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プログラミング初学者を対象とした AR を用いたタンジブル
に制作できるプログラミングツールの提案
服部 圭介1,a)

井上 馨太 志賀野 桐生

平井 辰典1,b)

概要：2020 年度から実施される新学習指導要綱において小学校でプログラミング教育が必修化されること
から，教育に適したプログラミングツールの開発が望まれている．初学者が使うプログラミングツール/開
発環境には，視覚的なオブジェクトでプログラミングするビジュアルプログラミングや，実物の教育用ロ
ボットに対して直感的に命令することができるプログラミングキット，電子機器を使わず複数人数でプロ
グラミング学習が可能なアンプラグドなどが存在する．しかし，ビジュアルプログラミングを教える際に
使うコンピュータを十分な台数用意できていない学校が存在したり，プログラミング教育用ロボットやア
ンプラグドではプログラムの実行結果に物理的な制限が生じてしまったりするなどの問題がある．そこで
本稿では，実行結果の自由度が高いビジュアルプログラミングと，現実世界で直感的にプログラミングが
できるロボットキットと，グループ学習に適したアンプラグドの良いところを統合するために AR 技術を
用い，それぞれの欠点を補うプログラミングツールを提案する．また，プログラミング教育経験者を対象
としたユーザスタディによって本ツールの有効性を評価する．

1. はじめに
2020 年度から実施される新学習指導要領 [1] において，

グができないということが課題であると我々は考えてい
る．現在プログラミング教育に使われている多くのビジュ
アルプログラミングは通常一人一台のコンピュータを操作

小学校でプログラミング教育が必修化されることから，効

してプログラミングを行う．小学校の新学習指導要領には

果的なプログラミング教育を実現させるための教材に対す

「情報活用能力の育成を図るため，各学校において，コン

る注目が高まっている．初学者である児童がプログラミン

ピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用す

グを学習する上で一般的なテキストベースのプログラミン

るために必要な環境を整え，これらを適切に活用した学習

グはハードルが高い．そのため，視覚的なブロックを組み

活動の充実を図ること」と示されていることから，各学校

合わせることで初学者でも簡単にプログラミングができる

がプログラミング教育を受ける生徒の数だけコンピュータ

ビジュアルプログラミングが注目されている．ビジュアル

を用意する必要がある．しかし，「学校の ICT 環境整備の

プログラミングの多くはキーボードを用いたタイピング

現状」[2] によると教育用コンピュータ 1 台当たりの児童生

の必要がほとんどなく，マウス操作のみでも複雑なプログ

徒数は全国平均 5.6 人となっていて，都道府県別の最低数

ラムを自由に組むことが可能である．代表的なビジュアル

としては 7.9 人となっている．

プログラミング言語に，MIT のメディアラボで開発され

また，ビジュアルプログラミングのようにコンピュータ

た「Scratch」がある．Scratch はユーザが命令の書かれた

を使うプログラミングは，画面の中でプログラミングする

ブロックをマウスを使って組み立てることで手軽にプログ

ことを前提としており，画面の中の世界に対して命令を与

ラミングをすることが可能である．このビジュアルプログ

えているという認識を持たなければならない．Scratch 上

ラミング言語は初学者へのプログラミング入門教材として

で「キャラクタを前に進ませる」というプログラムを書く

多くのスクールやプログラミング教室で導入されている．

際にも，2D スクロールアクションゲームなどを遊んだこ

一方で，Scratch を始めとした多くのプログラミング言語/

とがある児童は画面内においてキャラクタの X 座標を変

開発環境ではコンピュータを使用しなければプログラミン

化させることが「キャラクタを前に進ませる」ことに対応
していることを認識できる．しかし，2D ではなく 3D アク
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ションゲームなどを遊んだことがある児童にとってキャラ
クタの X 座標を変化させることは左右に移動しただけで，
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「キャラクタを前に進ませる」という認識にはなりにくい

