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1. はじめに 

1.1 本研究の動機 

2001 年 1 月に NTT DoCoMo が Java プログラム

実行環境を搭載した携帯電話（以下 Java 搭載携帯

電話）の販売を開始した．従来の携帯電話は，イン

ターネットを利用したコンテンツの提供が HTML・

CGI 技術だけであったことに対し，Java アプリケーシ

ョンでのコンテンツの提供が可能となったことは，大

きな変化と言える． 

そこで，Java 搭載携帯電話の登場により，携帯電

話を利用しての学習がより効果的に行えるのではな

いかと考えた． 

1.2  Java 搭載携帯電話について 

2001 年 7 月の時点で，NTT DoCoMo・J－フォン・

KDDI の 3 社が Java 搭載携帯電話の販売を開始し

ていた．3 社のサービスの概要を表１に示す． 

 
 
 
 
 

 
NTT DoCoMo は，サービス開始時期が他社よりも

早く，独自のプロファイルでセキュリティ対策を行うこ

とで，一般開発者が自由にアプリケーションを作成

出来る環境を用意した．そのような背景から NTT 

DoCoMoJava のアプリケーションが最も普及してい

た． 

Java 搭載携帯電話の利点として，(1)プログラムを

携帯電話にダウンロード・実行することによる通信費

の削減，電波の届かない状況でも利用可能，(2)少

ないデータ量からのグラフィックスの描画・表示によ

る通信費の削減，(3)グラフィックス描画やアニメーシ

ョン表示機能の向上，(4)文字入力・画面操作などの

ユーザーインターフェースの改善，(5)キーの操作に

合わせ画面が変化するインタラクティブ性の向上，

が期待されている． 

1.3 本研究の目的 

 本研究では Java 搭載携帯電話の教育用アプリケ

ーションの現状を把握するために調査を実施した．

また，Java の特徴を生かした教育用アプリケーション

を提案・試作するために，教育目的以外の Java アプ

リケーションの調査，携帯電話以外での教育用アプ

リケーションの調査を行った．以上の 3 つの調査，提

案・試作から Java 搭載携帯電話を学習へ利用する

ことによる利点を明らかにすることを目的とした． 

 

2. 教育用アプリケーションの調査 

2.1 調査期間 

2001 年 8 月 10 日～1 月 11 日（5 ヶ月間） 表 1  3 社の Java 搭載携帯電話サービス概要

2.2 調査方法 

Java アプリケーションの検索には以下の 4 つのサ

イトを利用した． 

・ GIGA APPLI(http://g-appli.net/) 

・ アプリ★ゲット(http://appget.com/) 

・ Kajas(http://www.kajas.com/) 

・ eapli.net(http://eapli.net/mall/index.html) 

Java アプリケーションのダウンロードや実行のため

に 1 台の携帯電話を用意したが，調査対象全ての

Java アプリケーションを保存しておくことが容量的に

不可能であったため，携帯電話で動作している画面

をデジタルカメラで撮影した．なお，一人の作成者が

機能に差のないアプリケーションを複数公開してい

た場合は，1 つのアプリケーションとして扱った．各ア

プリケーションを表 2 の調査項目について調べ，動

作画面とともにまとめた． 



 
 
 
 
 
2.3 調査結果 

調査の結果，教育用アプリケーションとして 41 個

の存在を確認した．41 個のアプリケーションを同一

作成者ごとにまとめた結果，22 種類となった．22 種

類のアプリケーションを学習形態別に分類したもの

を表 3 に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 教育用Ｊａｖａアプリケーション例 

 Javaの技術が効果的に使われているアプリケーシ

ョンの例を紹介する． 

（1） iTango1) は単語帳の表・裏にユーザ自身が覚

えたい内容を入力し利用するアプリケーション

で，メニューをウィンドウとして画面に重ねて表

示することで，操作性が向上している． 

（2） ｉモルダ２) は化学の分子モデルを検索・表示す

るアプリケーションで，分子モデルを 3 次元で

表示し，表示された分子モデルを上下左右に

回転させて確認出来るようになっている． 

表 2 調査項目 

（3） ラテカルク３) は四則演算の計算問題に暗算で

答えを入力するアプリケーションで，答える数

字が携帯電話の数字キーに対応しているため

入力が容易で，正解・不正解を音で知らせるた

め判断しやすくなっている． 

 
・アプリケーション名  ・作成者  
・利用料金   ・ネットワーク通信  
・ダウンロード場所  ・学習分野  
・調査日   ・アプリケーションの説明  
・同作成者の他のアプリケーション     

 

2.5 教育用 Java アプリケーション調査のまとめ 

 約 9 割のアプリケーションが，常に持ち歩いて自由

な時間に使用できるという携帯電話の利点を考えて

作成されていた．また携帯電話の欠点とされる画面

の大きさにも，必要な情報を 1 画面で表示することで

対応していた． 

表 3 アプリケーション学習形態別分類 

 一方Ｊａｖａの技術に注目すると，アニメーションの表

示・ユーザーインターフェースの向上・インタラクティ

ブ性の向上などの，Ｊａｖａ技術の利点が反映されて

おらず，従来の HTML・CGI 技術でも実現できるア

プリケーションが多数確認できた．これは，ファイル

サイズの制限が原因とも考えられる． 

 

3. 教育用 Java アプリケーションの可能性 

 Java の特徴を生かした携帯電話用アプリケーショ

ンの提案・試作のため，教育目的以外ではどのよう

な Java の技術が生かされているか調査を行った．3

次元で表示された立体の表示・回転，グラフの生

成・表示，着信音の作曲，パズル，など 20 種類以上

の機能が使われていることがわかった．また携帯電

話以外の教育用アプリケーションで，Java 搭載携帯

電話に応用可能な教材の調査を行い，その結果を

もとに，提案する教育用アプリケーションの企画をま

とめた． 
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第 1 章 研究の背景 

 

第 1 節 本研究の動機 

 

2001 年 1 月に NTT Docomo から Java プログラム実行環境を搭載した携帯電話（以下

Java 搭載携帯電話）のサービスが開始された．従来の携帯電話は，携帯電話用インタ

ーネットを利用した HTML ベースのコンテンツが提供されていた．しかし，携帯電話が

Java 実行環境を搭載したことで，ユーザは目的に応じた Java アプリケーションを自

由にダウンロードし，ダウンロードした Java アプリケーションを携帯電話上でいつで

も起動することが可能となった．これにより一般のインターネットで用いられている

Java アプレットのようなアプリケーションコンテンツの提供が，携帯電話でも可能と

なったと言える． 

Java 搭載携帯電話を利用した研究も既にいくつか報告されており，例えば関(2001)

が開発したゲーム形式で学ぶ語学教材は，出題画像の絵から連想される中国語の簡体

字を見つけ，飛行機の画像を上下左右に移動させて正解画像にたどりつかせるという

教材である．この研究で，Java 技術を利用した動きのあるゲーム形式の教材を使い中

国語を学習することができる． 

また平賀(2001)が開発した単語帳アプリケーションは，サーバーから単語帳のデー

タをダウンロードして単語帳の内容を入れ替えて利用し，利用者がサーバーに単語帳

のデータを自由に登録して，そのデータをほかの利用者も共有できるというシステム

である．この研究では，携帯電話上に単語帳プログラムを保存し，単語帳の内容だけ

をダウンロードして取り替えることができる． 

携帯電話を利用した学習において，従来は HTML・CGI 技術を用いたコンテンツで提

供されていたことに対し，Java 技術を用いたコンテンツの提供ができるようになった

ことは大きな変化であると思われる．また，既に Java 搭載携帯電話の学習支援ツール

への利用が既に行われていることから，Java 搭載携帯電話を利用しての学習がより効

果的に行えるのではないかと考えた． 

 

 

 

 1



第２節 本研究の目的 

   

本研究では，Java 搭載携帯電話教育用 Java アプリケーションの現状を明らかにし

て，Java アプリケーションを学習へ利用する利点を探ることを目的とし，以下の調査・

試作を行った． 

（１）教育用 Java アプリケーションの実態調査 

 一般の携帯電話使用者がダウンロードすることのできる教育用 Java アプリケーシ

ョンにはどんなものがあるのか，現状を把握するために調査を実施する． 

（２）Java アプリケーション全般の調査 

 Java アプリケーション全般の調査を行い，教育用 Java アプリケーションの調査で

は発見されない機能で，教育用 Java アプリケーションで利用できる機能を探す． 

（３）携帯電話以外の教材調査 

Java アプリケーション全般の調査で挙げる機能を利用した教育用 Java アプリケー

ションを提案するために，携帯電話端末以外の端末から提案に結びつく教材を探す． 

（４）教育用 Java アプリケーションの提案・試作 

Java アプリケーション全般の調査で発見した機能と，携帯電話以外の端末で Java

アプリケーションに応用できる教材をもとに，現状の教育用 Java アプリケーションに

はない Java アプリケーションを提案する． 
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第２章 Java 搭載携帯電話について 

 

第 1 節 Java 搭載携帯電話とは 

 

