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あなたの知らないプログラミングの世界
～プログラミングがこんなに面白いって知っていましたか？～

基 応
専 般

まねておぼえるプログラミング
のいろは（前編）
─ビットくんをいじりたおせ─

坂本一憲（国立情報学研究所）

面白い・できる・役に立つ
本稿では，プログラミングを用いて Web ページ

1 つの投稿は 140 文字以内（2016 年 4 月現在）で
表現され，短い文章でコミュニケーションをとる点
に特徴がある．

の内容を変化させる手順，具体的には，JavaScript

本稿では，国立情報学研究所（情報研）のマスコ

言語のプログラムを入力して実行することで，国立

ットキャラクタであるビットくんの Twitter アカウ

情報学研究所（情報研）のマスコットキャラクタで

ント「つぶやくビットくん＠ NII（＠ NII_Bit）」の

ある「ビットくん」の Twitter ページを変化させる

ページを対象に，ページ内容を変化させるビットく

手順を説明する．

んいじりを通して，プログラミングを体験する手順

本稿は，読者が手順に従って Web ブラウザ上で

を示す．なお，ビットくんは，情報研（じょうほう

プログラムを入力して，プログラミングを体験して

けん）の情報犬（じょうほうけん）であり，Twit-

いただくことを想定しており，プログラミングに関

ter 上で情報を発信している．フォローすると有益

する詳細な説明を省き，その代わりに，プログラミ

な情報が得られるかもしれない

☆1

（図 -1）.

ングのエッセンスや面白さに気軽に触れられること
を目指している．読者には，コンピュータの前で本
稿を読み，本稿が紹介するプログラムを入力するこ
とを推奨したい．本稿を通してプログラミングを体
験した結果，読者が自分で考えたオリジナルなアイ
ディアをもとに，プログラミングで創造的なソフト
ウェアを作れる人として一歩を踏み出せることを期
待している．
本稿では，プログラミングは面白いということ，
次に，練習をすれば誰でもプログラミングができる
ようになるということ，最後に，読者の実生活にプ

図 -1

ビットくんの Twitter ページ

ログラミングは役に立つということを伝えることを

ビットくんいじりでは，JavaScript 言語を用い

目指している．読者にも，以上を意識して，読み進

てプログラミングを体験する．本体験では Web ブ

めていただければ幸いである．

ラウザが必要となるが，それ以外に特別なソフト
ウェアは必要ない．Web ブラウザとして Google
Chrome もしくは Mozilla Firefox を想定している．

ビットくんいじりの準備

以 下 で，Google Chrome を 用 い て JavaScript
プログラムを入力する準備の手順を示す．まず，

国内を含め，世界的に有名な Twitter は，ソーシ
ャルネットワークサービス（SNS）の 1 つである．
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Chrome を起動して，ビットくんの Twitter ペー
☆2

2 つ目はこれから紹介するプログラムを入力する

を開く．次に，画面右上にある 3 本の横線の

と，読者の画面（ビットくんの Twitter ページ）に

アイコンをクリックしてメニューを開き，「その

さまざまな変化が起こるが，あくまで読者の画面

他のツール」→「デベロッパー ツール（D）」を押

内のみに限定されている点である．ほかの読者や

す．すると，ビットくんのページの右側に，プログ

ほかの Twitter ユーザの画面が変化するわけではな

ラミングを行うためのパネルが表示される．パネ

く，プログラムを実行した読者の画面のみが変化す

ルにはビットくんのページを表現する HTML 言語

る．読者には，他人に迷惑がかかるかもしれないと

のソースコードが表示されている．この状態では

いう心配をせずに，安心してビットくんいじりを楽

JavaScript プログラムを入力できないため，パネル

しんでいただきたい．

ジ

の最上部に並んでいる英単語のうち，左から 2 番目

さっそく，プログラム体験の手順を説明する．先

の「Console」をクリックする．すると，図 -2 の

ほど開いた「Console」の画面の下半分，青い「>」

ようなパネルの画面が表示される．パネルの下部に

マークの右側に，図 -3 のプログラムを入力しよう．

は「>」マークが青く表示されており，
「>」マーク
の右側に，プログラムを入力できる．なお，図 -2
のように，「>」マークの上部に，英文の文字が表
示されている場合があるが，無視してかまわない．

$('*').css('color', 'red')
図 -3

ツイートを赤くするプログラム

日本語キーボードの場合，「$」（ドルマーク）を
入力するためには，「Shift」キーを押しながら数字
（」（開きカッコ）は
の「4」を押す必要がある．「
「）」（閉じカッコ）は「Shift」
「Shift」+「8」を，
+「9」を，「‘」（シングルクォーテーション）は
「Shift」+「7」を押せば入力できる．図 -3 のプロ
グラムをすべて入力した後に，「Enter」キーを押

