置はその
ままで，偏光板をもう 1 枚配置して，3 枚の偏光板なら
レーザポインタの光が通るようにできます．光が 3 枚
を通り抜けるようにするには，3 枚目の偏光板をどこに
どのような角度で配置したらいいでしょうか？

2 枚を通らないのに，3 枚を通すことなんてできるわ
けないと思いますよね？ 不思議なことに，3 枚目を 2
枚の偏光板の真ん中に 1 枚目と 2 枚目どちらとも 45 度
になるように挿入すれば，なぜか 3 枚の偏光板を光が
通り抜けます．やってみて下さい！　なお，45 度のと
きが通過する光の量は最大になりますが，それ以外の角
度でも光は通ります．自分で実験して確かめてみて下さ
い．

この不思議な現象は，光が波として伝わり，スリット
をすり抜けて伝わっているという理解だけでは到底説明
がつきません．しかし，以下で紹介する量子力学の考え
方では説明がつきます．

量子力学の考え方では，光のようにミクロな物質の状
態は「量子状態」と呼ばれる我々のマクロな世界の常識
が通じない状態になっており，その性質により上記の不
思議なことを説明できます．この性質は量子暗号の理解
に必要なため，その説明をします．分からないところは
概念や数式を天下り的に理解して読み進めて頂くと，後
の光の振動の具体例で，量子暗号の理解に最低必要な事
項は理解できると思いますので，頑張って読み進めて下
さい．

天下り的ですが，光の振動する方向は不思議な「量子
状態」であり，量子状態は長さ 1 のベクトルで表現す
ることができて，以下のような性質を持ちます．

●　 物理的に完全に区別可能な二つの量子状態をベ
クトル a

→
と b

→
 で表すと，α ∙ a

→
 + β ∙ b

→
も存在可能

な量子状態の表現となる．

ここで，α とβ は，|α|2+|β|2 ＝ 1 を満たす複素数で
す．まだベクトルを習っていない方は，とりあえず量子
状態を数学的に表現しているものとだけ理解して読み進
めて頂いても，以下の議論は十分理解できるはずです．

以降の議論に必要なことは，光の状態として，横方向
に振動する場合を 0

→
，縦方向に振動する場合を 1

→
と表現

すると，例えば， 1
2 ∙ 0

→
+ 1

2 ∙ 1
→

という状態も存在する
ということです．ベクトルを知っているとこの表現から
類推できるのですが，0

→
と 1

→
は直交するという定義のた

め， 1
2 ∙ 0

→
+ 1

2 ∙ 1
→

は，0
→

と 1
→

どちらとも成す角が 45

図２　偏光板2枚に光を通す様子

表１　光の四つの状態
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度となるベクトルとなります．ベクトルを知らない場
合，0

→
は横方向，1

→
は縦方向に振動している光の状態と

いうことだけ理解して下さい．これは，表 1 の情報「0」，
情報「1」の列の振動方向と一致しています．そして，こ
の表の情報「 1

2 の 0, + 1
2 の 1」の列の光の振動方向が，

1
2 ∙ 0

→
+ 1

2 ∙ 1
→

が表現する量子状態です．ちなみに， 1
2 ∙

0
→

− 1
2 ∙ 1

→
で表現される量子状態も存在可能で，その光

の振動の方向は表 1 の最後の列のものとなります．
上述したように光の振動の方向は量子状態で表現で

きますが，上で紹介した四つの向きだけでなく，様々な
角度の方向に対応する量子状態がもちろん存在します．
ただ，我々が本稿で考える量子暗号では，表 1 の四つ
の向きの光の振動状態しか使いません．

次に，量子状態の「観測」について説明します．物理
的に完全に区別可能な二つの量子状態を a

→
と b

→
と表すこ

とにします．量子状態の「観測」とは，「ミクロな量子
状態の状態を何らかのインタラクションによってマクロ
な我々の世界に取り出すこと」と本稿では考えることに
します．なお，この説明は厳密には不正確かもしれませ
んが，本稿の実験の理解には十分ですので，とりあえず
はこの理解で進めて頂き，量子力学に興味を持った方
は，大学で量子力学を御自分で厳密に勉強して下さい．

物理的に完全に区別可能な二つの量子状態の対を「基
底（ベクトル）」と言います．光の振動の場合，ちょう
ど 90 度異なる二つの状態は完全に区別可能な状態で基
底となります．例えば，縦方向と横方向に振動している
光の状態の対は基底となり，以降では「+ 基底」と呼び
ます．同様に，表 1 の右側の 2 列の状態も完全に区別
可能な二つの状態で，以降は「X 基底」と呼ぶことにし
ます．

量子状態を「観測」すると，以下のようなことが起こ
ります．これはとても不思議ですが，量子力学が説明す
る「自然の摂理」と思って，とりあえず受け入れて下さ
い．本当の理由は「神のみぞ知る」と言えますが，少な
くとも量子暗号はこの考え方で説明できます．

●　 α ∙ a
→

+β ∙ b
→
（|α|2 + |β|2 ＝ 1 となるように係数

は正規化されている）と表現される量子状態に対
して，a

→
か b

→
かどちらであるのかを「観測」する

と，確率 |α|2 で a
→

に，確率 |β|2 で b
→

に量子状態
が「変化」する．

観測しただけで状態が変化するなんて受け入れられ
ないかもしれませんが，自然の摂理として受け入れて下
さい．以下では，上記の a

→
と b

→
が + 基底の 0 と 1 の状

態を表現しているとします．上記の観測の性質から，以
下のことが言えます．

●　 + 基底の 0 に対して「+ 基底の 0 か 1 かを区別

する観測」をすると 100％の確率で + 基底の 0
になる．

●　 + 基底の 1 に対して「+ 基底の 0 か 1 かを区別
する観測」をすると 100％の確率で + 基底の 1
になる．

以降では，「+ 基底の 0 か 1 を区別する観測」を「+
基底の観測」と呼ぶことにします．この観測をするため
には，高価な機器が必要ですが，本稿では「+ 基底の 0
または 1 の振動と同じ方向（どちらでもいい）の偏光
板を通す」ことで行います．

不思議ではありますが，偏光板に光があった瞬間に，
ミクロな世界の光の量子状態はマクロな世界の偏光板と
インタラクションして「観測」されて，偏光板の方向と
同じか直交するか，そのどちらかの振動の光に「変化」
すると考えて下さい．ここで注意して頂きたいのは，観
測のために光を当てる偏光板の向きは，+ 基底の 0 の
方向でも + 基底の 1 の方向でもどちらでもよい，とい
うことです．

また，上の二つの観測の例では，実際は光の状態は観
測の前と後では全く変化はしていないことも，重要な性
質のため再度確認して下さい．それは，α ∙ a

→
+β ∙ b

→
に

おいて，|α|2 ＝ 1 または |β|2 ＝ 1 の場合は，観測して
もそのままの状態で変化しないということです．では，
X 基底の 0 や 1 の場合はどうなるでしょうか？ 以下の
ことが言えます．

●　 X 基底の 0 に対して + 基底の観測をすると 50％
の確率で + 基底の 0 か 1 になる．

●　 X 基底の 1 に対して + 基底の観測をすると 50％
の確率で + 基底の 0 か 1 になる．

これは，X 基底の 0 でも 1 でも，|α|2 ＝ |β|2 ＝ 1
2 と

なるからです．面白いのは，X 基底の 0 と X 基底の 1
は，β の値の正負が違うため，ベクトルとして見ると確
かに向きが 90 度違うのですが，|β|2 の値は同じため