現在携帯電話では電話機能のほかに、インターネットの利用が可能となっている．

NTT Docomo の携帯電話用のインターネットはｉモードと呼ばれている．ｉモードでは

ｉモード対応 HTML で記述された Web サイトの閲覧のほか、メールの送受信も可能であ

る．Java 搭載携帯電話は，従来の Web サイトの閲覧・メールの送受信に加え，携帯電

話端末に Java アプリケーションをダウンロードし，携帯電話端末上でプログラムを実

行し利用することが可能となった．NTT Docomo の Java 搭載携帯電話の Java アプリケ

ーションはｉアプリと呼ばれる．またｉモードでは多様なオンラインサービスが提供

されており、オンラインサービス提供を前提として NTT Docomo と契約した会社のサイ

トを公式サイトと呼ぶ．そして公式サイトの提供するｉアプリを公式アプリと呼ぶ． 

Java搭載携帯電は主にゲームへの利用が注目されており，ｉアプリ検索サイト「GIGA 

APPLI」では，登録されているｉアプリの約半数が，ゲームカテゴリーに分類されてい

る．一方，その「GIGA APPLI」では，ゲームの他にも様々な種類のｉアプリが登録さ

れており，「一般ツール」カテゴリの中では教育利用を目的としたｉアプリを確認する

ことができた．同じくｉアプリ検索サイト「アプリ★ゲット」では，学習支援ツール

というカテゴリがあり，そのカテゴリには多数のｉアプリが登録されている． 

 

 

第２節 Ｊａｖａ搭載携帯電話の特徴 

 

NTT Docomo の Java 搭載携帯電話において，従来の HTML・CGI のコンテンツから Java

のコンテンツに変わることで次のような利点があると考えられる（株式会社ユーエヌ

アイ研究所 2001；柿井 2001；田口 2001)． 

（１）データ通信量の減少 

アプリケーションプログラムを携帯電話に保存しておくことが可能となり，毎回サ

ーバにアクセスする必要がなくなる． 

（２）グラフィック描画能力の向上 
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  GIF 画像表示のほかにも，直線・多角形の表示が可能． 

（３）セキュリティの向上 

Java での暗号化処理と SSL セキュリティ機能で安全な通信が可能． 

（４）音楽の再生 

MLD ファイルの再生・停止が可能． 

（５）デバイスコントロール 

液晶画面のバックライトの ON/OFF，バイブレーションの ON/OFF が可能． 

データ通信量の減少について，携帯電話はデータの通信量により料金が変わる．つ

まりデータ量が多くなればなるほどお金がかかる．HTML はページが切り替わるたびに

タグをダウンロードする．それに対し Java の場合は，プログラムを圧縮された形でダ

ウンロードし，一度ダウンロードすると基本的に料金はそれ以降かからないというｉ

アプリの特徴から，通信費の削減が可能となる． 

これらのほとんどが Java でコンテンツを作成するにあたっての利点となると考え

られ，また HTML では実現できない機能を実現できる． 

 

 

第３節 NTT Docomo，J フォン，KDDI，3 社の Java の比較 

 

2001 年 8 月現在，NTT  Docomo・J－フォン・KDDI の携帯電話会社 3 社が Java 搭載

携帯電話のサービスを開始している．その 3 社の主な比較を表 2.1 に示す． 

 

表 2.1  3 社の携帯電話の Java の比較 

 NTT Docomo J－フォン KDDI 

サービス開始時期 2001 年 1 月 26 日 2001 年 6 月 22 日 2001 年 7 月 4 日 

開発環境の公開 2001 年 3 月 23 日 2002 年 1 月予定 2001 年 8 月 16 日 

ダウンロードサイズ 10KB 30KB 50KB 

プロファイル DoJa MIDP MIDP 

端末内の情報参照 不可能 可能 可能 
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ダウンロードサイズとは，携帯電話に保存できる 1つの Java プログラムサイズのこ

とであり，NTT Docomo は他社よりもサイズが小さい．プロファイルとはデバイスに応

じた固有の仕様を定義するものである．端末内の情報参照とはアドレス帳などの携帯

電話に保存される個人情報で，Ｊ-フォン，KDDI では参照可能となっているが，NTT 

Docomo では参照することができない． 

 NTT Docomo はサービスの開始，一般開発者への公式開発環境・ライブラリの提供

を 3 社の中で最も早く行った．またプロファイルに関して，J－フォン・KDDI は世界

標準の「MIDP（Mobile Information Device Profile）」を採用しているのに対し，NTT 

Docomo は独自で開発したプロファイル「DoJa」を採用している．「DoJa」は携帯端末

内の情報を参照できないようにするなどの厳しい制限をかけることで，セキュリティ

の危険性に対応している．そのため，NTT Docomo の Java アプリケーションは誰でも

開発することが出来る．それに対して J－フォン・KDDI のプロファイル「MIDP」は，

携帯電話内の情報を参照できるようにするなどプログラムの自由度は高い．しかしセ

キュリティ問題に対応するため，KDDI ではセキュリティレベルを 2種類設けて一般開

発者と公式サイトを運営する企業を分け，J－フォンでは，2001 年 11 月現在でも一般

開発者の Java アプリケーションの公開が出来ない状態であった．  

そのような背景から，NTT Docomo の Java アプリケーション・ｉアプリが最も多く

開発されている．そこで調査対象が豊富に存在し，試作まで行うことが出来ると考え

られる NTT Docomo の Java 搭載携帯電話･ｉアプリを調査対象とした． 

また Java でコンテンツを作成する時には，Java の利点とともに NTT Docomo の Java

の仕様には制限されていることがあることも把握しておかなければならない． 

（１）プログラムサイズ 10KB 

（２）小数の使用不可 

（３）三角関数の使用不可 

（４）円の描画機能不備 

（５）その他機種依存よる制限 

 このような制限は NTT Docomo に限らず，ほかの携帯電話会社の Java にもある．こ

れは携帯電話の小さいサイズや，コストを考えるとやむをえないことである．これら

の制限によって Java アプリケーションでの教育用コンテンツの作成は，多少幅が狭く

なると言える． 
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第３章 教育用ｉアプリの調査 
 

第１節 調査の目的 

 

 一般の携帯電話使用者がダウンロードすることのできる教育用ｉアプリの現状を把

握し，現在公開されている教育用ｉアプリの機能・利点を明らかにすることを目的と

して調査を実施した． 

 

第２節 調査方法 

 

  ｉアプリの検索には，「GIGA APPLI」，「アプリ★ゲット」，「Kajas」，「eapli.net」，

の 4 つのｉアプリダウンロードサイトを利用した（表 3.1）．これらのサイトは，NTT 

Docomo の公認する公式サイトとは関係のない一般のサイトであり，携帯電話用インタ

ーネット・コンピュータ用一般インターネットのどちらからでも利用できるようにな

っていた．サイトに登録されているｉアプリのうち，ｉアプリのダウンロード・起動

が確認できたｉアプリを調査対象とした．教育用ｉアプリとして検索するカテゴリ（表

3.1）は，「アプリ★ゲット」では「一般ツール」カテゴリ下の「学習支援ツール」に

分類されたｉアプリ，「Kajas」では「教育」カテゴリに分類されたｉアプリ，「eapli.net」

では「スタディ」カテゴリに分類されたｉアプリを教育用ｉアプリとした．そのよう

なカテゴリが存在しない「GIGA APPLI」での検索については，「ツール」カテゴリの「そ

の他」に分類されたｉアプリおよび「ゲーム」カテゴリの「タイピング」に分類され

たｉアプリの中で，ダウンロードサイトにある説明から教育に関係すると推測される

ｉアプリをダウンロードし，実際に携帯電話で確認した． 

 

 

 

 

 

 

   

サイト名 アドレス

GIGA APPLI http://g-ap

アプリ★ゲット http://appg

Kajas http://www

index.htm

eapli.net http://eapl

 

 

表 3.1 4 つのダウンロードサイト 

 教育ｉアプリの検索カテゴリ 
pli.net/ ｢ツール その他｣｢ゲーム タイピング｣から検索 
et.com/ ｢一般ツール 学習支援ツール｣ 
.kajas.com/library/ 

l 

｢教育｣ 

i.net/mall/index.html ｢スタディ｣ 
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ｉアプリをダウンロードして動作させるには携帯電話端末以外は不可能であるため，

NTT Docomo 携帯電話 D503i を用意した．携帯電話でｉアプリをダウンロードしても，

定められた個数のｉアプリ，もしくは定められた全体記憶容量の分のｉアプリしか携

帯電話本体に保存しておくことができない．用意した携帯電話の場合，最高 10 個のｉ

アプリを携帯電話に保存することが可能であった．そのため 1 台の携帯電話では調査

対象全てのｉアプリを一度に保有することは不可能であり，ｉアプリの動作の様子を

記録するために，ｉアプリを実行した携帯電話画面をデジタルカメラで撮影し画像と

して保存した． 

そして，それぞれのｉアプリの作者・ダウンロード場所・機能・目的とする学習分

野などを明確にして把握するため，表 3.2 の調査項目について調べ，撮影した画面画

像とともに用紙 1 枚程度にまとめ整理した．その例を図 3.1 に示す．項目では，ｉア

プリの説明として，ｉアプリの動作の様子なども記した．また，1 人の作者によって

複数のｉアプリが公開され，そのｉアプリに機能の差が無かった場合は，その中から

1 つだけを取り上げてまとめた． 

 

 
表 3.2  調査項目 

・ｉアプリ名   ・作者  
・料金    ・ネットワーク通信 
・ダウンロード場所  ・学習分野  
・調査日   ・ｉアプリの説明 
・同作者の他のｉアプリ 
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図 3.1 ｉアプリ調査例 
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第３節 調査結果 

 

3.3.1 調査期間 

教育用ｉアプリの調査は，2001 年 8 月 10 日～10 月 10 日（2 ヶ月間）に実施した．

携帯電話端末を用意していなかった事前の準備不足や，デジタルカメラで撮影した画

像の加工などに手間取り時間がかかった．  

 

