
プログラミング教育はなぜ必要か

コンピュータとインターネットが世の

中にもたらした変革に，もっとも貢献

した技術はプログラミングです．イン

ターネットがさまざまな情報の流れ，コ

ミュニケーションを自由に生み出して

いるのも，サーバやクライアントのコン

ピュータのプログラムを入れ替えること

で，その振る舞いを簡単に変えられる

からなのです．誰も見たことのない世

界を美しい映像で見ることができるの

も，CGのアルゴリズムをプログラムで

実行させるからです．コンピュータの

強力な能力は，プログラミングによっ

て生まれており，コンピュータ化の本

質はプログラミング化だといえます．

その一方で，プログラミングは，特

別な技術を身につけた特定の人だけが

行うものと思われてきました．コン

ピュータの応用範囲が広がるにつれて，

応用を考える人と，プログラムを書く

人の分業が起こり，プログラマは仕事

の最下層に位置するほどであり，あま

り憧れないイメージの職業になってし

まいました．つまり，コンピュータは

我々の生活にどんどん浸透しているの

に，プログラミングはますます遠い存

在となっているのです．

リテラシー教育の側面からもプログ

ラミングは重要です．子どもは積み木

で遊びながら，力学法則を直感的に理

解していきます．荷物を高く積み上げ

ると，崩れそうに感じるのも，力学の

直感を持っているからです．基本法則

の直感を持つと，その世界での行動を

規則で縛る必要がなくなります．箱

を積み上げてもよいのは４つ，または

２ｍまで，という規則がなくても，怖

いから積み上げないのです．

コンピュータに満ち溢れた世の中で，

その基本法則であるプログラミングを

知らないで，コンピュータや関係する

装置を使うことには，どういう危険が

伴うのでしょうか．それが今のリテラ

シー教育の基本になっています．コン

ピュータには従わなければならない規則

がたくさんあります．基本法則の直感

がないので，規則をたくさん覚えなけ

ればならないのです．これはほとんど，

おまじないです．しかも，うっかりその

規則を忘れると，ファイルが消えたり，

ひどい目にあいます．

このようにプログラミング教育は非

常に重要なテーマですが，それを指導

する人材の育成も含めて，課題は山積

みです．

ビスケット

ビスケット（1）とは，ルールベースで

絵を動かすビジュアルプログラミング言

語です．インタフェースは小さな子ど

も向けにつくっていますが（メニュー，

右ボタン操作，ダブルクリックはない），

大人が作品をつくり込むことにも十分

耐えられる構造になっています．

図１はビスケットのプログラムとそ

の実行例です．絵を描くと，その絵が

プログラムで使える部品となります．部

品はドラッグしてプログラムを実行す

る場（ステージ）にいくつも置くこと

ができ，部品を動かすには，メガネの

形の図形でプログラムを記述します．

ここでは，メガネの右側と左側に同じ

魚の部品が入れられています．左右で

部品の位置がずれており，そのずれ方

でステージ上の部品が動くのです．こ

こでは，左から右へ，魚は前にずれて

いるので，ステージ上の魚は前に進み

ます．また絵の配置でルールは無効化

し，書き換えることができます．

図２に部品を書き換える例を示しま

す．メガネには，左の絵を右の絵に換

えるルールがあることが分かります．こ

こでは，まっすぐの虫が，曲がった虫

に書き換わるのです．そこで，ステー
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コンピュータを粘土のように
――ビジュアルプログラミング言語ビスケットとその実践

本稿ではビジュアルプログラミング言語ビスケットを紹介するとともに，
それを使用した実践を通じて，なぜプログラミング教育が必要なのかを紹介
します．
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ジにあるまっすぐの虫は，即座に曲が

