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身近な製品のプログラムをフローチャートで考える

川俣 純（つくば市立竹園東中学校）

１．実践の基本情報

(1)実践情報
授業分類： 技術・家庭科（技術分野）必修

内容分類： 情報に関する技術（プログラムによる計測・制御）

実践学年： 平成 25年度 第 3学年 人数：160名
(2)教材の情報
制御教材：山碕教育システム

自律制御ロボ２（右写真）

※ライントレースセンサ付き

※既に廃盤の教材
現在販売されている
プロロボでも同様の
実践が可能である。

※付属のソフトを用いることで制御プログラムをフローチャートで作成できる。（右上図）

２．実践の概要
計測・制御のためのプログラムを試行錯誤しながら作り上げる中で，創意工夫の力を育むとする実

践は数多く存在する。しかし，プログラムを試行錯誤することで新たな発想のプログラムを生み出す
ことはとても難しく，短い授業時間の中では，あらかじめ想定されたプログラムを練習問題として用
意しておき，正解にたどり着かせるといった授業になりがちである。
ならば，現実に製品や装置に組み込まれているプログラムを類推させるために最低限必要な知識と

技能をロボットのプログラムを作成する実習で身に付けさせた上で，作り手によって現実の製品や装
置のプログラムに込められた創意工夫に気づかせ，彼ら自身の創意工夫の力を育むことも可能なはず
である。
今回の実践では，計測・制御のプログラムを作成する授業に重点を置くのではなく，現実の製品や

装置がどのようにプログラムされ，計測・制御されているのかを考えさせるための十分な授業時間を
確保した。さらに，今回の実践では，４人組（男子２人，女子２人の市松模様）でのグループ学習や，
成果発表（授業中の簡単なプレゼン）などを行わせることで，互いの意見を聴き合い，互いに学び合
う授業を展開した。
夏休みの宿題として提出させた「プログラム解析報告書」には９割を越える生徒が身近な製品や装

置のプログラムの働きをフローチャートで表し解説することができていた。

(1)指導目標
①技術教育あるいは情報教育としての指導目標
私たちの暮らしを支えている様々な製品や装置に組み込まれているコンピュータとそのプログラ

ムの働きを，フローチャートを用いて考え，説明することができる。
②中高の系統性に関する配慮点
現実社会におけるプログラムによる計測・制御の果たしている役割を実習を通して理解させるこ

とを重視し実践を行った。なぜ計測・制御が必要なのか生徒を納得させることが，高校での本格的
な計測・制御のプログラミング学習に取り組む生徒の内発的な動機付けにもなると考えた。

(2)学習指導要領との関わり
・D(3)ア コンピュータを利用した計測・制御の基本的な仕組みを知ること
・D(3)イ 情報処理の手順を考え，簡単なプログラムが作成できること
・技術を適切に評価し活用する能力と態度を育てる

３．単元展開

1時間目 コンピュータって何だ？ ・身近な製品や装置に組み込まれたコンピュータの働きを考え
グループで意見を出し合うことができる。

2時間目 プログラムによる計測・制御 ・ロボットへのプログラム転送の手順をおぼえる。
～ 実習 ・決められた処理を繰り返すプログラムを作成できる。

4時間目 ・赤外線センサーを用いて，路面の黒白を判断して動きを変える
プログラムを作成できる。

5時間目 身近な製品のプログラムをフ ・身近な製品や装置に組み込まれたコンピュータのプログラムを
ローチャートで考えよう フローチャートで表すことができる。

夏休み プログラム解析報告書作成 ・プログラムを分析して気付いたことわかったことをまとめる。
6時間目 まとめ（互いの報告書に付箋 ・様々な製品や装置に組み込まれたコンピュータとそのプログラ

でコメントを書き合う） ムの果たす役割を考える。
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４．代表的な授業