3.3.2 件数 

調査の結果，教育用ｉアプリとして 46 個を確認した．その内｢日本史年代｣(作者

Endou)，｢世界史年代｣(作者 Endou)，｢むすめふさほせ｣(作者 chicory)，単語帳(作者

Gclue)，は検索期間中にダウンロード用サーバからなくなったため，調査対象から外

した．また，｢choi 暗記｣(作者 Choi アプリ)が NTT Docomo 携帯電話 F503i の 1 機種の

みにしか対応しておらず，調査することができなかったため調査対象から外した．最

終的に 41 個のｉアプリを調査することとなった．41 個のｉアプリの概要を表 3.3 に

示す．41 個のｉアプリを作者毎に分類し，22 種類として各ｉアプリを表 3.2 の項目と

デジタルカメラで撮影した画像とともにまとめた．教育用ｉアプリとしてまとまった

22 種類を資料１に示す． 

なお，表 3.3 に示す項目のうち，ネットワーク通信の有・無は，ｉアプリのサーバ

との通信の有無を表し，無しの場合はダウンロードしてからサーバとのデータ送受信

を必要としない．料金の有料・無料の違いはｉアプリの利用にお金がかかる・かから

ないである．「学習分野」はｉアプリの学習分野であり，その中でも「その他」につい

ては，「問題集 iαppli」と「iTango」は自分で学ぶ内容を入力して利用するｉアプリ

である． 
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ｉアプリ名 作者 ダウンロード可能場所 料金 ネットワーク通信 学習分野
1 携ジオ 佃２ ギガアプリ　アプリ★ゲット　Kajas 無料 無 地理
2 携政経 佃２ ギガアプリ　アプリ★ゲット　Kajas 無料 無 政経
3 KNG_01 佃２ ギガアプリ　Kajas 無料 無 日本史
4 携熟語600_01 佃２ ギガアプリ　Kajas 無料 無 英語
5 携単語730_08 佃２ ギガアプリ 無料 無 英語
6 携単語730_05 佃２ ギガアプリ 無料 無 英語
7 携単語730_02 佃２ ギガアプリ　アプリ★ゲット　Kajas 無料 無 英語
8 携単語730_03 佃２ ギガアプリ 無料 無 英語
9 携単語730_01 佃２ ギガアプリ　Kajas 無料 無 英語

10 携単語　verb88 佃２ ギガアプリ　Kajas 無料 無 英語
11 携単語　noun adv 77 佃２ ギガアプリ　Kajas 無料 無 英語
12 携単語　adj88 佃２ ギガアプリ　アプリ★ゲット 無料 無 英語
13 実用英会話（プレゼン編） 西村誠一 ギガアプリ　アプリ★ゲット 無料 無 英語
14 実用英会話（交渉編２） 西村誠一 ギガアプリ　アプリ★ゲット 無料 無 英語
15 実用英会話（交渉編１） 西村誠一 ギガアプリ　アプリ★ゲット 無料 無 英語
16 実用英会話（電話編） 西村誠一 ギガアプリ　アプリ★ゲット 無料 無 英語
17 目指せ！シスアナ③ Hide ギガアプリ 無料 無 情報
18 目指せ！シスアナ② Hide ギガアプリ 無料 無 情報
19 目指せ！システムアナリスト Hide ギガアプリ 無料 無 情報
20 I単　英単語編１ CRL eapli.net 無料 無 英語
21 I単　英単語編2 CRL eapli.net 有料 無 英語
22 I単　英単語編3 CRL eapli.net 有料 無 英語
23 スピード足し算 crimson ギガアプリ 無料 有 算数
24 ラテカルク crimson ギガアプリ 無料 有 算数
25 むすめふさほせ完全版 Chicory Kajas 無料 無 国語
26 問題集iαppli （有）テクノスクエア ギガアプリ　アプリ★ゲット　Kajas 無料 有 その他
27 Ｊａｖａ記述試験 Ｓｉ ギガアプリ　Kajas 無料 無 情報
28 英単語出る単１ 小松明 ギガアプリ 有料 無 英語
29 モバイル単語帳TOEIC1 SunSoft ギガアプリ　アプリ★ゲット 無料 無 英語
30 イーマスター体験版 プラト ギガアプリ 無料 有 英語
31 単語帳 kenshi ギガアプリ　アプリ★ゲット 無料 有 英語
32 iTango ほのぼの ギガアプリ　アプリ★ゲット 無料 無 その他
33 ei_tango 新井邦夫 ギガアプリ　アプリ★ゲット 無料 無 英語
34 英和辞典アプリ maezono ギガアプリ 無料 有 英語
35 iDict U-saku ギガアプリ　Kajas 無料 有 英語
36 原作で読める「赤毛のアン」 HTA アプリ★ゲット　Kajas 無料 有 英語
37 音感つくかな Currach Software ギガアプリ　アプリ★ゲット 有料 無 音楽
38 iモルダ モルダパパ ギガアプリ 無料 有 化学
39 足し算 井上けい ギガアプリ 無料 無 算数
40 計算力 kenshi ギガアプリ 無料 無 算数
41 numPLUS kaku ギガアプリ  アプリ★ゲット 無料 有 算数

表 3.3 41 個の調査対象ｉアプリ 

 

 

3.3.3 ｉアプリの分類 

 確認したｉアプリ 22 種類を次の学習形態に分類した．（表 3.4） 
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表 3.4 学習形態による分類 

 

 

学習形態 ｉアプリ名 

単語帳  iTango  

むすめふさほせ 

ｉ単英単語編 

モバイル単語帳 TOEIC1 

英単語出る単 1 

単語帳 

目指せ！システムアナリスト 

計算問題 numPlus 

ラテカルク 

足し算 

計算力 

選択問題 ei_tango 

携単語 730_5 

問題集ｉαppli 

辞典・事典 iDict 

英和辞典アプリ 

ｉモルダ 
その他 Java 記述試験 

音感つくかな 

イーマスター体験版 

実用英会話（電話編） 

原作で読める「赤毛のアン」 

（１）単語帳 

このｉアプリは，紙の単語帳とほぼ同じように利用する，カードの表裏を順に表示

するｉアプリである．学習分野は英語が中心で，コンピュータに関するものや，百人

一首などもあった．単語帳のカードをランダムに並び替える，表示するカードを指定

する，カードの内容をダウンロードして入れ替えるなどの機能が実現されている． 

（２）計算問題 

これは簡単な計算問題を出題し，暗算の能力を鍛えるｉアプリである．主に足し算

を出題するｉアプリが中心で，四則すべてに取り組むことのできるｉアプリは「ラテ

カルク」だけであった．計算問題ｉアプリは携帯電話の 0 から 9 のダイヤルキーで答

えを入力するので，携帯電話の特徴を生かしたｉアプリといえる．問題が進むにつれ

難易度が変化する機能，ネットワークに接続して他の利用者と得点を競う機能などが
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あった．また，「ラテカルク」では正解音・不正解音を出すことで，正誤が判断しやす

くなっていた． 

（３）選択問題 

 これらのｉアプリは４択・５択の選択問題を出題するｉアプリである．学習分野は

英語が中心であるが，社会・国語などの問題も用意されている．問題に取り組んだあ

と単語帳形式で復習する機能や，自分で問題を登録する機能，問題をダウンロードす

る機能などがあった． 

（４）辞典・事典 

 これらのｉアプリは辞典・事典から検索表示する機能を持つｉアプリである．英和・

和英辞典，化学分子事典があった．化学分子事典の「ｉモルダ」では化学分子のモデ

ルを３次元で表示し，上下左右に回転させ任意の角度から分子のモデルを見ることが

でき，分子の構造をわかりやすくしていた． 

（５）その他 

 その他には，記述回答問題，日本語と英訳を表示するｉアプリ，音感を鍛えるｉア

プリ，英単語を効果的に記憶するｉアプリがあった． 

 音楽の分野の「音感つくかな」というｉアプリは，出力された音の音階を譜面で答

えるというｉアプリである．HTML コンテンツでは利用できない音を使ったｉアプリで

あった． 

 また，英単語を覚える「イーマスター体験版」は，英単語の意味がわかるかわから

ないか答えるだけで英単語を覚えることができるというｉアプリで，英単語の記憶状

態（覚えかけている・忘れかけているなど）から，表示する単語の種類・順番を制御

するｉアプリである．問題をダウンロードすることも可能であった． 
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第４節 考察 

 

教育用ｉアプリを実際に使用し，項目ごとに整理した結果，表 3.5 に示す機能を確

認することができた． 

 表 3.5 教育用ｉアプリで使用される機能一覧 

機能 機能の説明 
ユーザ単語登録 単語帳・選択問題にて利用者が学ぶ単語を追加する 
出題問題指定 出題する問題を指定する 
ランダム並べ替え 単語帳カードの表示する順序をランダムに並べ替える 
メニューウィンドウ表示 メニューをウィンドウのように画面手前に表示する 
問題ダウンロード 単語帳のカード，選択問題の問題をダウンロードする 
バックライト ON/OFF 携帯電話液晶画面のライトのＯＮ/ＯＦＦを行う 
難易度自動変化 成績により問題の難易度が変化する 
成績履歴表示 過去の成績を表示する 
ネットワークランキング 他の利用者と成績を競う 
正解不正解音出力 正解音・不正解音を出力する 
解答制限時間 解答に制限時間が設けられる 
単語帳形式復習機能 選択問題で学習後，間違えた問題などを単語帳形式で復習する 
データベース検索 サーバーのデータベースを検索する 
3 次元表示・回転 3 次元画像を表示し，上下左右に回転させる 
単語記憶状態表示 英単語の記憶状態を○・×・↑・↓などの記号で示す 
音階に沿った音出力 音階に沿った音を出力する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これらの機能の中には，複数のｉアプリによって利用されている機能がある．ｉア