ンという形で自由なプログラミングを実現する．これによ

と考えられる．このように，児童がそれまでにどのような

り，コンピュータの画面の中に制限されていたビジュアル

情報機器にどれだけ触れてきたのかによって理解度に差が

プログラミングと，物理法則やロボットの駆動域に制限さ

生じることが懸念される．小学生全員に対する必修化であ

れていた物理プログラミングの両者の制限を払拭したよう

れば，そのような機器に生まれて一度も触れてこなかった

なプログラミングツールの実現を目指す．

児童がいることも想定しなければならない．
コンピュータを操作することでプログラミングを行う

2. 関連研究

ツールとは対照的に，実際に手に取ることができる物体を

プログラミング言語の種類は年々増加しており，プログ

使ってプログラミングを行うキットのことを物理プログラ

ラミングの学習に重きをおいた言語やツール，研究事例に

ミングと呼ぶことにする．物理プログラミングでは，命令

ついてもこれまでに多数提案されてきた．特に，初学者に

に対応した物体を現実世界で手に取って組み立てることで

向けたプログラミング入門言語として，ビジュアルプロ

ロボット等の対象物を命令通りに動かすことができる．実

グラミング言語に関する研究は長きに渡り行われてきた．

世界での命令が実世界におけるロボットの動きに直接対応

ビジュアルプログラミング言語の歴史は古く，1960 年代

しているため，プログラミング初学者でも直感的にプログ

に Ellis らによって Grail[4] という言語が発表されている．

ラミングできるようなツールとなっている．しかし，物理

Grail は，命令が書き込まれた複数の図形をフローチャート

プログラミングは現実の物体を扱ってプログラミングを行

のような形の線で繋ぎ，命令を構成していくことでプログ

うため，命令可能な事象が物理的に実行可能なことに制限

ラミングができるシステムであったが，当時のコンピュー

されてしまう．例えばキャラクタが空を飛ぶような動作は，

タの性能ではグラフィック処理を行うことが難しく，教育

コンピュータの実行画面の中ではプログラミング可能であ

用途のビジュアルプログラミング言語の普及にはまだ時間

るが，物理プログラミングで実現することは困難である．

を要する状況であった．現在では PC が一般に普及し，その

また，端末を使わずにプログラミング的思考を学ぶ方

性能も向上してきたため，ビジュアルプログラミングによ

法にアンプラグド [3] というものがある．アンプラグドは

るプログラミングの学習は比較的容易に行うことができる

ユーザが現実に手に取って触れるカードやパズルなどを用

環境になってきたといえる．ブロックを組み合わせて命令

いることで，コンピュータが動作する仕組みや，プログラ

する代表的なビジュアルプログラミングとして Scratch[5]