図 -2

プログラムを入力する欄

してプログラムを動かすと，図 -4 のようにビット
くんの Twitter ページ中の文字がすべて赤くなる．

はじめてのビットくんいじり
本章では，プログラミング体験の 1 つ目の題材と
して，文字や画像を変化させる手順を説明する．手
順を説明する前に注意事項を 2 点述べる．

1 つ目はプログラムを１文字でも書き間違えると，
上手く動作しないことがある点である．私たちの日
常生活においても，１文字変わるだけで文章の意味
が変わる状況がある．たとえば，「ウニ」と「ウリ」

図 -4

赤くなったビットくんのページ

以上のように，わずか 1 行の短いプログラムを入

は異なる食材であり，書き間違えると意味が変化す

力するだけで，画面の表示を大きく変えることがで

る．プログラムが正常に動作しない場合は，まず，

きる．ところで，すべての文字が赤いと本文が少し

書き間違えを疑ってみてほしい．

読みにくい．図 -5 で，ツイートの本文だけ色を変
えるプログラムを紹介する．

☆2
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$('li.stream-item .js-tweet-text').css('
color', 'blue')
図 -5

本文を青くするプログラム

図 -5 のプログラムを入力して「Enter」を押すと，
図 -6 のようにツイートの本文だけが青くなる．赤
色と青色の組合せが読みやすいとは言いがたいが，
ツイートの本文が一目で分かるようになった．以上
のように，プログラミングを利用すれば，読みたい
情報だけを目立たせることができる．プログラミン
グによって，普段のネットサーフィンを少しだけ便
利にできるかもしれない．

bitkun = $('.ProfileAvatar-image')
size = bitkun.width()
timer = setInterval(() => {
size *= 1.005
bitkun.width(size)
bitkun.height(size)
if (size > 1000) {
clearInterval(timer)
}
}, 10)
図 -7

ビットくんを拡大するプログラム

実行すると，ビットくんがどんどん大きくなり，
図 -8 のようにブラウザ画面の左半分が占領されて
しまう．どんなにビットくんが好きでも，これでは
ツイートを読めない．どうしたものだろうか．

図 -6

本文が青くなったビットくんページ

最後に，図 -7 で，左上のビットくんの画像のサ
イズを変えるプログラムを紹介する．画像は文字

図 -8

大きくなったビットくんの様子

よりも扱いが難しいため，複数の行にわたる長い

図 -8 のように，プログラムを実行して困った結

プログラムを入力する必要がある．2 行以上のプロ

果になった場合や，プログラムを誤って入力して意

グラムを入力する場合は，「Console」パネルの中

図しない画面になった場合は，「F5」キーを押すこ

で「Shift」を押しながら「Enter」を押して，プ

とで画面を元に戻せる．「F5」キーは表示している

ログラムを実行せずに改行を入れる必要がある．

Web ページを再読み込みするショートカットキー

「Enter」のみを押すと，プログラムを実行できるが，

であり，ビットくんいじりを始める前の最初の画面

「Shift」を押しながら「Enter」を押す場合は，実

に戻ることができる．間違ってしまっても，いつで

行ではなく改行になることに注意しよう．
図 -7 のプログラムは全部で 10 行あり，1 行目か

も何回でもやり直せるので，読者には，安心してプ
ログラミング体験に取り組んでいただきたい．

ら 9 行目の行の終わりでは「Shift」と「Enter」を
押して改行して，最後の 10 行目の終わりは「Enter」
で実行する．

プログラミングとは何か
前章で紹介したプログラムを入力して実行するこ
とで，文字の色や画像のサイズを変えることができ
た．本章では，プログラミングについて少しだけ理
解を深めるために，誰がどのようにして，文字や画
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像を変えたのか考えてみよう．
読者はプログラムを入力して，
「Enter」を押す

焼いてもいない目玉焼き（エア目玉焼きと呼ぶ）を
皿に入れても，目玉焼きを食べることはできない．

ことによって，プログラムを実行してほしいとコン

上記の段取りのように，目玉焼きを作る手順の順序

ピュータに命令していた．コンピュータは読者の命

によっては，正しく目玉焼きが作れたり，エア目玉

令に従い，文字や画像を変化させていた．ビットく

焼きを作るはめになったりする．したがって，料理

んいじりを犯行と捉えると，ビットくんいじりの計

において順序はきわめて重要である．

画犯はコンピュータに指示をした読者であるが，実
行犯は読者のコンピュータである．
プログラミングとは，コンピュータに命令を与え
て，仕事を依頼することである．人が依頼したい仕

