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第一章 研究の背景 
 
 
 
第一節  研究目的 
 
現在，コンピュータを用いた様々な CAI(Computer Aided Instruction)が利用

されている．CAI は，練習演習様式(drill-and-practice mode)，個別教授様式

(tutorial mode)，問合せ様式(inquiry mode)，ゲームシミュレーション様式

(game and simulation mode)，問題解決様式(problem solving mode)に分類され

ている（木村 1979）．近年のコンピュータの発展により，高度な計算機能を利

用した教材を作成することが可能となった． 
インターネットの急速な普及により，Web 上でそのまま学習できる教材も促

進されている．しかし，Web 上で学習が可能なシミュレーション教材はほとん

ど見られず，ソフトの形で配布されているものが多く，クイズ形式やゲーム形

式，シミュレータ形式など様々な種類のシミュレーションが存在する． 
本研究では，コンピュータの高度な計算機能を利用したシミュレーション教

材と Web 上で学ぶことのできる教材に注目し，シミュレーションを扱った授業

実践を元にしたシミュレーション型 CAI を Web 上で開発することを通して，シ

ミュレーション教材の有用性を明らかにする．  

 1



 
第二節  シミュレーション 
 
1-2-1 シミュレーションの定義 
 シミュレーションは「各種の現象や大規模なシステムを，その数学的モデル

を用いて模擬すること(p.313)」（情報処理用語大辞典編集委員会 1992)と定義

されている．そして，コンピュータの演算能力を利用して，その数学的モデル

をコンピュータ上で実現するのが，コンピュータシミュレーションである．コ

ンピュータシミュレーションとは，「適切なソフトウェアを用いて，コンピュー

タ上で，実際のシステムの挙動をまねるための手法や応用の広範囲にわたる集

合(p.1)」（W.D.Kelton et al. 1999）と定義される． 
一般に「シミュレーション」という言葉から連想するのはコンピュータシミ

ュレーションであることが多いが，紙に記入した内容を計算することで結果を

出すようなものもシミュレーションに含まれる． 
 この論文において「シミュレーション」とは，特に断らない限り「コンピュ

ータシミュレーション」を指すものとする．今日，コンピュータの処理速度や

ソフトウェアの性能が以前に比べて格段によくなってきているため，シミュレ

ーションはより普及し，より複雑な内容を扱うことができるようになってきて

いる． 
 
1-2-2 シミュレーションの利点 
 シミュレーションの最大の利点は，「極めて複雑なモデルを，対応する複雑な

システムについて，扱うことが出来ること(p.9)」（W.D.Kelton et al. 1999）に

ある．他の手法では，モデルを極端に簡単な形に直さなければ解析できないよ

うな複雑なシステムでも，元のシステムに近い形で解析することができる．し

たがって，シミュレーションはモデル研究の手法の中では最も忠実にモデルを

再現することができる手法で，モデルを簡単な形に直すことによって妥当性が

失われることを最小限に抑えることが出来る．これは，融通が利き威力のある

ツールであるということである． 
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第三節  シミュレーションの教育への利用 
 
 日本教育工学会(2000)によると，教育分野でシミュレーションを行う目的は，

以下の通りに分類できる． 
① 高価や危険などの理由で（実験などの）現実が困難な環境を再現できる． 
② 極微，超高圧の世界など，現実に体験することが不可能な世界を模擬す

ることができる． 
③ 現実のある要素を誇張した環境を作り出すことができる． 
④ 基礎的な訓練で，できるだけ現実に近い世界を実現することができる． 
①の目的では，何らかの危険を伴う実験をシミュレーションによってできる

ようになることを示している．②の目的は，同じ環境を再現することが困難で

ある場合，③の目的は，現実に作り出すことが不可能である極端な例が必要な

場合に，それぞれシミュレーションの利用が考えられる．④の目的は，シミュ

レータによる訓練を示している． 
本研究では特に①の目的に着目し，現実に実行できないことを擬似的に実行

することで，理論的に説明するよりも理解し易くなると考えた．本研究で開発

する教材のテーマである「自己破産」は，実際に借金をしたり自己破産に陥っ

てしまうことは危険を伴い，仮に行うとしても費用がかかる．そのため，自己

破産という題材は，「シミュレーション」によって学習することが適している． 
また，そのような危険な環境において何度も繰り返して学ぶという事は，現

実には不可能であるが，シミュレーションを用いることで，パラメータを設定

し変更しての繰り返しの学習や発見的な学習が可能になり，理解を深めること

ができる． 
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第四節  先行研究 
 
 シミュレーションを教育に利用した例は多数存在する．シミュレーション型

ＣＡＩには多くの形式が存在し，それを個人で利用するか授業で利用するかに

よっても条件は異なってくる．授業という点では，ＣＡＩでないシミュレーシ

ョンを用いた授業もある．その中で，シミュレーションを教育に利用した研究

例には以下のようなものが存在する． 
 例えば、振り子の衝突現象を題材にしたシミュレーション学習支援システム

を用いた研究（岡本ほか 1997）がある．学習者の設定した係数や重さからシ

ミュレーションを行い，振り子の動きを再現する．十分に学習が行われると，

学習者の入力によって問題が提示される．回答すると，正解不正解に関わらず，

入力された回答に対するシミュレーションが行われる．不正解であれば，再び

入力画面に戻るが，ここでパラメータの値を変更すると，どのように結果が変

わるかについての説明が表示される．以上の操作を繰り返すことによって，学

習者は定型的な理解を促されていく． 
 また、中学校技術科電気領域における 1 時限分の利用を想定したシミュレー

ション・ソフトウェアを用いた研究（橋本・松本 1992）もある．教師が主導

する一斉指導バージョンと，生徒一人ひとりに与えられる個別学習バージョン

が存在する．一斉指導バージョンは生徒自身で操作できないが，個別学習バー

ジョンは各自の必要度に応じて幾度も繰り返してシミュレーションを行うこと

ができる．両バージョンとも使用者が支持しない限り先に進むことのできない

使用者主導型のソフトウェアで，個別学習バージョンでは解説文章はシミュレ

ーションの進行に合わせて追加・切り替えされるように設計されている． 
 英会話ＣＡＩシステムのための対話シミュレーションを用いた研究（岡本・

矢野 1995）もあった．典型的な会話パターンを疑似環境として提供すること

で，会話の流れの理解，状況に応じた経緯表現の使い分け等を訓練することを

目的としている．ロールプレイングゲーム方式を採用することで，学習者主導

で試行錯誤を行わせる自由学習の学習形態を採用している． 



 
 
 

第二章 「自己破産」授業実践 
 
 
 
第一節 「自己破産」授業実践について 
 
 本研究では，「自己破産」授業実践例（大江）を研究対象として取り上げた．

実践例の内容は表 2-1 の通りである． 
 

表 2-1 「自己破産」実践例の内容 

 

 
この授業は，教師の質問に対して生徒が回答していくことで進んでいく．質

問は「このグラフは何のグラフであるか」などといった，知らなければ正確な
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解答をすることが難しい質問が多い．したがって，生徒は自分が推測したこと

を意見として回答する．生徒の意見をまとめた後，教師が問いに対する説明を

行い，回答を与える．ほとんどの発問に対しては明確な回答が与えられている

が，発問６にだけは明確な説明が与えられていない． 
発問１は，１９８９年度～１９９５年度の自己破産申請者数のグラフを提示

し，それが何のグラフであるかを問う問題である． 
発問２は，自己破産した際に受ける処罰について尋ねる問題である．生徒が

意見を挙げた後，教師が説明する．説明のため，自己破産後に課せられる制限

が５つ挙げられる． 
発問３は，発問１のグラフによると１９９５年度までは減少傾向であるが，

１９９６年はどうであるかを問う．生徒に「増加」か「減少」を選択させた後，

教師が説明する． 
発問４は，１９９６年度に自己破産申請者数が増加した原因を問う問題であ

り，発問３と関連した内容となっている．生徒が意見を挙げた後，教師が説明

する． 
発問５は，発問４の回答に関連した問題であり，「無人契約機の出現」が原因

とされたが，なぜ「無人契約機の出現」が自己破産申請者の増加に繋がるのか

を問う．生徒が意見を挙げた後，教師が説明する． 
発問６では，借金することに対しての是非を問い，生徒が挙げた意見をまと

める．この発問では，説明が与えられない．  
発問を終えた後，作業１「借金のシミュレーション」を行う．このシミュレ

ーションでは，自己破産となる自己破産限度額を理解することを目的としてい

る．まず，借金によって買い物をして，その合計金額が設定された借金額の境

界を超えたか否かで自己破産が判定される．そして，その境界を算出する公式

「毎月の返済可能金額（毎月の手取りから生活費を引いた金額）×１２×５カ

月」が説明７で説明される．また，「自己破産ギリギリまで借金する」ことを

競う指示もあるため，自己破産限度額未満で最も高い金額で借金をした者が勝

者として扱われる．説明では，利子についての説明が少し含まれている． 

「借金のシミュレーション」を終えると，自己破産者からの手紙の紹介があ

り，最後に感想を書かせて終了である． 
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第二節 「借金のシミュレーション」の問題点 
 
 実践例では，「借金のシミュレーション」が存在するが，シミュレーションと

して成立するためには不十分な内容である． 
 実践例では，自己破産について自己破産限度額を決定する式をモデルとして

利用している．数学的モデルの式を用いて，借金総額が自己破産限度額を超え

ているかどうかの判定を行っているが，借金総額のみが判定基準になっている．

自己破産において，利子による借金の増加は重要な要素であるにも関わらず，

判定においては無視されている．それにより，借金額の変移などの重要な要素

が全く理解できない．シミュレーションは，パラメータを設定することで，そ

れに応じた結果を返すようでなければならないが，「借金のシミュレーション」

では手取りや生活費などの条件が固定されており，条件による結果の違いにつ

いてシミュレーションを行うことができず，自己破産か否かのみでしか判定さ

れない． 
 したがって，実践例の「借金のシミュレーション」は，「自己破産について知

ることができる」という学習目的に適したシミュレーションではないと結論付

けることが出来る．
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第三節 改善計画 
 
本研究の目的は，実践例（大江）のシミュレーション部分を改善することで

ある．だが，自己破産について学習できるシミュレーション教材を一度に構築

するのは困難である．したがって，段階的に分けて改善していき，データを収

集するためにWeb教材，シミュレーション教材，応用教材の３段階に分けて教材

を設計・開発することとした．各段階における開発上の変更点を表2-2に示す． 

 
表 2-2 自己破産教材の開発の段階 

 

 
Web教材は，授業実践を自学自習用の教材として，Web上で開発した．基本的

に学習内容は同一とし，必要であれば質問の形を回答しやすいように変更し，

回答を選択式に変える事で，Web上で自学自習できるように再構成した．また，

作業１は，実践例に近い形で実現するため，購入した商品の合計額の計算と結

果の判定を自動化するのみとした． 

シミュレーション教材は，Web教材の作業１の部分を学習内容と形式はそのま

まにシミュレーション部分を再構成した．説明７で説明する内容もシミュレー
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ションの一部として含めた．それ以外の部分はWeb教材と同様である．シミュレ

ーション部分はWeb教材と同様の公式を基本とし，利子によってどのような形

で借金額が動くか，返済額を設定した場合にどのような形で借金が減っていく

かを擬似的に計算し，表示している．手取りや生活費などの条件を変更して，

それによって自己破産限度額の挙動も変化する．実際の借金額の挙動を簡略化

してはいるが，コンピュータ上で借金額の挙動を真似ている点により，シミュ

レーションと言える． 

応用教材は，実践例で行った学習内容や形式にこだわらずに，自己破産を学

習するためのシミュレーション型教材を設計する． 



 
 
 

第三章 Web 教材 
 
 
 
第一節  Web 教材の設計 
 
3-1-1 目的 
Web上で学習できる教材を作成するための最初の段階として，授業実践（大江）

を自学自習用の教材として，Web教材を開発した．基本的に学習内容は同一とし，

質問を回答しやすいように変更する．また，作業１は，実践例に近い形で実現

した． 

 
3-1-2 実践例からの変更点 
(1) 発問・説明部分 
 実践例では，発問・説明については，発問後に意見を募り，後に解答を行う

という形である．その点を考慮し，本教材でも発問に解答した後に説明を提示

する，という形で設計した．表 2-2 に示している発問と説明を同時に参照でき

るように構成することにした． 
(2) 作業１ 
 作業１については，実践例と同様に買い物をした合計金額から判定する形で

Web 上で実現することとした． 
 問題となるのは，商品を購入する上での選択方法である．実践例においては，

表記外の商品についても「その他の商品名や金額は，個人で自由に書き込んで

もよい」となっているため，表記外の商品を複数選択することも可能である．

これを Web 教材で実現するには，自由入力の入力フォームを複数用意する形が

考えられる．この場合，実践例と同様，商品例をリストとして別に用意するこ
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とになる．他には，表記されている商品を選択する形式にして，自由入力の入

力フォームを別に用意する形も考えられる．  
 また，選択された商品の合計金額を自動的に算出する．そして，合計金額と

自己破産限度額を比較して，判定された結果を表示する． 
(3) 手紙 
 実践例では，作業１が終了した後，自己破産者からの手紙の紹介がある．実

践例通りに，自己破産者からの手紙を表示するのみとした． 
(4) テスト 
 実践例では最後に感想を書かせるのだが，Web 教材は自学自習を目的とした

教材として作り直している．したがって，感想の入力は求めず，教材の学習効

果を確認するために事後テスト（鈴木ほか 1995）を用意した． 
 事後テストでは，明確に教材の成果を点数で算出する必要があったため，作

業１で学習できる公式に加え，各発問と同様の問題を出題する内容に設定した． 
 また，正解・不正解の判定と採点を Web 上で行うことにした． 
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第二節  Web 教材の開発 
 
3-2-1 開発環境 
 Web 上で利用できるように，HTML 言語を用いて開発した．また，事後テス

トと作業１「借金のシミュレーション」は，CGI として開発し，その際に cgi-lib.pl
（CGI ライブラリ）と jcode.pl（日本語環境）を利用した． 
 ブラウザは Windows2000 上の Internet Explorer ver.5.5 と UNIX 上の

Netscape ver.4.75 で動作を確認した． 
 
3-2-2 開発行程 
(1) 発問・説明部分の Web 教材化 
 最初は，図 3-1 のように，フレームで画面を２分割する予定であった．上の

フレームに発問を表示し，発問に対する解答は入力フォームに入力させ，入力

後に下のフレームに回答を表示する形式である． 

 
図 3-1 回答方式１ 
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 しかし，発問を検討すると，明らかに回答の難しい質問があった．授業中に

行う場合であれば意見として求めるので問題はないのだが，教材中に行うには

質問が唐突過ぎる．例えば，発問１はグラフを提示した上で「これらは，何の

グラフでしょうか」と問う問題である．生徒が自分の意見を発表していく形式

ならば問題ないだが，予備知識なしでは回答が困難である．発問１は一例であ

り，他の発問でも少なからず回答の困難な問題があった． 
 また，学習者が自分で回答を見比べるのでは，厳密に正解かどうかを判定す

る点で問題がある． 
 以上より，Web 教材化するにあたり，授業と教材では学習する形式が異なる

ことを考慮し，発問及び回答の方法を調整することとした．具体的には，入力

フォームに回答を入力した後に見比べる方式を変更し，図 3-2 のように選択肢

式にした．また，一部の問題について，解答しやすいように発問の内容を若干

変更した．例えば，先ほど例に挙げた発問１において，一部を伏せた上でグラ

フの説明を与え，その抜けた部分の穴を埋める形に変更した．回答すると下の

フレームに正解か不正解の結果が表示される．不正解の場合は説明が与えられ

ず，正解した場合には説明が表示され，次の発問に進むためのリンクも表示さ

れる． 
 

 
 図 3-2 回答方式２ 
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 また，下のフレームに表示した説明が次の発問に進んでも残っているという

問題があった．下のフレームに説明が表示されたままの場合，教材の進度が分

かりづらい．したがって，問題ごとにフレームを設定し，発問が進むごとに説

明の表示が初期の表示に戻るようにした．また，その処理の都合上，画面全体

を分割なしの一つのフレームとして定義した． 
 
(2) 作業１ 
入力フォームの表示形式を開発中に少しずつ変更し，適切なものを模索した．

特に，図 3-3 のような形式の自由入力の入力フォームを複数用意する形は様々

な形にアレンジできたが，最終的には図 3-4 のように表記されている商品を選

択する形式にして，自由入力の入力フォームを別に用意する形で開発した．選

択の理由として，図 4-3 の形では入力が煩雑になると思われたことが挙げられ

る． 
 

 
図 3-3 入力方式１ 
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 図 3-4 入力方式２ 

 
 また，借金額の合計額の計算と判定は簡単なものであるので問題も起きなか

った．ただし，商品の選択による合計金額が意図した金額と異なる可能性を考

慮し，判定前に確認を行い，そこで判定を行うと，図 3-5 の判定結果が表示さ

れる． 
 

 
 図 3-5 判定結果 

 
 判定結果の表示画面には，作業を繰り返すことのできるリンクと，説明を表

示するリンクを用意した．説明を表示するか否かによらず，作業を繰り返すこ
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との出来るリンクをクリックすると，再び作業１を繰り返すことが出来る．説

明を表示した場合，実践例に則した説明が下のフレームに表示され，次に進む

ことが出来る． 
 
(3) 手紙 
 自己破産者からの手紙は，メールが届いた感覚で読めるよう，図 3-6 のよう

に別ウインドウに表示するように設定した．内容には変更を加えていない． 

 
図 3-6 手紙表示 

 
(4) テスト 
 事後テストは，設計した問題から図 3-7 のように作成した．基本的に多肢選

択式で，最後の公式に関する問題のみ直接入力式にした．公式に関する問題で

は，説明で用いられている例とは異なる数値を課して，自己破産限度額を回答

する内容である． 
 回答を終えた後には，図 3-8 のように結果が表示される．同時に，テストの

解答も表示される．テストは五問構成で，各問題の配点は２０点．合格点は８

０点に設定した． 
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図 3-7 事後テスト問題 

 
 

図 3-8 事後テスト結果 
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第三節  形成的評価 
 
3-3-1 方法 
 開発した Web 教材が自学自習可能な教材として成り立っているかどうかを確

認するため，岩手県立大学の学生２名に協力してもらい，形成的評価を行った．

時間制限などは設けず，質問があったら受け付ける形で教材を使用してもらい，

その様子を観察した．また，教材を用いて学習する必要があるかどうかを確認

するために，教材を利用してもらう前に前提・事前テストを行い，事後テスト

終了後には事後アンケートも行った． 
 前提・事前テストでは，被験者に教材が必要であるか否かを確認するための

ものであることを考慮し，「自己破産という事柄について，言葉の意味以上の知

識があるか．自己破産となる条件や，自己破産後にどうなるかという質問に対

し，明確な回答をあげることが出来るか」という内容を，教材を行う前に口頭

で質問することにした． 
 事後アンケートは，数値評価を求める回答が３項目，自由記述を求める質問

が２項目である．詳細な内容は表 3-1 で示されている．このアンケートは，教

材の大まかな動き・評価を確認するもので，後に行う実験の方法を定める資料

として利用する． 
 
 表 3-1 形成的評価用事後アンケート内容

 内容 

質問１ 自己破産について理解できたか？（５段階評価） 

質問２ 作業１（シミュレーション）の内容が理解できたか？ （５段階評価） 

質問３ 「シミュレーション」という言葉から受ける印象を書け（自由記述） 

質問４ 作業１（シミュレーション）はシミュレーションとして納得できる内容だったか？ 

（５段階評価、理由が自由記述） 

質問５ 教材全体の感想を、長所・短所中心に書け（自由記述） 

 
 また，アンケートの補助資料として，観察記録を作成した．６項目の観点に
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注意をしながら，教材使用中の被験者の様子を見て記入を行った．詳細な内容