「+ 基底の 0 か + 基底の 1 を区別する観測」をした場合
の結果は全く同じとなります．

次に，「X 基底の 0 か X 基底の 1 を区別する観測」を
考えます．これは，X 基底の観測と呼ぶことにします．
この観測は，偏光板を垂直または水平から 45 度傾けて
光を当てる操作です．以下の二つは容易に推測できると
思います．

●　 X 基 底 の 0 に 対 し て X 基 底 の 観 測 を す る と
100％の確率で X 基底の 0 になる．

●　 X 基 底 の 1 に 対 し て X 基 底 の 観 測 を す る と
100％の確率で X 基底の 1 になる．
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では，+ 基底の 0 や 1 に対して，X 基底の観測をす
るとどうなるでしょうか？ これは，X 基底の 0 や 1 に
対して「+ 基底の 0 か 1 を区別する観測」と同じこと
を，ただ 45 度回転させて行っていると考えられるので，
以下のようになることが推測できます．実際はベクトル
を用いて以下の確率を計算することができますが，本稿
では割愛します．

●　 + 基底の 0 に対して X 基底の観測をすると 50 
％の確率で X 基底 0 か 1 になる．

●　 + 基底の 1 に対して X 基底の観測をすると 50 
％の確率で X 基底 0 か 1 になる．

これまでのことを整理すると，我々が今後使う光の量
子状態は表 1 の 4 通り，観測の仕方は + 基底の観測か
X 基底の観測の 2 通りです．そのため，8 通りの観測の
パターン考えられますが，それを全て説明しました．量
子力学の説明が分からなくても，今まで箇条書きで述べ
た八つの観測を受け入れてもらえれば，以下の量子暗号
の説明は理解できます．

ミクロな世界では，光の振動方向が量子状態になって
いるとずっと議論してきましたが，このようなミクロな
議論をするときには，光が「光子」と呼ばれるミクロな
粒からなっていると考えます．つまり，レーザポインタ
から出る光には，非常に多くの光子が含まれており，そ
の光子一つ一つの振動方向が量子状態となっていると考
えます．実際の量子暗号では，非常に高価な機器を使っ
て，光子一つ一つを個別に送信したり，一つ一つの量子
状態を個別に観測することができます．しかし，レーザ
ポインタと偏光板しか持っていない我々は，光子一つの
単位での操作は不可能で，多数の光子をレーザポインタ
で発生させて，多数の光子を偏光板に当てて同時に「観
測」することしかできません．それでも，量子暗号の本
質が理解できるように実験する方法を後ほど紹介しま
す．

大変前置きが長くなりましたが，「偏光板 2 枚ならば
光を通せないのに，3 枚目を追加すると光が通せるよう
になる」という不思議な現象の理由を考えましょう．図
3 をみると理由が分かるでしょうか？

では，簡単に図 3 の説明をします．レーザポインタ
の光はこの図の左下から来ています．最初はいろいろな
方向に振動する光子が含まれていると考えて下さい．こ
の光が最初，縦向きの偏光板にぶつかり，+ 基底の観測
が行われます．+ 基底の 0 と + 基底の 1 の量子状態を
0
→

及び 1
→

とすれば，一つ一つの光子の状態は，α ∙
0
→

+β ∙ 1
→

と表現できます．そのため，一つ目の偏光板
にぶつかると「観測」が行われることになるので，確率
|α|2 で + 基底の 0 の光，確率 |β|2 で + 基底の 1 の光
に「変化」します．ポインタからの光に全ての向きに振
動する光子が均等に含まれているとしたら，直感的に

（量子力学では数式できちんと計算できますが）全体の
光子の 50 % が + 基底の 0，50 ％が + 基底の 1 の光に
変化するはずです．縦向きの偏光板の場合，縦向きの +
基底の 1 の光に変化した場合は通過できますが，横向
きの + 基底の 0 の光に変化した場合は通過できないこ
とになります．つまり，1 枚目の偏光板を通過できる光
子は全体の半分ぐらいのはずです．壁にレーザポインタ
の光を照射してみて，偏光板を通す場合と通さない場合
で明るさを比べて下さい．光子の数が半分になっている
かは目で見ても分かりませんが，偏光板を通すと少し暗
くなるのが確認できると思います．

1 枚目の偏光板を通った光は + 基底の 1 の状態となっ
ています．これを直接 3 枚目の偏光板に当てると，+
基底の観測が行われ，100 ％で + 基底の 1 となるので，
3 枚目の横向きの偏光板を通ることができません．しか
し，1 枚目の偏光板を通った + 基底の 1 の状態の光を
45 度傾けた 2 枚目の偏光板に当てるとどうなるでしょ
うか？　2 枚目の偏光板に当たると，「X 基底の 0 か X
の 1 を区別する観測」が行われるため，50％の確率で

図３　偏光板3枚に光を通す様子
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X 基底の 0 か 1 になります．その後，半分ぐらいの光
子が偏光板と同じ向きに変化して通過するはずです．そ
の後，斜め向きの光は 3 枚目の偏光板を 1 枚目のとき
と同じように 50 ％の確率で通過します．2 枚だと通過
できないのに，その 2 枚の真ん中にもう 1 枚斜めに偏
光板を余分に入れると光が通るという不思議な現象が起
こるのです．このような量子状態の不思議な性質を利用
すると，以下で説明する量子暗号を実現することができ
ます．

3 量子暗号とは
量子暗号を説明する前に，暗号通信について簡単に説

明したいと思います．通信の手順を説明するときに，送
信者を Alice，受信者を Bob，盗聴者を Eve（英語で盗
聴者を eavesdropper と言う）と呼ぶことが多いので，
本稿でも以下ではそう呼ぶことにします．

まず，Alice から Bob にメッセージをインターネッ
トで送信することを考えます．通信で送る情報は送りた
い情報を 0 と 1 だけからなる列（ディジタル情報）に
変換して，0 と 1 を何らかの完全に区別可能な物理量

（本稿では縦方向と横方向の光の振動方向の状態）に変
換して送ります．例えば，アスキーコードと呼ばれる方
法では，K というアルファベットを送りたければ，
1001011 という列を送ります．

Eve がインターネット上に流れるデータが経由する機
器を何らかの方法で物理的・論理的に操作できれば，通
信されているデータを見ることができます．しかも，見
たデータをそのまま Bob に送れば，「Alice と Bob に盗
聴されていることさえ気づかれない」ようにもできま
す．

盗聴を防ぐための方法として「秘密鍵による暗号通
信」という方法があります．Alice が 0100 という 4 桁
の 0 と 1 の列を送信するときの例を図 4 に示していま
す．この方式では，Alice と Bob が通信する前に何ら
かの方法で（例えば前の日に会って）2 人だけしか知ら
ない秘密の鍵（ここでは 1001 という 4 桁の列）を共有
しておきます．Alice は送信したいメッセージと秘密の

鍵の間で「排他的論理和」（図では⊕）と呼ばれる演算
をした結果を送信します．この演算は，鍵が 1 となっ
ているメッセージの桁だけ 0 と 1 の反転を行うという
ものです．このとき，インターネット上に流れるデータ
は 1101 であり，最初と最後の桁が送りたいメッセージ
と 0 と 1 が反転しています．盗聴者は秘密鍵を知らな
いのでどの桁が反転しているか分かりません．そのた
め，1101 からは何の情報も得られない盗聴者の Eve に
とってこれは単なるランダムな列でしかないのです．し
かし，図に示すとおり，秘密鍵を知っている Bob は，
秘密鍵が 1 となっている 1 桁目と 4 桁目だけ反転する
と，Alice が反転した桁を Bob が反転して戻すことに
なるので，Alice の送りたかったメッセージを正しく受
信することができます．

