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　本稿では東京大学教養学部における科目「情報科

学」について述べる．この科目は

情報科学の基本概念や思考方法を主とし，プロ

グラミングはその学習の手立てとする

ことを目標にしているが，その中でのプログラミン

グの役割について紹介したい．なお本稿は筆者個人

の視点で書いたものであり，本科目を担当している

他の教員や，大学としての見解を述べたものではない．

✔✔ 誰に教えているか

　本科目は1年次の冬学期に週1回開講される☆1選

択科目であり毎年およそ600人の学生が11クラスに

分かれて受講している．学生は1年次の夏学期に「情

報」という必修科目を学んでいるが，本科目受講時に

は専攻学科は決まっておらず，情報系の学科に進学

するかもしれない学生も，情報系でない☆2学科に進

学する学生も混在している．

　対象者の（将来の）専攻が多岐にわたるため，科目

の位置付けは複眼的なものになっている．つまり，

情報系の専攻で必要となる基礎知識と，情報系以外

の専攻でも最低限知っておいてほしいことの両方を

教えることを意識している．

✔✔ 何を教えているか

　表 -1に本科目が使用している教科書 1）の目次を示

す．全体は2部に分かれ，前掲の「情報科学の基本概

念や思考方法」は第 II部になる．第 I部では，それを

理解するために必要な最低限のプログラミングを一
☆1 東京大学教養学部では夏・冬の2学期制をとっており，週1回の授業

時間は90分である．
☆2 文科系・理科系を問わずすべての1・2年生の履修が許されている．
ただし，本連載の「連載開始にあたって」で「東京大学・理科系」と紹
介されたように実際の履修者の大多数は理科系である．

通り教えている．実は本科目がスタートした当初は，

いきなり「基本概念や思考方法」をプログラミングと

並行して教えるカリキュラムであった．しかし，先

にプログラミングを一通り教える方が学生の混乱も

少ないこともあり現在のようになっている．

✔✔ プログラミングを教える

　第 I部は，いわゆる「プログラミング教育」に相当

する．しかし，あくまでも第 II部を学ぶための準備

という位置付けから，思い切って簡単にしている点

が多い．

　まず使用するプログラミング言語はRuby（をその

対話的処理系 irbを通して使うこと）とした．選択に

あたっては対話的処理系があること，処理系が多く

のOSにあり入手が容易なこと，日本語の情報が豊

富にあること，配列・レコード・オブジェクト指向

等の機能が無理せずに使えること，グラフィック表

示機能があることなどのさまざまな条件を考慮した．

　Rubyを使うに際しては，その豊富かつ強力な言語

機能が問題となった．これらは短い期間で紹介する

には種類が多すぎるため，第 I部は変数代入，関数定

義，基本制御構造（if, for, while）だけを使って教える
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連載

第 I部 必要最小限のプログラミング
      第 1章 数の計算と関数
      第 2章 配列による画像の表示
      第 3章 条件分岐と繰り返し
      第 4章 関数から計算へ
第 II部 プログラミングを通して学ぶ情報科学の諸概念
      第 5章 アルゴリズムと計算量
      第 6章 数値計算
      第 7章 パターン認識
      第 8章 レコードとオブジェクト
      第 9章 データ構造と再帰
      第 10章 いろいろなプログラミング言語

表 -1　授業内容とその順序
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プログラミング，何をどう教えているか連 載