は表 3-2 に示す． 
 表 3-2 形成的評価用観察記録 

 内容 

チェック１ フレーム処理にわずらわしさを感じていないか？ 

チェック２ シミュレーションにまでかかる時間と，そこまで詰まった部分はないか？ 

チェック３ シミュレーションは煩雑ではないか？ 

チェック４ シミュレーションの結果は分かりにくくないか？ 

チェック５ シミュレーションにかけた時間と回数，その様子 

チェック６ 事後テストにかかる時間とその様子 

 
 事後アンケート・観察記録に関しては資料として添付した． 
 
3-3-2 結果・考察 
 二人とも，10 分前後で教材を終了した．二人とも事後テストは全問正解で，

問題なく合格できた． 
 作業１は，一度しか試していないようだった．一度説明を見てしまうと回答

が分かってしまうからであると予想される．ただし，今回の形成的評価とは別

にシミュレーション部分のみの評価を二人を対象に行ったが，その内一名は，

一回シミュレーションを行って自己破産の結果を得た後，説明を見ないで何度

かやり直し，自己破産を免れる結果が出るまで繰り返していた．結果表示の後，

説明を見ないでシミュレーションを繰り返すことを勧めることが考えられる． 
 事後アンケートにおいて，質問１で回答を求めた理解度は二人とも評価値５

となっており，Web 教材化は成功と言える．よって，シミュレーション教材作

成において，そのまま作業１の部分だけ差し替えても問題ないと思われる．だ

が，作業１の部分に関しては，「式が単純であり，時間経過の要素もなく，これ

まで知っていたシミュレーションとはかけ離れている」という意見があり，不

十分であったことが確認できた． 
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3-3-3 改善 
 形成的評価の最中に教材の問題が幾つか見つかったので，修正を加えた．ま

た，表示面で不十分だったところなどにも若干の修正を加えた． 
事後テストが簡単すぎるという問題が生じたため，事後テストの内容を変更

した．問題の構成を変更し，必要に応じて回答方法も変更した．単純な多肢選

択式だった回答方法を，複数の選択肢を組み合わせる方法にすることで，偶然

による正答率を抑えて，理解していないと解けない内容に変更した． 
教材中の発問２は回答しづらかったという意見を取り入れ，発問２を４つの

簡単な問題に分けた．さらに，それによる理解度の上昇を考慮に入れ，事後テ

ストでの問題も変更した． 
作業１において，積極的に繰り返しの学習を行っていなかったことを考慮し

て，作業を三回行わなければ説明を参照できず，先に進めないように修正した． 
 これらの改善を加えた上で，再び形成的評価を行った．今回は一人を対象と

して，改善が妥当なものであったかを確認した． 
 被験者は１５分ほどで教材を終え，事後テストの点数は８５点で，一問不正

解だった．アンケートで確認した質問１の理解度も評価値５となっている．事

後テストが難易度を増したため点数は前の二人よりは劣るが，同じ条件でシミ

ュレーション教材を使って形成的評価を行っても問題ないと結論付けた． 
 また，ここで幾つかの問題点が見受けられたので，改善を行った． 
 まずは，教材の変更部分の表示ミスである．発問２を細分化して４つに分け

たが，その際に「自己破産した後」という条件の説明が欠けていたので，説明

を追加した． 
 次に，作業１を行う上で，購入する商品を複数選択してもいいかどうか訪ね

られたので，その説明を加えた．また，フリースペースの入力について，半角

数字でなければならないことについての説明が抜けていた．同様に，半角数字

以外を入力した際の対処をプログラム上でしていなかったので，説明を追加し，

半角数字以外を入力したらエラー表示を与えるようにした． 
 また，事後テストに関して，複数回答が必要な部分などに関しての説明が不

十分であったので，複数選択する指示を追加した． 



 
 
 

第四章 シミュレーション教材 
 
 
 
第一節 設計 
 
4-1-1 目的 
 シミュレーション教材は，Web 教材の作業１をシミュレーションとして作り

直して学習効果を上げ，シミュレーションの有用性を検証する事が目的である．

したがって，表 2-2 の開発段階の通り，作業１以外の部分は Web 教材をそのま

ま使用して一つの教材としてまとめるので，ここで設計すべきはシミュレーシ

ョン部分のみとなる． 
Web 教材と比較実験を行うため，学習内容と形式は Web 教材と同一のものと

して，その範囲内で出来る限りシミュレーションとして成り立つように設計し

た．学習内容は，説明されている自己破産限度額の公式と，注釈で解説が加え

られた利子についてとした．シミュレーションの形式は，一度の入力で結果を

出すこととした． 
元の授業実践には，シミュレーションというには結果が自己破産かどうかの

みでしか表現されず，利用者が算出した借金額に対する評価が希薄であるとい

う問題点があり，それを改善するために，判定や計算の結果を反映した形で説

明もシミュレーション中に組み込むことにした． 
 
4-1-2 自己破産のモデル 
(1) 自己破産限度額 
自己破産限度額の基本となる公式は，実践例の作業 1 の説明で使用されてい

るものがある．ここで，代数を設定して定義すると，以下のようになる． 
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自己破産限度額 R = 返済可能額 C * １２カ月 * ５年  ――① 
ただし，返済可能金額 C = 手取り A – 生活費 B 

例えば，説明においては A=15 及び B=10 より C=5 という作業 1 の設定にあわ

せた例で使用されている．この場合，自己破産限度額 R = 300 万円という結果

が出るが，既に述べた通り，説明はこれだけで利用者が算出した合計金額 － 借
金額 S に対しての説明がない．つまり，利用者は算出した合計金額 S が３００

万円に達しているか否かで自己破産かどうかを判定するだけである．これでは

算出した借金額 S に対するフィードバックに不足し，何度もやり直す必要もな

く効果が薄い．したがって，以上に挙げた点を考慮した上で，モデルを構築し

た．具体的には，式①の変更できなかった数値についての変更を出来るように

設計し，利用者の入力した数値それぞれに対して対応した結果を返すことがで

きるようにする．また，いつも返済限度額全てを返済に回すとは限らないため，

返済額 D という数値を取り入れる．結果，手取り A・生活費 B・返済額 D・借

金額 S を変数として利用することとなる．また，以上の変数によって自己破産

限度額 R と返済可能金額 C が導き出せる．変数が若干変化したが，借金額 S が

自己破産限度額 R を上回った場合，自己破産となる形は変化しない．最終的に，

式(1)は以下のような形になる． 
R = D * 12 *5  ――①’ 
ただし，D ≦ A – B = C 

判定条件：S ≦ R or S > R 
(2) 借金額 
 作業 1 の説明には，自己破産限度額である 300 万円について利子 25％の場合，

返済可能額が 5 万円では利子すら払うことが出来ないと示されている．ここで

使用されている式は，以下の通りである． 
I’ = S * (1 + I / 100) － S  ――② 
判定条件：C*12 < I’ or C*12 ≧ I’ 

説明では，I = 25 及び S = 300 万，C = 5 という設定になっているが，これでは

300 万円の場合の情報しか理解できず，具体的な借金額の変動についても理解で

きない．したがって，シミュレーション教材では，入力された借金額 S に対し

て利子を考慮した計算を行って結果を表示することにした．また，借金もただ
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増えるだけでなく返済していく過程もあるので，返済可能額 D を含めた式を作

成することにする．ここで，返済可能額 C は式①’より，返済額 D として置き換

え，下記の式のようになる． 
Sn = (Sn‐1 － D) * (1 + I/100)  ――②’ 
ただし，S1 = (S － D) * (1 + I / 100) 

(3) 式の関係 
 式①’において，D = C であった場合，式①と一致する．また，式②において

は，Sn – Sn‐1 = I’である．そこで D = 0 であった場合，式②と一致する．ここで，

Sn – Sn‐1 < 0 であった場合，利子すら払うことが出来ないことを示している．

これにより，式①’・式②’と式①・式②が包含関係にあることがわかる．また，

式②’において，利子による借金額 S の変動を消去する―I = 0，D = 0 とすると，

Sn = S となる．式②’において変動の要素を消去したのは，作業 1 が自己破産の

判定に利子の要素を考慮されていないためである．その場合における式①’との

関係は，①の判定条件から，下記の形になる． 
判定値 J = R － S  ――①’ － ②’ 

判定条件：J < 0 or J ≧ 0 
判定値 J < 0 ならば自己破産，J ≧ 0 ならば自己破産を免れる．つまり，式①’
と式②’の差によって，自己破産かどうかの判定が可能である．以上より，全て

の判定が式①’と式②’で行うことが出来ることが証明された．したがって，式①’
と式②’を一度の入力で算出する形式で使用することとして，シミュレーション

教材に採用する． 
 
4-1-3 システム設計 
 シミュレーション教材のシミュレーション部分の流れは以下の通りである． 
まず，手取り A，生活費 B を設定して一月単位での予算を確定する． 
次に，借金額 S の確定，借入先（利子 I）を確定する．本質的には，借金額 S

が一定値を超えているか否かが最重要であるので，実践例通りに商品を選択す

る必要はない．よって，シミュレーション教材においては，借金額 S だけ設定

する方式とする． 
最後に，結果表示を行う．ここでは，従来通り単純に自己破産かどうかを判
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定するだけでなく，設定した条件で何故そのような結果に至るのかが分かるよ

うに表示する．例として，借金額 S がどのように変化していくか（表かグラフ

で表示）を提示することで，自己破産するかどうかを説明する． 
自己破産かどうかの判定については，以下の三種類を定義する． 

結果 a：自己破産 
結果 b：返済額 D だけであれば自己破産と判定されるが，限度額 C
の範囲内 D’で返済が可能 
結果 c：返済可能 

返済過程についての結果の提示については，少しずつでも借金額Sが減るか，

全く減らないかなどを理解できる内容にする．具体的には，5 年分の借金額の変

移表，及び 5 年分の返済変移表を提示する．結果 a 以外なら，返済にかかる期

間 T を表示する．その他には，式①においての特定の数値を固定し，その値か

ら割り出される限界値を利用して結果に示す．
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第二節 開発 
 
4-2-1 開発環境 
 Web 上で利用できるよう，シミュレーション教材は HTML 言語を用いて開発

した．また，事後テストと作業１「借金のシミュレーション」は，CGI と Perl
を用いて開発し，その際に cgi-lib.pl と jcode.pl を利用した． 
 ブラウザは Windows2000 上の Internet Explorer ver.5.5 と UNIX 上の

Netscape ver.4.75 において動作を確認した． 
 
4-2-2 シミュレーション部分の開発 
 利用者が設定する変数の入力画面を図 4-1 に示す． 

 
図 4-1 入力画面

 
手取り A は，範囲は 10 万円～100 万円を想定している．Web 上で調べたと

ころ，国内平均が約 45 万円であるので，その二倍である 90 万円程度を上限に

考えていたが，100 万円の方が区切りがいい．単位は 1 万円にした．初期設定

は，作業 1 での設定額 15 万円とする． 
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生活費 B は，範囲を 5 万円～100 万円，最大で手取り額を全て生活費とする

ことが可能な額である．単位は 1 万円，初期設定値は作業 1 の設定と同様に 10
万円とする． 
返済額 D は，返済限度額 C のうち，幾らを返済にまわすか，という数値であ

る．返済限度額 C とは別の数値として扱う．範囲は 0～95 万円で，最大値と最

小値の双方を，A－B から計算した． 
利子 I は，利率を 0％～30％を範囲としており，単位は１％である．ローンの

場合はこれよりも利子が低くなるが，一回の買い物でローンを使用することを

考えた場合，利率などの調整により返せるようになっているので，シミュレー

ション教材の形式では自己破産のファクターとしては考えなくてもいい．複数

のところから借りた場合は破産もありえるが，この場合は今回のシミュレーシ

ョン教材の範囲からは外れると思われる．初期設定値は，作業 1 の説明で例と

して用いられている 25％を使用した． 
借金額 S は，範囲は 0～1000 万円とする．単位は 1 万円で，初期設定値は存

在せず，直接入力式である． 
 結果の表示形式は，図 4-2，4-3 で示す． 

 

 図 4-2 結果表示１
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 図 4-2 では，入力されたパラメータから算出された判定内容を示している．

自己破産限度額の公式について，実践例と同様の説明を行っているが，実践例

では 300 万円のみについて確認できた部分を，入力した返済額に対して結果が

返ってくるようした．返済額が返済限度額より少ない場合，返済限度額の場合

の自己破産限度額についての結果も返ってくる．また，注釈で述べられるだけ

であった利子についても，設定した借金額と利子率から算出し，返済しなかっ

た場合に利子がどのように増えていくかを図示している．また，手取りと生活

費のうち片方のパラメータを固定した場合の，もう一方のパラメータの自己破

産と判定されない限度額も示している． 
 

 
図 4-3 結果表示２

 
 図 4-3 では，毎月設定した返済額を返済していった場合に借金額がどのよう

に動くかを図示して解説を加えており，返済額と返済限度額それぞれに結果が

与えられる．返済額を返済限度額と同額にした場合は返済金額の方しか表示さ

れない．解説は，まず返済にかかる期間を年単位で表示する．10 年以内に返済

できればその期間を，できなければ「10 年かかっても返済しきれない」と表示

される．次に図が示され，設定された返済額における自己破産限度額が示され
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る．最後に，利子額が返済額を超えて借金が減らなくなる利子率の境界が示さ

れる．ここでは，30%を境界として，それ以上だと「利子が 30%以内であれば，

一月の利子額が返済額を超えることはない」と示される． 
 このシステムを Web 教材の作業１と入れ替えることで，設定したパラメータ

に対する結果の違いが具体的に示される．また，設定した借金額と利子と返済

額について，どのような形で借金が減っていくか，あるいは全く減らないかと

いう動きをシミュレートすることも可能である．よって，このシステムの搭載

をもって，シミュレーション教材とした．
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第三節 形成的評価 
 
4-3-1 方法 
 シミュレーション部分以外は Web 教材と同じ内容となっているが，シミュレ

ーション部分を変更した状態で教材として成り立っているとは限らないので，

Web 教材の形成的評価とは異なる被験者（大学生２名）に教材を最初から使用

してもらうことにした．手順や使用したアンケートなどは，Web 教材の形成的

評価と同一である． 
Web 教材で加えた変更が，シミュレーション教材にも反映されるため（Web

教材とほとんどの部分が一緒であるので），シミュレーション教材の全体的なバ

ランスが崩れる可能性もあった．そのため，図 4-4 のように Web 教材とシミュ

レーション教材の形成的評価を交互に行った． 
 

Web 教材 

シミュレーション教材

Web 教材 

シミュレーション教材 

図 4-4 形成的評価手順 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4-3-2 結果・考察 
 二人とも，10 分前後で教材を終了した．片方が全問正解，もう一方は１問だ

け間違えた．観察した結果，残念ながらシミュレーション部分に関しては一度

しか試していないようだった．ただし，アンケート記入の段階で，シミュレー

ションに関する質問に対して書きにくそうだったため，「必要ならシミュレーシ

ョンを実行しながら書いても構わない」と促すと，何度か条件を変えて試して
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いた．シミュレーション内で強く繰り返しの使用を促せば，口頭で勧めなくと

も繰り返して試してくれる可能性が高いと解釈した． 
 最終的な結果として，アンケート項目での教材全体における自己破産に対す

る理解度は二人のうち一方が評価値５と高く，一方が評価値３で低かった．低

かった方は，シミュレーションによる理解度は評価値４で全体よりも高く，事

後テストには合格しているので，シミュレーション部分の差し替えによって教

材が教材全体のバランスを崩したわけではないと思われる．ただし，シミュレ

ーション部分に関する質問に対し，「やっていることは難しくないと思うけど，

なんとなく難しそうに感じる」という評価があったため，結果表示の形式を変

更することを検討した． 
 
4-3-3 改善 
 評価中に発見できた問題に関しては，修正を加えた．  
シミュレーション部分について，自己破産判定が出た場合のグラフ表示にお

いて，開発途中で試作した旧型のグラフが表示されていたり，一部の数字を入

力した際にエラー表示が起きていたので，修正した．また，Web 教材と同じく

繰り返しの学習を行っていなかったため，同様にシミュレーションを三回行わ

なければ説明を参照できず，先に進めないように修正した． 
また，同時に Web 教材の一回目の改善が行われ，事後テストを含むシミュレ

ーション以外の部分も改善されている． 
これらの改善を加えた上で，再度形成的評価を行った．今回は一人を対象と

して，改善が妥当な改善であったかどうかの確認をした． 
 被験者は１５分ほどで教材を終え，事後テストの点数は７５点であった．ア

ンケートで確認した質問１の全体に対する理解度は評価値４であったが，質問

２のシミュレーション部分に対する理解度は評価値５であった．同じ条件で行

った Web 教材の形成的評価の点数よりも低く，合格圏内に入っていないが，作

業１に関係する問の誤りは一問で，もう一問は共通部分の誤りであったことを

考慮すると，個人差であると思われる．事後テストの作業１に関する部分で比

較すると，誤った問は二人とも一問で誤った問が異なっており，それぞれ異な

った問で正解したことから，結果的には Web 教材とシミュレーション教材にお
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ける差を測ることが出来る問であると言える．また，回答できない問ではない

と判断し，問の変更は行わなかった． 
 また，ここでも改善点が見受けられたので，Web 教材と同様に改善を行った． 
 作業１を終えた後に閲覧できる「自己破産者からの手紙」であるが，新しい

ウインドウを開いていることに気付かず，読み終わった後に少々戸惑っていた

ようだ．「閉じる」ボタンで閉じることが出来るようにすることで対応した． 
 事後テストにおいても問題自体は変更しないが，紛らわしい選択肢を減らし，

完全な回答の難しい問題においては完全な回答でなくても部分点を与えること

にした． 



 
 
 

第五章 評価実験 
 
 
 
第一節  方法 
 
5-1-1 被験者 
 被験者は，岩手県立大学の大学生２０名であった．全員，自己破産について，

言葉の意味以上の知識がない者であった．知識に関しては，形成的評価の際の

前提･事前テストと同様の質問を事前に行い，確認した． 
 
5-1-2 実験手順 
実験は，被験者２０名を１０名ずつ２グループに無作為に分けた． 

 １グループは，Web 教材で学習してもらい，もう一方のグループは，シミュ

レーション教材で学習してもらった． 
 Web 教材・シミュレーション教材を終了した被験者には，事後アンケートに

回答してもらった．この事後アンケートは，形成的評価の際に作成したものと

は別のものである． 
 手順を図 5-1 に示す． 
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前提・事前テスト

教材で学習 

事後テスト 

事後アンケート

追加テスト 

図 5-1 実験の手順

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
また，実験を行うにあたり，手順を確認するために予備実験を行った． 

 
5-1-3 実験材料 
(1) 事後テスト 
 形成的評価によって改善したものを使用した． 
内容はシミュレーション部分に関わる問題が４問 70 点分，その他が３問 30

点分である．点数はコードによって別々に計算し，特にシミュレーション部分

に関する問題の点数を重視した． 
(2) 事後アンケート 
 各教材の形成的評価の結果を考慮して作成したもので，形成的評価で用いた

ものとは異なる． 
アンケートの質問は１１項目で，内７項目は５段階評価形式の質問である．

５段階評価形式の質問でも，理由を記述してもらう形式にした．詳細は表 6-1
で示す．アンケートは資料として添付する．収拾したアンケートは，５段階評

価部分を統計的に分析し，シミュレーション教材のシミュレーションの効果を

検証した．自由記入部分は，後に設計する応用教材の参考にした． 
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 表 5-1 実験用事後アンケート内容 

 内容 

質問１ 自己破産に対する理解度はどれくらいに至ったか？ （５段階評価） 

質問２ 教材に進んで取り組むことができたか？（５段階評価） 

質問３ 自己破産についてもっと知りたいと感じたか？（５段階評価） 

質問４ 事後テストの点数とコードを記入せよ（自由記述） 

質問５ シミュレーションを行った回数は何回か？ （自由記述） 

質問６ シミュレーションによる学習は楽しかったか？ （５段階評価） 

質問７ より精密なシミュレーションがやってみたいか？（５段階評価） 

質問８ シミュレーション部分が被験者のシミュレーションのイメージに合致していたか？ （５段階評価） 

質問９ シミュレーションによって自己破産について理解できたか？（５段階評価） 

質問１０ より深く自己破産について学ぶのに必要と思われる要素は？（自由記述） 

質問１１ 全体の感想を記入せよ（自由記述） 

 
(3) 追加テスト 
 両教材の差をより明確に測るために追加テストを行った．追加テストは，各

教材のシミュレーションを参照してもよい条件で行い，利子や返済期間を問う

問題を中心に構成した．５問で構成されており，最初の３問は教材の内容を理

解していれば計算できる問題，後の２問は特にシミュレーション教材を使わな

いと計算が困難な問題である．後の２問に関しては，シミュレーション教材を

用いた場合でも繰り返して使用して求めるしかなく，正答に近い回答で部分点

を与える設計になっている．教材の合否には関係ないが，分析の際に参考にし

た． 
テスト内容を資料として添付した． 
 

5-1-4 実験期間・場所 
 平成１４年 1 月２４日～２５日に岩手県立大学構内で実施した．可能な限り

大人数を同時に行ったが，被験者の都合を最優先し，少人数で行うことが多か

った． 
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第二節  予備実験 
 
 岩手県立大学の学生を対象に，Web 教材・シミュレーション教材で１名ずつ，

計２名を被験者として平成１４年１月２３日に実行し，その結果から以下の修

正を加えた． 
 まず，幾つか残っていた表示面での誤りを修正した． 
 また，一人目では，実験用に作成した追加テストに気付かず，それを指摘し

た後もシミュレーションを呼び出すことなく進めるなど，進行上の不手際が目

立った．したがって，二人目の時には先に手順書を一通り熟読してもらい，テ

ストの注意書きも読み飛ばさないように指示したところ，正しく進行した．こ

れにより，進行上の問題点もほとんど解消された． 
予備実験の結果を参考にし，本実験では最初に二回目と同様の指示を与える

こととし，手順書の内容も表現を変え，注意書きを付け，重要なところには下

線を引くことにした． 
 さらに，事後テストに関して，問２に問題点が発見された．したがって，説

明の際に入力された回答を表示するように変更した．また，完全な回答が難し

いようだったので，完全な回答でなくても部分点を与えるように変更した． 
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第三節  本実験の結果 
 