プリと機能の対応を表 3.6 に示す．利用されている機能の欄が空欄のｉアプリは，特

に利用されている機能がないことを表す． 
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ｉアプリ名 
iTango 

むすめふさほせ 
ｉ単英単語編 
モバイル単語帳 TOEIC1

英単語出る単 1 
単語帳 
目指せ！システムアナリ

numPlus 
ラテカルク 

足し算 
計算力 
ei_tango 
携単語 730_5 
問題集ｉαppli 
iDict 
英和辞典アプリ 

ｉモルダ 

Java 記述試験 
音感つくかな 

イーマスター体験版 

実用英会話（電話編） 

原作で読める「赤毛のア

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これらのｉアプリの機

え機能やデータベース検

HTML コンテンツでは実

 

 

 

 

 

 

表 3.6  教育用ｉアプリと機能の対応一覧 

利用されている機能 
ユーザ単語登録 出題問題指定 ランダム並べ替え  

メニューウィンドウ表示 

バックライト ON・OFF 

ランダム並べ替え 

  

 

問題ダウンロード バックライト ON/OFF 

スト  

難易度自動変化 解答制限時間 成績履歴表示 ネットワークランキング 

難易度自動変化 解答制限時間 成績履歴表示 正解不正解音出力  

ネットワークランキング 

難易度自動変化 解答制限時間 成績履歴表示 

解答制限時間 成績履歴表示 バックライト ON/OFF 

ユーザ単語登録  

メニューウィンドウ表示 成績履歴表示 単語帳形式復習機能 

問題ダウンロード 成績履歴表示 単語帳形式復習機能 

データベース検索 

データベース検索 

データベース検索 3 次元表示・回転 

成績履歴表示 

音階に沿った音出力 

単語記憶状態表示 成績履歴表示 問題ダウンロード 

 

ン」 問題ダウンロード 

能を，従来の HTML コンテンツと比較すると，ランダム並べ替

索機能など，HTML コンテンツでも実現できる機能が多いが，

現できない機能・HTML より有利な機能がいくつかある． 
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（１）メニューウィンドウ表示 

学習機能の設定などを行うメニューを表示する時，画面を切り替えることなくウィ

ンドウのように画面手前に表示することができる．画面を切り替えることなくｉアプ

リの設定を行うことが可能となるので，利用者は操作を簡単に行うことが可能となり，

携帯電話の小さい画面を考えた有効な機能である．（図 3.2） 

 

 

 

 

 

 

 

 図 3.2 iTango メニュー表示

 

（２）バックライトの ON/OFF 

液晶画面のバックライトを消すことで，携帯電話の電池の減少をおさえることがで

きる．HTML コンテンツでは実現できない，Java のデバイスコントロール機能であるが，

学習への利用の利点はほとんどないであろう． 

（３）音の出力 

HTML コンテンツでは音を扱うことは基本的に不可能であり，ｉアプリだから実現で

きる機能である．「音感つくかな」のように音を使って学ぶ教材や，「ラテカルク」の

ように正誤判定に音を使って知らせることができる． 

（４）時間による動作の制御 

時間による制御は携帯電話 HTML ではサポートされておらず，Java でしか実現でき

ない機能である．時間による動作の制御で，解答に制限時間を設けたり，時間ととも

に変化する画面を表示したりすることができる． 

（５）グラフィックスの描画・操作 

携帯電話 HTML ではグラフィックスは GIF 画像しか扱うことができない．それに対し

て，ｉアプリでは GIF 画像のほかにグラフィック描画機能が備わっており，直線や四

角形などの基本図形を描画できる．それにより，キー操作でグラフィックスを変化さ
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せることができる．また，グラフィックス描画のプログラムは命令とパラメータのみ

で，少ないデータ量で描画することができ，通信費の削減にも有効である．（図 3.3） 

 

 

 

 

 

 

 

 図3.3 ｉモルダ3次元表示

 

（６）問題ダウンロード機能 

HTML コンテンツで選択問題を解く場合，問題数に限りはないが，すべてのページで

問題文といっしょに HTML タグを必要とする．それに対しｉアプリでは，ダウンロード

できる問題数に制限はあるが，新しい問題をダウンロードする時，問題文のみをダウ

ンロードすることができる．携帯電話はデータの量に対して料金がかかるので，少な

いデータでたくさんの問題に取り組むことができるｉアプリは有利である． 

 

 

第５節 教育用アプリケーションの調査から 

 

以上のように教育用ｉアプリの調査を行い，ｉアプリの学習分野・学習形態，使用

されている機能を把握することができた．そして，この調査から HTML と比較した場合

の Java の利点をまとめた． 

 

（１）HTML コンテンツでは実現できない機能の実現が可能 

 メニューウィンドウの表示，音の使用，3次元画像の表示，時間制御機能など，HTML

コンテンツでは実現できない機能を利用することで，操作性の向上や学習の幅が広が

るなどの利点が生まれる． 
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（２）通信費が少ない 

携帯電話上だけで動作して通信を必要としない特徴とともに，問題ダウンロード機

能によって，HTML より通信費が安くなる． 

（３）処理・表示速度 

 HTML・CGI はページの切り替わりに際し，データ送信・サーバでの処理・データ受

信と，約１秒程度は必要とする．ｉアプリは携帯電話内で処理できるので，処理に対

する待ち時間に大きな差が発生する．実際に使用して比べてみるとこの差は大きい．  

 

 教育用ｉアプリの調査を行い，有効な機能・利点を確認することができたが，予想

していたよりも少ない結果となった．また，ゲームで注目されているような，動きの

ある画面や，インタラクティブな利用ができるｉアプリが少なかった．そこで，他に

教育に応用できるような機能があると予想し，教育に限定せずにすべてのｉアプリの

調査が必要であると考えた． 
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第４章 教育目的以外のｉアプリおよび，携帯電話以外の教材調査 

 

第 1 節 教育目的以外のｉアプリの調査 

 

４.１.１ 調査の目的 

 教育用ｉアプリの調査では確認することの出来なかったｉアプリの機能を探すた

めに調査を行った．また，発見された機能から教育への応用を考え，教育用ｉアプリ

の提案・試作を行うことを目的とした． 

 

４.１.２ 調査期間 

 2001 年 12 月 1 日～2001 年 1 月 15 日に実施した． 

 

４.１.３ 調査方法 

インターネットを利用し「GIGA APPLI」「アプリ★ゲット」のサイトですべてのアプ

リに目を通した．また，サイトには登録されていない NTT Docomo 公式サイトによって

提供される公式アプリの検索のため，「google」（http://www.google.co.jp/）を利用

し「ｉアプリ」というキーワードで検索した． 

確認したｉアプリの内，無料のものは携帯電話にダウンロードを行い，実際の動作

を確認することができたが，公式ｉアプリなどの料金が有料のものは月額 300 円以上

するものがほとんどで，すべてを確認すると大変な費用となることから，ダウンロー

ドを行わずにｉアプリの説明を確認することで調査を実施した．ｉアプリの説明はNTT 

Docomo のサイトにある，ｉアプリのメニュー一覧と，公式サイトが運営する Web サイ

トを参照した． 

 

４.１.４ 調査結果 

教育用ｉアプリの調査で未確認の機能を持つｉアプリを表 4.1 に示す．ゲームやツ

ールなどのｉアプリから多くの機能を確認したが，教育への応用が考えられる機能の

みを取り上げた．ｉアプリは一般作成者による無料のものや，公式ｉアプリとして登

録されている有料のｉアプリを確認した．ダウンロード場所は，公式ｉアプリについ

ては NTT Docomo の公式サイトのメニュー画面での場所を示した．その他は，ダウンロ
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ードできるサイトを示した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｉアプリ名 作者 

３Ｄｃｕｂｅ アスキー書籍

ドコモ料金案内 

（公式） 

ドコモ 

ｉばいぶ Ｃｈｉｃｏｒｙ 

ｉシャッフル ｏｚａｋｉｎｇ 

マイ天気（公式） ウェザーニュー

グルモジパニック 

（公式） 

ドワンゴ 

野村株価ボード(公式) 野村証券 

TinkleWatch BigStorm 

 

（１）「３Dcube」立体図形の

 ｢３Dcube｣は立方体を表示

示された立方体は上下左右に回

査で確認した「ｉモルダ」と同じ

算数・数学への応用が考えられ

（２）「ドコモ料金案内」棒

 「ドコモ料金案内」は携帯

グラフ・折れ線グラフで表示す

能は Java のグラフィック描画

られる． 

（３）「ｉばいぶ」バイブレ

 「ｉばいぶ」携帯電話のバ

バイブレーション機能はライト

能である．問題の解答時に音を

るという応用を考えた． 

（４）「ｉシャッフル」パズ

 ｢ｉシャッフル｣は 8 枚の画

 