上記の「秘密鍵による暗号方式」は，もし鍵を 1 回
しか使わないのならば絶対に安全です．しかし，同じ鍵
をずっと使って通信していると賢い盗聴者には情報が取
られる可能性があります．というのは，メッセージに含
まれる文字の出現頻度には一般に違いがあるため（例え
ば，英文なら e が多いとか），Alice から Bob に流れて
いるメッセージをずっと見ていれば，多く出てくるパ
ターンから鍵を推測することが可能になります．そのた
め，完全な安全性を保証したければ，鍵を頻繁に交換し
ないといけません．もし，4 桁送るたびに 4 桁の新しい
秘密鍵を使えば（この場合は情報理論的に完璧に安全で
す．），送りたい数字列の長さと同じ長さの秘密鍵を前
もって渡しておく必要がありますが，どう考えてもそれ
は現実的ではありません．そのため，一般には，事前に
鍵を共有する必要がない「公開鍵方式」が使われていま
す．実は完全な「量子計算機」ができると公開鍵方式は
原理的に解読されるということが分かっており，より安
全な暗号方式の実現が望まれています．

もし，Alice と Bob がわざわざ事前に会って秘密鍵
を共有しなくても，「通信したいと思ったときに，簡単
にしかも盗聴は絶対にされずに秘密鍵を共有する」こと
ができれば，前述した「秘密鍵による暗号方式」で常に
鍵を変更しながら完全に安全な通信ができます．しか
し，離れた 2 人の通信の間に盗聴者が入れば原理的に

図４　秘密鍵による暗号通信
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盗聴できるので，そんなことは絶対にできそうにありま
せん．

表 1 の四つの量子状態を利用するとそんな不可能と
思えることができることを Charles Bennett と Gilles 
Brassard が 1984 年に示しました．その手順は「BB84」 
と呼ばれています．しかも，BB84 は間にいる盗聴者が
盗聴しようとすると，それを非常に高い確率で検出する
こともできます．BB84 は秘密鍵を共有するだけの手順
ですが，上述したように，十分長い秘密鍵があれば，絶
対に安全な暗号通信ができるので，盗聴が「事実上不可
能な量子暗号」とも呼ばれています．

〔BB84の手順〕
送信手順
①　 Alice は，送りたいランダムな 0 と 1 の列を生成

する．（例：01011）
②　  ①と同じ長さの + と X のランダムな列を生成す

る．（例：+XX+）
③　 ①の各桁の 0 または 1 を②の同じ桁の + か X に

よって，+ か X の基底の光として送信する．例
えば，①の 2 桁目に選んだ数が 1 で，②の 2 桁
目で X を選んだ場合，X 基底の 1 の光子を送信
する．

受信手順
④　 Bob は Alice からの光子を受信するたびに，ラ

ンダムに + か X の基底を選び，+ の場合は + 基
底の観測，X の場合は X 基底の観測を受信した
光子に対して行う．

⑤　 Alice は②で選んだ + と X の列を公開する．Bob
も④で選んだ観測の基底の + か X の列を公開す
る．ここで「公開」とは，盗聴される可能性のあ
る普通のインターネットで通信することを意味
する．

⑥　 ⑤でお互いに公開した + と X の列の中で一致し
た桁のうち幾つかを選んで，Bob はその桁に対
応する観測結果を公開し，Bob の観測結果と
Alice が①で送信した 0，1 と一致しているかを
確認する．一致していない桁が一つでもあれば，
途中で Eve が何かしたと結論付けて，通信路を
盗聴されていないかをチェックする．（当然秘密
鍵は生成されない．）

⑦　 ⑤でお互いに公開した + と X の列の中で一致し
た桁のうち⑥で選ばなかった桁だけを取り出す
と，Alice が送った 0 と 1 の列は Bob の観測結
果の 0 と 1 の列と完全に一致するはずである．
それを 2 人の秘密鍵として利用して実際に送り
たいメッセージを暗号通信で送る．

この手順の正当性を以下で簡単に説明したいと思い
ます．2．の内容を思い出してほしいのですが，量子状
態は表 1 の 4 通りあり，Bob の観測の方法は + の観測
か X の観測の 2 通りあります．8 通りの観測から以下
のことが言えます．

●　 Alice が + 基底の 0 または 1 を送り，Bob が +
基底の観測をすると，Bob の観測結果は Alice
が送った値と 100% 一致します．Alice が X 基
底の 0 または 1 を送って Bob が X 基底の観測を
する場合も，Bob の観測結果とアリスの送った
値は 100 ％一致します．

●　 Alice が + 基底の 0 または 1 を送り，Bob が X
基底の観測をすると Bob の観測結果は 0 と 1 が
50 % の確率で出ます．そのため Bob の観測結果
は Alice が送った 0 または 1 と全く無関係とな
り，一致する確率は 50 % となります．Alice が
X 基底の 0 または 1 を送り，Bob が + 基底の観
測をする場合も同様です．

BB84 のプロトコルにおいて，Alice と Bob が鍵とし
て採用するのは，Alice が送信した基底と Bob が観測
した基底が一致した桁だけです．そのため，2 人が必ず
同じ鍵を共有することができます．

Alice と Bob は各自がランダムに選んだ基底のどの
桁が一致していたかを確認するために，インターネット
上でそれぞれの基底を公開します．この情報は Eve に
見られる可能性がありますが，基底の情報と実際の鍵は
全く関係がないので，秘密鍵の情報は全く Eve には分
かりません．Eve が秘密鍵の情報を知るには，Alice か
ら Bob に送られる光子を途中で何らかの方法で「観測」
するしかありません．ここでは説明を簡単にするために
Eve も + 基底か X 基底でしか観測できないとします．
実際には別の基底でも観測は可能ですが，できることは
本質的には変わりません．

Alice が + 基底の 1 を送信し，その光子を Bob が +
基底で観測したとします．この場合，100 ％で Bob は
+ 基底の 1 を観測結果として得ます．そのため，もし
この桁を BB84 の手順の⑥で Alice と値をチェックす
る桁に選んだとすると 100 % 一致します．この光子を
途中で Eve が観測するとどうなるでしょうか？ Eve は
途中でその光子をとって観測しますが，その時点では何
の情報もないので，+ 基底か X 基底をランダムに選ん
で観測するしかありません．

Eve が + 基底で観測した場合は，100 % の確率で +
基底の 1 の情報を得られます．そして，+ 基底の 1 の
光を Bob に送信します．この場合 Eve が観測したのに，
Bob が受信する状態は変わらないため，Alice の送信し
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た情報との一致確認をしても途中で何かされたことには
気づけません．

ただし，Eve は 1/2 の確率で，X 基底で観測するで
しょう．その場合，X 基底の 0 か 1 をそれぞれ 50 %
の確率で観測結果として得るので，それと同じ状態を
Bob に送信します．Bob は X 基底の 0 か 1 を受信する
ので，+ 基底で観測すると 50 % の確率で + 基底の 0
または 1 を結果として得ます．この場合，Alice は 1 を
送信していたので，Bob が 0 の観測結果を得た場合，
両者が一致しないので Eve の存在に気づくことができ
ます．簡単な確率の計算から，Alice が + 基底の 1 を
送って Bob が + 基底の観測を行う途中で Eve が + 基底
か X 基底の観測をランダムに行った場合，1/4 の確率
で Eve の存在に気づくことができます．