ります．また，新しくステージにまっ

すぐの虫を置くと，すぐに虫が曲がり

ます．しかし，曲がった虫は，変化し

ません．

ここで子どもたちに，「曲がった虫を

まっすぐにするにはどうしたらよいか」

という質問をします．すると多くの子

どもは，今のメガネの左右の部品を入

れ替えればよいと考えます（図３）．こ

うすると確かに，曲がった虫は即座に

まっすぐになりますし，ステージに新た

に曲がった虫を置くと，それもすぐに

まっすぐになります．しかし，画面は

１回変化するだけで，その後は変化し

ません．

虫が伸びる，曲がるを何度か繰り返

して，ここで，「虫がずっと動き続ける

にはどうしたらよいか」という質問を

します．ここが重要です．

５分ぐらいじっくりと試行錯誤させ

ると，たいていの子どもは正解にたど

りつきます．

正解は図４のように，２つのメガネ

を置くことです．こうすることで，まっ

すぐの虫はすぐに曲がり，曲がった虫

はすぐに伸びるので，伸びる，曲がる

を永遠に繰り返すことになるのです．

さて，ここまで子どもとのやり取り

をじっくりと説明してきたのには，わ

けがあります．これはプログラミングと

いうものを意識する第一歩であると考

えるからです．つまり，プログラミング

を意識したことのない人がここで初め

てプログラミングを意識します．プロ

グラムがどれほど重要なことか，大事

なことかが初めて直感で理解できるの

です．しかし，ここまでで「プログラ

ミング」という言葉は一切使わないで

説明しています．子どもたちは，遊ん

でいるだけのつもりかもしれませんが，

プログラミングの基礎がしっかり理解

できるのです．

このプロセスについて解説しましょ

う．最初のメガネが１つしか置いてい

ない状態では，コンピュータを何か操

作すると，それに反応して何かが変化

しました．スイッチを押すと機械が動

く，こういう装置には，子どもは普通

に親しんでいます．ビデオのリモコンな

どもそうです．人間が操作するとそれ

に反応して動く．つまりここまでは

「命令」です．それに対して，メガネを

２つにしたとき，突然，ものが連続し

て動き出します．メガネは単純な「命

令」ではなく，「動作の記述」になり，

「XXならば，こう動く」という意味に

なります．そして，プログラムというの

はこの人間の「命令」によって動く機

械から，「動作の記述」によって自動

的に動く機械という意味を持つことを

知るのです．子どもはそれまで，毎回

図１　ビスケットの基本画面

図２　絵の書き換え１

図３　絵の書き換え２

図４　絵の書き換え３



自分で操作して画面を変化させていた

ものが，ここから急に自動的に動作す

るありがたみを直感的に理解します．

ここが非常に重要です．

この虫の例には，もう少し仕掛けが

あります．実は，メガネの中の虫の相

対位置をうまく調整しないと，虫がき

ちんと歩いているようにはできないので

す．つまり，自動的に動くといっても，

実際にはそれぞれの記述をきちんとや

ればやるだけ，思ったような動作が得

られますし，適当にやれば適当な動き

にしかならないのです．どこまでも正確

に動くというコンピュータの性質（間

違った命令をすれば，そのとおりに間

違って動く）を直感的に理解すること

ができるというわけです．

これを理解した子どもの何人かは，

３コマのアニメーションに挑戦しまし

た．３コマのアニメーションは部品を

３つつくり，メガネを３つ使って，３

つの部品が順番に変化するように置か

なければなりません．このことを一切

教えないで，自ら３コマの動きを予測

し，試して，成功させました．このよ

うにコンピュータは，論理的に考える

とその予想どおりにぴったりと動作す

る，非常に付き合いやすい相手である，

ということを子どもたちは直感的に学

ぶことができたのです．

さらに進んだ例を図５に示します．

上のメガネは図１と同じ「魚は前に進

む」のに対して，その下のメガネは

「魚が海藻に当たるとよける」というも

のです．これによって，ステージでは魚

が海藻をよけながら泳ぎます．これが

条件「ここで」の例です．新しく追加

されたルールは，「魚が海藻にぶつかる

と，よける」という意味です．言語の

核の部分には，絵の配置を柔軟にマッ

チングし，そのずれに応じて書き換え

る，「柔らかい書き換え」が使われてい

ます．この柔らかい書き換えのおかげ

で，ビスケットは非常に柔らかい表現

力の高い動きをし，論理的で無味乾

燥なコンピュータというイメージを払拭

するのです．

図６は小学校４年生の子どもがつ

くったゲームです．ゲームパッドやキー