(1)授業概要
１時間目 コンピュータって何だ？

①コンピュータが組み込まれている製品や装置を書き出す。

②コンピュータが何をしているのか考えさせる。

・エアコンを例にして，組み込まれたコンピュータが何

をしているのか全体で確認する。

・各班で具体例を１つ決め，黒板に書き出させた上で，

組み込まれているコンピュータが何をしているのか班

で話し合わせる。

・班で話し合った結果を，全ての班に発表させる。

「デジカメでは，センサーからの情報を元にピントを

合わせるようにコンピュータが指令を出している。

・・・など」

考えさせる製品を班で１つとすることで，１人では考えつかないことでも互いに意見を出し合うこ

とができる。話し合いの際にはどんなセンサーが使われているのかを意識させることで何がプログラ

ムさせているかを考えさせた。写真のクラスでは，黒板に「信号機，ルンバ，カーナビ，電子レンジ，

自動ドア，風呂，エレベーター，冷蔵庫，エスカレーター，ケータイ」と書かれていた。

２時間目～４時間目 プログラムによる計測・制御実習

これまでの実践であれば，一番時間を重点的にかけていた計測・制御のためのプログラム作成実習

は３時間でコンパクトに実践した。第１に操作に慣れさせプログラムをロボットに転送させた。第２

に反復処理の制御プログラムを作成させた。第３に路面の白黒をみわける赤外線センサーからの情報

で動きを変化させる分岐処理のプログラムを作成させた。最終的にはライントレースのプログラムま

で実習させた。

順次，反復，分岐についてはあえてその言葉を用いず，練習問題を解くかたちで実習を進めさせた。

５時間目 身近な製品のプログラムをフローチャートで考えよう

フローチャートを示しながら順次，反復，分岐を伝え，それらの組み

合わせでプログラムされていることを説明した。生徒達には１時間目と

同様に，班で１つの製品や装置を選択させ，４人でそのプログラムを分

析させた。

最初には，例として示した自動ドアのプログラムと全く同じものを書

いてしまう生徒が多くいた。例えば，左図は車の衝突防止装置について

考えたある班のフローチャートだが，このフローチャートを書くまでに

いくつかの助言が必要だった。「ブレーキをかける前に警告音がなるらし

いよ。」「速度によってブレーキをかけるタイミングは変わるよね・・・。」

といった具合だ。４人組で話し合わせても，各班ともフローチャートが

一部書き上がったぐらいで，あっという間に時間は過ぎてしまった。

授業の最後に，数人の生徒に自分達の予想した製品や装置のプログラ

ムについて自らが書いたフローチャートをプロジェクターで投影させな

がら解説させた。当然だが，フローチャートを書くことができている生

徒はその働きを的確に解説できる。１時間悩み続けた生徒達からはその

論理的な説明に拍手がおくられていた。

生徒達には，この「プログラム解析報告書」を書き上げることが技術

の夏休みの宿題であることを伝え，しっかりと調べ，考えて書き込んで

くるように伝え，夏休みに突入した。

この時間に各班で話し合われたのは，「UFO キャッチャー，人感センサー付きエアコン，自動改札
機（切符のみ），センサー式エスカレーター，風呂の給湯器，タッチセンサー付き扇風機，自動販売

機，電子レンジ，ぶつからない車」などであった。

６時間目には，互いの報告書を読み合い，付箋でコメントを書き合う授業を実施した。
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(2)フローチャートの効果
夏休みの宿題として「プログラム解析報告書」を書かせた。２人の生徒について１時間目に書いて

いたこととの比較を試みたい。

・Kさんの場合

・Nくんの場合

1 時間目に，K さんは自動販売機につ
いて考え，プログラムの説明を断片的に

行っている。それぞれは間違いではない

が，それがどのような流れの中で行われ

ることなのか明らかではない。

夏休みの宿題では，自動改札機を切符

のみという条件付きで説明している。何

をきっかけにしてプログラムがどのよう

に流れるのかを手順を追って説明するこ

とができていることがわかる。

自動改札機の内部に関する説明もあり

K さんなりに調べ学習を行い，報告書に
まとめたことがわかる。コンピュータが

細かな手順を一瞬でこなしていることに

気づいている様子がうかがわれる。

１時間目にロボット掃除機について考

えた N くんは，それぞれの機能を断片
的に並べて表記するに留まっていた。

夏休みの宿題では，ハンドドライヤー

についてフローチャートで説明し，セン

サーからの情報を元に，どのように判断

し動かされているのかを手順を追って流

れで説明することができている。

感想には，意外に簡単であったという

表記もみられ，コンピュータがわけの分

からない何か複雑なものではなく，誰か

の手によってプログラムされたものであ

ることを意識できていることが読み取れ

る。
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フローチャートで表すことで，現実の製品や装置のプログラミングを実際にさせたわけではないが，

その働きを処理の流れを意識して分析することができていた。もしこれを既存のプログラミング言語

で実際にプログラミングさせたとしたら，どのような言語であったとしても，ちょっとした値の違い

などでまともに動かず，何より多くの教材（制御対象）が必要となってしまうだろう。現実社会でプ

ログラムとその計測・制御の技術が果たしている役割を考えさせるためには，曖昧ではあるが，フロ

ーチャートなどでプログラム全体の処理の流れをとらえさせることが有効なのではないだろうか。

(3)授業の評価
夏休みの宿題として提出させた「プログラム解析報告書」は９割以上の生徒がフローチャートとそ

の解説を書いて提出することができた。報告書には「記入して気付いたこと，わかったこと」を書く

欄が設けられている。以下にあるクラスの１０人分のピックアップを列記したい（タイトルは筆者）。

●身近なところにプログラムあり

・いつも利用していて，センサーが反応して動くということは知っていたが，反応してから，どのように動くか（ど

うして動くか）など，知らなかったので，このようなプログラムの解析方法を学び，自分で何となく理解でき，

良い機会になった。どの機械もプログラムされていることがわかった。でも，フローチャートをつくるのは難し

い。

・今回は自動改札機で「切符でいく」という条件のついたプログラムを解析しましたが，条件がついていてせまい

中でも様々なプログラムが入っていることがわかりました。普段何気なく数秒で起こっていることもたくさんの

プログラムが入っていて，私たちの生活に役立つように工夫されていることを実感しました。

・身のまわりの電子機器をフローチャートにするのは，すごく時間がかかった。今回調べた UFO キャッチャーよ
りも，もっと複雑な動きをするようなモノは世の中にたくさんあるのだから，命や意志を持たないものを動かす

