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1 はじめに 
 情報処理技術の発達により，コンピュータ

の社会分野への応用は目覚しいものがある．

それにともない情報関連学部への入学者はコ

ンピュータの知識や興味は豊富な一方で，情

報処理技術を社会分野へ如何に応用していく

かという本質的な面での問題意識・興味が希

薄な傾向にある．既報[1]にて情報系学生（１

年次生）を対象に福祉情報システムと経営情

報システムの講義後に理解度と問題点，興味

に関する集計分析の結果を報告した．学生が

福祉情報領域への興味・関心および情報化の

必要性に対する理解が確認された一方で，経

営情報領域に対しては，普段の生活で接する

機会が多いにもかかわらず，福祉情報領域と

比して関心の低さや知識の少なさが見受けら

れた．また，情報処理技術の社会分野への応

用を指向した情報教育の第２報[2]として，２

年次生と３年次生へ実践している講義，演習

のカリキュラムについて紹介した．そこでは，

応用分野の授業をカリキュラムに取り入れ，

学生の志向や理解度を確認しながら情報処理

技術と応用分野との双方の知識を持ち，それ

ぞれの領域における専門家としての人材の育

成・指導が実施されている．  
 筆者らは岩手県立大学ソフトウェア情報学

部のソフトウェア設計学と経営情報システム

学の２つの講座を受け持っている．従来的な

情報科学のみならず，情報処理技術の応用面

を含めた情報技術者および研究者の育成を目

指している． 
 本研究では，情報処理技術の社会分野への

応用を指向した情報教育の実践として，主に 

４年次生に焦点を当て，カリキュラムの実施

内容とその課題について報告する． 
 
2 講義と演習計画 
本学部の全学生は，１年次から 20ある講座
のいずれかに所属し，教養と同時に専門領域

への取り組みが行われている．各講座では，

１年次から講座単位の授業枠が設けられ，３

年次後期までにソフトウェア演習Ａ，Ｂ，Ｃ

と情報システム演習Ａ，Ｂ，Ｃの各演習科目

が半期ごとに行われ，すべてが必修科目とな

っている．また，４年次では，卒業研究・制

作Ａ，Ｂの他に卒業研究を遂行するのに必要

な専門知識や技術的な領域等の調査・分析を

おこなう情報システムゼミＡ，Ｂがある． 
定員は１講座 8名から 10名程度であるが，

本研究室は 2講座あるため，１年次生 20名，
２年次生 20名，３年次生 23名，4年次生 16
名，大学院生４名(2002年度前期)が所属して
いる．また，教員数は 5名である． 
2.1 ソフトウェア演習Ａ，Ｂ，Ｃ 
ソフトウェア演習は学部の共通テキストに

てコンピュータの基礎，プログラミング（Ｃ

言語）等を学ぶ．その他に講座独自の学習が

設けられており，本研究室では福祉施設や工

場見学などの現場への見学と，それらに付随

する事前事後の学習を行っている． 
2.2 情報システム演習Ａ，Ｂ，Ｃ 
 学生は２年次後期から卒業まで同じ講座に

所属し，各講座は独自のカリキュラムを設定

する．本研究室ではこの枠内で社会的応用分

野への教育を行っているが，限られた時間で

あるため，効果的に専門領域の基礎知識に関



する講義，演習を行う必要がある． 
 ２年次後期からはじまる情報システム演習

では，経営科学の基礎，マネジメントの基礎，

財務会計の基礎，福祉システムの基礎につい

て習得し，その後に各分野に特化した形での

講義・演習を行う．しかし，既報[1]で明らか

になったように多くの学生が情報処理操作に

興味を示す一方，基礎知識を座学のみで進め

ることは，抵抗を抱く傾向がある．したがっ

て，学生の興味・関心を失わせることなく教

育を進めるため，表１のように両方の領域を

複合させるカリキュラムを組み，講義・演習

を進めた． 
表１ 情報システム演習のカリキュラム 
演習名 内容 

情報システム設

計の基礎理論の

習得 

(２年次後期) 

テーマの設定 

基本設計書と概要設計書の作成 

プログラム作成 

プレゼンテーション 

統計の基礎と経

営科学の基礎理

論の習得 

(３年次前期) 