ボード操作によって，無効化するルー

ルを制御することができます．この

ゲームは壁や障害物にぶつからないよ

うに，キャラクターを移動させてゴー

ルを目指すもので，彼は90分のワーク

ショップ（体験型学習）に２回参加し

た後，３回目でこの作品をつくりまし

た．まずはじめに，30分くらいの時間

でベースをつくり，他の子どもが遊ん

だ感想を受け入れて，バージョンアッ

プ（ギザギザを増やして難しくした）を

行ったのです．このように，非常に短

時間でプログラミングスキルを身につ

け，自己をうまく表現しています．

ビスケットがつくれるゲームは限定

されたものです．一般のプログラムと

比べると変数がないので，例えばハイ

スコアの処理といったような数値を使

うことは非常に苦手です．そのため，

従来のプログラミング教育では，ビス

ケットの特徴がなかなか直感的に理解

できないかもしれません．

ワークショップ実施の様子

2009年度は，全国30カ所程度で50

回近くのワークショップを実施してき

ました．ワークショップは次のようなこ

とを考慮して実施しています．

（1） 参加者どうしが互いに教え合う

仕組み

自分にとって有益な情報がしっかり

と身についたとき，それは他人にとっ

ても有益であると考えて，こちらがあ

えて言わなくても，子どもどうしで教

え合う現象がみられます．同じクラス

の生徒のように，すでに友人関係が構

築されている場合は楽ですが，そうで

はない場合でも，机，PCの配置など

で自然な会話が発生するように気を付

けています．
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図５　条件判断
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（2） できるだけ教えない

試行錯誤により見つけやすい機能は，

子どもに教えないで自分で発見させる

ようにします．試行錯誤により発見さ

せる教育は理想的ですが，時間やリ

ソース，安全性の問題でなかなか実現

が難しいのが現状です．コンピュータ

は安全に試行錯誤を何度も繰り返すこ

とができる，数少ない対象なので，簡

単に教えてしまってはもったいないの

です．

（3） 科目の面白さの入口までは提供

する

例えば，ビスケットで作品をつくる

と，子どもはそこに厳密な動きが欲し

くなります．メガネには隠しボタンが

あるので，厳密な動きを求めた子ども

にだけ教えるようにします．このボタン

を押すと，部品の配置が数値で表現

され，数値で厳密に指定することがで

きるのです．数値表現は，必要になっ

てから与えます．これによって，数学

への興味も増していくのです．

（4） 親への説明を重視する

プログラミングの重要性は，ほとん

どの大人の世代には伝わっていません．

なんとなく重要そうであることで子ど

もをワークショップに参加させているけ

れど，強く後押しするために，できる

だけ説明をします．親には，子どもに

対して行っているビスケットの説明と

ほぼ同じ内容を，大人向けにアレンジ

しながら行っています．

プログラミング教育の必要性

ワークショップは，子どもだけでな

く大人や大学生などに対しても行って

います．その際の参加者の反応から，

プログラミングの壁は，すべての年代

に存在するように思われます．最初か

らプログラミングを分かっている人は，

プログラミング教育を受けた人だけで，

それ以外の人はある程度試行錯誤しな

いと分かりません．このことは，この

コンピュータ化された世の中であって

も，普通に生活をしているだけでは，

プログラミングの本質は自然に獲得で

きないスキルである，ということを示し

ています．

21世紀型スキル教育について，その

重要性が議論されています（例えば，

批判的思考力，コミュニケーション力，

自立的学習など）．こういったスキルが

重要であることは疑問を挟む余地はあ

りませんが，しかしこれらのスキルを獲

得するチャンスは世の中にたくさん転

がっているともいえます．

一方でプログラミングは，自然には

獲得できないスキルです．まずはコン

ピュータの根本的な性質への直感を獲

得することこそが重要であり，これか

らの時代を豊かに生きるために，万人

がプログラミングへの直感的な理解を

するべきであると考えています．
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図６　小学４年生の子どもがつくった作品
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