ミング的な問題解決の手順（アルゴリズム）を学習するこ

が挙げられる．Scratch は，子供でも簡単にプログラミン

とができるツールである．物理プログラミングで使われる

グを学習することができるようにデザインされている．さ

命令を受けるロボットの役を人間が演じ，ロボット役が命

らに低年齢の子供向けに開発された ScratchJr[6] など，プ

令通りに動くことで実行結果を確認する学習方法も存在し，

ログラミング教育を支援するための様々なビジュアルプロ

複数の児童が同じ課題に取り組むことができるグループ学

グラミング言語が存在している．ビジュアルプログラミン

習にも適している．プログラミング学習においてグループ

グ言語は，必ずしも教育用途だけで利用されるものではな

学習を行うことのメリットとしては，問題解決方法が複数

く，UEI による MoonBlock[7] はプロが行うようなより一

存在するプログラミングにおいて自分とは違う視点で問題

般的なテキストベースのプログラミングをより簡単にする

解決を図る方法を学ぶことができる点が挙げられる．他に

という目的で開発されている．その他にも Cycling 74 が

も，コンピュータを使わないでプログラミング学習ができ

開発した Max[8] というビジュアルプログラミングは音楽

るため，児童一人につき一台のコンピュータを用意されて

制作用途で実用化されており，音響合成プログラミングに

いなくても教育を受けることができるというメリットも挙

適している．ビジュアルプログラミングを実用的なプログ

げられる．しかし，アンプラグドでは実行結果の動きが人

ラミングへと繋げるために，Google は Blockly[9] という言

間であるため物理プログラミング同様に実行可能なことに

語を開発している．これは，ビジュアルプログラミングに

制限があるのと同時に，実行結果を判断するのも人間であ

よってプログラミングした結果を，JavaScript や Python

るためアルゴリズムに確実性がなくなってしまう．

などのテキストベースのプログラミング言語のソースコー

そこで，本稿ではタンジブルな物体を使った直感的なプ

ドに変換した結果を表示させるものである．これにより，

ログラミングと，制限のない自由な実行結果と，複数の児

ビジュアルプログラミング言語からテキストベースのプロ

童が同時にプログラミングできる機能を合わせ持ったプロ

グラミング言語への移行を円滑に行うことを支援してい

グラミングツールの提案する．具体的には，物理プログラ

る．ブロックを用いないビジュアルプログラミング言語と

ミングのように現実世界の物体を使ってプログラミングを

して，Viscuit[10] が挙げられる．Viscuit は，メガネと呼

行い，その結果を AR 技術によって現実世界に重畳させる

ばれる書き換え用の機能にユーザが書き換え前後の絵を描

形で提示することによって，現実世界におけるプログラミ

いていくことによってプログラミングを行うものである．

ングをベースに，拡張現実空間における CG アニメーショ

元の絵から後の絵へとどのように変更するかをプログラミ
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ングしていくため，単純でありながらも高い表現力を誇っ

行結果にギャップが生まれてしまう．

ている．一方で現在普及しているテキストベースのプログ

これらの先行研究，既存ツールを踏まえ，我々は以下の

ラミング言語との間の隔たりが大きいため，テキストベー

二点を合わせ持ったプログラミング言語の実現を目指す．

スのプログラミング言語を習得するためには再度学習をす

• ビジュアルプログラミングを始めとしたコンピュータ

る必要が生じる．
初学者がプログラミングを学ぶ上で，その言語を用いた
プログラミングが直感的であるかどうかは非常に重要な要
素である．プログラムと実行結果との間の因果関係が直感

を用いる従来のプログラミング言語における実行結果
の柔軟性（自由な実行結果）

• 物理プログラミングにおけるプログラムと実行結果と
の明確な対応関係による直感性

的でなければ，お手本となるプログラムの理解や，既存の

上記の二つの要素を同時に実現するために，現実世界に直

プログラムの編集も困難である．我々は，プログラミング

結していながらも，物理的な制約を受けずに現実世界を拡

において直感性を低下させる要因の一つに，コンピュータ

張可能な AR 技術を用いることが有効であると考えられ

の利用があるのではないかと考えている．多くのプログラ

る．Fusté らは拡張現実空間内を歩くキャラクタの動きを

マはコンピュータを当たり前のツールとして利用している

マーカによって操作する Paper Cubes[15] を提案した．こ

が，プログラミングの習得の前にはコンピュータの操作方

のツールでは，キャラクタは現実の床の上を歩くため，直

法の習得というステップが必要であった．児童に対してコ

感的に命令を与えることが可能である．しかし，このツー

ンピュータの操作方法を教えた後にプログラミングを学習

ルは AR アニメーションのコントロールという域に留まっ

させることも考えられるが，なるべく早くプログラミング

ているものであり，プログラミングを行うためのツールで

に到達するためには，コンピュータを使用しないプログラ

はない．

ミングツールを使うという選択肢も考えられる．
コンピュータそのものの操作や理解を必要とせずに，実
際に手に取ることができる物体を使ってプログラミングを
行うことができるツールである物理プログラミングの例
として，Microsoft による Project Torino[11] がある．これ