5-3-1 テストの結果 
 事後テストと追加テストの結果を表 5-2-1，表 5-2-1 に示す．また，今回の実

験の結果の妥当性を検証するため，各教材の事後テストと追加テストの得点に

対してｔ検定を試みたので，結果を表 5-2-3 に示す．なお，表中にある「後半」

とは，それぞれシミュレーション部分の効果を確認する目的で作成した問題を

指している． 
 

  

表 5-2-1 テスト結果（Web 教材） 表 5-2-2 テスト結果（シミュレーション教材）

 

 

表 5-2-3 Web 教材とシミュレーション教材の平均点比較

** 
** 

* 

** p< .05 * p< .01
 
 まず，事後テストの平均点に差が見られた（t(18)=2.101, p< .05）．Web 教材

の方が高く，Web 教材の平均点が 100 点中 88 点と合格点を上回っているのに

対し，シミュレーション教材の平均点が 71.6 点と合格点を下回った．また，シ

ミュレーション部分における理解度の差が出るように作成した問でも，差が見

られた（t(18)=2.101, p< .05）．Web 教材の平均点が 60 点中 53.5 点に対し，シ

ミュレーション教材の平均点は 38 点で，Web 教材の点数が高かった．  
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 実験用に作成した追加テストに関しては，Web 教材が 100 点中平均点 54.4
点，シミュレーション教材が平均点 68.3 点となっており，シミュレーション教

材を利用した方が高得点を得ているが，統計的に優位な差が見られなかった

（t(18)=2.101, p< .05）．シミュレーション教材の利用を想定して作成した問題

に限定すると，差が見られた（t(18)=2.101, p< .05）．Web 教材が 40 点中平均

点 8.4 点，シミュレーション教材が平均点 24.1 点で，シミュレーション教材の

ほうが高かった． 
 また，標準偏差を比較してみると，表 5-1-1 及び表 5-1-2 より，シミュレーシ

ョン教材は Web 教材の約 2 倍の数値であった．これは，各教材を用いた際の事

後テストと追加テストの両方に言えることで，シミュレーション教材よりも

Web 教材の方が利用した際の効果にばらつきがないことを示している． 
 

5-3-2 アンケートの結果 
 アンケートの 5 段階評定の詳細な結果を表 5-3-1～5-3-５に示す． 
 

表 5-3-1 アンケート結果（Web 教材） 表 5-3-2 アンケート結果（シミュレーション教材）

   

表5-3-3　Web教材アンケート結果

0% 20% 40% 60% 80% 100%

質問1

質問2

質問3

質問6

質問7

質問8

質問9

質
問

項
目

割合

評価１

評価２

評価３

評価４

評価５

 

（５段階評価） 
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表5-3-4　シミュレーション教材アンケート結果

0% 20% 40% 60% 80% 100%

質問1

質問2

質問3

質問6

質問7

質問8

質問9
質

問
項

目

割合

評価１

評価２

評価３

評価４

評価５

 

（５段階評価） 

 
表 5-3-5 Web 教材とシミュレーション教材の平均値比較

 ** p< .05 * p< .01

 
各教材の評価を 5 段階評価の質問の平均値から求める予定だったが，t 検定を

行った結果，表 5-3-5 に示す通りに質問７以外は有意差が見られなかった． 
質問７のより精密なシミュレーションがやってみたいかという問題では各教

材の評価値の平均に差が見られた（t(18)=2.101, p< .05）．平均値を比較すると

Web 教材 4.2，シミュレーション教材 2.5 で，Web 教材の方が高かった． 
自由記述の詳細を表 5-3-6 と表５-3-7 に示す． 
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表5-3-6 Web教材・アンケート結果（自由記述） 
 肯定的な意見 否定的な意見 

この教材を行うことで自己破産についてど

のくらいの知識・理解度に至りましたか 

●シミュレーションを使って体験できるの

は分りやすかった●限度額や事後の処分な

どを理解できた(3) ●完璧ではないが，大体

理解した(2)●十分な説明●常識の範囲内の

内容 

 

教材にすすんで取り組むことが出来ました

か 

●興味のある題材だった(3)●取り組みやす

かった●自分にも起こりうる事態だから(2)

●面白かった 

 

自己破産についてもっと詳しく知りたいと

感じましたか 

●必要な時には知りたい(2)●自分にも起こ

りうることなので●興味がある(2)●面白か

った●役に立ちそう(2) 

●「自己破産すれば大丈夫」と考えそう●

自己破産はしないから必要ない●不足は感

じない 

シミュレーションによる学習は楽しかった

ですか 

●分りやすかった(2)●楽しかった(2)●回

答が分りにくく，組み合わせを楽しめた(2)

●ないよりはあったほうがいい 

●趣旨が掴みづらかった●2 回目で結果が

見えた(2)●数回選択するだけ●単純すぎる 

より精密なシミュレーションがやってみた

いと思いますか 

●分りやすかったから●今後役立てたい●

面白そう(3)●金利や収入の条件の変更も出

来るとよい(2) 

●このくらいが丁度いい 

教材のシミュレーション部分は，貴方の『シ

ミュレーション』のイメージと合致してい

ましたか 

●特定の場面をシミュレートできれば，さ

らによい 

●画像などを使用するものと思っていた●

選択の幅が狭かった●金額が大きくてリア

リティがない(2)●”動く”ものだと思ってい

た●選択肢毎の意味が薄い●金利や収入の

条件の変更も出来るとよい 

教材のシミュレーションで，自己破産につ

いて理解できましたか 

●初めて知る事があった●分りやすかった

●理解は進んだが，分らないことの多さを

感じた 

●展開が急で説明を見るまで分らなかった

●買物以外の原因が欠落していた●シミュ

レーションというより，全体で理解できた 

今回含めなかった要素を加え，『自己破産』

をより深く学ぶことの出来るシミュレーシ

ョンを作成するとしたら，どのような要素

があるといいですか？ もしくは，どのよ

うな要素が必要だと思いますか 

●自己破産後の身の振り方をシミュレート

●自己破産できないギャンブルなどの要素

●利子率の計算を含める●商品に若者向け

の品を取り上げる●長期間を通してのシミ

ュレーション(3)●情報や選択肢に広がりを

持たせる(2)●何回払いで返すか 

 

全体を通しての感想や気付いた点に関して

自由に記入して下さい 

●楽しかった(2)●全体的に分りやすかった

(2)●テンポがいい●クイズ形式で興味が持

てる●できてよかった 

●もう少し絵や動きを(2)●シミュレーショ

ンは理解しにくかった●システム・表示上

の指摘(4) 
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表5-2-7 シミュレーション教材・アンケート結果（自由記述） 
 肯定的な意見 否定的な意見 
この教材を行うことで自己破産についてど

のくらいの知識・理解度に至りましたか？ 
●限度額や事後の処分などを理解できた

(2)●完璧ではないが，大体理解した(5) 
●公式を覚えられなかった(2)●少し見にく

い部分があった 
教材にすすんで取り組むことが出来ました

か 
●シミュレーションが面白かった(2)●
説明文が分りやすかった●気軽に取り組

めた(2)●進め方がクイズ形式だった●

興味のある題材だった●知らない内容だ

ったので●簡単で面白かった 

 

自己破産についてもっと詳しく知りたいと

感じましたか 
●大体理解は出来た●知識を持たずに借

金するのは怖いと思った●必要になりう

る知識なので 

●借金はしないので必要ない(2)●どんな内

容があるか分らないので，必要は感じない●

必要は感じない●知りすぎると限界まで借金

しそうで怖い●借金のデメリットはよく分か

った 
シミュレーションによる学習は楽しかった

ですか 
●現実的な金額を入れると怖い●色々な

パターンを試すことが出来た●繰り返し

学習で学べる●分りやすかった 

●計算は自分でやった方が理解しやすいかも

しれない●計算式を覚えてしまえば必要ない

●似たような結果が多く，もっと考えてやれ

ばよかった●結局は繰り返し作業●金額が大

きいのでリアリティがない(3)●現状が特殊

なので，試せなかった 
より精密なシミュレーションがやってみた

いと思いますか 
●計算以外の様々な状況を想定したシミ

ュレーションがやってみたい(2)●やっ

てみたいが，怖い気もする 

●大体は理解できた●精密さよりは，計算式

の学習に重点を置くべき●一番重要なのは意

識の導入●縁のない話なので必要ない(4)●
これ以上の入力欄は，かえって混乱の元 

教材のシミュレーション部分は，貴方の『シ

ミュレーション』のイメージと合致してい

ましたか？ 

●自己破産の計算を行うシミュレーショ

ンだったため(2)●こんなものだろう(2) 
●イメージと違っていた●ちゃんと把握して

いなかった 

教材のシミュレーションで，自己破産につ

いて理解できましたか 
●利子と借金額の関係が分りやすかった

(2)●数字を設定する事が理解を助けて

くれた●計算方法が理解できた●知識的

なことは理解できた(2)●理解できた(2)
●自動算出がありがたかった 

●公式を覚えられなかった 

今回含めなかった要素を加え，『自己破産』

をより深く学ぶことの出来るシミュレーシ

ョンを作成するとしたら，どのような要素

があるといいですか？ もしくは，どのよ

うな要素が必要だと思いますか 

●自己破産に至るまでの経緯やその後を

もっと詳しく（ドキュメンタリー形式）

(4)●自己破産者からの手紙をもっと多

く（無人契約機によるものも）(2)●グラ

フは線グラフのほうが分かりやすい●少

し固かったので，もう少し初心者向けに

●アドベンチャー形式 

●要素が分からないので何とも言えない 

全体を通しての感想や気付いた点に関して

自由に記入して下さい 
●楽しかった●手軽にできてよい●借金

を考えていれば，より有効●借金は怖い 
●自己破産の境界が分かりづらかった●事後

テストの前に，返済可能か否かの問題がある

といいのでは●システム・表示上の指摘(4) 
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 自由記述からは，考察で例として挙げる意見を中心に紹介する． 
まずは教材全体の理解度を問う質問である．シミュレーション教材で低い評

価をつけられた際に「公式を覚えられなかった」という理由が挙げられていた．  
 次に，教材に進んで取り組むことが出来たか否かの問題に関して，「面白かっ

た」，「興味深い内容だった」，「取り組みやすかった」という意見が多かった． 
 自己破産についてもっと知りたいかという問題では評価が分かれた．否定的

な意見では，「必要ない」という意見があったが，「知りすぎると限界まで借金

しそうで怖い」という意見もあった．肯定的な意見では，「必要な時には知りた

い」，「役に立ちそう」，「興味がある」という意見があった． 
 シミュレーションによる学習は楽しかったかという問題への否定的な意見で

は，Web 教材では「二回目で結果が見えた」，シミュレーション教材では「計算

式を覚えてしまえば必要ない」，共通しているものでは「結局は繰り返し（単純）

作業」という主旨の意見があった． 
 より精密なシミュレーションがやってみたいかという問題への否定的な意見

では，Web 教材では「これくらいが丁度いい」という意見のみで，シミュレー

ション教材では「これ以上の入力欄は，かえって混乱の元」という意見が見ら

れた．肯定的な意見として，Web 教材では「金利や収入の条件の変更も出来る

とよい」という意見があった．シミュレーション教材では，「計算以外の様々な

状況を想定したシミュレーションがやってみたい」という意見が目立ち，「やっ

てみたいが，怖い気もする」という意見も見られた． 
 各教材のシミュレーションが被験者のイメージと合致していたかという問題

では，Web 教材では理由をしっかり書いてある傾向があり，「金額が大きくてリ

アリティがない」という意見が目立った．シミュレーション教材では，未記入

であるか具体的な理由が書かれていなかった．  
 教材のシミュレーションで自己破産について理解できたかという問題への否

定的な意見では，Web 教材では「展開が急で説明を見るまで分らなかった」，「買

物以外の原因が欠落していた」という意見が見られた．シミュレーション教材

では「公式を覚えられなかった」と言う意見が見られた．肯定的な意見では，

シミュレーション教材では「利子と借金額の関係が分りやすかった」，「（知識的

なこと，計算方法が）理解できた」という意見が多かった． 
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 自己破産についてより深く学ぶための要素についての問題においては， Web
教材では「長期間を通してのシミュレーション」，「情報や選択肢に広がりを持

たせる」といった意見が複数あり，「利子率の計算を含める」という意見も見ら

れた．シミュレーション教材では，「自己破産に至るまでの経緯やその後をもっ

と詳しく（ドキュメンタリー形式）」という意見があった．また，「破産者から

の手紙をもっと多く」という意見も２つあり，片方では「無人契約機による自

己破産者からの手紙も含める」といった意見も見られた． 
 全体を通しての感想は，Web 教材・シミュレーション教材双方に「楽しかっ

た」という意見が見られたが，システム・表示上の指摘も目立った．教材全体

の内容を評価する意見も多く見られたが，シミュレーションについての不満も

見られた． 
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第四節 考察 
 
5-4-1 Web 教材とシミュレーション教材の比較 
(1)  事後テストの平均点を比較すると，シミュレーション教材よりも Web 教

材の方が効果が高かった．アンケートの結果においても，「公式を覚えられ

なかった」という意見も見られ，原因の一つと思われる．また，「これ以上

の入力欄は，かえって混乱の元」という意見から原因を予想すると，シミ

ュレーション教材の入力や表示が複雑で，使いにくかったのではないかと

思われる．また，公式を覚えるという点のみについて考えた場合，以上よ

り，多く表示した分だけ印象が薄くなり，他の表示に気をとられたことも

あって，覚えにくかったのではないかと予想される． 
(2)  追加試験の平均点を比較した場合，特にシミュレーションを資料として

扱って回答する問題においてはシミュレーション教材のほうが良くできて

いた．この問題は，パラメータの幾つかが決定された状態で残りのパラメ

ータを算出する問題で，実際にありうる事態である．シミュレーション教

材は，そういった状況で効果を発揮すると言える．また，シミュレーショ

ン教材の「利子と借金の関係が分りやすかった」という意見と，Web 教材

の「金利や収入の条件を変えられるとよい」という意見を考慮すると，学

習効果は低くなっているものの，意図した改善は成功したと考えられる． 
(3)  シミュレーション教材において，「一番大切なのは意識の導入」という意

見が見られた．また，より理解の深まるシミュレーションに必要な要素を

尋ねた際の意見にも，Web 教材と較べて建設的なものが多かった．特定の

質問に対してではないが，「怖い」という内容を含む感想も多く，自己破産

に対する恐怖を学ぶことができたと言える．これらの意見から，シミュレ

ーション教材の方が意識的な理解が高かったと考えられる． 
(4)  自己破産を学ぶ上でシミュレーションに必要と思われる要素をアンケー

ト上で尋ねたところ，Web 教材では「長期間を通してのシミュレーション」，

シミュレーション教材では「自己破産に至るまでの経緯やその後をもっと

詳しく」という意見が最も多かった．また，別の質問の回答であるが「一
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番重要なのは意識の導入」という意見があった．総合して考えると，「長期

間の借金の返済を前提とした，自己破産の過程からその後までを学ぶこと

で意識の導入を図る『シミュレーション』」が望まれていると考えられる． 
(5)  シミュレーション教材では「公式を覚えられなかった」，「精密さよりは，

計算式の学習に重点を置くべき」，「これ以上の入力欄は，混乱の元」とい

う意見があった．また，「これくらいが丁度いい」という感想が Web 教材

にあったことを考えると，複雑になりすぎると理解しづらくなり，使いこ

なせる学習者が限定されることも予想される． 
  
5-4-2 シミュレーションの効果 
 シミュレーション教材においては，説明されている自己破産限度額の公式と，

若干触れている利子についてを学習内容として開発した．公式に関しては学習

効果が下がってしまったが，Web 教材で指摘された不足な点を補っており，利

子と借金の関係が理解しやすかったようである．自己破産に対する恐怖を感じ

ることができた点や，必要な要素に建設的な意見を挙げるなど，意識的な理解

も高かった．学習内容に公式が含まれていたが，自己破産の学習においては意

識の導入が一番大切であるのは間違いない．これらを総合して考えると，シミ

ュレーション教材におけるシミュレーションの実装は成功と言えるだろう． 
 勿論，シミュレーションの実装によって，知識的な理解の学習効果が下がっ

たことは反省すべき点である．アンケートの意見から，複雑になりすぎると理

解しづらくなることを読み取ることが出来たことから，原因としてシミュレー

ション部分のインターフェイス面の問題が挙げられる．判定結果で説明する内

容が同じでも，表示の仕方を工夫していれば理解しやすかっただろう．これは

シミュレーションでなくとも言えることなので，今後の課題といえる． 
 ここで，意識的な理解と知識的な理解という二種類の理解の仕方が挙げられ

た．両方を満たせるシミュレーションが開発できるのが理想であるが，概念的

なものと抽象的なものを両立するのは難しい．応用教材を開発するにあたり，

意識的な理解と知識的な理解のバランスを如何にとるかが重要になるだろう． 



 
 
 

第六章 応用教材の設計 
 
 
 
 応用教材では，第五章で行った評価実験の結果とその分析を元にして，より

よいシミュレーションを実装した教材を設計した．設計は，シミュレーション

教材の設計と同様の手順を踏んで行った． 
 
6-1 目的 
「自己破産」というテーマの中には，実践例で扱っておらず，シミュレーシ

ョン教材では扱うことの出来なかった重要な要素が多く存在する．それらの要

素を取り入れ，実践例とは異なり，「自己破産」という事象について更に深く学

ぶことのできる教材を作成する事を目的とした．その際には，扱うことのでき

なかった要素に加え，実験で得たアンケートの意見を重視して設計することに

した．例えば，長期間の借金の返済を前提とした，自己破産の過程からその後

までを学ぶことで意識の導入を図るシミュレーションである．また，アンケー

トで指摘のあった，「意識の導入」や「長期間の返済」，「自己破産に至るまでの

過程と結果」などの要素を加える．特に「意識の導入」などの，試験では測る

ことの出来ない点を重視し，テストの点よりも自己破産の恐ろしさに関する理

解が深まる内容になるように設計することにした．そのため，知識的な理解よ

りも，意識的な理解の方を優先する． 
 
6-2 シミュレーションの流れ 
 シミュレーションの構造から変更する可能性があるため，最初にシミュレー

ションの流れから定義する． 
まず，今までのシミュレーションの場合，「意識の導入」という点で問題があ
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った．実践例や Web 教材の場合は，借金額が確定して判定を行った後は説明を

読むだけで終わってしまう．シミュレーション教材は自分でパラメータを設定

できるため，「恐怖」などを感じることも出来たのだが，まだリアリティを感じ

られない者もいた．更に現実に近づけるため，手続きなどを含む自己破産まで

の過程と結果をシミュレートできる内容に構成する． 
例えば，今までの教材は一度の判定で全ての計算を行っていた．この場合，

時間的な借金の動きが決められたパターンでしか計算できず，現実にありうる

突発的な出来事などもない．これらを改善するには，入力を数度に分け，シミ

ュレーションにおける時間の扱いに気をつけなければならない．入力を時間経

過ごとに何度も行う形にする必要がある．それを満足させるのがターン制であ

る．ターン経過により時系列にしたがって結果を出していけるし，突発的な出

来事をシミュレーション上で仮想体験することもできる．同時に，自己破産ま

での過程をシミュレートするのに適している． 
自己破産判定前後の形も大きく変える．今までのシミュレーションの場合は， 

自己破産と判定されたら解説を読むだけであったが，現実はそれほど単純では

ない．応用教材では，現実と同様に判定後も自己破産と決め付けずに借金整理

を行い，それでも駄目であれば自己破産と結論を出すようにする．また，自己

破産と判定された後も自己破産の手続きをシミュレートできるようにし，自己

破産という結果について更に深く学ぶことが出来るようにする．場合によって

は，自己破産後の制限なども含めて自己破産後の生活もシミュレートできるよ

うにし，シミュレーションの中で学んでもらう． 
 ターン制を導入した場合，シミュレーションは図 6-1 のような流れになる． 
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 図 6-1 シミュレーションの流れ 