1/4 の確率でしか発見できないのでは余り意味がない
と思われたでしょうか？ 例えば，100 桁を Alice と
Bob がチェックに使ったとしましょう．Eve がその桁
全てで観測をしたのに，Alice と Bob に気づかれない
確率は幾らになるでしょうか？ 1 桁で気づかれない確
率は 3/4 です．つまり，100 桁をチェックするとその
全 て の 桁 で Eve の 盗 聴 が 気 づ か れ な い 確 率 は， 

（ 3
4 ）100 となります．つまり，Eve を検出できる可能性

は，1−（ 3
4 ）100 となります．これは事実上ほぼ確実と

言っていいので，盗聴されたら事実上「絶対」検出可能
という意味で究極の暗号と言われています．

4 実験のやり方
実は，同じ状態の光子を複数送信してしまうと，Eve

が途中でそのうちの一つだけを取ることができたら，情
報を取られても絶対に気づきません．そのため，厳密な
安全性を保証したい実際の量子暗号では，発生させる光
子は厳密に一つとなる機器を使っています．そのような
機器はとても高価で我々が容易に使えるものではありま
せん．そこで，以下では，擬似的に受信，送信，盗聴を
レーザポインタと偏光板で行う方法を紹介します．

まず，最初にも説明しましたが，4 枚の偏光板を重ね

て透明になる向きにそろえて同じ辺に目印を付けて下さ
い．その目印を基準にして，図 5 のように四つの角度
に傾けて，送信や受信を行います．この四つの角度を
+0，+1，X0，X1 と呼ぶことにします．以下は実験の
やり方の基本的なアイデアですので，各自うまく工夫し
て効率良くやる方法を考えてみて下さい．Alice，Bob，
Eve 役をする 3 人が必要ですが，1 人しかいなくても手
順の確認は可能だと思います．

4.1　送信の仕方
レーザポインタの光を図 5 の +0，+1，X0，X1 の偏

光板を通せば，それぞれ + 基底の 0，+ 基底の 1，X 基
底の 0，X 基底の 1 が送信できるのは自明ですね．

4.2　観測の仕方
観測は，偏光板だけでは疑似的なものしかできません

が，以下のように考えて下さい．+ 基底で観測したい場
合，+0 か +1 の偏光板をランダムに選んでください．
後で説明しますが，ランダムに選ぶのが重要です．例え
ば，送られてきた光を +0 の偏光板を通して，紙に照射
します．もし，紙が光っていたら偏光板と同じ方向の +
基底の 0，光っていなかったら + 基底の 1 と判断して
下さい．実際にはよく見ると少しだけ光っている場合
は，それは偏光板が完全でないためなので，光っていな
いと判断して下さい．

もし，X 基底の光が来たときに，上記の +0 の偏光板
を使って観測するとどうなるでしょうか？ このときは
50 % の確率で光が通ります．実際の量子暗号の通信機
器では，一つしか光子を送らないので，Bob が光を観
測できるのは 50 % の確率となり，50 ％の確率で 0 と
1 という観測結果になります．しかし，レーザポインタ
は同時に多くの光子を出してしまうため，2．で説明し
たように全体の半分が常に通ってしまいます．（よく見
ると光の量が半分になっているはずですが，それは気に
せずに光って見えたら偏光板と同じ向きの +0 の光と解
釈して下さい．）つまり，観測結果は常に 0 となり，実
際の量子暗号の場合と観測結果が異なってしまいます．

図５　四つの観測方法
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そのため，+ 基底で観測する場合は，ランダムに +0 と
+1 の偏光板を選ぶようにします．それにより，X 基底
の光が来たときの観測結果が 0 と 1 がランダムになる
ようになり，実際の BB84 の手順と同じ結果となるこ
とが期待できます．X 基底で観測する場合は上記の +
と X を読み替えればいいですね．

観測は Alice と Bob は数 m 離れた場所に机といすを
置いて座って，上記の送信と観測を行って下さい．Bob
の机の上に Alice が光を照射する紙の衝立を置いたらい
いでしょう．Bob が観測するときには，偏光板をその
衝立の前に挿入すればいいでしょう．

4.3　盗聴の仕方
Eve 役の人は Alice と Bob の間に机といすを置いて

座って，Alice からの光を衝立で一旦止めます．そして，
もし，盗聴する場合は，その光を Bob と同じように観
測して，その観測結果と同じ状態の光を Alice と同じよ
うに発生させて Bob の衝立に向けて照射します．つま
り，Eve のためにも別途レーザポインタが必要です．ま
た Eve は送信と受信に 1 枚ずつ，合計で 2 枚の偏光板
が必要となります．つまり，Alice が送信に 1 枚，Bob
が受信に 1 枚使うので，偏光板は合計で 4 枚必要とい
うことになります．

もし，盗聴しない場合は，いったん Alice からの光を
衝立で止めていましたが，その衝立を外して Alice から
の光が Bob に直接届くようにします．Eve の腕の見せ
所は，盗聴した場合と盗聴しない場合の違いを Bob に
気づかれないように，Alice から照射されている光と自
分が盗聴したときに発生させて照射する光の位置が大体
同じ位置になるように頑張って調整して下さい．

Alice がいつ光を送ったか知らせるために，Alice は
一つの状態を送るための偏光板の角度の調整が終わった
ら，「今から送ります」と発声します．その光は Eve が
遮っていますが，Eve はそれを観測して自分で光を作り
出して Bob に送るか，Alice からの光をそのまま送る
かを決めた後，「Alice からの光を中継します」と言っ
て，どちらかの光を Bob の方へ照射します．以上が，
基本的なアイデアですが，いろいろ工夫できると思いま
す．

ゲームとして楽しむためには，例えば Alice と Bob
のチームが Eve に盗聴されずにどのくらいの長さの秘
密鍵を共有できるか，若しくは，Eve が 2 人にばれず
に共有鍵の一部でも盗聴することができるのかというこ

とを競い合ってみて下さい．
そのときに Eve の動作が Alice や Bob から見えてし

まうともちろんゲームとしては成り立たないので，例え
ば，段ボール箱を Eve の机に置いてその中で Eve が作
業をすればいいでしょう．もちろん，中を見えないよう
に通る穴だけを空けて，Alice から Bob への光の通り
道と Eve から Bob への光の通り道はうまく確保して下
さい．

以上の方法で実験すると，もし Eve が盗聴しようと
ある程度の桁を観測した場合，Alice と Bob は高い確
率で気がつくことを実際に確認してもらえればと思いま
す．

5 むすび
本稿では，理系の高校生を想定して量子暗号の原理を

理解してもらうということを試みましたが，何となく分
かって頂けたでしょうか？ 本稿で紹介した量子暗号の
ままでは，Eve が鍵の一部の部分しか盗聴しないとした
ら，検出する確率が低くなると思われるかもしれませ
ん．しかし，計算機科学の分野で知られている様々な手
法で工夫すると「Eve が少しの部分だけ観測して一部の
情報だけ取ったとしても，一部の情報からでは鍵の情報
を全く推測できないような鍵の構成方法」があるので安
心して下さい．そのようなことを大学で勉強したいと
思った方は，「情報」の分野を検討するのもいいかもし
れません．もちろん，量子通信や量子計算の分野のデバ
イスや理論に関する研究・勉強がしたいなら，「物理」
の該当する分野を検討することをお勧めします．本稿を
目にした高校生の方が，将来該当する分野で技術者・研
究者として活躍することを期待しております．