プログラミングにおける順序

事をプログラムとして表現することで，コンピュー

本章では，ビットくんのツイートの順番を入れ替

タは指示内容を忠実に行う．これまで紹介したプロ

えるプログラムを通して，プログラミングにおける

グラムのような，ツイートの色を変えることや，画

命令の順序の重要性を説明する．

像のサイズを大きくすることのような簡単な仕事だ

これまでと同様に，Web ブラウザ上のビットくんの

けではなく，人間が複雑で大きなプログラムを作成

ページに注目しながら，右側の「Console」で図 -9 の

すれば，将棋の駒を動かすことや，人を乗せた自動

プログラムを入力して，
「Enter」で実行する．図 -9 の

車を運転することなどの難しい仕事をコンピュータ

プログラムを実行すると，1 番目のツイートと 2 番

に依頼することもできる．

目のツイートが入れ替わる．図 -10 および図 -11 は，
図 -9 のプログラムの実行前と後を示す．

日常生活における順序
以降では，命令の順序について説明する．プログ

e = $('li.stream-item').eq(1);
e.parent().prepend(e)
図 -9

並び順を入れ替えるプログラム

ラミングについて説明する前に，本章では，料理の
段取りを例にして，順序について説明する．
たとえば，目玉焼きを焼いて，皿に移すまでの段
取り（順序）は，以下の 3 ステップからなる．

1. フライパンを火にかける．
2. 生卵を割って，フライパンに入れる．

図 -10

図 -9 のプログラムの実行前の画面

図 -11

図 -9 のプログラムの実行後の画面

3. 焼けた目玉焼きを皿に移す．
上述のステップの順序には意味があり，順序を変
えると，上手く目玉焼きを作ることができない．た
とえば，次のような順序を考えてみよう．

1. 焼けた目玉焼きを皿に移す．
2. 生卵を割って，フライパンに入れる．
3. フライパンを火にかける．
最初のステップで，いきなり目玉焼きを皿に移し

図 -9 のプログラムの意味を説明する．図 -9 のプ

ている．フライパンに卵を入れる前から，目玉焼き

.eq
;」
ログラムは「e = $
（'li.stream-item'）
（1）

が焼けているというのはどういうことだろうか？

と，「e.parent
（）.prepend
（e）」の 2 つの部分に
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分けられる．以下で，各部分に分けて説明する．
.eq
前半の「e = $
（'li.stream-item'）
（1）
」は，

ツイートを先頭に移動させてみよう．
「1，2，3……」
と数える人間から見て 3 番目のツイートは，「0，1，

ビットくんのツイートのうち 2 番目のツイートを変

2……」と数えるコンピュータの世界では 2 番目のツ

数 e に代入するという意味である．変数とは，コン

イートになる．そこで，先ほどのプログラムで「1」

ピュータが扱うデータを記録するための装置である．

で示されていた 2 番目のツイートの個所を，「2」

データをしまうための箱と考えると分かりやすいだ

と変更して 3 番目のツイートに対応させれば良い．

ろう．代入とは，データを変数に記憶させることで

3 番目のツイートを先頭に移動させるプログラムは，

ある．
「e = ...」とあるが，この「=」
（イコール）

図 -12 の通りである．

は代入を示す命令である．多くのプログラミング言
語において，
「=」は右辺の計算結果のデータを左辺
の変数に代入する命令を示す．なお，数学で馴染み
の深い等価を表現したい場合は，
「==」を用いるこ

e = $('li.stream-item').eq(2);
e.parent().prepend(e)
図 -12

3 番目を先頭に動かすプログラム

とが多い．右辺の「$
（'li.stream-item'）
」は表
示されているツイートのリストを示す．この命令
は少し複雑なので，詳細な説明を割愛する．続く
「.eq
（1）
」は 2 番目の要素を示す．つまり，ビット