 
 まず，初期設定を行い，シミュレーションを開始する．１ターンは一カ月と

して，シミュレーションを進め，一定条件を満たすと借金部が終了する．精算

を行った後，借金整理を行い，自己破産か否かなどの詳細な結果を表示する．

自己破産と判定された場合，手続きのシミュレーションも行う．詳細なイベン

トや各パラメータなどの解説は後に行うとして，大体の流れはこのような形に

なる． 
 まず，図 6-2 のような画面で手取額Ａ，生活費Ｂを設定する．これによって，

一ヶ月分の返済限度額，言い換えるなら一ヶ月分の予算が決定される．必要で

あれば，ボーナス額Ａ’などの細かい設定を行う．この段階での設定は，シミュ

レーション中には基本的に変更することは出来ない． 
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 図 6-2 設定画面例

 
 設定を終えると，１ターンを一ヶ月として，借金を繰り返すことになる．そ

の際に表示される画面は図 6-3 のような形で，一ヶ月ごとに買い物などを行い，

予算が足りなければ借金することになる．予算が余ったのであれば，その中か

ら借金の返済に回すことができる．一つの画面において煩雑な入力を行うとわ

かりにくいため，各イベントは図 6-4 のような別画面で行われる． 

 

各イベントの表示 

 図 6-3 ターン毎のメイン画面例 
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この例の場合，借金するイベントなので，特に借

金に関する情報（各金融機関に対する借金一覧など）

が詳細に表示される 

利子，借入限度額など 

 図 6-4 イベント例（借金）

 
 ターンが終了すると，図 6-５のような画面でそのターンで行われた買い物，

借金，返済などの各種データが清算され，次のターンに移ることになる． 
 

 
 図 6-5 精算画面例
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 ターンを重ねていき，借金整理が必要であるか否かの判定条件を満たさなく

なった時点で図 6-６のような画面が表示され、決算が行われる．借入先ごとの

借金額や借金総額，総支出などの結果が表示される． 

 
図 6-6 決算画面例

 
 決算を行った後には，図 6-7 のような画面で借金整理を行うことになる．元

金から計算し，借金を圧縮する．結果が自己破産か否かに関しては，借金整理

後の借金額から判定を行う． 

 
図 6-7 借金整理画面例 
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図 6-8 のように，自己破産と判定された場合は，自己破産の手続きと自己破

産後のシミュレーションを行う．この後の手続きのシミュレーションは，選択

式，もしくは書類を模した入力フォームに必要事項を入力していく形になる． 
 

 
 図 6-8 結果表示・手続き画面例（自己破産判定が出た場合）

 
 ここまでが一通りのシミュレーションの流れである． 
 本シミュレーションでターン制を採用したのは，「長期間の借金の返済を前提

とした，自己破産の過程からその後までを学ぶことで意識の導入を図るシミュ

レーション」を実現するためである．しかし，ターン制だけでは長期的なシミ

ュレーションを実現できても，「自己破産の過程」と「意識の導入」の面で問題

がある．一部の「自己破産の過程」と「その後」に対しては，精算後の借金整

理や自己破産の手続きのシミュレーションがそれに該当する． 
 そのために，ターンの進行に様々なイベントを用意して，「自己破産の過程」

と「意識の導入」の学習を図った．つまり，ターン制は「自己破産の過程」と

「意識の導入」に対する内容を組み込むための基盤も兼ねている． 
 例えば，借金を行うにあたり，条件の異なる借入先を複数用意する．借り入

れ限度額が低いが利子率が低い業者や，借り入れる際の資格制限が厳しいが借

り入れ限度額が高い業者などである．これらの業者の計算は別々に行うため，
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特定の業者に返済するために他の業者から借りるなどの行為も可能である．借

金額の計算は，それぞれの業者に対して別々に行う． 
 また，ボーナスもイベントの一つである．設定時に定めた月にボーナスが入

り，予算に追加される． 
 借金が増えてきた場合，借金整理を行う前に生活費の節約を行う．現実的な

レベルで生活費を減らすことで，返済限度額（予算）の底上げを行う． 
 ギャンブルによる借金などもイベントとして用意する．ギャンブルによる自

己破産は認められていないため，ギャンブルによる借金の比率が高いと，自己

破産の手続きのシミュレーションを行った際に申請が通らないこともある． 
 自己破産を学ぶ上で必要と判断したイベントはこのようなものが挙げられる．

他にも様々なイベントが考えられるが，開発段階で組み込むことが出来るか否

か調節が難しい部分があるため，設計の段階で挙げられるイベントはこの程度

である．たとえば，例としてあげたギャンブルも，バランスを破綻させる可能

性があるため，実装できるとは断言できない． 
 
6-3 モデル 
 基本となる自己破産の判定に利用する式を設計する．応用教材では，今まで

判定には利用していなかった利子を判定に組み込む． 
 問題を定式化する上で，元の授業実践のモデルである自己破産限度額を算出

する公式を，極端に簡略化された自己破産のモデルと捉え，シミュレーション

教材で用いたモデルを，極端に簡略化されたモデルを現実に近づけたモデルと

した．その上で，シミュレーション教材のモデルを更に現実に近い形にするこ

とで，自己破産についてより深く学ぶことのできるシミュレーションを設計し

た． 
(1) 自己破産限度額 
 自己破産限度額の計算式は，シミュレーション教材と同様のものを扱う．た

だし，自己破産の定義や手続き上から説明しなければならないが，シミュレー

ション教材までの公式は使い方を間違っている．通常，公式で出した自己破産

限度額は借金整理を行う場合の目安で，五年間で返しきれないくらいの借金が

借金整理によって自己破産を回避できるかどうかの境界である．したがって，
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シミュレーション上では，公式で出した自己破産限度額を，利子を含んだ借金

額が超えた時点で，借金フェイズが終了し借金整理を行うことになる．最終的

に，式①は以下のように定義される．Ｃ，Ｒ，Ｓの各パラメータはシミュレー

ション教材と同様である． 
自己破産限度額Ｒ = 返済限度額Ｃ * １２カ月 * ５年  ――① 

判定条件：借金額 S ≦ 自己破産限度額Ｒになった時点で借金フェイズは終了 
(2) ターンごとの返済額 
 応用教材は，一ヶ月を１ターンとして借金を続けていく方式である．よって，

年単位で計算していた時とは条件が異なる．例えば，ターンごとに返済してい

く形だと，返済額が異なることが考えられる．そのため，基本的な返済限度額

をＤと設定し，返済額は D’と設定する．また，同じ借金でもローンの場合は事

情が異なってくる．自己破産限度額の公式の考え方では五年で返済しきれない

借金をした時点が境界とされるが，これでは家屋を買った際の１０年単位のロ

ーンが成立しない．これらの場合，利率が低く設定されており，返済しきれる

ように契約が結ばれている．以上を考慮して，ローンを利用した場合は扱いを

変えることにした．単純に借金額として加えるのではなく，一ヶ月ごとのロー

ン返済額Ｌを設定し，その分だけ返済限度額から引くこととし，その式を式①

に加え，式①’とする． 
Ｒ = D * 12 *5  ――①’ 

返済限度額（予算）D = C － L 
判定条件：S ≦ Ｒである限りターン続行 

(3) 借金額 
 借金額についても，シミュレーション教材の式②を変形した形で定義する．

ターン制を導入したことで計算の区切りが月になったのだが，式②では利子額

の計算が年単位である．したがって，年計算を月計算に修正した式が以下の式

である． 
利子額 I’ = (借金額 S * (1 + 利子 I / 100) － 借金額 S) / 12  ――② 

返済可能額 C < 利子額 I’ or 返済可能額 C ≧ 利子額 I’ 
式②により，一ヶ月分の利子額 I’を算出することができた．単利であれば一ヶ月

に I’が返済終了まで加えられていくのだが，複利の場合は一年が経過したら利子
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額を新しく計算する必要がある．それを考慮して，式②’を立てた． 
Sn = (Sn‐1 － D’) * (1 + I/100)  ――②’ 
ただし，S1 = (S － D’) * (1 + I / 100) 

n の単位は年，D’は年単位での返済総額 
このように，式②と式②’で月計算と年計算を別に考える必要がある．また，一

年で返済する利子額が先に算出され，そこから一ヶ月ごとの利子額が算出され

るため，年単位での利子額は単独で出すことが可能である．ただし，ターンご

との計算として月ごとの計算も行う必要があるので，開発時には両式が連動す

るように開発する必要がある． 
(4) 判定条件 
 応用教材における判定条件は，シミュレーション教材とは異なり，自己破産

の判定条件ではない．自己破産の判定を行う前の，借金整理が必要であるか否

かの判定条件である．以下で示す判定条件を満たしている限りターンは続行さ

れ，条件を満たさなくなった時点で借金整理が行われる． 
S ≦ Ｒもしくは I’ < D  ――③ 

(5) 借金整理 
 借金整理を行うためにはいくつかの方法があるが，ここでは利息制限法を適

用し，高い利子によって払いすぎていた分を返済に当てる方法を用いる．ここ

で，元金 O，残りの借金額 X，元の利子 Y，法定金利 Z とし，計算上の期間は

年を単位とする． 
整理後の借金額 W = X － O*{(1 + Y/100)n － (1 + Z/100)n} ――④ 

n＝借金期間（単位：年） 
(6) 自己破産判定 
 借金整理の後には，整理後の借金の返済を考える必要がある．ここで，弁護

士が，債務者の収入の範囲内で三～五年程度の分割での返済を債権者に提案す

る．これ以上の長期にわたる借金額の場合は，自己破産を選択せざるを得なく

なる場合がある．以上より，借金整理後の借金額が５年以内に返済できない金

額であった場合，自己破産と判定する．基本的に月収から計算するが，ボーナ

スなどの月収以外の収入Ｖも考慮に入れる必要がある．したがって，以下の式

が立てられる． 

 54



 55

W ≦ D * 12 * 5 + V ――⑤ 
この式が成り立つ場合，自己破産を免れることができる 

 
 以上の５式を，応用教材の基本モデルとする． 



 
 
 

第七章 おわりに 
 
 
 
 本研究では，Web 上に公開されていたひとつの授業実践例を例として取り上

げ，そのシミュレーションを改善し，学習効果を検証した． 

 Web 教材とシミュレーション教材は，設計・開発まで行い形成的評価も行った．

両教材とも，多少の不満はあったようであるが全体的に肯定的な意見が多く，

教材の開発は成功した． 

 Web 教材とシミュレーション教材の比較実験では、事後テストにおける学習効

果が下がるという結果に終わった。学習内容に自己破産限度額の公式が含まれ

ていたこと考えると、満足な結果とは言い難い。しかし、追加試験ではシミュ

レーション教材の方が学習効果が高く、利子についての学習についての肯定的

な意見を考慮すると、もう一つの学習内容であった利子については学習効果の

向上が見られたと考えられる。加えて、シミュレーション教材のほうが意識的

な理解が高かった点を考慮すると，総合的に意図した改善は成功したと考えて

もいいだろう． 

 応用教材については，設計のみを行った．設計は，開発段階でターン進行時

のイベントを追加することを想定し，イベントは別シナリオ扱いにして，メイ

ン画面とは別の画面で進めるようにし，基本的なイベントのみを設計した．そ

のため、拡張性の高い設計になっている。開発時に工夫すれば浪費癖のある友

人にアドバイスをするという形で他の役割を演じるようにもできる．また，タ

ーンの進行時や決算時にポイントをつけてランキング制にすることで，ゲーム

の要素を加えることができる．開発時でなくとも，教材を使用してもらった感

想や意見にいいイベントがあれば，どんどん取り入れていくことで，さらに良

い教材になるだろう． 
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今後の課題としては、実行できなかった応用教材の開発が挙げられる。機会

があれば，応用教材を開発し，形成的評価を繰り返して様々な要素を取捨選択

し，より優れた教材を開発したい． 
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資料 1 

プログラム 

共通perlファイル”kanshin.pl” 
 

 

 

# メソッド見つけて持ってくる 

sub PhaiseInput{ 

 

 my($encoding) = @_; 

 my($method) = $ENV{'REQUEST_METHOD'}; 

 local($query, @in, $key, $val); 

 

 

 # 日本語が必要な場合は jcode.pl を取り込む 

 require 'jcode.pl' if $encoding; 

 

 # GETメソッドかPOSTメソッドかを判別 

 if ($method eq 'GET') { 

  $query = $ENV{'QUERY_STRING'}; #ENV=>サーバの環境変数 

 } 

 elsif ($method eq 'POST') { 

  read(STDIN, $query, $ENV{'CONTENT_LENGTH'}); 

 } 

 

 # 入力データの分解 

 local(@query) = split(/&/, $query); 

 

 # Name=Val を $in{'Name'} = 'Val' のハッシュにする。 

 foreach (@query) { 

 

  # + を空白文字に変換 

  tr/+/ /; 

 

  # Name=Val を分ける 

  ($key, $val) = split(/=/); 

 

  # %HH形式を元の文字にデコードする。 

  $key =~ s/%([A-Fa-f0-9][A-Fa-f0-9])/pack("c", hex($1))/ge; 

  $val =~ s/%([A-Fa-f0-9][A-Fa-f0-9])/pack("c", hex($1))/ge; 

 

         # 改行コード削除 

  $val =~ s/¥r¥n/¥n/g; 
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資料 1 

 

  # 日本語コードが指定されている場合は変換する。 

  jcode'convert(*key, $encoding) if ($encoding); 

  jcode'convert(*val, $encoding) if ($encoding); 

  # 連想配列（ハッシュ）にセット 

  $in{$key} = $val; 

 } 

 

 # 連想配列のグロブを返す 

 return *in; 

} 

 

#ヘッドの書式 

sub PrintH{ 

 

 print <<EOF; 

content-type:text/html 

 

<html> 

<head> 

<title>$Title</title> 

</head> 

$etc_head 

<body bgcolor=white> 

$body 

 

EOF 

 

} 

 

#フットの書式 

sub PrintF{ 

 

 print <<EOF; 

 

$etc_foot 

</body> 

</html> 

 

EOF 

 

} 
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資料 1 

 

 

# 漢字コード変換 

sub convert($kanjicode) 

{ 

 

if ($kanjicode eq 'sjis') { 

    $contexttype = "<META HTTP-EQUIV=¥"Content-type¥" CONTENT=¥"text/html; 

charset=Sift_JIS¥">"; 

    # $contexttype = "<META HTTP-EQUIV=¥"Content-type¥" 

CONTENT=¥"text/html;charset=x_sjis¥">"; 

} elsif ($kanjicode eq 'euc') { 

    $contexttype = "<META HTTP-EQUIV=¥"Content-type¥" CONTENT=¥"text/html; 

charset=EUC_JP¥">"; 

    # $contexttype = "<META HTTP-EQUIV=¥"Content-type¥" CONTENT=¥"text/html; 

charset=x_euc-jp¥">"; 

} elsif ($kanjicode eq 'jis') { 

    $contexttype = "<META HTTP-EQUIV=¥"Content-type¥" CONTENT=¥"text/html; 

charset=iso-2022-jp¥">"; 

 

} 

} 

 

1; 
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資料 1 

プログラム 

Web教材メインcgiファイル”simulation.cgi” 
 

 

 

#!/usr/local/bin/perl 

 

require 'perts.pl'; 

require 'kanshin.pl'; 

require 'jcode.pl'; 

require 'cgi-lib.pl'; 

 

&PhaiseInput(); 

 

#変数受け渡し 

&ReadParse(*in); 

$judge = $in{"judge"}; 

$judge = 0; 

$turn = $in{"turn"}; 

 

 

&PrintH; 

 

 

print "<font color=#000099 size=+2>〔作業１〕</font><br> 

 以下の条件で，どれくらいの借金で自己破産するか，<font color=red size=+1>借金の

シミュレーション</font>をしてみよう．<br> 

 シミュレーションを三回以上行うと、解説を見ることが出来る。以降は、そのままシミ

ュレーションを続ける、解説を見てシミュレーションを行う、次に進むなど自由にシミュ

レーションを利用しよう。<br>"; 

print "<table border> 

<tr><td>「月収は，手取り<font color=green>１５万円</font>とする．<BR> 

 生活費〔食費代，アパート代，光熱費（電気代，水道代，ガス代など），日用品代，電

話代など〕に<font color=green>約１０万円</font>かかるとする．<BR> 

 よって，毎月支払える金額〔手取り（１５万円）－生活費（１０万円）〕は<font 

color=green>５万円</font>となる．」</table> 

 下のリストから購入する商品を選択し，チェックボックスをクリックせよ．（複数選択

可）<br> 

 リストに欲しい商品がない場合，フリースペースに商品名・金額を自由に書き込んでも

よい．（但し、入力は半角英数字のみとする） 

"; 
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#関数呼び出し 

print "<FORM action=¥"./judge.cgi¥" method=¥"POST¥">"; 

 

print "<center>"; 

 

#入力フォーム 

print "<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"syouhin¥" value=¥"1¥">"; 

 

print "<input type=¥"checkbox¥" name=¥"value1¥" value=¥"150¥">車（150万円） "; 

print "<input type=¥"checkbox¥" name=¥"value2¥" value=¥"200¥">車（200万円）<br>"; 

 

print "<input type=¥"checkbox¥" name=¥"value3¥" value=¥"300¥">車（300万円） "; 

print "<input type=¥"checkbox¥" name=¥"value4¥" value=¥"400¥">車（400万円）<br>"; 

 

print "<input type=¥"checkbox¥" name=¥"value5¥" value=¥"50¥">海外旅行（50万円） "; 

print "<input type=¥"checkbox¥" name=¥"value6¥" value=¥"70¥">海外旅行（70万円）

<br>"; 

 

print "<input type=¥"checkbox¥" name=¥"value7¥" value=¥"90¥">海外旅行（90万円） "; 

print "<input type=¥"checkbox¥" name=¥"value8¥" value=¥"10¥">宝石（10万円）<br>"; 

 

print "<input type=¥"checkbox¥" name=¥"value9¥" value=¥"20¥">宝石（20万円） "; 

print "<input type=¥"checkbox¥" name=¥"value10¥" value=¥"30¥">宝石（30万円）<br>"; 

 

print "<input type=¥"checkbox¥" name=¥"value11¥" value=¥"20¥">ＰＣ（20万円） "; 

print "<input type=¥"checkbox¥" name=¥"value12¥" value=¥"35¥">ＰＣ（35万円）<br>"; 

 

print "<input type=¥"checkbox¥" name=¥"value13¥" value=¥"40¥">ＰＣ（40万円） "; 

print "<input type=¥"checkbox¥" name=¥"value14¥" value=¥"50¥">ＰＣ（50万円）<br>"; 

 

print "<input type=¥"checkbox¥" name=¥"value15¥" value=¥"5¥">ビデオデッキ（5万円） 

"; 

print "<input type=¥"checkbox¥" name=¥"value16¥" value=¥"10¥">ビデオデッキ（10万

円）<br>"; 

 

print "<input type=¥"checkbox¥" name=¥"value17¥" value=¥"15¥">ビデオデッキ（15万

円） "; 

print "<input type=¥"checkbox¥" name=¥"value18¥" value=¥"30¥">遊び金（30万円）<br>"; 

 

print "<input type=¥"checkbox¥" name=¥"value19¥" value=¥"50¥">遊び金（50万円） "; 

print "<input type=¥"checkbox¥" name=¥"value20¥" value=¥"70¥">遊び金（70万円）<br>"; 
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print "<br>"; 

print "<font size=+1><b>フリースペース</b></font><br>"; 

print "商品名："; 

print "<INPUT name=syouhin 

 style=¥"HEIGHT: 22px; WIDTH: 132px¥">¥n"; 

print "<br>"; 

print "値 段："; 

print "<INPUT name=value21 

 style=¥"HEIGHT: 22px; WIDTH: 33px¥">万円¥n"; 

print "<br>"; 

 