山下　茂 （正員：シニア会員）（正員）
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 1	 はじめに
筆者が小中高生向けのプログラミング教育に関

心を持った背景には，2020 年度から順次施行され
ている新学習指導要領（1）がある．本要領では，小
学校が 2020 年度から，中学校が 2021 年度から，
高校が 2022 年度からプログラミング教育（プログ
ラミング的思考）が必修化される．必修化前から文
部科学省や未来の学びコンソーシアム（令和 2 年
12 月 25 日に終了）（2）やメディアなどが周知を図り，
プログラミング教育の文字を多く目にするように
なっていた．また，文科省が小学校プログラミング
教育に関する指導案集（3）を公開したり，教育委員
会などが研修会を実施したりして指導する教員の育
成に努め，プログラミング授業を既に実施している
小学校もあった．

しかし，2017 年頃に筆者が地元小学校の校長に
話を聞いたところ，必要性を理解しているもののど
のように手をつけてよいのか分からず，準備は全く
できていないとのことであった．恐らく多くの学校
でも当時は同じ状況であったと予想される．しか
も，2020 年度から必修化された小学校では，新型

コロナウイルス感染症対策のため授業時間数が減ら
されて正課授業では何もできていなかったり，外部
講師による課外のクラブ活動での実施であったり，
実際の学校現場における教員らから戸惑いの声を聞
くことが多い．GIGA スクール構想（4）で学校の
ICT 環境整備が進められる中，初等教育においても
プログラミングを教えられる指導者の育成とその支
援は急務である．

一方，プログラミング教育を商機と捉えて，世間
ではイベントでのプログラミングブースやプログラ
ミング教室の開設が多く見られる．実際に多くの子
供たちが集まったり通ったりするようになってい
る．しかし，扱う内容のほとんどは，関心の集めや
すいゲームやロボットのプログラミングである．そ
こで，大学教員ならではの視点として，筆者の専門
分 野 で も あ る 人 工 知 能（AI: Artificial Intelli
gence）を扱うプログラミング教室を開催しようと
の着想に至った．

AI にはこれまで 3 回のブームがあった．1950〜
60 年代の第一次ブームでは，1956 年のダートマ
ス会議での AI の命名とともに，パズルや定理証明
などの探索や推論で成功を収めた．1980 年代の第
二次ブームでは，知識表現の研究が進み，多数のエ
キスパートシステム（専門分野の知識を取り込み推
論するプログラム）が開発された．現在の第三次
ブームは，深層学習（ディープラーニング）による

人工知能を学べる
中高生向けPythonプログラミング教室
Python Programming Class for Junior and Senior High School Students Who can Learn 
Artificial Intelligence

†	 	名古屋市立大学，名古屋市
	 	Nagoya	City	University，Nagoya-shi，467-8501	
Japan
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Summary 本稿では，筆者らが 2018 年度から実施している中高生向け Python プログラミング教室の内容を紹
介するとともに，プログラミング初等教育を支援する研究への展開について説明する．高校生向け教

室は日本学術振興会の「ひらめき☆ときめきサイエンス」として，中学生向けは名古屋少年少女発明クラブの「中学生プ
ログラミング教室」として，主に夏休みの 1，2 日間に開催されるイベントである．単発の教室ではあるものの，プログ
ラミングの基礎から機械学習を用いた手書き数字の認識までを学ぶ濃密な内容である．プログラミング環境として，最初
は大学の実習室にて Anaconda ディストリビューションの Jupyter Notebook を使用した．その後，受講後にもプログラ
ミングの続きを容易にできて，コロナ禍でも遠隔開催できるように，Google の Colaboratory を使用することに変更した．
この変更により，Google ドライブ上に保存されるプログラムコードの共有が可能となり，遠隔でもプログラムの指導が
でき，受講者のコードの収集も容易になった．そこで，収集した受講者のコードを分析した結果，受講生が幾つかのクラ
スタに分かれることが分かった．今後はプログラミング初等教育において教え方を支援する研究への展開を目指す．

Key Words プログラミング教育，人工知能，Python，中高生

渡邊裕司　Yuji Watanabe†

ⓒ電子情報通信学会2013



解説論文　人工知能を学べる中高生向けPython プログラミング教室 47

小特集 未来を担う通信技術者・研究者のための自由研究特集（ジュニア会員特集）

画像認識をきっかけにして，情報学という限られた
研究分野だけではなく，様々な学術分野や産業界な
ど世界中で広範に起こっている．国内でも政府の
AI 戦略 2019（5）において四つの戦略目標（人材，
産業競争力，技術体系，国際）を設定し，AI 時代
に対応した人材の育成に力を入れようとしている．
この状況の中，AI プログラミングで最も使われて
いるプログラミング言語は Python である．IEEE
の Top Programming Languages 2021（6） で も 1
位である．Python は，コードがシンプルで扱いや
すく設計されていて，様々なプログラムを分かりや
すく少ないコード行数で書けるといった特徴があ
る．また，パソコンにプログラミング環境をインス
トールすることなく，Google の Colaboratory（7）

のようにブラウザ上でプログラミングを行うことも
できる．AI 人材の育成のためにも，Python を用い
た AI プログラミング教育を，大学生や社会人だけ
ではなく，小中高生向けにも実施することは大きな
意義があると言える．

以上の背景から筆者らは，2018 年度から地域の
学校や団体とも連携して小学生・中学生・高校生向
けのプログラミング教室を行っている．まず，
2018 年 8 月 10 日に日本学術振興会の「ひらめき
☆ときめきサイエンス（8）」に採択された「人工知
能を知り，プログラミングし，動かしてみよう！」
において．高校生 33 名を対象に AI の講義を行い，
大学の実習室にて Python プログラミング実習を実
施した（9）．そして，2020 年 12 月 19 日には再び
同じ教室を高校生 23 名に実施したが，新型コロナ
ウイルス感染症対策のためオンライン開催であっ
た（10）．中学生対象としては，2019 年度から毎年，
名古屋少年少女発明クラブ主催・本学共催の中学生
プログラミング教室（2 日間，定員 40 名）（11）を開
催している．小学生に対しては，2019 年度に大学
の「出前授業」として小学校 2 校の正課授業にお
いて Scratch プログラミングを行い，2020 年度か
らは 1 校の課外のクラブ活動で Scratch を用いた
ゲームプログラミングも行っている．

本稿では，これらの中から AI を学べる中高生向
け Python プログラミング教室の内容を紹介する．
２．では高校生向け教室，３．では中学生向け教室
をアンケート結果とともに説明する．４．では，教
室を受講した生徒の習得度や傾向を調べるために，
この教室で収集したプログラムコードを分析した結
果を示す．生徒がどのコードで間違えやすいのかな
どの傾向の分析結果を初等教育のプログラミング指
導者とも共有することによって，教材作成や教え方