表 4.1 その他ｉアプリの機能 

ダウンロード場所 機能 

編集部 http://g-appli.net/files/530256.cgi?md=sr 立体図形の表示・回転 

ｉＭｅｎｕ/ｉアプリサーチ/まだまだあるぞｉア

プリ/生活/便利ツール 

棒グラフ・折れ線グラフ

の表示 

http://g-appli.net/files/530146.cgi?md=sr バイブレーション機能 

http://appget.com/pc/view_1290.htm パズル 

ス ｉＭｅｎｕ/ｉアプリサーチ/まだまだあるぞｉア

プリ/情報ゲット！ 

定時起動 

ｉMenu/メニューリスト/ゲーム/ゲーム

１/ゲームパック/ドワンゴ７ 

キー対応文字の並べ替え 

問題 

ｉＭｅｎｕ/ｉアプリサーチ/株価を見る 自動更新 
http://g-appli.net/files/531115.cgi?md=sr アナログ時計の表示 

表示・回転機能 

するｉアプリである．立体図形の表示・回転機能は，表

転させて表示することができる．教育用ｉアプリの調

3 次元画像の表示技術が使われていると予想される．

る． 

グラフ・折れ線グラフの表示機能 

電話の通話料金・パケット通信料金の毎日の変化を棒

るｉアプリである．棒グラフ・折れ線グラフの表示機

機能を応用したものである．算数・数学への応用が考え

ーション機能 

イブレーションの ON/OFF だけを行うｉアプリである．

ON/OFF 機能と同じ携帯電話デバイスコントロール機

出力するのと同じように，バイブレーションで知らせ

ル機能 

像を並べ替えて 1 枚の絵を完成させるパズルゲームで
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ある．パズル機能は HTML でも実現することは可能であるが，Java の方が有利である．

パズルゲームと教育の組み合わせとして応用できると考えた． 

（５）「マイ天気」定時起動機能 

 「マイ天気」はｉアプリを決まった時間に起動して，目覚ましとして利用すると

同時に，その日の天気を表示する定時起動機能をつかったｉアプリである．HTMLでは，

サイトから利用者に働きかけるにはメールを利用するしか方法がないが，ｉアプリで

はメールでの働きかけも可能だが，プログラム自身が自動的に起動させて利用者に働

きかけることが可能となる． 

（６）「グルモジパニック」キー対応文字の並べ替え問題機能 

 「グルモジパニック」は，問題に画面上にランダムに並べ替えられた文字を並べ

替えて解答するｉアプリである．キー対応文字の並べ替え問題機能では並べ替える文

字はダイヤルキーに対応しており，キーを順番に押すことで文字が並べ替えることが

できる．このような解答の方法を教育に応用できると考えた． 

（７）「野村株価ボード」自動更新機能 

 「野村株価ボード」は指定した銘柄の株価を自動的に更新し株価チャートを表示

するｉアプリである．自動更新機能では一定時間ごとに情報が更新されていないかチ

ェックして，更新されていた場合のみデータをダウンロードすることができる．また，

指定した株価に到達した場合に知らせるアラート機能もある．HTML の場合は情報が更

新されているかどうかは自分でサイトを訪れて確かめる方法や，情報が変わった場合

メールで知らせる機能などが考えられるが Java で実現したほうが有利である． 

（８）「TinkleWatch」アナログ時計の表示機能 

 「TinkleWatch」はアナログ時計を表示する．HTML では時間に対応した制御，時

計の針の表示，動作は不可能である．時計を使った問題に応用できると考えた． 

 

 以上の機能を教育用ｉアプリの調査では確認することができなく，教育用ｉアプ

リに応用できる機能として取り上げた．一般のｉアプリの調査ではゲームへの利用が

多く見られ，教育用ｉアプリよりも視覚的な機能の利用が多く見られた．この調査か

ら，教育用ｉアプリ調査では未確認のｉアプリの機能を確認することができた． 
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第２節 携帯電話以外の教材調査 

 

４.２.１ 調査の目的 

 一般ｉアプリの調査で新たに確認された機能から教育用ｉアプリを提案するため，

提案につながる教材を携帯電話以外の教材，つまりコンピュータ用のソフトや様々な

端末で動作する教材を調査した． 

 

４.２.２ 調査期間 

 2002 年 1 月 15 日～1 月 30 日に実施した． 

 

４.２.３ 調査方法 

 インターネットを利用し，主に Java アプレットの教材，モバイルコンピュータ用

のソフト，一般のコンピュータで使用できる教育ソフトを中心に調査を行った．検索

には検索サイト「google」を使用し，「Java アプレット」，「教材」，「学習」というキ

ーワードを使用した． 

 

４.２.４ 調査結果 

 携帯電話の教育用ｉアプリに応用できると考えた調査結果を表 4.2 に示す． 

 

参考サイト名 URL

数学教材の部屋 http

.com

エポック社 

ドラえもんのスタディーボ

ーイ漢字ゲーム 

http

tv-g

anji

パソコンであそぼ http

/~su

セイコー音声付電子辞書 

SD5200S 

http

sd52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4.2 コンピュータ上の教材調査結果 

 内容 

://homepage2.nifty

/sintakenoko/ 

中学・高校の数学で，視覚的に理解を助ける教材を集めた

サイト．教材は Java アプレットで作成されている． 

://www.epoch.gr.jp/

ame/dora-gb/top-k

.htm 

ゲームボーイ用のソフトで，「漢字パズル」「ネズミたたき」

「パネルを HIT」というゲームモードが用意されている．

://plaza7.mbn.or.jp

to/aiu.htm 

ひらがなの５０音を学ぶソフトと，時間の概念を学ぶソフトが用

意されている． 
://www.sii.co.jp/cp/

00.html 

和英・英和・漢字が登録された電子辞書．スペル並べ替えゲ

ームという機能がついている． 
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（１）数学教材の部屋 

 「数学教材の部屋」は数学・物理証明アニメーションなどの Java アプレット教材

を集めたサイトである．このサイトでは，図形の性質を理解するために図形を自由に

動かして変化をみるような教材や，2次関数・3 次関数のパラメータを変更してグラフ

の形の変化をみる教材があった．Java アプレットで作成された教材は他のサイトを見

ても，このような数学や物理の教材が多数存在した．現在までに，教育用ｉアプリで

はこのような教材は確認できていない． 

（２）エポック社ドラえもんのスタディーボーイ漢字ゲーム 

ゲームボーイ用のソフトで，パズルを使って漢字を学習するソフトである．漢字を

4分割しランダムに並べられた 4つを並べ替えて漢字を完成させるという教材である． 

（３）パソコンであそぼ 

コンピュータ上で動作するソフトウェアで，「パソコンであそぼ（あいうえお）」は

ひらがな 50 音を覚える教材で，音声出力やマウスでの書き取り練習を行う．「パソコ

ンであそぼ（とけい）」は時計の針の位置から現在の時刻を考える問題と，数字で示し

た時刻から時計の針を正しい位置に動かす問題などが備わった教材である． 

（４）セイコー音声付電子辞書 SD5200S 

 英和・和英・漢字が登録されている電子辞書で，付属のゲームとして英単語スペ

ル並べ替え機能がある．この機能は英単語のスペルの順番をばらばらに並べて表示し，

発音や訳語をもとに正しいスペルに並べ替えるという機能である． 

 

携帯電話以外の教材調査から以上のように，教育用ｉアプリの提案につながる教材

を確認した．Java アプレットの教材では，主に数学・物理の証明問題の理解を助ける

ための教材がほとんどで，証明の一連の流れをアニメーション表示するようなものや，

図形の証明に関してはマウスを使って図形の形を自由に変えて図形の性質を見るよう

なものが多かった．モバイルコンピュータ用のソフトは，PDA 用のソフトなどがあり，

PDA 用のソフトでは教育用ｉアプリであったような単語帳や，選択問題が多く確認で

きた． 
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第５章 教育用ｉアプリの可能性 

 

第１節 教育用ｉアプリの提案 

 

教育用ｉアプリの調査で確認した教材以外に，どのような教材を実現できるか考え

るため，4 章の教育目的以外のｉアプリの調査結果・携帯電話以外の教材調査結果か

ら教育用ｉアプリを提案する． 

（１）英単語スペル並べ替え問題 

 英単語スペル並べ替え問題は，英単語のスペルの順番がばらばらになったアルフ

ァベットが選択肢に現れ，日本語訳を頼りに正しいスペルに並び替える教材である．

「グルモジパニック」のキーに対応した文字を並び替えて問題に答える機能を利用し，

電子辞書のスペル並び替え機能を実現する．並び替える文字は１から９のダイヤルキ

ーに対応させ，最大９文字のスペルまで出題することができる． 

（２）数学教材集 

数学教材集は，関数のグラフ表示する教材や，図形を表示・操作することで図形の

性質を把握する教材を集めたデータベースである．「数学教材の部屋」にあるような

Java アプレット教材を，「3Dcube」立体図形の表示・回転機能と，ドコモ料金案内の

棒グラフ・折れ線グラフの表示機能を利用することで実現する． 

しかし，ｉアプリの Java の仕様では小数・三角関数は使用できず，円の描画もサポ

ートされていない．したがって作成できる教材の種類は限られるであろう． 

（３）漢字パズル 

漢字パズルとは，1 枚の漢字画像を 9 分割してばらばらに表示し，パズルのように

並び替えて正しい漢字の形に戻す教材である．「ドラえもんのスタディボーイ漢字ゲー

ム」の漢字パズルを「ｉシャッフル」のパズル機能を利用して実現する．「ｉシャッフ

ル」のパズルの機能をそのまま利用することができる．１枚の漢字の画像を 4 分割，

または 9 分割して並べ，パズルを正しい漢字の形に並べ替えるパズルである． 

（４）時計問題 

時計問題は，時計の針の位置から時間を答える問題と，時間から時計の針を動かす

問題から，時間の概念を学ぶ教材である．「TinkleWatch」のアナログ時計表示機能を

利用して，「パソコンであそぼ（とけい）」の時間の概念を学ぶ教材を実現する． 
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これらの４つの提案を考えた．この提案は，教育用ｉアプリの調査で未確認の機能