#ボタン 

print "<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"turn¥" value=¥"$turn¥">¥n"; 

print "<br><br><INPUT id=submit1 name=submit1 style=¥"LEFT: -1px; TOP: 421px¥" 

type=submit value=¥"判定¥">"; 

print "</center>"; 

print "</form>"; 

 

&PrintF; 

 

__END__ 
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プログラム 

Web教材サブルーチン格納用perlファイル”perts.pl” 
 

 

 

#配列の設定 

sub SHconv{ 

      $s = 1; 

#答え（問題数）の分だけ必要 

 while ($s ne 22) { 

 $value_tmp = "value$s"; 

 @value[$s]=$in{$value_tmp}; 

 $s++; 

 } 

 

# if (@value[21] =~ /¥s/) { 

#  @value[21] = 0; 

# } 

} 

 

#合計値の算出 

sub AnsChk{ 

 $result = 0; 

 $count = 0; 

 while ($count ne 22) { 

  $count++; 

  $result = $result + @value[$count]; 

 } 

} 

 

1; 
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プログラム 

Web教材判定用cgiファイル”judge.cgi” 
 

 

 

#!/usr/local/bin/perl 

 

require 'perts.pl'; 

require 'kanshin.pl'; 

require 'cgi-lib.pl'; 

require 'jcode.pl'; 

 

&PhaiseInput(); 

 

#変数受け渡し 

&ReadParse(*in); 

$judge = $in{"judge"}; 

$result = $in{"result"}; 

$turn = $in{"turn"}; 

 

&PrintH; 

 

#自己破産判定 

if($judge eq 1) { 

 $turn++; 

 if($result < 300) { 

  print "<font size=+2>合計金額$result万円</font><br>"; 

  print "<font size=+4 color=blue>自己破産を免れました</font><br>"; 

 } elsif ($result >= 300) {   

  print "<font size=+2>合計金額$result万円</font><br>"; 

  print "<font size=+4 color=red>自己破産しました</font><br>"; 

 }else{ 

  print "<font size=+5 color=red>Error</font><br>"; 

  print "$result"; 

 } 

#繰り返し処理 

  if ($turn < 3) { 

    print "<hr>シミュレーションは$turn回目．条件を変えて再度行

ってみよう．<br>"; 

   print "<FORM action=¥"./simulation.cgi¥" 

method=¥"POST¥">"; 

   print "<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"turn¥" 
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value=¥"$turn¥">¥n"; 

   print "<INPUT id=submit1 name=submit1 style=¥"LEFT: -1px; 

TOP: 421px¥" type=submit value=¥"シミュレーションを再度行う¥">"; 

   print "</form>"; 

  } else { 

   print "<hr>シミュレーションは$turn回目．<br><br>"; 

   print "<a 

href=¥"http://www.anna.iwate-pu.ac.jp/~g031w055/soturon/jikohasan8/jikohasan_7a.

html¥" target=¥"ans¥">種明かし</a><br>"; 

   print "<FORM action=¥"./simulation.cgi¥" 

method=¥"POST¥">"; 

   print "<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"turn¥" 

value=¥"$turn¥">¥n"; 

   print "<INPUT id=submit1 name=submit1 style=¥"LEFT: -1px; 

TOP: 421px¥" type=submit value=¥"シミュレーションを再度行う¥">"; 

   print "</form>"; 

  } 

}else{ 

#エラー時 

 &SHconv(); 

 if (@value[21] =~ /[^0-9]+/) { 

 print "<font size=+4 color=red>Error</font><br>"; 

 print "<font size=+2>借金額に適切でない文字を含みます．<br>半角数字以外は

使用できません．</font>"; 

 } else { 

  &AnsChk(); 

  print "<font size=+2 color=green>確認</font><br>"; 

  print "合計金額は$result万円です．<br>"; 

  print "$result万円の借金になりますが，よろしいですか？<br>"; 

  $judge = 1; 

 

  print "<FORM action=¥"./judge.cgi¥" method=¥"POST¥">"; 

  print "<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"judge¥" value=¥"$judge¥">¥n"; 

  print "<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"result¥" 

value=¥"$result¥">¥n"; 

  print "<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"turn¥" value=¥"$turn¥">¥n"; 

  print "<INPUT id=submit1 name=submit1 style=¥"LEFT: -1px; TOP: 

421px¥" type=submit value=¥"判定¥">"; 

  print "</form>"; 

 } 

  print "<FORM action=¥"./simulation.cgi¥" method=¥"POST¥">"; 

  print "<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"turn¥" value=¥"$turn¥">¥n"; 
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  print "<INPUT id=submit1 name=submit1 style=¥"LEFT: -1px; TOP: 

421px¥" type=submit value=¥"やり直し¥">"; 

  print "</form>"; 

} 

 

&PrintF; 

 

__END__ 
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プログラム 

シミュレーション教材メインcgiファイル”simulation.cgi” 
 

 

 

#!/usr/local/bin/perl 

 

#require 'perts.pl'; 

require 'kanshin.pl'; 

require 'jcode.pl'; 

require 'cgi-lib.pl'; 

 

&PhaiseInput(); 

#&convert(); 

#&jcode'convert(sjis); 

 

&ReadParse(*in); 

$turn = $in{"turn"}; 

 

 

&PrintH; 

 

#print "<b>"; 

 

print "<font color=#000099 size=+2>〔作業１〕</font><br> 

 <font color=red size=+1>借金のシミュレーション</font>をしてみよう．<BR>"; 

print " 三回以上シミュレーションを行うと，次に進むことが出来る．その後もシミュレ

ーションは続行できるので，様々な条件を入力してみよう．<br>"; 

#print " 目的は，<font color=red size=+1>「自己破産になるギリギリまで，借金する」

</font>である．<BR><br>"; 

print " 以下のパラメータを変更することで，自己破産限度額や借金額の移り変わりが変

化する．<br>"; 

print " 条件を変化させて，値の動きを見てみよう．<br>"; 

print " パラメータ決定後に，下の『判定』ボタンを押すと判定画面へ移る．<br>"; 

print "<br><br>"; 

 

#関数呼び出し 

print "<FORM action=¥"./judge.cgi¥" method=¥"POST¥">"; 

print "<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"S¥" value=¥"1¥">"; 

 

#手取り額 

print "<font color=#000066>手取りＡ</font>："; 
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print "<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"interest¥" value=¥"1¥">"; 

print "<select name=¥"A¥">"; 

 

$count = 10; 

while($count <= 100) { 

#初期設定値 

 if ($count == 15) { 

  print "<option value=¥"$count¥" selected>$count"; 

 } else { 

#通常時 

  print "<option value=¥"$count¥">$count"; 

 } 

 $count++; 

} 

 

print "</select>万円"; 

print "<br>"; 

print "（月収から税金などを引いた額）<br><br>"; 

 

 

#生活費 

print "<font color=#000066>生活費Ｂ</font>："; 

print "<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"interest¥" value=¥"1¥">"; 

print "<select name=¥"B¥">"; 

 

$count = 5; 

while($count <= 100) { 

#初期設定値 

 if ($count == 10) { 

  print "<option value=¥"$count¥" selected>$count"; 

 } else { 

#通常時 

  print "<option value=¥"$count¥">$count"; 

 } 

 $count++; 

} 

 

print "</select>万円"; 

print "<br>"; 

print "（食費代，アパート代，光熱費，日用品代，電話代など）<br><br>"; 

 

print "<font color=#000066>返済限度額Ｃ</font>：Ａ－Ｂ<br>"; 
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print "（１カ月に返済できる最大値）<br><br>"; 

 

#返済額 

print "<font color=#000066>返済額Ｄ</font>："; 

print "<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"interest¥" value=¥"1¥">"; 

print "<select name=¥"D¥">"; 

 

$count = 0; 

while($count <= 95) { 

#初期設定値 

 if ($count == 5) { 

  print "<option value=¥"$count¥" selected>$count"; 

 } else { 

#通常時 

  print "<option value=¥"$count¥">$count"; 

 } 

 $count++; 

} 

 

print "</select>万円"; 

print "<br>"; 

print "（１カ月に，実際に返済に使う値）<br>"; 

print "（制限：D ≦ C）<br><br>"; 

 

#利子 

print "<font color=#000066>利子Ｉ</font>："; 

print "<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"I¥" value=¥"1¥">"; 

print "<select name=¥"I¥">"; 

 

$count = 0; 

while($count <= 30) { 

#位取り 

 $count2 = $count / 100; 

#初期設定値 

 if ($count == 25) { 

  print "<option value=¥"$count2¥" selected>$count%"; 

 } else { 

#通常時 

  print "<option value=¥"$count2¥">$count%"; 

 } 

 $count++; 

} 
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print "</select>"; 

print "<br>"; 

print "（借入先の利子率．年複利）<br>"; 

print "<br>"; 

 

#借金額入力フォーム 

print "<font color=#000066>借金額Ｓ</font>："; 

#print "<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"S¥" value=¥"1¥">"; 

print "<INPUT name=S style=¥"HEIGHT: 22px; WIDTH: 33px¥">万円¥n"; 

print "<br>"; 

print "（借金する金額）<br>"; 

print "（制限：0 ≦ S ≦ 1000万円, 半角英数字のみ）<br><br>"; 

 

print "<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"turn¥" value=¥"$turn¥">¥n"; 

print "<br><br><INPUT id=submit1 name=submit1 style=¥"LEFT: -1px; TOP: 421px¥" 

type=submit value=¥"判定¥">"; 

print "</form>"; 

 

#print "</b>"; 

 

&PrintF; 

 

__END__ 
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プログラム 

シミュレーション教材サブルーチン格納perlファイル”perts.pl” 
 

 

 

#変数の設定 

sub SHconv{ 

 $A_tmp = "A"; 

 $A = $in{$A_tmp}; 

 $B_tmp = "B"; 

 $B = $in{$B_tmp}; 

 $D_tmp = "D"; 

 $D = $in{$D_tmp}; 

 $I_tmp = "I"; 

 $I = $in{$I_tmp}; 

 $S_tmp = "S"; 

 $S = $in{$S_tmp}; 

} 

 

 

#合計金額 

sub AnsChk{ 

 $result = 0; 

 $count = 0; 

 while ($count ne 22) { 

  $count++; 

  $result = $result + @value[$count]; 

 } 

} 

 

#切り上げ 

sub Decimal { 

 $dec = @_[0]; 

 $dec = 10 * $dec; 

 use POSIX; 

 $dec = ceil($dec); 

} 

 

#切り下げ 

sub Decimal2 { 

 $dec = @_[0]; 

 $dec = 10 * $dec; 
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 $dec = int($dec); 

} 

 

#切り上げ２ 

sub Decimal3 { 

 $dec = @_[0]; 

 $dec = 10 * $dec; 

 $dec = int($dec); 

 $dec = $dec + 1; 

} 

 

# 

sub floor { 

 $dec = @_[0]; 

 $dec = 10 * $dec; 

 use POSIX; 

 $dec = floor($dec); 

} 

 

#限界利子率算出 

sub Interest{ 

 $count = 0; 

 while ($count <= 50) { 

  @interest[$count] = $S * ($count / 100) / 12; 

  $count++; 

 } 

 $n = @_[0]; 

 $count = 0; 

 while ($n >= @interest[$count]) { 

  $count++; 

  if ($count > 50) { 

   @interest[$count] = 65535; 

  } 

 } 

 $II = $count; 

 if ($II <=30) { 

  print "<font color=red>利子が年率$II％以上</font>になると，一月の

利子額が$n万円を超えてしまう．そうすると，<font color=red>月に$n万円払っても元の

借金は１円も減らなくなる</font>。<br>"; 

 } else { 

  print "利子が３０％以内であれば，<font color=#000099>一月の利子額

が$n万円を超えることはない</font>．したがって，借金は着実に減っていく．<br>"; 
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 } 

} 

 

 

#借金額変移表示 

sub dept { 

 print "<center>"; 

 print "<table border>"; 

 print "<tr><th>借金直後<td>１年後<td>２年後<td>３年後<td>４年後<td>５年後

"; 

 #print "<td>６年後<td>７年後<td>８年後<td>９年後<td>１０年後"; 

 print "<tr>"; 

 $count = 0; 

 while ($count <= 5) { 

  &Decimal(@count[$count]); 

  if ($count == 0) { 

   $dec = $dec - 1;  

  } 

  print "<td>$dec,000円"; 

  $count++; 

 } 

 print "</table>"; 

 print "</center>"; 

} 

 

#返済変移表示 

sub return{ 

 print "<center>"; 

 print "<table border>"; 

 print "<tr><th>借金直後<td>１年後<td>２年後<td>３年後<td>４年後<td>５年後

"; 

 #print "<td>６年後<td>７年後<td>８年後<td>９年後<td>１０年後"; 

 print "<tr>"; 

 $count = 0; 

 while ($count <= 5) { 

  &Decimal(@count2[$count]); 

  if ($count == 0) { 

   $dec = $dec - 1;  

  } 

  print "<td>$dec,000円"; 

  $count++; 

 } 
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 print "</table>"; 

 print "</center>"; 

} 

 

 

#返済変移表示MAX 

sub returnMAX{ 

 print "<center>"; 

 print "<table border>"; 

 print "<tr><th>借金直後<td>１年後<td>２年後<td>３年後<td>４年後<td>５年後

"; 

 #print "<td>６年後<td>７年後<td>８年後<td>９年後<td>１０年後"; 

 print "<tr>"; 

 $count = 0; 

 while ($count <= 5) { 

  &Decimal(@count3[$count]); 

  if ($count == 0) { 

   $dec = $dec - 1;  

  } 

  print "<td>$dec,000円"; 

  $count++; 

 } 

 print "</table>"; 

 print "</center>"; 

} 

 

 

#返済終了時 

sub pay { 

 $count = 0; 

 while (0 <= @count2[$count]) { 

  $count++; 

  if ($count > 10) { 

   @count2[$count] = -65535; 

  } 

 } 

 $pay = $count; 

 

 $count = 0; 

 while (0 <= @count3[$count]) { 

  $count++; 

  if ($count > 10) { 
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   @count3[$count] = -65535; 

  } 

 } 

 $payX = $count; 

 

 $count = 0; 

 while (0 <= @count4[$count]) { 

  $count++; 

  if ($count > 10) { 

   @count4[$count] = -65535; 

  } 

 } 

 $pay2 = $count; 

} 

 

 

1; 
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プログラム 

シミュレーション教材サブルーチン格納用perlファイル”table.pl” 
 

 

 

#表・借金額の変移 

sub table1 { 

 #グラフ単位の決定 

 if ($S <= 300) { 

  $k = 100; 

 } elsif ($S <= 700) { 

  $k = 200; 

 } elsif ($S <= 1000) { 

  $k = 500; 

 } else { 

  $k = 1000; 

 } 

 $year = @_[0]; 

 $count = $k / 10; 

 print "<center>"; 

 print "<table border>"; 

 print "<caption align=¥"bottom¥"><font size=-2>グラフの単位：$count万円

</font></caption>"; 

 #表の表示 

 $count = 0; 

 while ($count <= $year) { 

  if ($count == 0) { 

   print "<tr><th>借金直後"; 

  } else { 

   print "<tr><th>$count年後"; 

  } 

  #表部分表示 

  $n = @count[$count]; 

  &Decimal($n); 

  print "<td>$dec,000円"; 

  #グラフ部分計算 

  $plus = @count[$count]; 

  &Decimal($plus); 

  $plus = int($dec / $k); 

  #グラフ部分表示 

  print "<td>"; 

  $m = 1; 
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  print "<font size=-2>"; 

  while ($m <= $plus) { 

   print "*"; 

   $m++; 

  } 

  print "</font>"; 

  $count++; 

 } 

 print "</table>"; 

 print "</center>"; 

} 

 

 

#表・借金額の変移 

sub table2 { 

 #グラフ単位の決定 

 if ($S <= 300) { 

  $k = 100; 

 } elsif ($S <= 700) { 

  $k = 200; 

 } elsif ($S <= 1000) { 

  $k = 500; 

 } else { 

  $k = 1000; 

 } 

 $year = @_[0]; 

 $count = $k / 10; 

 print "<center>"; 

 print "<table border>"; 

 print "<caption align=¥"bottom¥"><font size=-2>グラフの単位：$count万円

</font></caption>"; 

 #表の表示 

 $count = 0; 

 while ($count <= $year) { 

  if ($count == 0) { 

   print "<tr><th>借金直後"; 

  } else { 

   print "<tr><th>$count年後"; 

  } 

  #表部分表示 

  $n = @count2[$count]; 

  &Decimal($n); 
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  if ($dec <= 0) { 

   print "<td><b>返済終了</b>"; 

  }else{ 

   print "<td>$dec,000円"; 

  } 

  #グラフ部分計算 

  $plus = @count2[$count]; 

  &Decimal($plus); 

  $plus = int($dec / $k); 

  #グラフ部分表示 

  print "<td>"; 

  $m = 1; 

  print "<font size=-2>"; 

  if ($plus <= 0) {print " ";} 

  while ($m <= $plus) { 

   print "*"; 

   $m++; 

  } 

  print "</font>"; 

  $count++; 

  if (@count2[$count-1] <= 0) { 

   $count = 65535; 

  } 

 } 

 print "</table>"; 

 print "</center>"; 

} 

 

#表・借金額の変移 

sub table3 { 

 #グラフ単位の決定 

 if ($S <= 300) { 

  $k = 100; 

 } elsif ($S <= 700) { 

  $k = 200; 

 } elsif ($S <= 1000) { 

  $k = 500; 

 } else { 

  $k = 1000; 

 } 

 $year = @_[0]; 

 $count = $k / 10; 
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 print "<center>"; 

 print "<table border>"; 

 print "<caption align=¥"bottom¥"><font size=-2>グラフの単位：$count万円

</font></caption>"; 

 #表の表示 

 $count = 0; 

 while ($count <= $year) { 

  if ($count == 0) { 

   print "<tr><th>借金直後"; 

  } else { 

   print "<tr><th>$count年後"; 

  } 

  #表部分表示 

  $n = @count3[$count]; 

  &Decimal($n); 

  if ($dec <= 0) { 

   print "<td><b>返済終了</b>"; 

  }else{ 

   print "<td>$dec,000円"; 

  } 

  #グラフ部分計算 

  $plus = @count3[$count]; 

  &Decimal($plus); 

  $plus = int($dec / $k); 

  #グラフ部分表示 

  print "<td>"; 

  $m = 1; 

  print "<font size=-2>"; 

  if ($plus <= 0) {print " ";} 

  while ($m <= $plus) { 

   print "*"; 

   $m++; 

  } 

  print "</font>"; 

  $count++; 

  if (@count3[$count-1] <= 0) { 

   $count = 65535; 

  } 

 } 

 print "</table>"; 

 print "</center>"; 

} 
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#表・借金額の変移 

sub table4 { 

 #グラフ単位の決定 

 if ($S <= 300) { 

  $k = 100; 

 } elsif ($S <= 700) { 

  $k = 200; 

 } elsif ($S <= 1000) { 

  $k = 500; 

 } else { 

  $k = 1000; 

 } 

 $year = @_[0]; 

 $count = $k / 10; 

 print "<center>"; 

 print "<table border>"; 

 print "<caption align=¥"bottom¥"><font size=-2>グラフの単位：$count万円

</font></caption>"; 

 #表の表示 

 $count = 0; 

 while ($count <= $year) { 

  if ($count == 0) { 

   print "<tr><th>借金直後"; 

  } else { 

   print "<tr><th>$count年後"; 

  } 

  #表部分表示 

  $n = @count4[$count]; 

  &Decimal($n); 

  if ($dec <= 0) { 

   print "<td><b>返済終了</b>"; 

  }else{ 

   print "<td>$dec,000円"; 

  } 

  #グラフ部分計算 

  $plus = @count4[$count]; 

  &Decimal($plus); 

  $plus = int($dec / $k); 

  #グラフ部分表示 

  print "<td>"; 
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 84

  $m = 1; 

  print "<font size=-2>"; 

  if ($plus <= 0) {print " ";} 

  while ($m <= $plus) { 

   print "*"; 

   $m++; 

  } 

  print "</font>"; 

  $count++; 

  if (@count4[$count-1] <= 0) { 

   $count = 65535; 

  } 

 } 

 print "</table>"; 

 print "</center>"; 

} 

 

 

1; 

 



資料１ 

プログラム 

シミュレーション教材判定用cgiファイル”judge.cgi” 
 
 
 
#!/usr/local/bin/perl 

 

require 'perts.pl'; 

require 'kanshin.pl'; 

require 'cgi-lib.pl'; 

require 'jcode.pl'; 

require 'table.pl'; 