そこで我々は，タンジブルなブロックでプログラミング
することができ AR を用いて実行できるツールの開発を
行う．

3. 提案システムの全体像

は，目が見えない子供たちがプログラミングを学ぶための

本ツールは，机の上でブロックを並べることで物理的に

ツールを開発している．このツールは，音に関する命令を

プログラミングした結果が，スマートフォンの画面を通じ

実行するパーツを組み合わせていくことで，音楽や歌詞付

て現実世界に重畳されるという形で実行される．本システ

きの歌のようなものを出力していくような物理プログラミ

ムにおけるプログラミングから実行までの流れを図 1 に

ングツールである．Fisher-Price による Code-A-Pillar[12]

示す．プログラミングには「マーカブロック」というタン

は，イモ虫型のロボットに命令を表すパーツを加えていく

ジブルに組み合わせることができる木製のブロックを利

ことでロボットの動作をプログラミングする玩具である．

用する．マーカブロックは，ビジュアルプログラミング言

このツールを用いることで，現実世界で組み合わせた命令

語 Scratch におけるブロックの概念に AR マーカの機能を

が現実世界のロボットの動作に反映されるため，直感的に

付加したものであり，一つひとつに命令が記述されてい

プログラミングができる．八城らが提案した物質プログラ

る．ユーザがマーカブロックを取捨選択して並び替える作

ミング [13] は，Scratch のソフトウェア上のブロックを実

業が本システムにおけるプログラミングの作業にあたる．

体のあるブロックとして制作し，それらを組み合わせるこ

Scratch ではブロック同士の組み合わせの可否が決まって

とで PC 画面内の車，もしくは車型ロボットの動きをプロ

いるため，実行不可能な組み合わせの命令を並べることが

グラミングできる開発環境である．しかし，これらのツー

できないようになっている．そこで，Scratch に倣って本

ルは，実行結果を物理的な制限を超えてプログラミングす

システムのマーカブロックにも凹凸をつけることで不適切

ることができない．坂本らは物理的な形状を持ったパーツ

な順番で命令を並べることができないようなデザインにし

を直接手で組み合わせ，それを画像認識によって読み込む

た．マーカブロックは，スマートフォンのカメラを使って

ことでプログラミングできる MR Code Weaver[14] を提案

認識可能な AR マーカの役割も担っているため，その表

した．入力されたプログラムの実行結果は，三脚によって

面には特徴点を有した模様が描かれている．この模様のパ

テーブルの周囲に固定されたプロジェクタによってテーブ

ターンによってマーカの種類を判別する．マーカには「ま

ル上に投影される．どちらの工程もテーブル上で行われる

えにうごく」などの動作に関する命令や，「もし〜〜にふ

ことで，パーツによるプログラミング操作と映像による実

れたら」，
「〇回くりかえす」などの if 文や for 文に相当す

行結果の確認を同時に可能にしている．しかし，物理プロ

る制御に関する命令が記載されている．マーカブロックを

グラミングのように直感的に命令をすることはできるが，

組み合わせることによって作成したプログラムは，現実世

プロジェクタを通して実行結果が投影されるため命令と実

界に重畳させる CG オブジェクトそれぞれに対してプログ
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図 1 本システムを使ったプログラミングの流れ

ラミングされる．この CG オブジェクトは，Scratch にお

「イベント」マーカブロック

けるスプライト（キャラクタ）にあたるオブジェクトであ
り，現在の実装では，3D の白い立方体オブジェクト，3D
の白い車のオブジェクト，3D の白いドローンのオブジェ
クト，3D の白いアヒルのオブジェクトの四種類から選択
できる．ユーザが机の上でマーカブロックを並べ終えてプ
ログラムを完成させたら，スマートフォンのカメラを通し

等を通じてプログラムの実行結果を確認するが，本システ
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てプログラムを認識する．すべてのマーカブロックが認識
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ムでは現実世界すべてが実行画面に対応する．そこで，本
システムにおいて，実行結果を重畳される現実世界のこと
を「実行フィールド」と呼ぶ．実行結果を表示するにあた
り，まず，実行フィールドにおける座標の中心となる基準