統計の基礎 

 平均と分散，平均値の検定 等 

経営科学の基礎 

 線形計画法，PERT 等 

情報システム開

発への応用 

(３年次後期) 

ＣＡＤ/ＣＡＭ 

会計情報システム 

生産情報システム 

データマイニング 

福祉システム 

シミュレーションシステム 

 
3 卒業研究・制作と情報システムゼミＡ，Ｂ 
 ４年次生に対する卒業研究の指導方法は，

以下の通りである． 
3.1 研究領域とソフトウェア 
 ３年次までの演習で手法や理論を習得し，

代表的なソフトウェアを用いてより理解を深

めたが，自分の研究領域と手法，理論の関係

は未定である．そこでまず，各分野の先進的

で代表的なソフトウェアに触れ，仕組みや必 

表２ 研究領域とソフトウェアの対応表(一部) 
領域 障

害

者

支

援

生

産

計

画 

流

通

管

理 

在

庫

管

理 

Ｃ

Ｒ

Ｍ

学

生

数 

院生

ソフトウェア 
R
君

K
君 

Y
君 

O
君 

  

XML 
(Tamino) 

○  ○ ○  3

DB 
(オラクル) 

○ ○ ○ ○ ○ 4

Web 
(Java/Apache) 

  ○   2

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 
(Witness) 

  ○ ○  3

統計 
(SPSS) 

○   ○ ○  

ﾃﾞｰﾀﾏｲﾆﾝｸﾞ 
 

    ○ 2

業務系ｼｽﾃﾑ 
(SAP R/3) 

  ○ ○ ○  

生産ｽｹｼﾞｭﾗｰ 
(APSTOMIZER) 

 ○ ○ ○  2

線形計画法 
(Lingo Lindo) 

 ○     

業務分析 
(Work Flow An.) 