における支援につながり得るからである．このよう
にプログラミング初等教育を支援する研究への展開
について説明する．

 2	 高校生向Pythonプログラミング教室
２.１　2018年度の教室

2017 年 12 月に日本学術振興会のひらめき☆と
きめきサイエンスに「人工知能を知り，プログラミ
ングし，動かしてみよう！」の名で企画書を提案し
た．ひらめき☆ときめきサイエンスとは，大学や研
究機関で「科研費」（KAKENHI）によって行われ
ている最先端の研究成果に，小・中・高生が，じか
に見る，聞く，触れることで，科学の面白さを感じ
てもらうプログラムである（8）．この企画が採択さ
れ，2018 年 8 月 10 日（金）に本学の総合情報セ
ンターの実習室にて高校生を対象に，最初の AI を
学べる Python プログラミング教室が開催された

（図 1）．募集定員 30 名に対して 57 件の応募があ
り，33 名が受講した（9）．

本教室は，講義と実習を交えた以下のスケジュー
ルで実施された．
（1）　開講式
（2）　講義①「人工知能について」
（3）　 ミニ講義「プログラミング言語 Python に

ついて」
（4）　実習①「Python プログラミング演習」
（5）　講義②「ニューラルネットワークについて」
（6）　 実習②「ニューラルネットワークのプログ

ラム①」
（7）　 実習③「ニューラルネットワークのプログ

ラム②」
（8）　修了式

図 1 高校生対象 Python プログラミング教室の様子
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実習①②③において，テキストに記載された
Python プログラムを入力して実行してもらった．
受講生のパソコンやプログラミングの経験の差が大
きいと予想されたため，実習室において各受講者に
1 台のパソコンを割り当てることによって，自らの
ペースで積極的に取り組めるようにした．ここで
は，フリーでオープンソースの Anaconda ディス
トリビューション（12）と Web ブラウザ上で対話的
に プ ロ グ ラ ム を 作 成・ 実 行 で き る Jupyter 
Notebook（13）を使用した．また，実習で入力した
プログラムを持ち帰れるように USB メモリを配付
した．これらにより，受講生が自宅のパソコンなど
でもプログラミングの続きを容易にできるようにし
た．また，高校生と年齢の近い大学生チューターを
配置し，受講生の疑問点などに気軽かつ迅速に対応
できるようにした．

実 習 の 内 容 と し て は「 ゼ ロ か ら 作 る Deep 
Learning −Python で学ぶディープラーニングの理
論と実装（14）」の 1〜4 章をベースに，記載のプロ
グラムを一部利用した．これは，「使う」ではなく

「一から作る」過程を通じて，AI の最先端にある深
層学習の元になるニューラルネットワークの「仕組
み」を少しでも理解してもらうことを意図した．そ
のため，プログラミングや Python の基礎について
は，ミニ講義と 1 時間の実習①だけとなった．実
習②のニューラルネットワークでは，活性化関数と
3 層のニューラルネットワークを扱った．また，実
習③では，手書き数字を学習するニューラルネット
ワークをプログラミングした．学習には文献（14）に
倣 っ て MNIST（Modified National Institute of 
Standards and Technology database）（15） という
手書き数字の画像セットを用いた．MNIST には，
28×28 ピクセルの 0〜255 階調のグレースケール
画像（図 2 の左）が学習用に 6 万枚，テスト用に
1 万枚用意されている．そのため，文献（14）の 4
章にある誤差逆伝搬法をあえて使わないニューラル
ネットワークの学習では，時間が掛かり修了式まで
には結果が出なかった．

実施後のアンケートでは，初めてにしては受講生
の満足度は高かった（表 1）．「とても勉強になった」

「プログラミングをする機会はないのでとても楽し
かった」「本格的なプログラミングができた」「貴重
な体験ができた」「達成感があった」などの自由回
答もあった．一方で，理解度において特に午後の内
容に対して「余り理解できなかった」との回答が
あった．扱った内容が，大学の専門課程で学ぶもの
であり，高校生には高度で難解であったためと言え

る．以上を踏まえて，プログラミングの基礎を拡充
するとともに，仕組みよりも AI の機械学習で何が
できるのかを時間内で実感できるように改善する必
要があった．

２.２　2020年度の教室
2019 年 12 月に「人工知能を知り，プログラミ

ングし，動かしてみよう！」と同名ではあるが，内
容を改善した企画書を提案したところ，2020 年度
にも採択された．しかし，新型コロナウイルスのた
めに，予定していた 8 月 20 日に対面で実施できな
くなり，中止または実施日や方法の変更に迫られ
た．いつ感染が拡大するか分からない状況で対面実
施はあきらめ，Zoom（16）を用いたオンライン開催
に変更して 12 月 19 日（土）に実施し，受講生数
は 23 名であった（10）．

Python プログラミングには，クラウドサービス
の Google Colaboratory（7）を用いた．事前に受講
生に Google アカウントを取得してもらう必要が
あったものの，遠隔で受講する高校生が自宅などの
パソコンにプログラミング環境をインストールする
必要なく，各自のブラウザ上でプログラミングでき
た．また，受講生のプログラムを講師側でも共有し
てリアルタイムにプログラミングの個別指導を行え
るように，Google アカウント情報を事前に講師に

図 2　MNIST の画像（左）と scikit-learn の画像（右）

表１　2018 年度のアンケート結果の一部
高校生　回答 32 人，無回答 1 人

① 今回の企画はいかがでしたか．
とても面白かった 31%
面白かった   59%
面白くなかった   3%
分からない 7%
② 今回の企画は分かりやすかったですか．
とても分かりやすかった 31%
分かりやすかった 63%
分かりにくかった 15%
分からない 7%

ⓒ電子情報通信学会2013
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伝え，プログラムを Google ドライブ上の共有アイ
テムともした。更に，事前準備または当日後の質問
にオフラインでも回答できるように，Slack（17）を
用いて専用のワークスペース「ひらめきサイエンス
2020」を用意した．これらを一画面上に並べたも
のを図 3 に示す．左上が受講生のプログラミング
画面，左下が講師のドライブ画面，右上がドライブ
上でも共有したテキスト，右下が Slack のチャット
画面である．

2020 年度の教室は，以下のスケジュールで実施
した．
（1）　開講式
（2）　ミニ講義「プログラミング入門」
（3）　 演習 1「基本的な文法 1（計算，データ型，

変数，文字列，入出力）」
（4）　 演習 2「基本的な文法 2（条件分岐と繰り

返し、リスト型と辞書型）」
（5）　講義「人工知能 AI と機械学習」
（6）　 演習 3「機械学習の準備（関数とライブラ

リ、NumPy、Pandas、Matplotlib）」
（7）　 演習 4「機械学習に挑戦（機械学習を用い

た手書き数字の認識）」
（8）　修了式

2018 年度の実習では単にプログラムを入力する
だけであったが，今回の 1 時間の演習では説明 20

分と演習40分として説明の時間をきちんと設けた．
また，ミニ講義と演習 1，2 により Python プログ
ラミングの基礎をしっかり学んだ上で，ニューラル
ネットワークに限らず様々な機械学習の手法を用い
て手書き数字の認識プログラムを入力してもらっ
た．今回は，MNIST ではなく，8×8 ピクセルの 0
〜15 階調のグレースケール画像が 1,797 枚含まれ
る scikitlearn（18）の手書き数字の画像セット（図
2 の右）を使用した．手法やパラメータを変えなが
ら機械学習を「使う」ことを実感できる内容に変更
した．

実施後のオンラインアンケートの結果の一部を
表 2 に示す．前回と異なりオンライン開催のため
に指導のしにくさはあったものの，回答者 18 名全
員が「面白かった」との回答であった．また，理解
度に関しても「分かりにくかった」はなく，全員が