「見た目」マーカブロック

点を設定する．この作業は，ユーザが現実世界における床
をスマートフォンでタップすることによって行う．次に，
実行フィールド内のオブジェクトを出現させたい場所に
スマートフォンを移動させて，オブジェクト出現ボタンを

「if」マーカブロック

タップすることでフィールド内の任意の位置にオブジェク
トが出現する．このオブジェクトは拡張現実空間における

CG オブジェクトであるため，ユーザが移動して別の角度
から見ても，初めに出現させた位置に留まり続ける．オブ

図 2

マーカブロックの例

ジェクトにはプログラミングのプロセスで作成したプログ
ラムが割り当てられている．たとえばユーザが，「もしオ
ブジェクトにふれたら，まえにうごく」というプログラム
を作成してオブジェクトを出現させた場合，スマートフォ

4. 提案システム
4.1 マーカブロックの種類

ンの画面上のオブジェクトをタップして触れることによっ

本システムにおけるプログラミングはマーカブロックを

てオブジェクトが移動する．本システムのマーカブロック

組み合わせることで行われる．マーカブロックは図 2 のよ

の認識には Vuforia を用い，実行フィールドの座標取得に

うに Scratch を参考にして制作したものであり，Scratch と

ついては ARCore を用いた．

同様に命令のジャンルによって色分けされている．現時点
では，4 種類のジャンルで 27 種類の命令についてのマーカ
ブロックを制作している．4 種類の命令ジャンルは，
「イベ
ント」
，
「制御」
，
「動き」
，
「見た目」に関するマーカブロッ
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表 1
種類
イベント

方向を前としている．また，「うしろにすすむ」，
「うえに

マーカブロック一覧
マーカブロック

数値入力

すすむ」
，
「したにすすむ」
，
「みぎにすすむ」
，
「ひだりにす

オブジェクトをタップしたとき

×

すむ」，に関しても同様にオブジェクトを実行フィールド

触ったら繰り返し

×

まえにすすむ

○

うしろにすすむ

○

うえにすすむ

○

みぎかいてん」はオブジェクトの中心を軸とした X 軸方向

したにすすむ

○

を時計回りに回転する命令となっている．同様に「X ほう

みぎにすすむ

○

こうにひだりかいてん」は逆向きに回転する命令となって

ひだりにすすむ

○

おり，「Y ほうこうにみぎかいてん」，
「Y ほうこうにひだ

X ほうこうにみぎかいてん

○

X ほうこうにひだりかいてん

○

りかいてん」，
「Z ほうこうにみぎかいてん」，
「Z ほうこう

Y ほうこうにみぎかいてん

○

Y ほうこうにひだりかいてん

○

転するという命令である．「重力」はオブジェクトに重力

Z ほうこうにみぎかいてん

○

の影響をもたらす命令である．「カメラにむける」はオブ

Z ほうこうにひだりかいてん

○

ジェクトをユーザのスマートフォンの方向に向かせるとい

重力

×

う命令である．
「音を出す」は，あらかじめ決められた数種

おおきさをかえる

○

カメラにむける

×

類の音をユーザが後述の方法で入力し，スマートフォンの

音を出す

○

プラスにする

×

「動き」マーカブロックの一部には数値を入力できるよ

マイナスにする

×

うに数字の書かれた円形の歯車のようなマーカを取り付け

いろをつける

○

ることができる穴が空いているものも実装済みである．数

動き

見た目

に出現させた際にカメラが向いていた方向を前としたとき
の各方向へ進むという命令になっている．「X ほうこうに

にひだりかいてん」も各回転軸においてオブジェクトが回

スピーカから音を鳴らす命令である．

きえる

×

値入力の対象であるマーカブロックは表 1 の数値入力の列

地面にふれたら

×

に「○」がついている 13 種類であり，入力された数値に

もしカメラにふれたら

×

応じて動き方が変化する．各マーカブロックへの入力方法

もしクラップしたら

×

〇回くりかえす

○

ここまで

×

制御

としては，数字が書かれている円形の歯車のようなマーカ
の回転させ，マーカの角度によって 10 段階 (0-9) に数値
を入力することができる．その他にも数値入力機能として