を持ったｉアプリの提案となる．この 4 つの提案の内，英単語スペル並べ替え問題の

試作を行った．その理由は，携帯電話の不便なテキスト入力を行うことなく，簡単に

英語のスペルを学ぶことができると考え，他の 3つの提案より実用性も高いと考えた． 

 

第２節 企画 

 

 第１節で提案された英単語スペル並べ替え問題を試作する．英単語スペル並べ替

え問題は，選択肢のアルファベットを並べ替えて日本語訳に対応する英単語の正しい

スペルを解答するｉアプリである．並べ替えるアルファベットは，１から９のダイヤ

ルキーに対応した配置となり（図 5.1），１のキーを押すと左上のアルファベットが解

答欄に移動し，3のキーを押すと右上のアルファベットが解答欄に移動する（図 5.2）．

したがって，英単語のスペルの数は９までである．右上の「ソフトキー２」と呼ばれ

るキーを押すと解答欄のアルファベットは消え，最初からやり直しとなる．左上の「ソ

フトキー２」と呼ばれるキーを押すと解答となり，スペルの並びを判定して正解・不

正解の表示とともに正しいスペルといくつかの日本語訳が表示される（図 5.3）．正解・

不正解表示の画面で「セレクトキー」と呼ばれるキーを押すと次の問題に移る． 
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図 5.1 問題画面 図 5.3 解答画面 

 

第３節 開発 

 

開発には NTT Docomo から

Doja」，Borland 社の「JBu

リエミュレータ「i-JADE L

償で配布されており，「J2M

ージ（http://www.nttdoco

「i-JADE Lite」は参考文献

 「J2ME Wireless SDK

のテキストエディタ・デバ

ストを行った．前節の図 4

である．開発した英単語ス

 

図 5.2 図 4.1 から 1･3 キーを 
押した状態 

配布されている開発キット「J2ME Wireless SDK for the 

ilder5 Personal」，ゼンテック・テクノロジー社のｉアプ

ite」を用いて開発した．これらの 3つのツールはすべて無

E Wireless SDK for the Doja」は NTT Docomo のホームペ

mo.co.jp/i/java.html）から入手し，「JBuilder5 Personal」

（田口 2001）に付属の CD-ROM から入手した． 

 for the Doja」のクラスライブラリ「JBuilder5 Personal」

ッガを用いてプログラミングを行い，「i-JADE Lite」でテ

.1・図 4.2・図 4.3 は「i-JADE Lite」のエミュレート画面

ペル並び替え問題のソースプログラムを資料 2 に示す． 
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第４節 教育用ｉアプリの機能と利点のまとめ 

 

5.4.1 教育用ｉアプリの学習形態と利用される機能 

教育用ｉアプリの調査と，教育目的以外のｉアプリの調査から，教育コンテンツ作

成に利用できる機能を挙げることができた．学習形態別に利用可能と考えられる機能

を表 5.1 にまとめる．それぞれの機能の内容については第 3 章第 4 節と第 5 章第 1 節

を参考していただきたい． 

学習形態 機能 
単語帳 ユーザー単語

出題問題指定

ランダム並べ

メニューウィ

問題ダウンロ

定時起動 
成績履歴表示

ネットワーク

正解不正解音

解答制限時間

正解不正解バ

計算問題 難易度自動変

成績履歴表示

ネットワーク

正解不正解音

正解不正解バ

解答制限時間

定時起動 
選択問題 ユーザー単語

単語帳形式復

メニューウィ

問題ダウンロ

成績履歴表示

正解不正解音

正解不正解バ

ネットワーク

解答制限時間

定時起動 
キー対応操作

辞典・事典 データベース

3 次元画像表

メニューウィ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 5.1 学習形態別の利用可能な機能 

学習形態 機能 
登録 
 
替え  
ンドウ表示 
ード 

 
ランキング  
出力 
 
イブレーション 

英単語スペル 
並べ替え 

キー対応文字並べ替え 
ユーザー単語登録 
ユーザー単語登録 
出題問題指定 
メニューウィンドウ表示 
問題ダウンロード 
定時起動 
成績履歴表示 
ネットワークランキング 
正解不正解音出力 
解答制限時間 
正解不正解バイブレーション 
単語帳形式復習機能 

化 
 
ランキング 
表示 
イブレーション 
 

数学教材集 データベース検索 
3 次元画像表示・操作 
メニューウィンドウ表示 

登録 
習機能 
ンドウ表示 
ード 
 
出力 
イブレーション 
ランキング 
 

 

漢字パズル パズル 
問題ダウンロード 
キー対応操作 
メニューウィンドウ表示 
正解不正解音出力 
正解不正解バイブレーション 
解答制限時間 
ネットワークランキング 
定時起動 
成績履歴表示 

検索 時計問題 成績履歴表示 

示・操作 
ンドウ表示 

メニューウィンドウ表示 
正解不正解音出力 
正解不正解バイブレーション 
解答制限時間  
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教育用ｉアプリの調査で分類した学習形態の内，単語帳・計算問題・選択問題・辞

典・事典を取り上げ，教育用ｉアプリの調査で発見した機能とともに，教育目的以外

ｉアプリの調査で発見した機能を付け加えた．また教育用ｉアプリ提案の内の，英単

語スペル並べ替え・数学教材集・漢字パズル・時計問題でも，教育用ｉアプリの調査・

教育目的以外ｉアプリの調査で発見した機能を付け加えた． 

以上のような機能を利用した教材の作成が考えられる．その他にも教育用ｉアプリ

で「その他」に分類した「音感つくかな」や「イーマスター体験版」のようなｉアプ

リの作成も考えられる．また，本研究ではパズルゲームと漢字学習の組み合わせを取

り上げたが，他のゲームとの組み合わせも考えられるだろう． 

 

5.4.2 ｉアプリで期待される学習効果 

 ｉアプリで教材を作成することにより，従来の HTML・CGI の教材と比較して期待さ

れる学習効果として以下のような効果がある． 

 

（１）視覚的な側面から学習を支援 

 Java のグラフィック描画機能を使った 3 次元画像の表示や，グラフを使った表示な

ど，視覚的な情報を提示することで，学習者の認識を高めることができる． 

（２）インタラクティブな機能の充実 

 携帯電話のキーで操作した結果が画面に反映されるインタラクティブな機能を利用

することで，HTML よりも対話的な教材を実現できる． 

（３）聴覚からの情報の伝達 

Java の音を出力する機能を利用して「音感つくかな」のように音で学ぶ教材を作成

したり，「ラテカルク」のように聴覚を通じて正誤情報を認識させることで学習効率を

高めることが可能となる． 

（４）待ち時間の少なさから学習効率の向上 

 第 3 章第 5 節でも述べたように，HTML・CGI に比べ処理・表示の時間が速いことで，

時間的な学習効率が向上する． 
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5.4.3 ｉアプリ開発で注意すること 

 ｉアプリで教材を開発する時は以下のような点に注意する必要がある． 

（１）容量の制限 

 ｉアプリではプログラムサイズ 10KB という制限から，ある程度のプログラミング技

術が必要となる．プログラミング技術が足りないと，基本的な制御の部分で大きく容

量をとってしまい学習内容が薄くなってしまう．また容量の制限から，選択問題など

の問題の量は限られてしまう．その問題の解決策として「問題集 iαppli」では問題

ダウンロード機能をつかって容量制限の欠点に対応していたが，1 つのｉアプリを同

時に複数個携帯電話に保存しておくことができないので，「問題集 iαppli」では 1種

類の問題しか携帯電話に保存しておくことができない．対して，「携単語」は問題ダウ

ンロード機能を備えずにｉアプリの数を増やして問題の量を多くしている．この場合

複数の問題に取り組みたい時は同じ制御プログラムを何度もダウンロードすることと

なり通信費が多くなるが，それぞれの問題を携帯電話に保存しておくことが可能とな

る． 

（２）ユーザビリティ 

 Java の機能を利用することで，ユーザビリティを向上させることができるが，逆に

ユーザビリティが悪くなる場合もある．「ei_tango」（図 5.4）では選択問題の解答に

リストボックスを用いていたが，リストボックスの場合選択肢の決定・解答までに，

１.リストボックスの選択，2.解答の選択，3.選択肢から解答の決定，4.回答ボタンを

押し解答，というように 4 つのステップが必要となる．選択問題の場合は「問題集 i

αppli」（図 5.5）のように選択肢に対応した数字キーを押すことで解答できるように

するべきである． 

 

 

 

 

 

 

    図 5.4 「ei_tango」の選択肢     図 5.5 「問題集 iαppli」の選択肢 
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また，「iTango」（図 5.6）のメニュー画面のウィンドウ表示機能についても，ウィ

ンドウ表示することで操作性が向上するが，「音感つくかな」（図 5.7）のパラメータ

設定画面は現在のリストボックスの方が全体の設定状況が把握しやすくウィンドウ表

示よりも適している． 

 

 

 

 

 

 

 図 5.6 「iTango」のメニュー画面     図 5.7 ｢音感つくかな｣のパラメータ設定画面 

  