「分かりやすかった」であった．更に，5 件の自由
回答も全て好意的な感想であった．もちろん無回答
5 名に、面白くなかった、分かりにくかったとの回
答があったかもしれないが，今回の内容の改善に
よっておおむね満足度や理解度が上がったと言え
る．このように良い企画であったものの，50 名の
募集人数に対して 23 名しか集まらなかったことは
非常に残念であった．これは，新型コロナウイルス
のため，予定の「夏季休暇」から「12 月開催」に
変更となり，公表と募集の期間が短かったためと言

 図 3　受講生の Colaboratory のプログラミング画面，講師のドライブ画面，Slack の画面
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える．今後もこのままの内容で教室を継続開催し，
より多くの高校生の反応を見ていく必要がある．

 3	 中学生向けPythonプログラミング教室
３.１　2019年度の教室

2018 年度の高校生向けの教室を踏まえて，2019
年度からは中学生向けのプログラミング教室も始め
た．これは，名古屋少年少女発明クラブ主催・本学
共催の教室であり，定員 40 名で毎年 2 日間開催し
ている（11）．内容は，高校生の内容を簡単にした
ものであるが，Python の基礎から AI の機械学習
での手書き数字の認識までをプログラミングしなが
ら学ぶものである．

2019 年の教室は，8 月 28 日（水）の午後，29
日（木）の午前と午後に中学生 40 名に対して実施
された．高校生のように 1 日完結ではなく，2 日に
分けることにより中学生の負担に配慮した．スケ
ジュールは，2020 年度の高校生のものに近いが，
演習を細かく分け，下記のとおりにした．
（1）　ミニ講義「プログラミング入門」
（2）　演習 1「基本的な文法 1」
（3）　演習 2「基本的な文法 2」
（4）　大学紹介と研究室訪問
　　　　−1 日目はここまで−

（5）　演習 3「リスト」
（6）　演習 4「関数」
（7）　講義「人工知能 AI と機械学習」
（8）　演習 5「機械学習の準備」
（9）　演習 6「機械学習に挑戦」

プログラミング環境には，2018 年度の高校生向
けと同じように，大学の実習室のパソコンにて，
Anaconda デ ィ ス ト リ ビ ュ ー シ ョ ン と Jupyter 
Notebook を使用させた．また 1 日目の最後の研究

室訪問は，筆者の所属する理学研究科の教員に依頼
して，情報に限らず，物理・化学・生物・数学の研
究室を順に回る企画である．大学におけるプログラ
ミング以外の多様な学問を体感してもらうことを意
図した．

2019 年度の実施後のアンケート結果の一部を表
3 に示す．高校生向けには日本学術振興会の様式，
中学生向けには名古屋少年少女発明クラブの様式を
用いたため，質問項目は異なる．回答者全員が「楽
しかった」と回答し，ほぼ全員が多かれ少なかれ

「プログラミングに興味を持った」という結果で
あった．元々プログラミングに関心があって応募し
たため，前向きな結果であったのかもしれない．一
方で，難易度については 6 割が「難しかった」と
の回答であった．簡単にし過ぎても好ましくなく，
今後の難易度の調整が必要と言える．研究室訪問に
ついては，プログラミング以外の複数の研究内容を
短時間で紹介されて難しかったかもしれないが，

「面白かった」との回答がほとんどであり，大学で
の多様な学びに興味を覚えたようであった．感想な
どの自由回答もほとんど好意的な感想であった．総
じて，中学生にとってやりがいと達成感の感じられ
た企画であったと言える．

３.２　2020年度の教室
2020 年度には，高校生の教室と同じく，新型コ

ロナウイルスのために，予定していた 8 月に対面

表 2　2020 年度のアンケート結果の一部
高校生　回答 18 人，無回答 5 人

① 今回の企画はいかがでしたか．
とても面白かった 89%
面白かった   11%
面白くなかった   0%
分からない 0%
② 今回の企画は分かりやすかったですか．
とても分かりやすかった 28%
分かりやすかった 63%
分かりにくかった 0%
分からない 0%

表 3　2019 年度のアンケート結果の一部
中学生　回答 39 人，無回答 1 人

① 楽しかったですか？
とても楽しかった 77%
少し楽しかった   23%
あまり楽しくなかった   0%
つまらなかった 0%
② 難しかったですか？
難しかった 60%
ちょうどよかった 37%
簡単だった 3%
③ プログラミングに興味を持ちましたか？
興味を持った 72%
少し興味を持った   28%
あまり興味を持てなかった   2%
興味を持てなかった 0%
④ 研究室訪問は面白かったですか？
とても面白かった 67%
少し面白かった   30%
あまり面白くなかった   3%
つまらなかった 0%

ⓒ電子情報通信学会2013
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での実施ができなくなった．そこで，Zoom を用い
たオンライン開催に変更して 10 月 31 日（土）午
後と 11 月 7 日（土）午後に実施した．受講者数は
26 名であり，高校生の教室と同様に開催日の変更
により，人数が少なかったと言える．スケジュール
は，2019 年度の研究室訪問を除き，演習 3「リス
ト」を初日に行うだけで，ほぼ同一とした．プログ
ラミング環境には Google Colaboratory を使用し，
Google ドライブ上でプログラムコードを共有して
遠隔で指導を行った．発明クラブによるアンケート
が紙面によるもののため，今回はアンケートを実施
できなかった．

３.３　2021年度の教室
2021 年度には，コロナ禍ではあったものの，国

や県等のイベント開催基準等の指針に基づいて，感
染対策を徹底して，8 月 11 日（水）午後と 8 月
12 日（木）午後に対面で開催した．今回は定員 40
名に対して 99 名の応募があったため，急きょ 50
名まで増やして当選通知を行い，当日の欠席者が 2
名いたため，最終的な受講者数は 48 名であった．
図 4 の写真に示すように，感染症対策として 1 台
おきにパソコンを割り当てたため，1 教室では収ま
らなかった．そこで，講師の筆者が説明する教室の
映像を隣の教室に配信し，大学生チューターの数を
増やして，2 教室に分けて実施した．受講生には，
不平等を感じないように，初日とは異なる教室で二
日目を受講させた．スケジュールは 2020 年度と同
じ で あ り， プ ロ グ ラ ミ ン グ 環 境 に は Google 
Colaboratory を用いた．ここで，前年度実施した
際には気づかなかったが，Colaboratory を使うた
めに必要な Google アカウントにおいて，以下の二
つの問題が起こった．

• 自宅とは異なるパソコンのブラウザで Google
アカウントを使用したため，二段階認証を求め
られた．しかし，送信されたコードを確認でき
る端末を持ち合わせていなかったため，ログイ
ンできなかった．

•  13 歳未満の子供用 Google アカウントでは，
Colaboratory を使えなかった．

　
予備のアカウントを用意してあったものの，それ

だけでは足らず，当日作成してもらうなどして対応
した．

2021 年度の実施後のアンケート結果の一部を表
4 に示す．2019 年度のアンケート結果を踏まえて，
難易度の回答を細分化し，興味の回答には「もとも
とあった」を追加したアンケートにした．2019 年
度と同様にほぼ全員が「楽しかった」との回答で
あった．難易度においては「難しかった」（「少し」
を含む）が 76 % であり，引き続き難易度の調整が
必要である．今回の自由感想欄にあったように，講
師の説明を短くし，演習の時間を長くし，入力する
プログラムを少し減らすなどの方法が挙げられる．
興味に関しては，「もともと興味があった」が 3 割
あったものの，残りのほとんどが今回の教室を通じ
て興味を持ったこととなった．全体的な傾向として
は 2019 年度とほぼ同じ好ましい結果であり，今回
落選した中学生もいたことから，今後も教室を継続
する必要性があると言える．