前章で紹介したツイートを先頭に動かす 2 種類の

くんの Twitter ページにおける「$
（'li.stream-

プログラムを使って，命令の順序によって，プログ

item'）
.eq
（1）
」は，ビットくんのツイートの中の

ラムの動作結果が変化することを説明する．

2 番目のツイートを示す． 1 という数字があるのに

一度「F5」キーを押して，画面をリセットして

もかかわらず，2 番目を意味するということに違和

から，図 -9 の 2 番目のツイートを先頭に移動する

感を覚えるかもしれない．多くのプログラミング言

プログラムを実行する．次に，図 -10 の 3 番目のツ

語では，
「0」からはじめて順番を数える．つまり，
「0」

イートを先頭に移動するプログラムを実行する．す

は 1 番目，
「1」は 2 番目，
「2」は 3 番目というように，

1，2，3 番目と並ぶツイート（以降，
「1 → 2 → 3」
ると，

一般の人が考える順番より 1 小さい数字を使う．

と表記）が，まず，
「2 → 1 → 3」という並び順になり，

「=」も順番の数値も，人の常識とコンピュータ

最後に，
「3 → 2 → 1」という並び順になる．それでは，

の常識が異なる点である．どちらもコンピュータに

3 番目のツイートを先頭に移動してから，2 番目の

命令をする人間が，プログラミングをする際に配慮

ツイートを先頭に移動すると，ツイートの並び順は

しなければならない．

どう変化するだろうか？

.prepend（e）」 は， 変 数
後 半 の「e.parent（）

再度「F5」キーを押して，画面をリセットして

e が所属するツイートリストの先頭に，変数 e を移

から，命令の順序を変えて実行してみよう．まず，

動させるという意味です．前半のプログラムによっ

図 -10 の 3 番目のツイートを先頭に移動するプログ

て，変数 e の中に 2 番目のツイートが入っている．

ラムを実行してから，図 -9 の 2 番目のツイートを

したがって，このプログラムは，2 番目のツイート

先頭に移動するプログラムを実行する．先ほどとは

をツイートリストの先頭に移動させるという意味に

異なり，まず，「3 → 1 → 2」という並び順になり，

なる．これによって，2 番目のツイートが 1 番目に

最後に，「2 → 3 → 1」という並び順に変化する．

移動して，さらに，1 番目のツイートが 2 番目に押

命令の順序が手順全体の意味を変えることにつ

し下げられ，1 番目と 2 番目のツイートの並び順が

いて，箱の並び順を移動する例を用いて説明する．

入れ替わる．

3 つの箱が左から順に
「青→黄→赤」
図 -13 のように，

プログラムの内容を理解したところで，3 番目の
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な命令であっても空気を読んで，相手の望み通りに
仕事をできるが，コンピュータには同様の仕事がで
きない．人間がプログラミングを通して，誤りのな
い正確な命令を伝える必要がある．
ところで，プログラミングを練習すれば，自然と
順序を考える力を鍛えることができる．人間は空気
図 -13

青→黄→赤と並んだ 3 つの箱

を読むことができるが，その能力にも限界がある．

まず，2 番目の箱を先頭に移動してから，3 番目

順序を考える力を身に付ければ，コンピュータに正

の箱を先頭に移動することを考える．1 回目の移動

確な命令を伝えられるのはもちろんだが，ほかの人

で「黄→青→赤」という並び順に変わり，2 回目の

に対して分かりやすく段取りを伝えられたり，大き

移動で「赤→黄→青」という並び順に変わる．

な仕事をするための計画を上手く立てられるように

次に，3 番目の箱を先頭に移動してから，2 番目

なる．このように，プログラミングの練習を通して，

の箱を先頭に移動することを考える．１回目の移動

日常生活において必要な段取り力も鍛えられるので，

で「赤→黄→青」という並び順に変わり，2 回目の

ぜひ，練習していただきたい．

移動で「黄→赤→青」という並び順に変わる．
図 -14 で以上の移動の順序についてまとめる．移
動手順を変えれば，箱の並び順について，途中経過
も最終結果も変化することが分かる．

・青黄赤 → 2番目を動かす → 3番目を動かす

まとめと後編について
本稿では，提示するプログラムをそのまま入力す
ることで，プログラミングを体験する手順について
説明した．特に，命令の順序を中心に説明を行い，日

・青黄赤 → 3番目を動かす → 2番目を動かす

常生活においてもプログラミングにおいても，順序
が全体の意味に大きな影響を与えることを説明した．
本稿は前編であり，次号にて後編を掲載予定であ

図 -14

移動の順序によって変化する結果

目玉焼きを作るステップの順序を変えたときと同
じように，ツイートの並び順でも，色のついた箱の
並び順でも，命令の順序が変わると，最終的な結果
が変わる．日常生活においてもプログラミングにお

る．後編では，くり返しと条件分岐について取り上
げ，プログラミングの基礎的な概念を体験する．後
編も引き続き読んでいただければ幸いである．
（2016 年 5 月 11 日受付）

いても，全体の意味を決める上で，順序は重要な役
割を担っていることが分かる．
プログラミングにおいて，人間がコンピュータに
命令を与えるときは，人間が注意を払って命令の順
序をコンピュータに伝える必要がある．人間は曖昧
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国立情報学研究所 助教／さきがけ研究員（兼任）．ソフトウェア
工学やプログラミング教育の研究に携わる過程で，「やる気」に興
味を持つ．現在，目標を達成するために，行動の継続を支援するソ
フトウェアの研究開発に従事している．
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