 ○     

 
要としている機能を体験することから始める．

最初に表２の研究領域とソフトウェアの対応

表を基に関連するソフトウェアの内容を理解す

ることで，自分の研究領域を決定する参考とし

た．  
3.2 研究の進め方 
参考にするソフトウェアを決定した後，５

月の半ばまでは，毎週の報告会を行った．こ

れにより各自の理解度，進捗度を確認し，研

究領域の決定に対応することができた．５月



の半ば以降は，２週間に１回，卒業研究・制

作 Aにて発表とディスカッションを実施した． 
また，表２に示すような研究領域が所属す

る大学院生と重なる場合は，大学院生と共同

で進めた．さらに実社会の実際の問題を取り

上げる場合は，工場見学，施設見学を行い，

実際の情報システムを操作したり，運用者か

ら直接に問題点や改善点を明らかにし，研究

テーマを模索した．以下にその例を抽出し，

研究テーマと概要を示す． 
■ 日本手話を重視した学習支援システムの

開発 
【概要】近年，テレビ番組など生活の様々な

場面で手話を目にするようになっており，手

話に対する人々の認識が高まってきている．

手話の中にはろう者が母語として使う「日本

手話」と音声言語である日本語に手話単語を

一語一語あてはめていく「日本語対応手話」

の２種類あるが同じ手話であるという誤解が

多い．ろう者とのコミュニケーションには前

者が望ましいが，現在，聴者を対象とした手

話教室や学習教材は後者を扱っているものが

多い．また，手話学習システムの多くは会話

文や単語を辞書的に整理したものが多く，学

習プロセスについては十分に考えられていな

い．  
したがって，初心者が日本手話の文法およ

び単語の用法を単元別に学習し，基表的な日

常会話ができる知識をつけるための学習シス

テムを検討した．なお，本研究は学部生と大

学院生との共同により行われた． 
■ 陸上競技の記録 DBの適用，陸上競技の記
録管理システム 

【概要】岩手県営陸上競技場の情報システム

は大会の運営をスムーズに行うため記録の伝

達，上位決勝進出者の準決勝，決勝の組み合

わせ等の機能がある．しかし大会終了後の記

録の集計，過去の記録との比較は年末に行わ

れるのみである．これらを解決するため，本

研究では競技会運営にかかわる業務フローを

作成し，データの流れをまとめ，記録データ

ベースを構築する．その実現のため実際に開

催された陸上競技会における実施調査や協会

関係者からの聞き取り調査を何度も重ね，そ

れらのデータを用いて記録の分析を行える情

報システムを提案した． 
■ 食品製造工程における生産スケジューリ

ングシステム，食品メーカにおける出荷計

画システム 
【概要】食品製造工程では，食品の賞味期限

の制約があり，適切な生産計画と出荷計画を

立案しなければならない．これらのテーマで

はパン製造工場の見学を行い，限られた設備

で生産計画（パンの製造の順番や製造数量）

を決めるアルゴリズムの開発と小売店への配

送ルートを考慮したパンのピッキングシミュ

レーションを行えるシステムを提案した． 
 
卒業研究・制作とは別に，情報システムゼ

ミでは，卒業研究を遂行するのに必要な専門

知識や技術的領域等の調査・分析を行う．情

報システムゼミＡでは前者に重点を置き，３

年次前期の統計の基礎と経営科学の基礎理論

の復習を目的として，解説書（演習問題を含

む）の作成，発表資料の作成を行った(表３)．
その成果を３年次生に発表することにより，

卒業研究の領域を再認識する一助とした． 
表３ 情報システムゼミＡの内容 

回 内容 

1 平均値と標準偏差，確率 

2 母平均と標本平均，二項分布と正規分布 

3 母平均に関する推定，ｔ分布 

4 平均値の検定（σ既知，σ未知） 

5 相関分析，回帰分析 

6 回帰分析(検定と推定)，重回帰分析 

7 線形計画法 

8 PERTによる日程管理 
9 待ち行列とシミュレーション 



情報システムゼミＡの内容と担当した４年次

生の卒業研究との関係の一部を次に示す．(情
報システムゼミＢは後期開講) 
(1) 確率，正規分布 
道路の交差点における車の交通渋滞を改善

する方法についてシミュレーションモデルを

用いて明らかにする学生が担当し，自動車が

交差点に到着する間隔に確率，分布を使用し

ている． 
(2) 平均値の検定 
筋肉トレーニングメニュー作成システムを

製作している学生が担当し，トレーニングに

より体重の減量に効果があるのかどうかを平

均値の検定で検証している． 
(3) 重回帰分析 
各種の経済データより年間の平均消費支出

額の予測式を求めることをテーマとしている

学生が担当し，変数選択を組み込んだデータ

マイニングシステムを構築した． 
(4) 待ち行列とシミュレーション 
医療機器のサービスマンの人員配置問題を

テーマとしている学生が担当し，故障の発生

の頻度と必要とするサービスマンの数をシミ

ュレーションモデルを構築して明らかにして

いる．  
3.3 成果の発表 
成果は，学部に所属する４年次生全員の卒

業研究・制作を各自Ａ４用紙で２枚にまとめ，

「卒業論文要旨集」を発行した．さらに論文，

システム設計（基本設計，概要設計）の構成

で，卒業論文誌として製本を行った．また，

広く成果を公表する観点から，「卒業論文成果

発表会」を実施した．一人あたり 30 分で発表

20 分，質疑応答 10 分とし，学内だけでなく

企業の情報システム部門の方や学生の就職先

企業，自治体にも参加を可能とした． 

 また，情報システムゼミで作成した統計の

基礎と経営科学の基礎理論のテキストはコン

パクトディスク(CD)に集約し，来年以降は後

輩が引き継ぎ，更新していく予定である． 
 
4 おわりに 
 社会分野への応用を指向した情報教育の方

法について筆者らの講座で実施しているカリ

キュラムを報告した．そこでは，卒業研究・

制作の研究領域とソフトウェアの関係を示し

た．また，工場見学・施設見学を行い，実社

会の情報システムに触れ，利用者の立場で研

究テーマを設定した．最後に成果の発表とし

て，要旨集と論文誌を作成し，学外への公開

発表会を実施した． 
このように，現在使用されているソフトウ

ェアを操作し，実際に使われている情報シス

テムを見学する一方，実社会での問題を認識

しながら理解を深めることが，社会分野への

応用を指向した情報システム構築の教育にと

って有効であることが明らかになった． 
今後は，福祉，医療，行政等の他分野への

情報システムの拡張が必要である．このよう

な社会分野への広範囲な適用のためには，使

いにくさを極力減らしていくユーザビリティ

の向上が不可欠であり，この点も実社会の問

題点を背景にカリキュラムに組み込んでいく

予定である． 
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