 

&PhaiseInput(); 

 

&ReadParse(*in); 

$turn = $in{"turn"}; 

 

&PrintH; 

&SHconv; 

 

#各式 

$C = $A - $B; 

$R = $C * 60; 

$RR = $D * 60; 

$DD = $S / 60; 

$I2 = $I * 100; 

$BB = $A - $S / 60; 

$AA = $B + $S / 60; 

 

 

print "<center>"; 

$type = 0; 

#判定 

if ($S !~ /[0-9]+/) { 

#エラー 

 print "<font size=+4 color=red>Error</font><br>"; 

 print "<font size=+2>借金額が空欄であるか，適切でない文字を含みます．

<br>また，半角数字以外は使用できません．</font>"; 

 $type = 0; 

} elsif ($S > 1000) { 

#エラー 

 print "<font size=+4 color=red>Error</font><br>"; 

 print "<font size=+2>借金額が上限を超えています．</font>"; 

 $type = 0; 
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} elsif ($S < 0) { 

#エラー 

 print "<font size=+4 color=red>Error</font><br>"; 

 print "<font size=+2>借金額が下限を下回っています．</font>"; 

 $type = 0; 

} elsif ($D > $C) { 

#エラー 

 print "<font size=+4 color=red>Error</font><br>"; 

 print "<font size=+2>返済額Ｄが返済限度額Ｃより大きくなっています．

</font>"; 

 $type = 0; 

} elsif ($RR > $S) { 

 #返済可能 

 print "<font size=+4>判定</font><br>"; 

 print "<font size=+3 color=#000099>貴方の設定した返済額で自己破産を回

避</font><br><br><br>"; 

 $type = 1;  

} elsif ($R > $S) { 

 #条件付で返済可能 

 print "<font size=+4>判定</font><br>"; 

 &Decimal3($DD); 

 print "<font size=+3 color=yellow>貴方の設定した返済額では自己破産を免

れないが，<br><font color=#000099>返済額$dec,000円</font>以上で自己破産を回避

</font><br><br><br>"; 

 $type = 2; 

} else { 

 #自己破産 

 print "<font size=+4>判定</font><br>"; 

 print "<font size=+3 color=red>返済限度額$C万円を返済に回しても，<br>

自己破産を免れない</font><br><br><br>"; 

 $type = 3; 

} 

print "</center>"; 

 

if ($type != 0) { 

 print "破産に詳しい専門家の話によると，<font color=red size=+1>以下の

公式で出た金額以上の借金をすれば，破産するしか仕方がない</font>．<br>"; 

 print "<table border><tr><th>公式<td><font color=red size=+1><b>自己破

産限度額<br>＝毎月の返済限度額（毎月の手取りから生活費を引いた金額）×１２カ月

×５年</b></font></table>"; 

 print "貴方が設定した条件をこの式に当てはめると，<font 

color=green><b>$C万円×12カ月×5年＝$R万円</b></font>になる．<br>"; 

 print "つまり，<font color=red size=+1>$R万円を超える借金をすれば，自

己破産の道しかない</font>ということである．<BR><br>"; 

} 

 

 86



資料１ 

 

#借金額の変移 

$count=1; 

@count[0] = $S; 

while ($count <= 10) { 

 @count[$count] = @count[$count - 1] * (1 + $I); 

 $count++; 

} 

#返済額の変移 

$count=1; 

@count2[0] = $S; 

while ($count <= 10) { 

 @count2[$count] = @count2[$count - 1] * (1 + $I) - $D*12; 

 $count++; 

} 

#返済額の変移MAX 

$count=1; 

@count3[0] = $S; 

while ($count <= 10) { 

 @count3[$count] = @count3[$count - 1] * (1 + $I) - $C*12; 

 $count++; 

} 

#返済額の変移２ 

$count=1; 

@count4[0] = $S; 

while ($count <= 10) { 

 @count4[$count] = @count4[$count - 1] * (1 + $I) - $DD*12; 

 $count++; 

} 

 

&pay(); 

 

#結果表示１ 

if ($type == 0) { 

 print "<FORM action=¥"./simulation.cgi¥" method=¥"POST¥">"; 

 print "<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"turn¥" value=¥"$turn¥">¥n"; 

 print "<INPUT id=submit1 name=submit1 style=¥"LEFT: -1px; TOP: 421px¥" 

type=submit value=¥"戻る¥">"; 

 print "</form>"; 

} elsif ($type == 1) { 

 print "設定した<font color=#000099>借金額$S万円・利子$I2％</font>だと，

以下の図のように借金が増大していく．<br>"; 

 &table1(5); 

 print "公式より，<font color=#000099>毎月の返済額が$D万円だと，$RR万円

未満なら借金しても自己破産とは判定されない</font>．<br>"; 

 if ($D != $C) { 
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 print "また，<font color=#000099>返済限度額$C万円の場合，$R万円までは

借金しても自己破産とは判定されない</font>．<br>"; 

 } 

 print "<br><br>"; 

 &Decimal2($BB); 

 print "借金額$S万円・手取り$A万円の場合，<font color=#000099>生活費が

$dec,000円以下であれば，自己破産とは判定されない</font>．<br>"; 

 &Decimal($AA); 

 print "借金額$S万円・生活費$B万円の場合，<font color=#000099>手取りが

$dec,000円以上であれば，自己破産とは判定されない</font>．<br>"; 

 print "<br><br>"; 

 if (@count2[11] == -65535) { 

  print "返済金額$D万円の場合，<font color=red>10年かかっても返済

しきれない</font>．<br>"; 

 }else{ 

  print "返済額$D万円の場合，<font color=#000099>$pay年で返済でき

る</font>．<br>"; 

 } 

 print "<font color=#000099>毎月の返済額を$D万円</font>とすると，以下の

図のように借金額が変動する．<br>"; 

 &table2(5); 

 print "設定した返済額$D万円の場合，<font color=#000099>借金額が$RR万円

未満なら自己破産と判定されない</font>．<br>"; 

 print "返済額$D万円の場合，"; 

 &Interest($D); 

 print "<br><br>"; 

 if ($D != $C) { 

  if (@count3[11] == -65535) { 

   print "返済金額$C万円の場合，<font color=red>10年かかっ

ても返済しきれない</font>．<br>"; 

  }else{ 

   print "返済限度額$C万円の場合，<font color=#000099>$payX

年で返済できる</font>．<br>";  

  } 

 

  print "返済限度額$C万円の場合，以下の図のように借金額が変動する．

<br>"; 

  &table3(5); 

  print "返済限度額$C万円であれば，<font color=#000099>借金額が$R

万円未満なら自己破産と判定されない</font>．<br>"; 

  print "返済限度額$C万円の場合，"; 

  &Interest($C); 

  print "<br><br>"; 

 } 

} elsif ($type == 2) { 

 print "設定した<font color=#000099>借金額$S万円・利子$I2％</font>だと，
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以下の図のように借金が増大していく．<br>"; 

 &table1(5); 

 print "公式より，<font color=#000099>毎月の返済額が$D万円だと，$RR万円

未満なら借金しても自己破産とは判定されない</font>．<br>"; 

 if ($D != $DD) { 

  print "また，<font color=#000099>毎月の返済額が$DD万円であれば，

$S万円未満なら借金しても自己破産とは判定されない</font>．<br>"; 

 } 

 print "<br><br>"; 

 

 &Decimal2($BB); 

 print "借金額$S万円・手取り$A万円の場合，<font color=#000099>生活費が

$dec,000円未満であれば，自己破産とは判定されない</font>．<br>"; 

 &Decimal($AA); 

 print "借金額$S万円・生活費$B万円の場合，<font color=#000099>手取りが

$dec,000円以上であれば，自己破産とは判定されない</font>．<br>"; 

 print "<br><br>"; 

 

 if (@count2[11] == -65535) { 

  print "返済金額$D万円の場合，<font color=red>10年かかっても返済

しきれない</font>．<br>"; 

 }else{ 

  print "返済額$D万円の場合，<font color=#000099>$pay年で返済でき

る</font>．<br>"; 

 } 

 print "また，<font color=#000099>毎月の返済額を$D万円</font>とすると，

以下の図のように借金額が変動する．<br>"; 

 &table2(5); 

 print "設定した返済額$D万円の場合，<font color=#000099>借金額が$RR万円

未満なら自己破産と判定されない</font>．<br>"; 

 print "返済額$D万円の場合，"; 

 &Interest($D); 

 print "<br><br>"; 

 

 if ($C != $D) { 

  if (@count3[11] == -65535) { 

   print "返済金額$C万円の場合，<font color=red>10年かかっ

ても返済しきれない</font>．<br>"; 

  }else{ 

   print "返済限度額$C万円の場合，<font color=#000099>$payX

年で返済できる</font>．<br>";  

  } 

 } 

 print "<font color=#000099>返済額が返済限度額$C万円の場合</font>，以下

の図のように借金額が変動する．<br>"; 

 &table3(5); 
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 print "返済限度額$C万円であれば，<font color=#000099>借金額が$R万円未

満なら自己破産と判定されない</font>．<br>"; 

 print "返済限度額$C万円の場合，"; 

 &Interest($C); 

 print "<br><br>"; 

} elsif ($type == 3) { 

 print "<font color=#000099>設定した借金額$S万円・利子$I2％</font>だと，

以下の図のように借金が増大していく．<br>"; 

 &table1(5); 

 print "公式より，<font color=#000099>毎月の返済額が$D万円だと，$RR万円

未満なら借金しても自己破産とは判定されない</font>．<br>"; 

 &Decimal3($DD); 

 print "また，毎月の返済額が$dec,000円以上であれば，<font 

color=#000099>$S万円未満なら借金しても自己破産とは判定されない</font>．<br>"; 

 print "<br><br>"; 

 

 &Decimal2($BB); 

 print "借金額$S万円・手取り$A万円の場合，<font color=#000099>生活費が

$dec,000円未満であれば，自己破産とは判定されない</font>．<br>"; 

 &Decimal($AA); 

 print "借金額$S万円・生活費$B万円の場合，<font color=#000099>手取りが

$dec,000円以上であれば，自己破産とは判定されない</font>．<br>"; 

 print "<br><br>"; 

 

 

 print "また，<font color=#000099>毎月の返済額を$D万円</font>とすると，

以下の図のように借金額が変動する．<br>"; 

 &table2(5); 

 print "設定した返済額$D万円の場合，<font color=#000099>借金額が$RR万円

未満なら自己破産と判定されない</font>．<br>"; 

 print "返済額$D万円の場合，"; 

 &Interest($D); 

 print "<br><br>"; 

 

 if ($D != $C) { 

  print "<font color=#000099>返済限度額$C万円</font>の場合，以下

の図のように借金額が変動する．<br>"; 

  &table3(5); 

  print "返済限度額$C万円であれば，<font color=#000099>借金額が$R

万円未満なら自己破産と判定されない</font>．<br>"; 

  print "返済限度額$C万円の場合，"; 

  &Interest($C); 

  print "<br><br>"; 

 } 

} else { 

 print "<font size=+4 color=red>Error</font>"; 
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 print "$error"; 

} 

 

#繰り返し 

if ($type != 0) { 

 $turn++; 

 print "<hr>シミュレーションは$turn回目．<br>"; 

 if ($turn < 3) { 

  print "再度シミュレーションを行おう．<br>"; 

 } else { 

  print "次に進むことも出来るが，是非シミュレーションを続行し，

色々な状況を試してみよう．<br>"; 

 } 

 print "<FORM action=¥"./simulation.cgi¥" method=¥"POST¥">"; 

 print "<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"turn¥" value=¥"$turn¥">¥n"; 

 print "<INPUT id=submit1 name=submit1 style=¥"LEFT: -1px; TOP: 421px¥" 

type=submit value=¥"シミュレーションを再度行う¥">"; 

 print "</form>"; 

 if ($turn >= 3) { 

  print "<a 

href=¥"http://www.anna.iwate-pu.ac.jp/~g031w055/soturon/jikohasan9/jikohasan_

8q.html¥">次へ進む</a>"; 

 } 

} 

 

&PrintF; 

 

__END__ 
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『自己破産』Web 教材・シミュレーション教材 

アンケート票 
学籍番号： 
名前： 
 
 
１、 自己破産について、理解する事が出来ましたか？ 

理解できなかった １―２―３―４―５ 理解できた 
 
２、 作業１のシミュレーションの内容は理解できましたか？ 

理解できなかった １―２―３―４―５ 理解できた 
 
３、 『シミュレーション』という言葉から受けるイメージを書いて下さい。 
 
 
 
 
 
４、 作業１のシミュレーションは、「シミュレーションだ」と納得できる内

容でしたか？ 
また、その理由も述べてください。 

納得できない内容 １―２―３―４―５ 納得できる内容 
（理由） 
 
 
 
 
 
５、 この教材全体の感想を、長所と短所を中心に書いて下さい。 
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『自己破産』Web 教材・シミュレーション教材 

観察プラン・経過時間メモ 
被験者の学籍番号： 
被験者名： 
 
 
チェック１ フレーム処理にわずらわしさを感じていないか？ 
 
 
 
チェック２ シミュレーションまでにかかる時間はどれくらいか。そこまでに詰まった

ところはないか。 
 
 
 
チェック３  シミュレーションの手順が煩雑すぎないか。 
 
 
 
 
チェック４ シミュレーションの結果は分かりにくくないか？ 
 
 
 
 
チェック５ シミュレーションにかけた時間、及びシミュレーションを行った回数 
 
 
 
 
チェック６ 事後テストにかかる時間など 
 



資料２ 

事後テスト 

 
 
ここまでで，自己破産の基礎知識は理解できたはずである．  
最後にテストを行うので，以下の問に答えよ． 
 

 
〔問１〕 
 右のグラフは何の件数を示したグラフか？ 
 以下の選択肢から最も適当と思われるもの

を選択せよ． 

交通事故 
自己破産 
企業倒産 

 
 

〔問２〕 
 自己破産した人間には，幾つかの制限がかかる．以下の問に答えよ． 
 以下の項目で，間違いを含むものを全て選択せよ． 

裁判所の許可がなければ，引っ越しが出来ない． 
長期の旅行に裁判所の許可は必要ない． 

郵便物は，直接自分には配達されない．一度，警察の検閲を受けた上で配達される． 
何業種かの仕事につくことが出来なくなる． 

ブラックリストに名前が載り，銀行やサラリーマン金融から一生お金を借りることができな

くなる． 
 
 
〔問３〕 
 ９３年度～９５年度までの自己破産者数は減少傾向であるが，９６年度には増加している．こ

のような状況になった理由は何か． 
 以下の選択肢１群，２群から最も適当と思われるものを一つずつ選択せよ． 

１群 

無人契約機の出現 
不況の影響 
好況の影響 

悪徳金融業者の横行 
自然災害の多発 
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２群 

買い物のしすぎ 
人に会わずに借金が出来る 

犯罪率の増加 
就職難の影響 

リストラの影響 
 

 
 
〔問４〕 
 以下の式の穴を埋めよ．ただし，手取り A，生活費 B，返済限度額 C，返済額 D とする． 
 
自己破産限度額 

＝
選択肢 × 選択肢 × 選択肢  

 
 
〔問５〕 
 下の文の穴を埋めて，問４の公式の欠点を指摘せよ． 
 
選択肢

が
選択肢

の計算に活かされていない． 
 
 
〔問６〕 
 どの条件を満たした時に，借金額が減らなくなる事態に陥るか？ 
 下の文を完成せよ． 
 
選択肢

が
選択肢

を超えた時． 
 
 
〔問７〕 
 毎月の手取り１５万円，生活費１０万円の場合，３００万円の借金を抱えると自己破産するし

か仕方がないと言われている． 
 では，生活費は上の条件で，毎月の手取りが２０万円に増えた場合，自己破産限度額は幾らに

なるか．下の解答欄に正しい金額を入力せよ．（半角数字のみ有効とする） 

万円  
 
 

提出
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プログラム 

事後テストメインcgiファイル”test.cgi” 
 
 
 
#!/usr/local/bin/perl 

 

require 'perts.pl'; 

require 'kanshin.pl'; 

require 'jcode.pl'; 

require 'cgi-lib.pl'; 

 

&PhaiseInput(); 

&ReadParse(*in); 

 

 

&PrintH; 

 

print "<center><font color=green size=+3>事後テスト</font></center><br><br>"; 

print "ここまでで，自己破産の基礎知識は理解できたはずである．<br>"; 

print "最後にテストを行うので，以下の問に答えよ．<br><br><br>"; 

 

#関数呼び出し 

print "<FORM action=¥"./judge.cgi¥" method=¥"POST¥">"; 

print "<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"syouhin¥" value=¥"1¥">"; 

 

print " 

<IMG 

src=¥"http://www.anna.iwate-pu.ac.jp/~g031w055/soturon/jikohasan8/graph1a.jpg

¥" align=¥"right¥"><br> 

<font color=#000099 size=+1>〔問１〕</font><br> 

 右のグラフは何の件数を示したグラフか？<br> 

 以下の選択肢から最も適当と思われるものを選択せよ．<br><br> 

"; 

 

print "<center>"; 

print "<input type=¥"radio¥" name=¥"q10¥" value=¥"1¥">交通事故<br>"; 

print "<input type=¥"radio¥" name=¥"q10¥" value=¥"2¥">自己破産<br>"; 

print "<input type=¥"radio¥" name=¥"q10¥" value=¥"3¥">企業倒産<br>"; 

print "<br clear=¥"all¥"><br><br><br>"; 

print "</center>"; 

 

 

 

print " 
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<font color=#000099 size=+1>〔問２〕</font><br> 

 自己破産した人間には，幾つかの制限がかかる．以下の問に答えよ．<br> 

 以下の項目で，間違いを含むものを全て選択せよ．<br><br> 

"; 

 

print "<center>"; 

print "<input type=¥"checkbox¥" name=¥"q21¥" value=¥"1¥">裁判所の許可がなけれ

ば，引っ越しが出来ない．<br>"; 

print "<input type=¥"checkbox¥" name=¥"q22¥" value=¥"1¥">長期の旅行に裁判所の

許可は必要ない．<br>"; 

print "<input type=¥"checkbox¥" name=¥"q23¥" value=¥"1¥">郵便物は，直接自分に

は配達されない．一度，警察の検閲を受けた上で配達される．<br>"; 

print "<input type=¥"checkbox¥" name=¥"q24¥" value=¥"1¥">何業種かの仕事につく

ことが出来なくなる．<br>"; 

print "<input type=¥"checkbox¥" name=¥"q25¥" value=¥"1¥">ブラックリストに名前

が載り，銀行やサラリーマン金融から一生お金を借りることができなくなる．<br>"; 

print "</center>"; 

print "<br><br><br><br>"; 

 

 

print " 

<font color=#000099 size=+1>〔問３〕</font><br> 

 ９３年度～９５年度までの自己破産者数は減少傾向であるが，９６年度には増加して

いる．このような状況になった理由は何か．<br> 

 以下の選択肢１群，２群から最も適当と思われるものを一つずつ選択せよ．<br><br> 

"; 

 

print "<center>"; 

print "<multicol cols=¥"2¥">"; 

print "<font size=+2 color=red>１群</font><br>"; 

print "<input type=¥"radio¥" name=¥"q31¥" value=¥"1¥">無人契約機の出現<br>"; 

print "<input type=¥"radio¥" name=¥"q31¥" value=¥"2¥">不況の影響<br>"; 

print "<input type=¥"radio¥" name=¥"q31¥" value=¥"3¥">好況の影響<br>"; 

print "<input type=¥"radio¥" name=¥"q31¥" value=¥"4¥">悪徳金融業者の横行<br>"; 

print "<input type=¥"radio¥" name=¥"q31¥" value=¥"5¥">自然災害の多発<br>"; 

#print "</center>"; 

print "<br><br>"; 

 

#print "<center>"; 

print "<font size=+2 color=red>２群</font><br>"; 

print "<input type=¥"radio¥" name=¥"q32¥" value=¥"1¥">買い物のしすぎ<br>"; 

print "<input type=¥"radio¥" name=¥"q32¥" value=¥"2¥">人に会わずに借金が出来る

<br>"; 

print "<input type=¥"radio¥" name=¥"q32¥" value=¥"3¥">犯罪率の増加<br>"; 

print "<input type=¥"radio¥" name=¥"q32¥" value=¥"4¥">就職難の影響<br>"; 

print "<input type=¥"radio¥" name=¥"q32¥" value=¥"5¥">リストラの影響<br>"; 
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print "</multicol>"; 

print "</center>"; 

print "<br><br><br><br>"; 