（３）機種依存を考えた開発 

本来 Java はどんなプラットフォームでも動作するプログラムとして注目されてい

るのだが，ｉアプリの場合その利点は当てあまらない．携帯電話端末のメーカーの違

うと，使える機能が変わる，画面レイアウトが変わる，画面サイズが変わる，処理ス

ピードが変わるということが起こり，同じプログラムが異なるメーカー携帯電話端末

で動かない問題が発生する．本研究ではエミュレータ画面での動作まで開発を行った

が，開発で利用した無償で配布されるエミュレータは，機種依存がほとんど反映され

ず，エミュレータ画面で動作しても，携帯電話本体で動作するとは限らないようだ．

よって，機種依存がより反映される有料のエミュレータを購入するか，または携帯電

話端末での動作テストが必要となる． 

 このようにｉアプリで教材を作成する場合，HTML での教材作成に比べ利用できる機

能・期待される学習効果は増えるが，それと同時に教材を実用段階まで開発する時間・

労力は確実に増加する． 
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第６章 終わりに 

 

 本研究では NTT Docomo の Java 搭載携帯電話における教育用ｉアプリの現状を調

査した．学習形態を分類してそれぞれの形態ごとに実現されている機能をまとめるこ

とで，教育用ｉアプリで実現されている教材の 2001 年 10 月時点での実態を把握する

ことができた．また，ｉアプリ全般を調査することで，教育用ｉアプリの調査では確

認されなかった機能を発見することができ，その機能から教育用ｉアプリの調査で発

見できなかった教材を提案することができた．そして，提案したｉアプリを試作する

ことにより，ｉアプリ開発に関する知識をより深めることができた． 

 今後の課題としては、提案した英単語スペル並べ替え問題に，問題ダウンロード

機能などをつけ，実用性を備えた教材開発を進めていくことが考えられる。 

また，ZDNet Mobile2001 年 12 月 4 日の記事によると，NTT Docomo は 2002 年春に新

しい Java 搭載携帯電話端末の販売を開始し，プログラムサイズが 30KB に変更される

とある．それにともない Java の仕様の変更もあるだろう．このように Java 搭載携帯

電話はまだ始まったばかりであり，これからさらに発展していくであろう．その発展

に伴い，ｉアプリの利点・欠点，実現可能な機能も変化していくと考えられ，その変

化に対応した教材の作成も課題として挙げられる． 
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資料 1 教育用ｉアプリの調査結果 

 
iTango      33 

むすめふさほせ     34 

ｉ単英単語編      35 

モバイル単語帳 TOEIC1     36 

英単語出る単 1     37 

単語帳      38 

目指せ！システムアナリスト    39 

numPlus      40 

ラテカルク      41 

足し算      42 

計算力      43 

ei_tango      44 

携単語 730_5      45 

問題集ｉαppli     46 

iDict       47 

英和辞典アプリ     48 

ｉモルダ      49 

Java 記述試験      50 

音感つくかな      51 

イーマスター体験版     52 

実用英会話（電話編）     53 

原作で読める「赤毛のアン」    54 
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資料 1 

ｉアプリ名：iTango   作者：ほのぼの  料金：無料   ネットワーク通信：なし 

ダウンロード場所：GIGA APPLI(http://g-appli.net/) アプリ★ゲット(http://appget.com/pc/) 

学習分野：その他  調査日：2001 年 9 月 10 日 

 

ｉアプリの説明： 

・単語帳の機能を持つアプリケーション． 

・ダウンロード時は「りんご」しか単語帳の中に入っておらず，自分で単語を登録して普

通の単語帳として使用する． 

・チェック機能を使用し，指定した単語のみの表示が可能． 

・入替機能を使用し，単語帳の裏表の入れ替え，前の 1 件との入れ替え，単語帳全体をラ

ンダムに並び替えることが出来る． 

・削除機能により，1 件削除，全件削除が出来る． 

 

表          裏        メニュー画面      新規登録 

   

 

 

 

 

 

新規登録      チェック機能      入替機能 削 除 機

能 
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資料 1 

ｉアプリ名：むすめふさほせ完全版 作者：Chicory 料金：無料  

ネットワーク通信：なし  ダウンロード場所：Kajas (http://www.kajas.com/) 

学習分野：国語   調査日：2001 年 10 月１0 日 

 

ｉアプリの説明： 

・百人一首を学ぶアプリケーション． 

・歌の最初の句が表示される．下キーを押すと歌全体が表示され，右キーを押すと次の歌

に移動する． 

・初級と上級があり，初級は最初の句全部が表示されるが，上級の場合，歌を特定できる

最小の文字が表示される． 

 

表紙画面        初級問題         初級解答 

 

 

 

 

 

 

 

 

上級問題         上級解答 
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資料 1 

ｉアプリ名：i単 英単語編１ 作者：CRL   料金：無料    

ネットワーク通信：なし ダウンロード場所：eapli.net(http://eapli.net/mall/index.html) 

学習分野：英語  調査日：2001 年 10 月５日 

 

ｉアプリの説明： 

・単語帳の機能を持つアプリケーション． 

・登録されている単語の数は 35 個． 

・英単語が表示され，決定キーを押すと単語の意味が表示される． 

・英語から日本語の順番のみで，日本語から英語は使用できない． 

・電話の 5 キーを押すことで，単語がランダムに表示される． 

・覚えた単語は表示されなくなるよう設定できる． 

 

同作者によるｉアプリ： 

i 単 英単語編２（料金：有料） 

i 単 英単語編３（料金：有料） 

 

単語表示        単語意味表示       ヘルプ画面 
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資料 1 

ｉアプリ名：モバイル単語帳 TOEIC1 作者：Sunsoft 料金：無料  

ネットワーク通信：なし  

ダウンロード場所：GIGA APPLI(http://g-appli.net/) アプリ★ゲット(http://appget.com/pc/) 

学習分野：英語   調査日：2001 年 8 月 30 日 

 

ｉアプリの説明： 

・単語帳の機能を持つアプリケーション． 

・登録されている単語は 160 個で，20 個づつ 8 つのパートに分かれている． 

・右キー，左キーで単語選択，決定キーで解答が表示される． 

・しおり機能があり，しおりを付けると，次回は途中で終了した場所からはじめることが

出来る． 

 

 

 

表紙画面         問題          解答 
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資料 1 

ｉアプリ名：英単語出る単１ 作者：小松明  料金：有料  ネットワーク通信：なし 

ダウンロード場所：GIGA APPLI(http://g-appli.net/) 

学習分野：英語   調査日：2001 年 8 月 20 日 

 

ｉアプリの説明： 

・英単語と単語の意味を表示する機能を持つアプリケーション． 

・登録されている英単語は 250 語． 

・英単語と意味が同時に表示され，別々に表示することは出来ない． 

 

 

表紙       英単語表示画面 
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資料 1 

ｉアプリ名：単語帳   作者：kenshi  料金：無料  ネットワーク通信：有り 

ダウンロード場所：GIGA APPLI(http://g-appli.net/) アプリ★ゲット(http://appget.com/pc/) 

学習分野：英語  調査日：2001 年 8 月 20 日 

 

ｉアプリの説明： 

・単語帳の機能を持つアプリケーション． 

・サーバからデータをダウンロードする． 

・英単語，読み方，日本語訳，英語の例文，例文の和訳が 1 ページに表示される． 

・調査時点ではデータをダウンロードできるサーバは 1 つのみで，単語帳は３種類用意さ

れている． 

・ひとつのリストをダウンロードすると，他のリストをダウンロードするまで，そのデー

タは携帯電話に記憶される． 

 

 

メニュー       メニュー       単語帳画面      単語帳画面 
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資料 1 

ｉアプリ名：目指せ！システムアナリスト   作者：Hide   料金：無料   

ネットワーク通信：無し  ダウンロード場所：GIGA APPLI(http://g-appli.net/) 

学習分野：情報  調査日：2001 年９月 10 日 

 

ｉアプリの説明： 

・単語帳の機能を持つｉアプリ． 

・問題が 70 用意されている． 

・問題，解答が別ページになっており，単語帳のような形式で使う． 

・問題の内容は主に，コンピュータに関する用語の意味を問う問題である． 

 

同作者の他のｉアプリ： 

目指せ！システムアナリスト①，目指せ！システムアナリスト② 

 

 

問題画面１     解答画面１      問題画面２      解答画面２ 
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資料 1 

ｉアプリ名：numPLUS  作者：kaku  料金：無料   ネットワーク通信：有り 

ダウンロード場所：GIGA APPLI(http://g-appli.net/) アプリ★ゲット(http://appget.com/pc/) 

学習分野：算数   調査日：2001 年 10 月５日 

 

ｉアプリの説明： 

・足し算の力を鍛えるアプリケーション． 

・問題の数字が上から下にスクロールする間に，1 から９の数字をそれぞれ 1 度だけ選び，

足して右の答えになるようにする． 

・同じ数字を使わない限り，数字は何個でも選択できる． 

（例）１＋「１，２，３」＝７  １＋「２，４」＝７  １＋「６」＝７ 

・問題数字がスクロールする間に正解を答えないと終了する． 

・解答に要する時間が少ないほど得点が高くなる． 

・解答に用いる数字の数が多いほど得点が高くなる． 

・レベルが高くなると，スクロールが早くなり，答えの数字も大きくなる． 

・得点の結果をサーバに送信してランキングを競うことが出来る． 

 

表紙          問題       入力の様子        正解 
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資料 1 

ｉアプリ名：ラテカルク  作者：crimson  料金：無料   ネットワーク通信：有り 

ダウンロード場所：GIGA APPLI(http://g-appli.net/) 

学習分野：算数   調査日：2001 年 10 月 10 日 

 

