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コンピュータと教育と私
松浦 敏雄1,a)

概要：私が出会ったコンピュータを紹介しながら、教育とどのように関わるようになったかをお話しした
いと思います。以下では、研究としての教育との関わりとその他の活動に分けて簡単に紹介します。
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Computer and Education and I
Toshio Matsuura1,a)

Abstract: While refering to the computers I encountered, I would like to talk about how I came to be
involved in education. Below I will brieﬂy introduce my research related on education, and other activities
related on education.
Keywords: Computer, Network, Programming, System Management, Informatics

1. はじめに

た Smalltalk80 の記事を読んで強く感銘を受けました
が、Xerox の Smalltalk80 マシンは 1000 万円以上もした

1970 年に日本で最初の情報工学科が東工大、電通大、山

ので高嶺の花でした。1986 年頃に、Sun3 上で動作する

梨大、京大、阪大の 5 大学に設置されました。私は翌年 2 期

Smalltalk80 が公開されたので、直ちにライセンスを受け

生として阪大の情報工学科に入学しました。そこで出会っ

ました。そこで、何ができるかと考えたとき、計算機の部

たのが DEC 社 (DigitalEquipmentCorporation) の pdp11

品をオブジェクトとして定義し、信号の流れをメッセージ

でした。素晴らしいアーキテクチャのミニコンで 10 年近

で表現すれば比較的簡単に計算機のシミュレーションがで

くお世話になりました。アセンブラでプログラムを組んで

きるのではないかと思いつきました。つまり、正直に言う

いましたが、コンピュータの仕組みを知る上で極めて貴重

と、教育目的が先にあったのではなく Smalltalk80 で何が

な経験だったと思います。1982 年に学科の計算機の更新

できそうかと考えてたまたま教育用計算機シミュレータを

に際し、同じ DEC 社の V AX11/780, 750 を導入すること

作成したということです。任意の抽象度で部品を定義でき

になり、比較的早い時期に U N IX が使える環境を得るこ

るし、画面上で部品を並べて結線するだけで、論理回路か

とができました。この時情報工学科の助手になっていまし

ら簡単な CPU まで作ることができるようになりました。

たので、U N IX 等の学生実験を通して教育に関わるよう

これは、実装してくれた院生の小池田恒行氏 (現ヤマハ) が

になりました。

優秀だったということもありますが、Smalltalk80 の記述

2. 教育に関わる研究

能力の高さも大きかったように思います。
もう一つの教育に関係する研究は、初学者向けのプログ

最初に行った教育に関係する研究は、教育用計算機

ラミング学習環境の開発です。プログラミング言語の余分

シミュレータの開発です。1980 年に Byte 誌に掲載され

な機能をそぎ落として、日本語でプログラミングを学習で
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きるものを目指して P EN を開発しました。大阪学院大学
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の西田知博先生との共同研究でしたが、同大学の中村亮太
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氏が実装してくれました。10 年以上に渡って (現在も) 複
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