 

 

print " 

<font color=#000099 size=+1>〔問４〕</font><br> 

 以下の式の穴を埋めよ．ただし，手取りA，生活費B，返済限度額C，返済額Dとする．

<br><br> 

"; 

 

print "自己破産限度額<br>＝"; 

 

print "<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"q4¥" value=¥"1¥">"; 

print "<select name=¥"q41¥">"; 

print "<option value=¥"0¥" selected>選択肢"; 

print "<option value=¥"1¥">Ａ－Ｂ"; 

print "<option value=¥"2¥">Ａ＋Ｂ"; 

print "<option value=¥"3¥">Ａ－Ｃ"; 

print "<option value=¥"4¥">Ｂ－Ｄ"; 

print "<option value=¥"5¥">Ｃ－Ｄ"; 

print "</select>"; 

print "×"; 

print "<select name=¥"q42¥">"; 

print "<option value=¥"0¥" selected>選択肢"; 

print "<option value=¥"1¥">返済期間"; 

print "<option value=¥"2¥">365日"; 

print "<option value=¥"3¥">12ヶ月"; 

print "</select>"; 

print "×"; 

print "<select name=¥"q43¥">"; 

print "<option value=¥"0¥" selected>選択肢"; 

print "<option value=¥"1¥">１年"; 

print "<option value=¥"2¥">３年"; 

print "<option value=¥"3¥">５年"; 

print "<option value=¥"4¥">利子率"; 

print "<option value=¥"5¥">税率"; 

print "</select>"; 

print "<br><br><br><br>"; 

 

 

 

print " 

<font color=#000099 size=+1>〔問５〕</font><br> 

 下の文の穴を埋めて，問４の公式の欠点を指摘せよ．<br><br> 

"; 
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print "<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"q5¥" value=¥"1¥">"; 

print "<select name=¥"q51¥">"; 

print "<option value=¥"0¥" selected>選択肢"; 

print "<option value=¥"1¥">税金額"; 

print "<option value=¥"2¥">利子率"; 

print "<option value=¥"3¥">一カ月分の返済額"; 

print "</select>"; 

print "が"; 

print "<select name=¥"q52¥">"; 

print "<option value=¥"0¥" selected>選択肢"; 

print "<option value=¥"1¥">自己破産限度額"; 

print "<option value=¥"2¥">一カ月分の返済限度額"; 

print "<option value=¥"3¥">返済期間（年）"; 

print "</select>"; 

print "の計算に活かされていない．"; 

print "<br><br><br><br>"; 

 

 

print " 

<font color=#000099 size=+1>〔問６〕</font><br> 

 どの条件を満たした時に，借金額が減らなくなる事態に陥るか？<br> 

 下の文を完成せよ．<br><br> 

"; 

 

print "<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"q6¥" value=¥"1¥">"; 

print "<select name=¥"q61¥">"; 

print "<option value=¥"0¥" selected>選択肢"; 

print "<option value=¥"1¥">返済限度額"; 

print "<option value=¥"2¥">一カ月に払う利子額"; 

print "<option value=¥"3¥">税金額"; 

print "</select>"; 

print "が"; 

print "<select name=¥"q62¥">"; 

print "<option value=¥"0¥" selected>選択肢"; 

print "<option value=¥"1¥">自己破産限度額"; 

print "<option value=¥"2¥">一カ月分の返済限度額"; 

print "<option value=¥"3¥">借金総額"; 

print "</select>"; 

print "を超えた時．"; 

print "<br><br><br><br>"; 

 

 

print " 

<font color=#000099 size=+1>〔問７〕</font><br> 

 毎月の手取り１５万円，生活費１０万円の場合，３００万円の借金を抱えると自己破

 99



資料２ 

産するしか仕方がないと言われている．<br> 

 では，生活費は上の条件で，毎月の手取りが２０万円に増えた場合，自己破産限度額

は幾らになるか．下の解答欄に正しい金額を入力せよ．（半角数字のみ有効とする）

<br><br> 

"; 

 

print "<center>"; 

print "<INPUT name=¥"q70¥" 

 style=¥"HEIGHT: 22px; WIDTH: 33px¥">万円¥n"; 

print "</center>"; 

print "<br><br>"; 

 

 

print "<center>"; 

print "<br><br><INPUT id=submit1 name=submit1 style=¥"LEFT: -1px; TOP: 421px¥" 

type=submit value=¥"提出¥">"; 

print "</center>"; 

print "</form>"; 

 

&PrintF; 

 

__END__ 
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プログラム 

事後テストサブルーチン格納perlファイル”perts.pl” 
 
 
#配列の設定 

sub SHconv{ 

 $value_tmp = "q10"; 

 @value[10]=$in{$value_tmp}; 

 

 $value_tmp = "q21"; 

 @value[21]=$in{$value_tmp}; 

 $value_tmp = "q22"; 

 @value[22]=$in{$value_tmp}; 

 $value_tmp = "q23"; 

 @value[23]=$in{$value_tmp}; 

 $value_tmp = "q24"; 

 @value[24]=$in{$value_tmp}; 

 $value_tmp = "q25"; 

 @value[25]=$in{$value_tmp}; 

 

 $value_tmp = "q31"; 

 @value[31]=$in{$value_tmp}; 

 $value_tmp = "q32"; 

 @value[32]=$in{$value_tmp}; 

 

 $value_tmp = "q41"; 

 @value[41]=$in{$value_tmp}; 

 $value_tmp = "q42"; 

 @value[42]=$in{$value_tmp}; 

 $value_tmp = "q43"; 

 @value[43]=$in{$value_tmp}; 

 

 $value_tmp = "q51"; 

 @value[51]=$in{$value_tmp}; 

 $value_tmp = "q52"; 

 @value[52]=$in{$value_tmp}; 

 

 $value_tmp = "q61"; 

 @value[61]=$in{$value_tmp}; 

 $value_tmp = "q62"; 

 @value[62]=$in{$value_tmp}; 

 

 $value_tmp = "q70"; 

 @value[70]=$in{$value_tmp}; 

} 
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#答え合わせ 

sub AnsChk{ 

 $result = 0; 

 $point = 0; 

#問１ 

 if (@value[10] == 2) { 

  $point = $point + 10; 

  @result[1] = 1; 

  @code[0] = 1; 

 } else { 

  @result[1] = 0; 

  @code[0] = 0; 

 } 

 

#問２ 

 $judge = @value[22] + @value[23] + @value[25]; 

 if ($judge == 3) { 

  $judge2 = @value[21] + @value[24]; 

  if ($judge2 == 0) { 

   $point = $point + 15; 

   @result[2] = 1; 

   @code[0] = @code[0] + 2; 

  } 

 } elsif ($judge == 2) { 

#部分点 

  $judge2 = @value[21] + @value[24]; 

  if ($judge2 == 0) { 

   $point = $point + 5; 

   @result[2] = 0; 

   @result[12] = 1; 

   @code[0] = @code[0] + 0; 

  } 

 } else { 

  @result[2] = 0; 

 } 

 

#問３ 

 if (@value[31] == 1) { 

  if (@value[32] == 2) { 

   $point = $point + 15; 

   @result[3] = 1; 

   @code[0] = @code[0] + 4; 

  } 

 } else { 

  @result[3] = 0; 

 } 
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#問４ 

 if (@value[41] == 1) { 

  if (@value[42] == 3) { 

   if (@value[43] == 3) { 

    $point = $point + 20; 

    @result[4] = 1; 

    @code[1] = 1; 

   }   

  } 

 } else { 

  @result[4] = 0; 

  @code[1] = 0; 

 } 

 

#問５ 

 if (@value[51] == 2) { 

  if (@value[52] == 1) { 

   $point = $point + 10; 

   @result[5] = 1; 

   @code[1] = @code[1] + 2; 

  } 

 } else { 

  @result[5] = 0; 

 } 

 

#問６ 

 if (@value[61] == 2) { 

  if (@value[62] == 2) { 

   $point = $point + 10;   

   @result[6] = 1; 

   @code[1] = @code[1] + 4; 

  } elsif (@value[62] == 1){ 

#部分点 

   $point = $point + 5;   

   @result[6] = 0; 

   @result[16] = 1; 

   @code[1] = @code[1] + 4; 

  } 

 } else { 

  @result[6] = 0; 

 } 

 

#問７ 

 if (@value[70] == 600) { 

   $point = $point + 20; 

   @result[7] = 1; 
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   @code[2] = 1; 

 } else { 

  @result[7] = 0; 

  @code[2] = 0; 

 } 

} 

 

#正解数カウント 

sub count { 

 $result = 0; 

 $count = 1; 

 while ($count <= 7) { 

  $result = $result + @result[$count]; 

  $count++; 

 } 

} 

 

#回答結果 

sub Result { 

 $n = @_[0]; 

 $m = $n+10; 

 if (@result[$m] == 1) { 

  print "<font size=+1 color=yellow>部分点</font><br>"; 

 } elsif (@result[$n] == 1) { 

  print "<font size=+1 color=#000099>正解</font><br>"; 

 } elsif (@result[$n] == 0) { 

  print "<font size=+1 color=red>不正解</font><br>"; 

 } else { 

  print "<br>"; 

 } 

} 

 

#コード入力 

sub Code { 

 $n = @_[0]; 

 $count = 0; 

 print "<b><font size=+1>"; 

 while ($n >= $count) { 

  print "@code[$count]"; 

  $count++; 

 } 

 print "</b></font><br>"; 

} 

 

 

1; 
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プログラム 

事後テスト判定用cgiファイル”judge.cgi” 
 
 
 
#!/usr/local/bin/perl 

 

require 'perts.pl'; 

require 'kanshin.pl'; 

require 'cgi-lib.pl'; 

require 'jcode.pl'; 

 

&PhaiseInput(); 

&ReadParse(*in); 

 

&SHconv(); 

&AnsChk(); 

&count(); 

 

&PrintH; 

 

print "<center><font size=+4 color=green>＜結果＞</font></center><br>"; 

 

if ($point >= 80) { 

 print "<center><font size=+3 color=#000099>合格</font></center>"; 

} else { 

 print "<center><font size=+3 color=red>不合格</font></center>"; 

} 

print "<br>"; 

print "<center><font size=+1>得点：<font size=+2>$point点</font>/100点</font>

（7問中$result問正解）<br>"; 

print "コード："; 

&Code(2); 

print "（点数とコードをアンケートに書き込んでください）<br></center><hr>"; 

 

#print "$error"; 

 

print "<center><font size=+3 color=green>＜解説＞</font></center><br>"; 

 

print "<font color=green size=+1>〔問１〕</font>"; 

&Result(1); 

print "<IMG 

src=¥"http://www.anna.iwate-pu.ac.jp/~g031w055/soturon/jikohasan8/graph1a.jpg

¥"><br>"; 

print " 上図は，<font color=red size=+1>自己破産件数のグラフ</font>である．
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<br><br><br>"; 

 

print "<font color=green size=+1>〔問２〕</font>"; 

&Result(2); 

#入力された回答の表示 

print " <b>入力された回答</b>は以下の通りである．誤った内容を含むものには，そ

の部分を<font color=green size=+1>緑色</font>で示している．<br>"; 

print "<table border>"; 

if (@value[21] == 1) { 

 print "<tr><td><font color=#000099><選択></font>"; 

} else { 

 print "<tr><td><font color=red><不選択></font>"; 

} 

print "<td>裁判所の許可がなければ，引っ越しが出来ない．<br>"; 

if (@value[22] == 1) { 

 print "<tr><td><font color=#000099><選択></font>"; 

} else { 

 print "<tr><td><font color=red><不選択></font>"; 

} 

print "<td>長期の旅行に<font color=green size=+1>裁判所の許可は必要ない</font>．

<br>"; 

if (@value[23] == 1) { 

 print "<tr><td><font color=#000099><選択></font>"; 

} else { 

 print "<tr><td><font color=red><不選択></font>"; 

} 

print "<td>郵便物は，直接自分には配達されない．一度，<font color=green size=+1>

警察の検閲</font>を受けた上で配達される．<br>"; 

if (@value[24] == 1) { 

 print "<tr><td><font color=#000099><選択></font>"; 

} else { 

 print "<tr><td><font color=red><不選択></font>"; 

} 

print "<td>何業種かの仕事につくことが出来なくなる．<br>"; 

if (@value[25] == 1) { 

 print "<tr><td><font color=#000099><選択></font>"; 

} else { 

 print "<tr><td><font color=red><不選択></font>"; 

} 

print "<td>ブラックリストに名前が載り，銀行やサラリーマン金融から<font 

color=green size=+1>一生</font>お金を借りることができなくなる．<br>"; 

print "</table> この問では，正しい選択肢を二つのみ選択した場合でも部分点が与

えられる．<br><br>"; 

 

print " <b>正しい内容</b>は以下の通りである．"; 

print "<table border> 
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<tr><td colspan=2><center><font size=+2>自己破産により課される制限

</font></center> 

<tr><td>（１）<td>裁判所の許可がなければ，<font color=red size=+1>引っ越しがで

きない</font>．（破産法１４７条） 

<tr><td>（２）<td>裁判所の許可がなければ，<font color=red size=+1>長期の旅行が

できない</font>．（破産法１４７条） 

<tr><td>（３）<td><font color=red size=+1>郵便物は，直接自分には配達されない

</font>．全ての郵便物は，<font size=+1 color=red>破産管財人に配達され</font>，

破産管財人は，郵便物を開封することができる．破産者は，破産管財人に対して郵便物

の閲覧や交付を求めることができる．（破産法１９０条１，２，３項） 

<tr><td>（４）<td>破産者は，弁護士，公認会計士，税理士，質屋・・・・・・など<font 

color=red size=+1>２７業種の仕事につくことはできない</font>． 

<tr><td>（５）<td>ブラックリスト（事故情報）に名前が載り，<font color=red size=+1>

銀行やサラリーマン金融から５～７年間，場合によっては，一生お金を借りることがで

きなくなる</font>． 

</table><br><br><br>"; 

 

print "<font color=green size=+1>〔問３〕</font>"; 

&Result(3); 

print " 専門家の話によると，<font color=red size=+1>無人契約機（クレジットカ

ードを人に会わずに作れる機械）の出現が大きな原因</font>とされており，<font 

color=red size=+1>人に会わずに手軽に借金ができるから</font>だと，一般的に言わ

れている．<br>"; 

print "<br><br><br>"; 

 

print "<font color=green size=+1>〔問４〕</font>"; 

&Result(4); 

print " 公式は以下の形である．"; 

print "<table border><tr><th>公式<td><font color=red size=+1><b>借金限度額<br>

＝毎月の返済限度額（毎月の手取りから生活費を引いた金額）×１２カ月×５年

</b></font></table><br><br><br>"; 

 

print "<font color=green size=+1>〔問５〕</font>"; 

&Result(5); 

#入力された回答の表示 

print "<table border><tr><th>入力された回答：<td>"; 

if (@value[51] == 1) { 

 print "税金額"; 

} elsif (@value[51] == 2) { 

 print "利子率"; 

} elsif (@value[51] == 3) { 

 print "一カ月分の返済額"; 

} else { 

 print "（無回答）"; 

} 

print "が"; 
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if (@value[52] == 1) { 

 print "自己破産限度額"; 

} elsif (@value[52] == 2) { 

 print "一カ月分の返済限度額"; 

} elsif (@value[52] == 3) { 

 print "返済期間（年）"; 

} else { 

 print "（無回答）"; 

} 

print "の計算に活かされていない"; 

print "</table>"; 

print " 

 設定された，もしくは設定した<font color=red size=+1>利子</font>の情報が<font 

color=red size=+1>自己破産限度額</font>の判定に活用されていない．<br> 

 税金などに関しては，手取りで計算しているので問題ない．返済額は，Web教材では

返済限度額として算出し，シミュレーション教材であれば直接入力されており，共に結

果には反映している．また，返済期間は問４の式では算出されない．<br><br><br> 

"; 

 

print "<font color=green size=+1>〔問６〕</font>"; 

&Result(6); 

#入力された回答の表示 

print "<table border><tr><th>入力された回答：<td>"; 

if (@value[61] == 1) { 

 print "返済限度額"; 

} elsif (@value[61] == 2) { 

 print "一ヶ月に払う利子額"; 

} elsif (@value[61] == 3) { 

 print "税金額"; 

} else { 

 print "（無回答）"; 

} 

print "が"; 

if (@value[62] == 1) { 

 print "自己破産限度額"; 

} elsif (@value[62] == 2) { 

 print "一カ月分の返済限度額"; 

} elsif (@value[62] == 3) { 

 print "借金総額"; 

} else { 

 print "（無回答）"; 

} 

print "を超えた時"; 

print "</table>"; 

print " 

 一カ月に払う<font color=red size=+1>利子</font>の額が，毎月の<font color=red 
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size=+1>返済限度額を越えた</font>時点で，利子を払いきれなくなり，借金が減らな

くなる．<br> 

 例えば，３００万円を年率２５％の金融機関で借金をしたとする．利子だけで月に６

万２５００円支払わなければならない．返済限度額が月に６万２５００円以下だったと

して，限度まで支払ったとしても，元の借金の３００万円は，一円も減らない．<br> 

 問５と同様，税金は手取りで計算しているので問題ない．また，返済限度額が借金額

を超えた場合は一回で返済でき，返済限度額が自己破産限度額を超えることはありえな

い．<br><br> 

備考：<font color=red size=+1>利子</font>の額が<font color=red size=+1>自己破

産限度額を越えた</font>場合でも借金は減らなくなるが，利子額が自己破産限度額を

超える前に返済限度額を超えているのが現実的である．しかし，一年目の利子から借金

限度額を超えているのもありえない事態ではないため，この場合は正解として部分点を

与えている．<br><br><br> 

"; 

 

 

 

 

print "<font color=green size=+1>〔問７〕</font>"; 

&Result(7); 

print " 問４より，公式は以下の通りである．<br>"; 

print "<table border><tr><th>公式<td><font color=red size=+1><b>借金限度額<br>

＝毎月の返済限度額（毎月の手取りから生活費を引いた金額）×１２カ月×５年

</b></font></table>"; 

print " 今回は，（20万円－10万円）×12ヵ月×5＝<font size=+1 color=red>600万

円</font>となる．<br><br>"; 

 

#print "<hr>"; 

#print "コード："; 

#&Code(2); 

#print "（この数字をアンケートに書き込んでください）"; 

print "<hr>"; 

#print "<a 

href=¥"http://www.anna.iwate-pu.ac.jp/~g031w055/soturon/jikohasan8/jikohasan_

0.html¥" target=¥"main0¥">最初に戻る（Web教材）</a><br>"; 

#print "<a 

href=¥"http://www.anna.iwate-pu.ac.jp/~g031w055/soturon/jikohasan9/jikohasan_

0.html¥" target=¥"main0¥">最初に戻る（シミュレーション教材）</a><br>"; 

 

print " これで教材は終了です．お疲れ様でした．<br>"; 

print " 「アンケート票」に感想などを記入してください．点数，コードの記入も忘

れないでください．<br>"; 

print " シミュレーションに関する質問に関して，<font color=#000099>必要なら，

それぞれの教材のシミュレーションを利用しながら回答して下さい</font>．その場合、

以下のリンクよりアクセスして下さい．<br><br>"; 
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print " <font size=+1><a 

href=¥"http://www.anna.iwate-pu.ac.jp/~g031w055/soturon/jikohasan8/simulation

.html¥" target=¥"sankou¥">Ｗｅｂ教材</a><br>"; 

print " <a 

href=¥"http://www.anna.iwate-pu.ac.jp/cgi-bin/s/g031w/055/sotuken/simulation/

simulation2.cgi¥" target=¥"sankou¥">シミュレーション教材

</a></font><br><br><hr>"; 

 

print " アンケートの記入が終了したら，実験の効果を確認するための<font size=+1 

color=red>追加試験があります</font>．<br>"; 

print " お手数ですが，以下のリンクをクリックして，追加試験を行ってください．

<br><br>"; 

print " <font size=+1><a href=¥"../after/test.cgi¥">追加試験</a></font>"; 

 

&PrintF; 

 

__END__ 
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『自己破産』Web 教材・シミュレーション教材比較実験 

アンケート票 
 
学籍番号： 
名前： 
メールアドレス： 
 
 
１、 この教材を行うことで自己破産についてどのくらいの知識・理解度に至

りましたか？ 
理解できなかった １―２―３―４―５ 理解した 

 ＜理由＞ 
 
 
 
 
 
２、 教材にすすんで取り組むことが出来ましたか？ 

あまり気が進まなかった １―２―３―４―５ 進んで取り組んだ 
＜理由＞ 

 
 