10 段階に数値入力ができるマーカと同様の形で「中心と自
クであり，これらはすべて Scratch にも存在する命令の分

分との距離」と書かれたマーカを数値として入力できる．

類である．今後，マーカブロックの種類は Scratch と同等

この数値入力をした場合，実行フィールド内における座標

またはそれ以上に数を増やしていく予定である．以下に，

の原点とスマートフォンまでの距離が数値として入力され

現時点で制作，実装済みのマーカブロックの詳細について

る．現在は「10 段階の数値入力」，
「中心と自分との距離」

述べ，表１に実装済みのマーカブロックを示す．

以外のに数値入力の方法は無いが，今後はユーザの周辺の

まず，
「イベント」マーカブロックは，プログラムを実行

気温やユーザがアプリケーションを開いている時間などの

させるきっかけを与えるための命令ジャンルである．本シ

一般的なプログラミング言語でいう変数を入力できるよう

ステムでは「オブジェクトをタップしたとき」と「触ったら

にしていく．

繰り返し」の 2 種類の「イベント」マーカブロックを用意

「見た目」マーカブロックは，オブジェクトの見た目に

している．これらは，実行フィールド上に配置したプログ

関する命令を表すものであり，
「いろをつける」
，
「きえる」

ラミング済みのオブジェクトに対して，命令を実行させる

の 2 種類がある．「いろをつける」はオブジェクトの色を

トリガーとなる命令である．「オブジェクトをタップした

あらかじめ用意された色に変えるという命令である．あら

とき」をプログラムの先頭に配置することで，実行フィー

かじめ用意している色は「白」
，
「赤」
，
「青」
，
「黄色」
，
「黒」
，

ルド上でオブジェクトに触れた際にプログラムが実行され

「マゼンタ」
，
「シアン」
，
「灰色」の 8 色となっており，前述

る．「触ったら繰り返し」は，プログラムを繰り返し実行す

した数値入力の要領で色を変更することができる．「きえ

るための命令である．

る」はオブジェクトを消去する命令である．

「動き」マーカブロックは，オブジェクトの動きに関す

「制御」マーカブロックは，プログラミングにおいて重

る命令を表すものであり，表 1 に示した 18 種類のマーカ

要な，様々な制御を行うための命令を表すものであり，if

ブロックを実装している．
「まえにうごく」は，オブジェク

文，for 文に対応するようなマーカブロックが用意されて

トが向いている方向に進むという命令であり，オブジェク

いる．if 文に対応する制御マーカブロックとして，表 1 に

トを実行フィールドに出現させた際にカメラが向いていた

示した 4 種類のブロックと「｝
」に対応する「ここまで」を
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図 3

プログラムと実行結果の例

実装した．「地面にふれたら」は，オブジェクトが地面に触
れた際に「地面にふれたら」から「ここまで」の中の命令
が実行されるというもので，「もしカメラにふれたら」は
同様にオブジェクトがカメラに触れた際に実行されるとい