ことにした．結果としてまったくRubyらしくない

プログラム（たとえば図 -1（左）のような形式）にな

ってしまったが，本科目の範囲では特に問題にはな

っていない．むしろ教員がプログラム例を作るときに，

しばしば教えていない言語機能を使ってしまうこと

の方が悩みであった．

　Rubyが標準的なグラフィック表示機能を持って

いないこともまた問題であった．そこで本科目では

独自のライブラリを読み込んだRuby処理系を作成

し☆3，数値2次元配列をビットマップ画像として表

示する関数を使えるようにした．これを用いて，配

列や繰り返し構文の練習を視覚的に行うことができ

た．たとえば図-1（左）は筆者が2, 3週目に示してい

る例題であるが，学生はこのような関数を書くだけ

で図 -2（左上）のような画像を対話的に表示するこ

とができる☆4．このRuby処理系は一般的なもので

ないため，学生が個人で使う環境でも簡単に使える

ようにすることが課題となっている．

　「繰り返し」を教えるのに for，whileループを使う

か再帰関数を使うかは，担当教員の間でも意見が分

れた．世間でより使われているループを教えるのが

自然だという意見も，学生が状態遷移的な考え方に

染まる前に再帰関数を教えたい（そのような教科書

も実際ある 2）)という意見もあったため，本科目では

両方を担当者の好きな順序で教えることにした．筆

者自身が再帰関数を先に教えた印象では，多くの学

生はさほど混乱せず学んでいるようではあるが，比
☆3 RubyのグラフクスライブラリStarRubyの製作者，星一氏に作成し

ていただいた．
☆4 配列による画像表示のアイディアは，本科目の前身である科目「計算

機プログラミング I」において，担当者の1人である久野靖氏が行って
いた課題による．

較検証をするには至っていない．

✔✔ プログラミングで教える

　第 II部の各章は独立しており，それぞれ簡単なプ

ログラムを作りながら教えるスタイルになっている．

各章の内容を短く紹介する．「アルゴリズムと計算量」

ではFibonacci数の計算と整列法について複数のア

ルゴリズムを示した上で計算量概念を紹介し，プロ

グラムの実行時間との対応を見る．「数値計算」では，

複数の数値積分アルゴリズムによる計算精度の違い

の比較・実数データ表現と誤差の種類・連立1次方

程式の数値解法を紹介している．「パターン認識」で

はシーケンスアライメント問題を紹介し，それを解

く動的計画法を用いたアルゴリズムを紹介する．「レ

コードとオブジェクト」では図形の描画という題材

を通して，レコード型・カプセル化・多相性・継承

などの役割を紹介している．「データ構造と再帰」で

はカラオケ予約リストや電話帳を題材に，リスト構

造・二分木構造の表現とそれに対する操作を紹介す

る．「いろいろなプログラミング言語」では，機械語，

アセンブリ言語，インタプリタ，コンパイルなどの

プログラムの実行に関する概念と，関数型・論理型

プログラミング言語を紹介している．

　工夫としてはやはり可視化がある．たとえば計

算量の紹介では，gnuplot☆5を随時呼び出すライブ

ラリを用意し，指数時間アルゴリズムの実行時間が

図-2（右上）のようなグラフとして観察できるよう

にしている．オブジェクトを使う例としては，曲線・

☆5 数値プロットグラフを作成するオープンソースソフトウェア．
http://www.gnuplot.info/

図 -1　本科目で用いるプログラムの例（左）．2 次元配列を作る関数 make2d はあらかじめ与えている．関数
b は別に定義している．これを Ruby 言語の熟練者に見せると「for 文はほとんど使わず，右のように書く」と
言われる．

def sphere(s)
  image = make2d(s,s)
  for y in 0..(s-1)
    for x in 0..(s-1)
      image[y][x] = b(s,x,y)
    end
  end
  image
end

def sphere(s)
  Array.new(s) { |y|
    Array.new(s) { |x|
      b(s,x,y)
    }
  }
end
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円などをクラスとして定義し，描画や回転操作を行

う例題があり，前述のビットマップ画像表示ライブ

ラリを通して図-2（左下）のような模様を表示させ

ている．再帰データ構造の紹介では，Rubyのメタ

プログラミング機能を使ってデータの参照関係を調

べ，それをGraphviz☆6によって表示させるライブラ

リを用意している．学生はデータ構造を操作するた

びに図-2（右下）のような表示を得ることでその結

果を確認することができる．

　このような工夫は小手先のものではあるが，学生

の意欲を引き出す効果はあると筆者は考えている．

実際，図-2（左上，左下）の例にならって学生自身に

好きな図案を描くプログラムを作らせる課題を出す

と，凝った内容の作品も多く提出され，毎回驚かさ

れている．

✔✔ どう評価しているのか

　教員にとっての科目の評価とは，(選択科目なの

で)履修率や履修した学生の理解度，満足度などに

なる．毎年，中心となる担当教員の間で反省会を開き，

☆6 グラフ構造を可視化するオープソースソフトウェア．http://www.

graphviz.org/

内容や教え方の改良についての議論をしている．「教

えたいこと」が増えてゆく一方で，履修率を高めるた

めに内容を減らす必要もあり，そのバランスに腐心

している．

　一方，履修した学生の評価─成績評価─の方法も

大きな問題であり，プログラミングと基本概念の両

方を成績に上手く反映させることも大きな課題とな

っている．現在は授業期間中のレポート課題と，全

クラス共通の筆記試験の両方を課している．プログ

ラミング能力そのものには重点を置かない科目であ

るため，筆記試験は主に概念の理解を問うことなる．

しかしプログラムを使って問題を出したり解答させ

たりすることは避けられないこともあってか，適切

な難易度の問題を作ることが難しいのが実感である．
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（平成22年8月7日受付）

図 -2　可視化の例
（左上）配列・繰り返し・条件分岐を用いた模

様の作成．（右上）Fibonacci 数の 2 つのアル
ゴリズムの実行時間（ただし線形時間アルゴリ
ズム fi bl の時間はほぼ X 軸に重ってしまって
見えない）．（左下）オブジェクト指向を用いた
図形の操作と描図．（右下）二分木データ構造．
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