
プロッチはブロック状の命令アイコンをつない
でいくだけの簡単なプログラミングから、スク
リプト記述式による本格的なプログラミングま
で幅広く対応しています。
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　現代社会において、私達の身の回りに存在する様々な種類のコンピュータは、すべて「プログラム」によって動いている。これらの「プログラム」は人間が思い通りにコンピュータを動かすための、言わば「指示書」のようなもので、「プログラム」を
作成することを「プログラミング」と言い、プログラミングをする人を「プログラマー」と呼んでいる。
　コンピュータを思い通りに動かすためには、本来、コンピュータが理解できる言語である「機械語」を使って、その指示を伝える必要があるのだが、機械語は「０」と「１」だけを使った数字の羅列なので、私達人間が理解するのは非常に困難である。
そこで機械語を私達が理解しやすい「文字列」に変換した言語が必要となった。これが「プログラミング言語」である。

ビジュアルプログラミング言語とは
ビジュアルプログラミング言語とは、学習用に開発された「子ども
向けプログラミング言語」の事。プログラマーなどが使っているプ
ログラミング言語は、テキスト言語といい、文字で「ソースコード」
を入力するので、タイピングのスキルが必要。またソースコードは
英単語からできているので、それが分からないとプログラムを理解
することができない。そこで、タイピングスキルが無く、英単語を
知らない子供でもマウスやタッチパネルの操作でプログラミングを
楽しく学べるように、様々なビジュアルプログラミング言語が開発
されたのだ。

　2進法（０と１のみ）で書かれたプログラミ
ング言語。数字の羅列なので、プログラムを
書いた人以外は理解しずらく「低級言語」と
言われる。そのため、英単語や記号・数字な
どを組み合わせて、コンピュータに指示を出
すための言語が開発される事となった。こ
れらを「高級言語」という。

　「アセンブリ」はプログラミング言語の中
で最も機械語に近い言語である。そのため、
使いこなすのがとても難しい。主に、他の
プログラミング言語ではプログラムを書く
ことができない場合などに「アセンブリ」が
使われる。
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　史上初の高級言語で、その後に現れた
多くのプログラミング言語が FORTRAN
の影響を受けている。名前の FORTRAN
は「formula translation ( 数 式 翻 訳 )」
に由来。科学技術計算に向いた言語で、
非常に多くの数学関数やサブルーチン
を持つ。

　名前の BASICは「Beg inne rs　Al l -
pu rposeSymbo l i c　In s t r u c t i o n　
Code（初心者向け汎用記号命令コード）」に
由来。一時はアマチュアプログラマに定番の
プログラミング言語だった。日本では今でも、
高校の情報授業などで使われることも多い。

　「C」の後継として、「C＋オブジェクト指
向」の言語として誕生。「Cにプラスしたもの」
という意味で「C＋＋」と名付けられた。
　「C」と同じく、活用範囲が広いのが特徴
で、特に実行速度の速さが重要とされるゲー
ム業界では根強い人気があり、様々な家庭
用ゲーム開発で使われている。

　入門者向けプログラミング言語「Basic」
の進化形。主にWindows のアプリケー
ションを開発するために作られた言語で、
一体化された統合開発環境は使いやすく、
直感的にプログラミングが可能なので初
心者にも最適。

　日本人が開発したオブジェクト指向スク
リプト言語のため日本語で書かれた文献
が多いという利点がある。しかし、日本だ
けではなく、世界的にも人気を博している。

　マイクロソフト社の .NET　Frameworks
（ドットネット・フレームワーク）環境におけ
る主力言語。「C」よりもオブジェクト指向で
ありつつ「Java」の影響も強く受けている。
また「C++」ほど複雑ではなく、万人が使
いやすいように配慮されている。
　C#の名前は「C＋＋＋＋」が由来で、＋が
４つ合わさり、＃になった。

　「C」をオブジェクト指向的に拡張した言語。
「small　talk」というオブジェクト指向言語
を引き継いでおり、同じく「C」をオブジェク
ト指向的に拡張した「C＋＋」とは異なる言
語である。
　スティーブ・ジョブズに認められ、アップル
社のMacOS　Xや iOSアプリの公式言語
に採用されたことで爆発的に広まった。