のは難しいなぁと思った。

●プログラミングする人を尊敬

・たった，一つのことを自分で考えるだけでもたくさんのプログラムが入っていて，全部やると気が遠くなりそう

で，プログラミングの人はすごいなと思った。でも楽しかったからよかった。

・やりたいことは簡単で，言葉に書き表すのも簡単なのに，フローチャートを書こうとするととたんに，とても難

しくなってしまったので驚いた。「経過時間」のアイディアが出るのにも時間がかかってしまい大変だった。プ

ログラミングをする人を尊敬したい。

・今世の中にたくさんのプログラムされたコンピュータがあるけど，一つ一つ作る時間がすごくかかっていて自動

ドアやテレビ，冷蔵庫ができているからすごいと思った。これを考えている人は，安全，快適(便利）などいろ

いろ考えてプログラミングしている。

●フローチャートからわかるプログラムの特性

・複数のセンサーがついている時は，フローチャートも複数必要なのかなあと思っていたが，一つのフローチャー

トで全部表せたので，とても驚いた。プログラムをつくるという視点から見ると，どの製品にもたくさんのプロ

グラムが組み込まれていると分かり，驚いた。

・ぶつからない理由がわかった。距離や速度で警報を鳴らすなど，とても安全な車だとわかった。とても難しい仕

組みだと思ったけど，フローチャートにすると自分でも理解することができた。

・手順の繰り返しが多く，一つの手順が終わらないと次に進めない。たくさんの手順を一つのフローチャートで表

すと枝わかれが多くなる。

・こうしてフローチャートを記入していて，プログラムは「条件分岐」とその後の動作で成立していることに気付

きました。冷静に考えてみると，多分どの機械のプログラムも「これがこうだったらこうする」の塊，ただそれ

だけなんでしょうね。機械って意外と単純だなぁ・・・

意外と単純と書く生徒，やっぱり難しいと書く生徒，生徒の実感は様々であったが，概してフロー

チャートで身近な製品や装置の計測・制御プログラムを考えたことは，彼らにとってこれまでにない

新鮮な経験であったことがわかる。

何より彼らの気付きやわかったことが，「プログラミングがわかった」といったような狭い内容で

はなく，今現実に社会を支えているプログラムと計測・制御の技術について考えたことを中心に書か

れている。

最低限のプログラミングの経験の上に，グループ学習や簡単なプレゼンなどの学び合い活動を取り

入れることで，現実の製品や装置のプログラムとその果たす役割を考えさせることは十分に可能であ

る。
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５．実践者からのコメント

高校情報科で学ぶ可能性は残されてはいるものの，多くの生徒にとってはこれが最後のプログラミ

ング学習になるだろうことが予想される。最初のプログラミング学習だからといって，その技術が現

実社会でどのような役割を果たしているのかに触れずにプログラミング言語の操作教習をしただけで

授業を終えてよいはずがない。プログラミングによる計測・制御が必修化されたことで実践は広まっ

たものの，現実社会におけるプログラミングと計測・制御の技術とのつながりに欠ける実践が多いの

もまた現実なのではないだろうか。同じ教材を用いていたとしても，授業の組み立て方が変われば生

徒の学びも異なってくるはずだ。

生徒自身が，プログラムによる計測・制御をなぜ学ばなければならないのか納得できるような授業

展開を今後とも追求していきたい。

６．参考資料

〇本実践は下記教材を用いることでも実践可能である。

社名 山碕教育システム

品番 N8177
品名 制御学習プロロボ USBプラス ライントレースユニット付

価格 ¥2,900
http://www.yamazaki-kk.com/ （最終アクセス 2013/12/16）

〇現実の製品や装置の計測・制御に着目したのは下記の実践（テキスト）と研究が元になっている。

自動化からはじめるコンピュータ学習 技術教育研究会編

http://www.gikyouken.com/publication/auto/ （最終アクセス 2013/12/16）

中学校技術科「情報基礎」の教育課程開発 : 自動化からはじめるコンピュータ学習
Curriculum Development for Basic Information Technology in Lower Secondary Industrial Arts Education
教育方法学研究 : 日本教育方法学会紀要 18, 111-119, 1993-03-31
田中 喜美 東京学芸大学

http://ci.nii.ac.jp/naid/110007722807 （最終アクセス 2013/12/16）
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http://www.gikyouken.com/publication/auto/
http://ci.nii.ac.jp/naid/110007722807