 
 
 
 
３、 自己破産についてもっと詳しく知りたいと感じましたか？ 

これで十分 １―２―３―４―５ 知りたい 
 ＜理由＞ 
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４、 事後テストの点数は何点でしたか？ 
また，事後テストの結果表示で表示されたコードを記入してください． 

点数  〔   〕点 
コード 〔   〕 

 
 
 
５、 色々な条件でのシミュレーションを試してみましたか？行ったシミュ

レーションの回数を記入してください． 
〔  〕回 

 
 
 
６、 シミュレーションによる学習は楽しかったですか？ 

つまらなかった １―２―３―４―５ 楽しかった 
 ＜理由＞ 
 
 
 
 
 
 
 
７、 より精密なシミュレーションがやってみたいと思いますか？ 

やらなくてもいい １―２―３―４―５ やってみたい 
 ＜理由＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 112



資料３ 

 113

８、 教材のシミュレーション部分は，貴方の『シミュレーション』のイメー

ジと合致していましたか？ 
合致していない １―２―３―４―５ 合致していた 

 ＜理由＞ 
 
 
 
 
 
９、 教材のシミュレーションで，自己破産について理解できましたか？ 

理解できなかった １―２―３―４―５ 理解できた 
 ＜理由＞ 
 
 
 
 
 
１０、 今回含めなかった要素を加え，『自己破産』をより深く学ぶことの出来

るシミュレーションを作成するとしたら，どのような要素があるといいです

か？ もしくは，どのような要素が必要だと思いますか？ 
＜回答＞ 

 
 
 
 
 
 
１１、 全体を通しての感想や気付いた点に関して自由に記入して下さい． 

＜回答＞ 
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追加テスト 

 
 
 このテストは，特に作業１における学習効果の違いを検証するために行います． 
 必要であれば，配布した『追加試験用紙』を計算用紙に利用して下さい． 
 また，端末のツールで電卓を使用してもかまいません． 
 下のリンクから，それぞれ利用した教材のシミュレーションを呼び出

して下さい．別ウインドウで開くので，参考資料として活用して下さい． 
 
 
 Ｗｅｂ教材 
 シミュレーション教材 
 
 
 それぞれのシミュレーションを呼び出したら，以下の問題に挑戦しましょう． 
 以下の回答フォームでは，半角数字のみ有効とし，回答は整数で行って

下さい． 
 

〔問１〕 
 手取り１５万円，生活費が１０万円，借金額が１００万円，利子は年複利１０％だとす

る．この条件で一月ごとの返済額を５万円とするなら，返済にかかる期間はどの程度か？ 
 以下の選択肢より適当な答えを選択せよ． 

１年以内 
１年以上２年以内 
２年以上３年以内 
３年以上４年以内 
４年以上５年以内 

 
 
 

〔問２〕 
 借金額が３００万円で利子が２０％とすると，借金の増加を防ぐために最低限必要な返

済額（最低でも利子による増加分を払うことが出来る金額）は一ヶ月に幾らになるか？ 
 以下の入力フォームに正しい解答を記入せよ． 

万円以上  
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〔問３〕 
 利子が年複利１５％の場合，５年で借金額が２倍を超える．年複利３０％の場合，何年

目で初めて２倍を超えるか？ 
 以下の入力フォームに正しい解答を記入せよ． 

年目  
 
 
 
 
 
 
〔問４〕 
 返済限度額が月１３万円で年複利２５％の金融機関から借金する場合，最高で幾らまで

の借金なら１０年以内に返済できるか？ 
 以下の入力フォームに正しい解答を記入せよ． 

万円  
 
 
 
 
 
 
〔問５〕 
 借金額が２５０万円で利子が年複利で２０％であれば，月ごとに最低でもどのくらいの

返済をすれば５年以内に返済できるか？ 
 以下の入力フォームに正しい解答を記入せよ． 

万円  
 
 
 
 
 

 
 

提出  
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プログラム 

追加テストメインcgiファイル”test.cgi” 
 
 
 
#!/usr/local/bin/perl 

 

require 'perts.pl'; 

require 'kanshin.pl'; 

require 'jcode.pl'; 

require 'cgi-lib.pl'; 

 

&PhaiseInput(); 

&ReadParse(*in); 

 

 

&PrintH; 

 

print "<center><font color=green size=+3>追加試験</font></center><br><br>"; 

print " このテストは，特に作業１における学習効果の違いを検証するために行いま

す．<br>"; 

print " 必要であれば，配布した『追加試験用紙』を計算用紙に利用して下さい．<br>"; 

print " また，<font size=+1 color=red>端末のツールで電卓を使用してもかまいま

せん</font>．<br>"; 

print " <font size=+1 color=red>下のリンクから，それぞれ利用した教材のシミュ

レーションを呼び出して下さい</font>．別ウインドウで開くので，参考資料として活

用して下さい．<br>"; 

print "<br><br>"; 

 

print " <font size=+1><a 

href=¥"http://www.anna.iwate-pu.ac.jp/~g031w055/soturon/jikohasan8/simulation

.html¥" target=¥"sankou¥">Ｗｅｂ教材</a><br>"; 

print " <a 

href=¥"http://www.anna.iwate-pu.ac.jp/cgi-bin/s/g031w/055/sotuken/simulation/

simulation2.cgi¥" target=¥"sankou¥">シミュレーション教材

</a></font><br><br><br>"; 

 

print " それぞれのシミュレーションを呼び出したら，以下の問題に挑戦しましょう．

<br> 

 以下の<font size=+1 color=red>回答フォームでは，半角数字のみ有効とし，回答は

整数</font>で行って下さい．<br><br><br>"; 

 

#関数呼び出し 

print "<FORM action=¥"./judge.cgi¥" method=¥"POST¥">"; 

print "<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"syouhin¥" value=¥"1¥">"; 
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print " 

<font color=#000099 size=+1>〔問１〕</font><br> 

 手取り１５万円，生活費が１０万円，借金額が１００万円，利子は年複利１０％だと

する．この条件で一月ごとの返済額を５万円とするなら，返済にかかる期間はどの程度

か？<br> 

 以下の選択肢より適当な答えを選択せよ．<br> 

"; 

 

print "<center>"; 

print "<input type=¥"radio¥" name=¥"q1¥" value=¥"1¥">１年以内<br>"; 

print "<input type=¥"radio¥" name=¥"q1¥" value=¥"2¥">１年以上２年以内<br>"; 

print "<input type=¥"radio¥" name=¥"q1¥" value=¥"3¥">２年以上３年以内<br>"; 

print "<input type=¥"radio¥" name=¥"q1¥" value=¥"2¥">３年以上４年以内<br>"; 

print "<input type=¥"radio¥" name=¥"q1¥" value=¥"3¥">４年以上５年以内<br>"; 

print "<br clear=¥"all¥"><br><br><br>"; 

print "</center>"; 

 

 

 

print " 

<font color=#000099 size=+1>〔問２〕</font><br> 

 借金額が３００万円で利子が２０％とすると，借金の増加を防ぐために最低限必要な

返済額（最低でも利子による増加分を払うことが出来る金額）は一ヶ月に幾らになる

か？<br> 

 以下の入力フォームに正しい解答を記入せよ．<br><br> 

"; 

 

print "<center>"; 

print "<INPUT name=¥"q2¥" 

 style=¥"HEIGHT: 22px; WIDTH: 33px¥">万円以上¥n"; 

print "</center>"; 

print "<br><br>"; 

print "<br><br><br><br>"; 

 

 

print " 

<font color=#000099 size=+1>〔問３〕</font><br> 

 利子が年複利１５％の場合，５年で借金額が２倍を超える．年複利３０％の場合，何

年目で初めて２倍を超えるか？<br> 

 以下の入力フォームに正しい解答を記入せよ．<br><br> 

"; 

 

print "<center>"; 

print "<INPUT name=¥"q3¥" 

 style=¥"HEIGHT: 22px; WIDTH: 33px¥">年目¥n"; 
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print "</center>"; 

print "<br><br>"; 

print "<br><br><br><br>"; 

 

 

print " 

<font color=#000099 size=+1>〔問４〕</font><br> 

 返済限度額が月１３万円で年複利２５％の金融機関から借金する場合，最高で幾らま

での借金なら１０年以内に返済できるか？<br> 

 以下の入力フォームに正しい解答を記入せよ．<br><br> 

"; 

 

print "<center>"; 

print "<INPUT name=¥"q4¥" 

 style=¥"HEIGHT: 22px; WIDTH: 33px¥">万円¥n"; 

print "</center>"; 

print "<br><br>"; 

print "<br><br><br><br>"; 

 

 

 

print " 

<font color=#000099 size=+1>〔問５〕</font><br> 

 借金額が２５０万円で利子が年複利で２０％であれば，月ごとに最低でもどのくらい

の返済をすれば５年以内に返済できるか？<br> 

 以下の入力フォームに正しい解答を記入せよ．<br><br> 

"; 

 

print "<center>"; 

print "<INPUT name=¥"q5¥" 

 style=¥"HEIGHT: 22px; WIDTH: 33px¥">万円¥n"; 

print "</center>"; 

print "<br><br>"; 

print "<br><br><br><br>"; 

 

 

 

print "<center>"; 

print "<br><br><INPUT id=submit1 name=submit1 style=¥"LEFT: -1px; TOP: 421px¥" 

type=submit value=¥"提出¥">"; 

print "</center>"; 

print "</form>"; 

 

&PrintF; 

 

__END__ 
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プログラム 

追加テストサブルーチン格納用perlファイル”perts.pl” 
 
 
 
#配列の設定 

sub SHconv{ 

#答え（問題数）の分だけ必要 

 while ($s <= 5) { 

  $value_tmp = "q$s"; 

  @value[$s]=$in{$value_tmp}; 

  $s++; 

 } 

} 

 

#答え合わせ 

sub AnsChk{ 

 $result = 0; 

 $point = 0; 

#問１ 

 if (@value[1] == 2) { 

  $point = $point + 20; 

  @result[1] = 1; 

  @code[0] = 1; 

 } else { 

  @result[1] = 0; 

  @code[0] = 0; 

 } 

 

#問２ 

 if (@value[2] == 5) { 

  $point = $point + 20; 

  @result[2] = 1; 

  @code[0] = @code[0] + 2; 

 } else { 

  @result[2] = 0; 

 } 

 

#問３ 

 if (@value[3] == 3) { 

  $point = $point + 20; 

  @result[3] = 1; 

  @code[0] = @code[0] + 4; 

 } else { 

  @result[3] = 0; 
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 } 

 

#問４ 

 $p = 0; 

 if (@value[4] <= 536) { 

  @result[4] = 0; 

  @code[1] = 0; 

 } elsif (@value[4] < 556) { 

  $p = @value[4] - 536; 

  $point = $point + $p; 

  @result[4] = 0; 

  &Decimal($p/2); 

  @code[1] = $dec - 1; 

 } elsif (@value[4] == 556) { 

  $point = $point + 20; 

  @result[4] = 1; 

  @code[1] = 9; 

 } elsif (@value[4] < 576) { 

  $p = 576 - @value[4]; 

  $point = $point + $p; 

  @result[4] = 0; 

  &Decimal($p/2); 

  @code[1] = $dec - 1; 

 } else { 

  @result[4] = 0; 

  @code[1] = 0; 

 } 

 

#問５ 

 $p = 0; 

 if (@value[5] <= 2) { 

  @result[5] = 0; 

  @code[2] = 0; 

 } elsif (@value[5] < 7) { 

  $p = @value[5] - 2; 

  $point = $point + $p * 4; 

  @result[5] = 0; 

  @code[2] = $p; 

 } elsif (@value[5] == 7) { 

  $point = $point + 20; 

  @result[5] = 1; 

  @code[2] = 5; 

 } elsif (@value[5] < 12) { 

  $p = 12 - @value[5]; 

  $point = $point + $p * 4; 

  @result[5] = 0; 
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  @code[2] = $p; 

 } else { 

  @result[5] = 0; 

  @code[2] = 0; 

 } 

} 

 

#正解数 

sub count { 

 $result = 0; 

 $count = 1; 

 while ($count <= 5) { 

  $result = $result + @result[$count]; 

  $count++; 

 } 

} 

 

#回答結果 

sub Result { 

 $n = @_[0]; 

 if (@result[$n] == 1) { 

  print "<font size=+1 color=#000099>正解</font><br>"; 

 } elsif (@result[$n] == 0) { 

  print "<font size=+1 color=red>不正解</font><br>"; 

 } else { 

  print "<br>"; 

 } 

} 

 

#コード算出 

sub Code { 

 $n = @_[0]; 

 $count = 0; 

 print "<b><font size=+1>"; 

 while ($n >= $count) { 

  print "@code[$count]"; 

  $count++; 

 } 

 print "</b></font><br>"; 

} 

 

 

1; 
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プログラム 

追加テスト判定用cgiファイル”judge.cgi” 
 
 
 
#!/usr/local/bin/perl 

 

require 'perts.pl'; 

require 'kanshin.pl'; 

require 'cgi-lib.pl'; 

require 'jcode.pl'; 

 

&PhaiseInput(); 

&ReadParse(*in); 

 

&SHconv(); 

&AnsChk(); 

&count(); 

 

&PrintH; 

 

print "<center><font size=+4 color=green>＜結果＞</font></center><br>"; 

 

print "<center><font size=+1>得点：<font size=+2>$point点</font>/100点</font>

（5問中$result問正解）<br>"; 

print "コード："; 

&Code(2); 

print "（点数とコードを所定の用紙に書き込んでください）<br></center><hr>"; 

 

#print "$error"; 

 

print "<center><font size=+3 color=green>＜解説＞</font></center><br>"; 

 

print "<font color=green size=+1>〔問１〕</font>"; 

&Result(1); 

print " 手取りが１７万円，生活費１０万円の場合，一ヶ月の返済限度額は７万円で

ある．しかし，返済に回すのは５万円のみとなる．<br>"; 

print " 一月に５万円返すとすると，一年で返済できる額は６０万円である．<br>"; 

print " 借金額は１００万円，利子が１０％なので，返済は以下の図の通りになる．

<br>"; 

print " 

<table border> 

<tr><td> <td>返済しなかった場合<td>返済した場合 

<tr><td>借金直後<td>１００万円<td>１００万円 

<tr><td>一年後<td>１１０万円<td>５０万円 
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<tr><td>二年後<td>１２１万円<td>返済終了 

</table>"; 

print " 上図より，<font color=red>１年以上２年以内</font>に返すことが出来る．

<br><br><br><br>"; 

 

print "<font color=green size=+1>〔問２〕</font>"; 

&Result(2); 

print " 年複利２０％の時，借金額が３００万円だと，一年目の利子は６０万円であ

る．つまり，最低でも一年に６０万円返済しなければ，利子すら払いきれない<br>"; 

print " 月ごとのローンで返す場合，大抵の金融機関では，一年分の利子を月ごとに

割って請求する．つまり，６０万円 ÷ １２ヶ月 ＝ ５万円となる．<br>"; 

print " つまり，<font color=red>最低でも一月に５万円返済できなければ，利子す

ら払えずに借金は増える一方である</font>．<br>"; 

print "<br><br><br>"; 

 

print "<font color=green size=+1>〔問３〕</font>"; 

&Result(3); 

print " 利子が３０％の場合，以下の図のように借金が増えていく．<br>"; 

print " 

<table border> 

<tr><th>借金直後<td>1.00倍 

<tr><th>一年後<td>1.30倍 

<tr><th>二年後<td>1.69倍 

<tr><th>三年後<td>2.19倍 

</table>"; 

print " 以上より，<font color=red>三年目には借金が２倍を超える</font>．

<br><br><br><br>"; 

 

print "<hr>"; 

print " 以下の二問は，直接計算するのは困難なので，シミュレーション教材のシミ

ュレーション部分を使って行います．<br>"; 

print " 下のリンクからシミュレーション教材にアクセスして下さい．<br>"; 

print " <a 

href=¥"http://www.anna.iwate-pu.ac.jp/cgi-bin/s/g031w/055/sotuken/simulation/

simulation2.cgi¥" target=¥"sankou¥">シミュレーション教材</a>"; 

print "<hr>"; 

print "<br><br>"; 

 

print "<font color=green size=+1>〔問４〕</font>"; 

&Result(4); 

print " まず，返済額を１３万円に指定し，それに応じて手取りと生活費も設定する．

また，年利率も２５％に設定する．<br> 

 次に，借金額を指定する．ここでは，１３万円の場合の自己破産限度額７８０万円を

入力してみよう．当然，借金を返済しきれないという結果が出る．<br> 

 では，次は７８０万円より低い数字を入力する．ここでは，約半分である４００万円

を入力してみよう．この場合，５年で返済できる．<br> 
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 次は，７８０万円より低く４００万円より高い数字を入力する．以上のような手順で

範囲を狭くしていけば，回答できる．<br> 

 以上の手順で進めた場合，<font color=red>最終的には５５６万円までは１０年以内

に返済できる</font>ことが分かる．<br> 

 この問題では，正解でなくとも，正解に近い回答が入力されていれば，部分点が与え

られる．<br><br> 

"; 

 

 

print " シミュレーションを使用せずに回答を求める場合，二つの方法が考えられる．

一方はシミュレーションと同じ計算を手動で行うこと．一年ごとに利子分追加して，返

済額を引く作業を行う．<br> 

 もう一方は，若干の数学知識を必要とするが，以下の式を立てて数列を利用すること

である．<br> 

 <font size=+1>a</font><font size=-1>n</font> = <font size=+1>a</font><font 

size=-1>n-1</font> * 1.25  - 130,000 * 12 , <font size=+1>a</font><font 

size=-1>0</font> = X<br> 

 上の式において，<font size=+1>a</font><font size=-2>10</font> ≦ 0となる解で，

最も高い数字が解である．<br> 

 漸化式を用いて計算してみても，<font color=red>X ≦ 556.9…となり，556万円が

回答になる</font>．<br>"; 

print "<br><br><br>"; 

 

print "<font color=green size=+1>〔問５〕</font>"; 

&Result(5); 

print " 

 まず，借金額が２５０万円，利子２０％に設定する．次に，返済額と返済限度額を設

定するのだが，ここでは両数値を異なる数字にした方が効率よく確認できる．<br> 

 まずは，借金額２５０万円の場合に必要な返済額５万円（切り上げ）と，その２倍で

ある１０万円を返済限度額として見てみよう．結果，５万円だと１０年，１０万円だと

３年で返済できることが分かる．<br> 

 これで，回答は５～１０万円であることが分かるので，その範囲内で，返済にかかる

期間が５年と６年の境目を探せばよい．実際に進めてみると，<font color=red>７万円

以上なら５年以内で返済できる</font>．<br> 

 この問題では，正解でなくとも，正解に近い回答が入力されていれば，部分点が与え

られる．<br><br>"; 

 

 

print " 

 シミュレーションを使用せずに回答を求める場合，二つの方法が考えられる．一方は

シミュレーションと同じ計算を手動で行うこと．一年ごとに利子分追加して，返済額を

引く作業を行う．<br> 

 もう一方は，若干の数学知識を必要とするが，以下の式を立てて数列を利用すること

である．<br> 

 <font size=+1>a</font><font size=-1>n</font> = <font size=+1>a</font><font 

size=-1>n-1</font> * 1.2  - x * 12 , <font size=+1>a</font><font size=-1>0</font> 
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= 2500,000<br> 

 上の式において，<font size=+1>a</font><font size=-2>5</font> ≦ 0となるもっ

とも低い整数が解である．<br>"; 

print " 漸化式を用いて計算してみても，<font color=red>X ≧ 6.966…となり，７

万円が回答になる</font>．<br>"; 

print "<br><br><br>"; 

 

 

print "<hr>"; 

print " これで評価実験の全行程が終了しました．ご協力ありがとうございました．

<br>"; 

print " 点数とコードを『追加試験用紙』に書き込んで，『アンケート票』と一緒に

提出してください．<br>"; 

print " お疲れ様でした．<br><hr>"; 

print "<a 

href=¥"http://www.anna.iwate-pu.ac.jp/~g031w055/soturon/jikohasan8/jikohasan_

0.html¥" target=¥"main0¥">最初に戻る（Web教材）</a><br>"; 

print "<a 

href=¥"http://www.anna.iwate-pu.ac.jp/~g031w055/soturon/jikohasan9/jikohasan_

0.html¥" target=¥"main0¥">最初に戻る（シミュレーション教材）</a><br>"; 

 

&PrintF; 

 

__END__ 

 