　Python は「オブジェクト指向スクリプト
言語」と言われる。言語仕様が少なく文法が
シンプルなので、初心者にも優しい。
　ビッグデータを扱いたい人や人口知能の分
野で注目されるディープラーニングを研究し
たい人など、データサイエンティストには必
須の言語とも言える。

　PHPはWEBページ作成のために作ら
れた言語で、初心者でも比較的簡単に
WEB ページを作れるのが特徴。その名前
は「Personal　Home　Page（個人的な
ホームページ）」に由来すると言われる。

アメリカのMIT（マサチューセッツ工科大学）メディアラボが、子供た
ちの学習用として開発したビジュアルプログラミング言語で、学習用
のプログラミング言語としてはユーザーが最も多い定番ツールである。
HPで無償公開されており、パソコンのWebブラウザー上で動作する
ため、だれでも気軽に使うことができるのが特徴。「動かす」「回転する」
「音を鳴らす」などの命令がブロックになっており、これを自由に組み
合わせていくだけで、簡単にプログラムを作成することができる。また、
条件分岐や数式などの高度な命令も用意されているため、簡単なゲー
ムなどを作ることも可能。

Scratch JrScratchScratchScratchJrJrScratchScratchScratchJrJr
タブレットで使える、幼児向けの
「Scratch（スクラッチ）」。文字の
読み書きができなくても指先を
使ったドラッグ操作で「動く絵本」
を作ることができる。直感的な
操作を可能にするデザインのブ
ロックを採用しており、 「Scratch
（スクラッチ）」の入門編として使
える。

PROTCHPROTCHPROTCHPROTCHPROTCH
（プロッチ）

　名前のScala は「scalable（スケーラブル
＝小さいプログラムも大きいプログラムも記
述できるという意味）」に由来し。名前の由来
通り「いいとこ取り」の言語で、「オブジェクト
指向言語」と「関数型言語」を統合する言語
とも言われる。

　「軽量化言語」や「スクリプト言語」の父的
存在で「PHP」や「Ruby」も影響を受けて
いる。
　文字列処理を得意としており、Webサー
バー側のプログラムで活躍。いろいろな書
き方ができるほか、参考書も多いため、初
心者にもお勧めな言語。

　オブジェクト指向の代表的な言語で最
多のプログラマ人口を誇る。最初に学ぶ言
語 NO.1。
　公共システムや大企業の基幹システム、組
み込み機器、Webアプリ・Androidアプリ
などあらゆる場面で使われている。

　Webブラウザ向けにスタートした言語だ
が、現在はパソコンやスマホ・サーバー・組
み込みなどあらゆる分野に浸透中で、いまや
Webサーバー側アプリでも活躍。
　「Java　Script」は、「Java」に似たスクリ
プト言語だが、 「Java」とは異なる言語。　

　「Objective-C」の後継で、2014年よりアッ
プル社のMacOS　Xおよび iOSアプリの
公式開発言語に採用された新しい言語。い
ろいろな言語の良い部分を集めてできてお
り、短くスッキリときれいなプログラムが書
けるのが特徴。「関数型プログラミング言語」
と言われる。

　 名 前 のCOBOLは「Common　Business　
Oriented　Language（共通事務処理用言
語）」に由来しており、事務処理用のソフトに
多く使われている。
　非常に多くのプログラムがCOBOLで書か
れ、それらの多くが現在も稼働中であるため、
COBOLプログラマは今でも多く存在し、需
要もかなりある。現在でも重要な言語である。

　「構造化プログラミング」をサポートする
初期の代表的なプログラミング言語。もとも
と教育用に開発されたため、使われる場所と
しては大学の授業などが多い。歴史的に重
要な言語で、根強いファンがいる。

　名前のLISPは「list　processing（リスト
処理）」に由来し、関数型言語に分類される。

　OSなどの基礎部分のソフトウェア作りや、
ゲーム開発、家電向けなどで活躍する言語。　　　　　　
　「C」は応用範囲が広く、昔はこの言語から
勉強するのが一般的だった。しかしながら初
心者には高難易度の言語でもある。
　「C」という名前の由来は、先に「B」という
言語があり、「B」の次の言語という意味で名
前が付けられたと言われる。