図 4 中学生対象 Python プログラミング教室の様子

表 4　2021 年度のアンケート結果の一部
中学生　回答 46 人，無回答 2 人

① 楽しかったですか？
とても楽しかった 85%
少し楽しかった   13%
あまり楽しくなかった   2%
つまらなかった 0%
② 難しかったですか？
難しかった 28%
少し難しかった   48%
ちょうどよかった 20%
少し簡単だった 2%
簡単だったった   2%
③ プログラミングに興味を持ちましたか？
興味を持った 39%
少し興味を持った 28%
あまり興味を持てなかった 0%
興味を持てなかった 21%
もともと興味があった 31%
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 4	 プログラミング教育を支援する研究への展開
上述の中高生向け Python プログラミング教室を

今後も継続することに加えて，教室を受講した生徒
の習得度や傾向を調べることも非常に重要である．
これらの分析結果を初等教育のプログラミング指導
者とも共有することによって，教材作成や教え方に
おける支援につながり得るからである．

そこで筆者らは，2020 年度の教室から受講生が
入力したプログラムコードを収集し始めた．併せて
開催前にパソコンやプログラミングなどの経験の有
無を尋ねるオンラインでのアンケート調査も始め
た．これらには氏名などの個人を特定する情報は含
まれないが，教室の冒頭で「共有したプログラムや
アンケートは，匿名処理後に今後のプログラミング
教育改善のために利用します」などと説明した上
で，データ収集と分析を行った．2020 年度の高校
生向け教室と 2021 年度の中学生向け教室の分析結
果をそれぞれ 2021 年の 6 月と 12 月の電子情報通
信学会の教育工学研究会で報告した（19）,（20）．以下
では，文献（20）の結果の一部を示すとともに，
今後の教え方を支援する研究への展開について述べ
る．

文献（20）では，2021 年度の中学生プログラミ
ング教室の受講者 48 名のプログラムとアンケート
を分析した．演習では，印刷したテキストに記載さ
れたプログラムを実際に入力して学習する方法を
採った．プログラムは 1 行だけから 32 行のものも
あり，全部で 168 コードである．各演習のコード

数は以下のとおりである．
• 演習 1「基本的な文法 1」（36 コード）
• 演習 2「基本的な文法 2」（22 コード）
• 演習 3「リスト」（42 コード）
• 演習 4「関数」（21 コード）
• 演習 5「機械学習の準備」（33 コード）
• 演習 6「機械学習に挑戦」（14 コード）

受講者 48 名のそれぞれの 168 コードに対する採
点表を作成し，コードの正誤傾向を分析する．今回
の採点では，テキストの正解コードに対して受講者
のコードを手作業で比較したが，現在自動採点を試
行している．

コードの正誤に基づく二次元座標平面上におけ
る受講者同士の近さを図 5 に示す．同図で各丸が
受講者を表し，6 クラスタで色分けした．クラスタ
分けには，図 6 に示すデンドログラムを使用した．
デンドログラムとは，クラスタ分析において各個体
がクラスタにまとめられていく様子を樹形図の形で
表したものである．デンドログラムにおいて下段の
数字は受講者番号を，黒枠で囲った数字はクラスタ
番号を表し，今回は赤枠で囲ったところで 6 クラ
スタとした．図 5 の色とクラスタ番号の対応付け
は，黒：クラスタ 1，赤：クラスタ 2，緑：クラス
タ 3，青：クラスタ 4，水色：クラスタ 5，紫：ク
ラスタ 6 である．

図 5 において紫のクラスタ 6 には緑のクラスタ
3 に近い受講者もいるが，図 6 では紫のクラスタ 6
は緑のクラスタ 3 より青のクラスタ 4 に近い．こ

図 5  コードの正誤に基づく二次元座標平面上での受講者同士の近さ
（ 黒：クラスタ 1，赤：クラスタ 2，緑：クラスタ 3，青：クラスタ 4， 

水色：クラスタ 5，紫：クラスタ 6）

ⓒ電子情報通信学会2013
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小特集 未来を担う通信技術者・研究者のための自由研究特集（ジュニア会員特集）

の理由は，各演習における各クラスタの正答の違い
を分析することで解釈できる．紫のクラスタ 6 と
緑のクラスタ 3 は演習 2 まで正しく回答できてい
たのに対して，青のクラスタ 4 は演習 1 までで演
習 2 からは間違いが見られた．この「演習 2 まで
正しく回答」が．図 5 での近さを表していると考
えられる．そして，緑のクラスタ 3 は演習 3 以降
も正しく回答できていたのに対して，紫のクラスタ
6 は青のクラスタ 4 と同じく演習 3 以降で多くの
間違いが見られたため，図 6 ではクラスタ 4 と 6
が近くとなったと言える．

また，この 6 クラスタで分けた各受講者の正解
コード数を図 7 に示す．同図より，図 5 の横軸 X
が正解コード数を表していることが分かる．すなわ
ち，X が小さいほど，正解コード数が多いと言え
る．一方，縦軸 Y は，各演習における各クラスタ
の正答の違いを表していると考えられる．上記の紫
のクラスタ 6 と緑のクラスタ 3 の近さのほかにも，

青のクラスタ 4 と水色のクラスタ 5 は，演習 2〜5
で多くの誤答があったものの演習 6 では正答でき
ているという類似性が見られたからである．

文献（20）では，各クラスタの各演習での正答
率に加えて，プログラミング経験の有無などを調べ
たアンケート結果と正答率の関係，アンケート結果
と各クラスタの関係についても報告している．

受講者のコードを分析することにより，受講者が
クラスタに分かれ，各クラスタの受講者がどこでプ
ログラムをミスしやすいのかが見えてくる．これら
の傾向分析を積み重ねることにより，クラスタごと
の指導のポイントなどを明らかにして「教え方」の
見える化につなげていく．更に，採点の自動化や指
導ポイントの自動抽出などに機械学習を用いること
も考えている．このようにして，プログラミング初
等教育における機械学習を用いた教え方支援システ
ムの開発に展開していく予定である．

図 6　コードの正誤による受講者のデンドログラム

 図 7　各受講者の正解コード数
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 5	 	おわりに
本稿では，筆者らが 2018 年度から実施している

中高生向け Python プログラミング教室の内容を紹
介した．アンケート結果から中高生でも興味を持て
る内容であり，今後の継続開催が必要と言える．ま
た，プログラミング初等教育を支援する研究への展
開に関して，最新の研究結果として受講者がクラス
タに分かれることを示した．

今後の予定として，高校生向けプログラミング教
室については，再び日本学術振興会の「ひらめき☆
ときめきサイエンス」に応募済みであり，採択され
れば 2022 年 8 月 19 日（金）に実施予定である．
また，中学生向けプログラミング教室は，2022 年
8 月 24 日（水）と 25 日（木）に開催予定である．
更に，小学生向け AI プログラミング教室の開催も
検討中である．
謝辞　本研究の一部は，文部科学省の科学研究費

基盤研究（C）（21K12177）の支援を受けて行わ
れた．謝意を表します．
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