図 4 AR 技術を用いた現実とのインタラクションを可能とするプロ
グラムの例．鬼ごっこのプログラム（上），ラジコンのプログ
ラム（下）

うものである．「クラップしたら」も同様にユーザが使用

実現可能な，現実と CG オブジェクトとのインタラクショ

しているスマートフォンに付属してあるマイクの周辺で拍

ンを可能とするプログラムについて紹介する．現状のマー

手をした際に命令が実行されるというものである．for 文

カブロックを用いて制作した本システムの特徴的なプログ

に対応する制御マーカブロックとして，
「〇回くりかえす」

ラムとして，CG オブジェクトとユーザとの鬼ごっこを実

がある．これは，
「〇回くりかえす」から「ここまで」内の

現するプログラムを図 4（上）に示す．このプログラムで

命令をユーザが前述した方法で入力した数値の回数繰り返

は，オブジェクトが常にカメラ（ユーザ）の方向を向いて

すためのマーカブロックである．ここで，「ここまで」の

前に進む．そのため，ユーザはオブジェクトから遠ざかる

マーカブロックに関しては，追加し忘れた場合に誤ったプ

方向に動き続けなければならない．オブジェクトがカメラ

ログラムとなってしまうことから，追加せずにプログラム

（ユーザ）に触れたら，音が鳴ってオブジェクトは消失す

のロードをした際にはエラーメッセージが表示されるよう

る．このプログラムは現実世界におけるカメラと仮想オブ

になっている．

ジェクトとの位置関係を利用しているという点で AR を利
用したからこそ実現可能なプログラムとなっている．別の

4.2 プログラムと実行結果の例

例として，AR 技術を利用したラジコンのプログラムを図

現状のシステムは，まだプログラミング可能な命令の種

4（下）に示す．このプログラムでは，車のオブジェクト

類が限られているが，4.1 節で説明したマーカブロックを

が地面に落下した後，時計周りに曲がりながら地面を走行

組み合わせることで基本的な動作に関するプログラムを作

する．プログラムが実行されている間にユーザがスマート

成することができる．本システムのマーカブロックを用い

フォンのマイクに向けて拍手すると，その瞬間「マイナス

て実際にプログラミングした際のマーカブロックと実行

にする」というマーカブロックが作用し，回転方向が逆転

フィールド上での実行結果の例を図 3 に示す．

する．その後すぐに数値がプラスになり，時計回りに戻る．

図 3 に示されているプログラムでは，オブジェクトを画

以上のように，本システムはプログラミングでありなが

面上でタップした際にオブジェクトが前に進み，さらにそ

らも現実と密接に繋がった体験を提供できる．これによ

の色が変化する．

り，ユーザがプログラミングをより身近なものとして感じ
られるようなシステムとすることを目指している．

4.3 AR を用いたことによる特徴的なプログラム
4.2 節に示したプログラムは，Scratch のようなビジュ

4.4 想定される教材としての利用方法

アルプログラムング言語でも実行可能なプログラムである

本システムは，プログラミング学習を支援することを目

といえる．本節では，AR 技術を利用していることにより

的として開発しているため，プログラミング学習を支援す
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る教材としてどのような利用方法を想定しているかにつ