　「PROTCH（プロッチ）」とは、プログラミング学習教材「プロロボ」のプログラム作成ソフトを、フローチャート式から「スクラッ
チ」ベースのブロック式に変更したものです。「プロロボ」の「スクラッチ」バージョンという開発コンセプトから「PROTCH（プ
ロッチ）」と命名されました。ブロック状の命令アイコンをつないでいくだけで、誰でも簡単に・楽しくプログラミングを行えます。

※プロッチ・エディターは、米国マサチューセッツ工科大学メディアラボが開発したオープンソースソフトウェア「SCRATCH・
　スクラッチ」を、カスタム化したブロックプログラミング学習ソフトです。

「計測・制御のプログラミン
グ」を行い、専用のロボット
を操作できます。

ロボットの制御に必要な命令ブロックのみを表示
するモードで、簡単に計測・制御プログラミング
が可能です。

プロッチを２台接続することで、チャットプログラムの体験
ができます。

コンテンツプログラミングで、アニメー
ションの作成などが行えます。

双方向性のあるゲームプログラミングが
行えます。
※ロボットの「接触センサ」や「光センサ」をスイッチとして
　使用し、画面内のキャラクターを動かすことが可能です。

2018年秋発売予定 開発中のため仕様変更の可能性があります。

プロッチ・エディター※画面
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！！ そんな悩みを「ビジュアルプログラミング言語」で解決!!
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ン
グ
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語
の
一
例
！！

やっぱり
プログラミングって
難しいのかな？

これなら、僕たちも
できそうだね！！

文部科学省が２０１０年からHP上
で無償公開しているビジュアルプ
ログラミング言語。「Scratch（ス
クラッチ）」を参考に開発してい
るため、基本機能は非常に似てい
る。

プログラミン
小学校へ就学する前の小さな子どもで
も「遊び感覚」で理解できるビジュアル
プログラミング言語。命令が「めがね」
や「指」などのパーツで表現されており、
文字や数値を使っていないのが特徴。
それぞれの命令はとてもシンプルだが、
それらを積み重ねることで、ある程度
複雑な動きも表現できる。

ViscuitViscuitViscuitViscuitViscuit
（ビスケット）

ビジュアルプログラミング言語とはビジュアルプログラミング言語とはビジュアルプログラミング言語とはビジュアルプログラミング言語とはと
こ
ろ
で･･･

「
ビ
ジ
ュ
ア
ル

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
言
語
」っ
て
な
に
！！

を使うと、こんなことができる！! プログラム作成ソフトが「スクラッチ」ベースになったことで、　　　　　　　　　　　　　　　　では、計測・制御プログラミング以外にも、様々な事ができるようになりました。

～今と昔のプログラミング言語～の をプログラミング言語発展 歴史 知ろう

！！

や
っ
て

み
た
い

へぇ～
プログラミング言語って
こんなに沢山あるんだ～

計測・制御のプログラミング コンテンツのプログラミングネットワークを利用した双方向性の
あるコンテンツのプログラミング

スクリプト記述式の
プログラミング4

オリジナル機能「プロッチモード」

1. 直進

2. 停止 3. 回転

4. 左折

プロッチで楽しく
プログラミングにチャレンジ

しよう！！

PROTCHPROTCHPROTCHPROTCHPROTCHPROTCHViscuitViscuit PROTCHPROTCHPROTCHPROTCHPROTCHPROTCHPROTCHPROTCHPROTCHPROTCHScratchScratchScratchScratch
（スクラッチ）

プログラミング言語って
何だろう？

ステージ

スプリクトエリア

ブロック
パレット

ブロック
パレット スプリクトエリア

「ロボット」の他、「制御」・「演算」・「データ・その他」
の命令ブロックのみ選択可能な状態に。

ブロック言語式

IDE スクリプト
記述式

ScratchJrScratchScratchScratchJrJr
（スクラッチ・ジュニア）

山崎教育システム（株）が「 Scratch
（スクラッチ） 」をベースに作成。ス
クラッチ同様、ブロック状の命令アイ
コンを組み合わせプログラミングをす
る仕様。専用のロボットを操作するた
めの命令アイコンを追加し、計測・制
御プログラミングを行えるのが特徴。

プログラミング言語には様々な種類がある【プログラミング言語発展の歴史】 一説によると300種類近くあるとも言われる「プログラミング言語」だが、現在プログラミングの現場で使われている主な言語は
せいぜい20種類くらいである。どんな種類のプログラミング言語があり、どのように発展してきたのか下の表を見て確認してみよう。