プログラミングの知識を持っており，また，児童にプログ

いて記述する．本システムは，Android 端末にアプリケー

ラミングを教える際の授業の様子を知っている．5 名の被

ションの一つとしてインストール可能である．児童全員に

験者全員に本ツールの操作説明と簡単なプログラムの例を

Android OS のスマートフォンやタブレットを配布するこ

見せた後，数分間自由に本ツールを体験してもらった．そ

とができれば一人一人がプログラミング体験をすることが

の後，本ツールのメリットとデメリットについて口頭で回

できる．マーカブロックに関してもプログラミングをする

答するという形で評価してもらった．

児童の人数分必要であるが，これに関しては，紙にコピー
したものであっても動作させることができるため，必要枚

5.2 実験結果

数をコピーするだけでよい．これは，全国すべての小学校

評価の結果，複数の児童が同時に本ツールを使った際の

で，クラスの人数分のコンピュータを用意することに比べ

メリットとして，「このツールであれば隣の席の児童同士

て低コストで導入ができるのではないかと考えられる．ま

で一緒にプログラミングが可能である」という意見が挙げ

た，仮に人数分の環境が用意できない場合でも，人数分の

られた．また，他に挙げられたメリットとしては「机の上

マーカブロックに対して，数人に一台の Android 端末で実

にプログラムコードがあることで教員が児童のプログラム

行結果を確認させるという利用方法も考えられる．もしく

をすぐにチェックでき，プログラムの修正をさせることが

は，数人のグループに端末とマーカブロックを 1 セットず

容易にできる」という意見も挙げられた．

つ配布し，グループでプログラミングをすることも可能で

そしてデメリットの一つとして挙げられた評価としては

ある．本システムの特徴として，実体のあるマーカブロッ

「スマートフォンのカメラを使うことによる児童に対して

クを使うため，コンピュータを使ったプログラミングと違

のプライバシ保護についての機能がない点」という意見が

い，他者と協力してのプログラミングが容易にできる点が

得られた．児童が所有しているスマートフォンを授業にお

挙げられる．そのため，ペアプログラミング等の複数人の

いて使用することは，プライバシのリスクから難しいので

協力によるプログラミング学習も比較的やりやすいものと

はないかという意見が得られた．

考えている．
すでに多くの小学校で導入され始めているコンピュータ

5.3 考察

を利用した授業の問題点として，児童がコンピュータを勝

評価の一つとして，実際のブロックを使ってプログラミ

手に操作してしまうことを教員一人では完全に制御しきれ

ングしていることから複数人でのプログラミングが可能で

ないことが挙げられる．それに対して，本システムを用い

あるという意見が得られた．このことから，本システムを

てマーカブロックを並べる作業は，教員一人でも児童の作

使えば，学校で機材が人数分用意できなくとも全員にプロ

業を全体的に観察できるため，児童の様子を見ながら授業

グラミング教育が可能になるのではないかと考えられる．

を進めることができる. 今後，実際に児童を対象として，

また，教員が複数の児童のプログラムを見る際にも容易に

本システムを体験するワークショップを開く予定である．

児童の進行度を確認することができると考えられる．一方

ワークショップを通して本システムのプログラミング教育

で，教育現場でのプライバシの配慮に関しても意識しなが

における効果を検証していきたいと考えている．実際に児

ら今後の開発を進める必要がある．

童を対象としたワークショップを行うことで，本ツールを

また，本ツールに対するコメントとして，児童が作った

児童が使う際に必要な機能を考察することが可能である．

プログラムに対して評価をすることができるような機能

5. ユーザスタディ

の追加を提案された．現状，児童のプログラムを評価は，
教員がそれぞれの判断で決めることになっている．そのた

ユーザスタディを通じて本システムの評価を行った．評

め，教員ごとに評価が異なってしまうことがある．ツール

価は，5 名のプログラミングスクールの教員に本ツールの

内での評価を可能とすることで，児童のプログラムの評価

使用方法について一通りの説明をした後に実際に使用して

は統一され，評価のばらつきが少なくなると考えられる．

もらい「教育機関において複数の児童に対して本ツールを

教育機関において広く使用されるようなツールとして開

使った際のメリットとデメリット」について口頭で答えて

発する際には，児童にとって使用しやすい機能に加えて教

もらう形で行った．

員や学校にとっても使いやすいツールとして開発する必要
がある．

5.1 実験条件
被験者は著者が所属しているプログラミングスクールの

6. まとめ

教員で，児童に対してビジュアルプログラミングを教えた

本稿では，ビジュアルプログラミングと物理プログラミ

経験がある 5 名に評価してもらった．被験者の教員らが児

ングのメリットを享受しつつ AR 技術用いることによりそ

童に教育している言語は Scratch であり，全員ビジュアル

のデメリットを補うツールの提案をした．そして，教育機
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関における教材としての可能性について検討した．本シス

期待できる．自身にとって便利な物を作るというモチベー

テムは，物理プログラミングのようにタンジブルにプログ

ションがあれば，初学者が自発的にプログラミングを学ぶ

ラミングを行い，その結果を AR 技術によって現実世界に

姿勢を身につける助けとなると考えられる．

重畳させる．それにより，直感的なプログラミングを可能
としながら，拡張現実空間における CG アニメーションと
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