ｉアプリの説明： 

・暗算の能力を鍛えるアプリケーション． 

・制限時間以内に計算問題に答える． 

・問題を解いていくと，制限時間が少なくなる． 

・間違った時点で問題が終了となる． 

・四則演算に対応している． 

・正解，不正解時にそれぞれ音を出力する． 

・ネットワーク通信により，ランキングの登録が可能となっている． 

 

 

作者の他のｉアプリ： 

スピード足し算 

 

 

表紙            動作画面 
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資料 1 

ｉアプリ名：足し算  作者：井上けい  料金：無料   ネットワーク通信：なし 

ダウンロード場所：GIGA APPLI(http://g-appli.net/) 

学習分野：算数   調査日：2001 年９月 20 日 

 

ｉアプリの説明： 

・暗算の能力を鍛えるアプリケーション． 

・足し算の式が上から下にスクロールする．その間に答えを入力する． 

・問題を解いていくと，落ちるスピードは変わらずに，足し算の桁が大きくなる． 

・間違った時点で問題が終了となる． 

 

作者の他のｉアプリ： 

引き算 

 

 

表紙       正解        答え入力     問題終了画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 42



資料 1 

ｉアプリ名：numPLUS  作者：kenshi  料金：無料   ネットワーク通信：なし 

ダウンロード場所：GIGA APPLI(http://g-appli.net/) 

学習分野：算数   調査日：2001 年 10 月 10 日 

 

ｉアプリの説明： 

・計算の力を鍛えるアプリケーション． 

・四則演算の問題 20 問． 

・問題はランダムに表示される． 

・どんな問題でも解答は 1 から９の数字で，キーを 1 回押すだけで済むようになっている． 

・制限時間が表示され，時間内に答えられないと問題終了． 

・得点は残り時間によって決められる． 

 

 

表紙         正解         不正解     問題終了画面 
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資料 1 

ｉアプリ名：ei_tango   作者：新井邦夫  料金：無料  ネットワーク通信：無し 

ダ ウ ン ロ ー ド 場 所 ： GIGA APPLI(http://g-appli.net/)  ア プ リ ★ ゲ ッ ト

(http://appget.com/) 

学習分野：英語   調査日：2001 年 9 月 20 日 

 

ｉアプリの説明： 

・英単語が問題として表示され，その単語の意味を 5 つの選択肢から選ぶ選択問題． 

・問題総数 125 問で，レベル１～6 の 6 段階の難易度に分けられている． 

・問題は，常に同じレベルの全単語からランダムに表示される． 

・正解した単語は出題する単語からはずされず，正解しても繰り返し表示される． 

・不正解の場合は間違えた問題が繰り返し表示される． 

・5 択の選択肢は，同じレベル内の問題の解答がランダムに表示される． 

・問題出題画面で，「戻る」を選択すると，メニュー画面に戻り，問題が終了となる． 

・ユーザ自身が英単語を登録する機能があり，登録した単語のみでの出題，解答を行うこ

とができる． 

 

 

メニュー画面                問題出題画面 

 

 

 

 

 

 

正解画面         不正解画面          単語登録画面 
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資料 1 

ｉアプリ名：携単語 730_5  作者：佃 2   料金：無料  ネットワーク通信：なし 

ダウンロード場所：GIGA APPLI(http://g-appli.net/) 

学習分野：英語   調査日：2001 年 8 月 20 日 

 

ｉアプリの説明： 

・選択問題の機能を持つアプリケーション． 

・英単語の意味を 5択から選択する，逆の日本語に対応する英単語を 5択から選択する選

択問題． 

・問題数は全部で 50 問がランダムに表示される． 

・不正解の場合，次の問題に進むか，不正解の問題をもう一度解くか選択できる． 

・正解の場合，解答が表示され，次の問題に進む． 

・50 問解き終わると，成績が表示され，間違った問題を単語帳形式で復習できる． 

・すべての問題を復習する，間違った問題を復習する単語帳形式で学ぶ機能がある． 

同作者のｉアプリ： 

携ジオ（学習分野：地理），携政経（学習分野：政経），KNG_01（学習分野：日本史），携熟語

600_01（学習分野：英語），携単語 730_08（学習分野：英語），携単語 730_02（学習分野：英語）， 

携単語 730_03（学習分野：英語），携単語 730_01（学習分野：英語），携単語 verb88，（学習分野：

英語），携単語 noun adv 77（学習分野：英語），携単語 adj88（学習分野：英語） 

表紙画面       問題画面      正解画面       不正解画面 

 

 

 

 

 

  単語帳形式１     単語帳形式２     メニュー画面  携政経 
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資料 1 

ｉアプリ名：問題集 iαppli 作者：(有)テクノスクエア 料金：無料 ネットワーク通信：有り 

ダウンロード場所：GIGA APPLI(http://g-appli.net/) アプリ★ゲット(http://appget.com/pc/) 

Kajas(http://www.kajas.com/) 

学習分野：その他（複数）  調査日：2001 年 8 月 20 日 

 

ｉアプリの説明： 

・問題をダウンロードして取得する． 

・問題の分野は英単語，国語，日本史，世界史，現代社会，百人一首 

・さらに英単語[中学(1)中学(2)中学(3)高Ⅰ(1)高Ⅰ(2)高Ⅰ(3)高Ⅰ(4)高Ⅰ(5)高Ⅰ(6)]高Ⅰ(7)]高

Ⅰ(8)]高Ⅰ(9)高Ⅱ(1)高Ⅱ(2)高Ⅱ(3)高Ⅱ(4)高 R(1)高 R(2)高 R(3)高 R(4)]，国語[高校漢字 1 高校

漢字 2]，日本史[日本史年号 1 日本史年号 2 日本史年号 3]，世界史[世界史年号 1 世界史年号

2]，現代社会[用語略]，百人一首[百人一首１]と問題が用意されている． 

・問題数は 50～100 と様々． 

・3 択問題で，選択肢には他の問題の解答が用いられる． 

・プログラムを終了するとき，解答率が表示される． 

・ダウンロードした問題は，ほかの問題をダウンロードするまでは携帯電話に残っている． 

・プログラム終了して次回プログラムを起動するとき，前回の問題からはじめられる． 

・問題と解答の入替が出来る． 

・単語帳形式で使うことが出来る． 

メニュー画面    問題出題画面      正解画面      不正解画面 

 

 

 

 

 

高校漢字 1 日本史年号 1       現代社会 百人一首１ 
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資料 1 

ｉアプリ名：iDict   作者：U-saku   料金：無料   ネットワーク通信：有り 

ダウンロード場所：GIGA APPLI(http://g-appli.net/) Kajas (http://www.kajas.com) 

学習分野：英語   調査日：2001 年 10 月 10 日 

 

ｉアプリの説明： 

・英和，和英辞典の機能を持つアプリケーション． 

・英単語を入力，翻訳を決定すると簡単な意味が表示される． 

・日本語を入力，和英を選択，翻訳を決定すると，英単語が表示される． 

・データベースは作者のサーバにあるため，検索に時間がかかる，携帯電話が圏外の場合

使用できない，翻訳するたび通信費がかかるなどの欠点がある． 

・すべての単語，日本語がカバーされておらず，翻訳できない単語がある． 

 

 

 

英和翻訳       英和結果       和英翻訳        和英結果 
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資料 1 

ｉアプリ名：英和辞典アプリ 作者：maezono  料金：無料 ネットワーク通信：有り 

ダウンロード場所：GIGA APPLI(http://g-appli.net/) 

学習分野：英語   調査日：2001 年８月 20 日 

 

ｉアプリの説明： 

・英和辞典の機能を持つアプリケーション． 

・英単語を入力すると，サーバからデータをダウンロードし，英単語の和訳を表示する． 

 

 

表紙画面         入力          意味表示 
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資料 1 

ｉアプリ名：i モルダ  作者：モルダパパ  料金：無料  ネットワーク通信：有り 

ダウンロード場所：GIGA APPLI(http://g-appli.net/) 

学習分野：化学  調査日：2001 年９月 10 日 

 

ｉアプリの説明： 

・化学の分子モデルを表示するアプリケーション． 

・分子モデルを検索し，サーバからデータをダウンロードして画面に表示する． 

・分子モデルの検索は，分子名と CAS 番号の 2 つから検索することが出来る． 

・ダウンロードした分子は携帯電話に保存され，いつでも参照することが出来る． 

・３次元表示された分子モデルは，携帯電話上で上下左右に回転させることが出来る． 

 

表紙        表紙        検索         検索 

 

 

 

 

 

 

 分子モデル表示 
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資料 1 

ｉアプリ名：Java 記述試験  作者：Si   料金：無料  ネットワーク通信：無し 

ダウンロード場所：GIGA APPLI (http://g-appli.net/) Kajas (http://www.kajas.com/) 

学習分野：情報  調査日：2001 年９月 10 日 

 

学習方法： 

・Java プログラムに関する問題に記述式で答えるアプリケーション． 

・答える内容は Java 言語に関係する英単語のキーワード． 

・問題は全部で 50 問． 

・試験結果画面では，正解数が表示され，正解した問題が黒，間違えた問題が赤で表示さ

れる． 

・問題を終了すると，最近の成績画面で，最近の成績と，今までの最高得点が表示される． 

 

 

問題          解答           成績 
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資料 1 

ｉアプリ名：音感つくかな 作者：Currach Software 料金：有料  

ネットワーク通信：なし 

ダウンロード場所：GIGA APPLI (http://g-appli.net/) アプリ★ゲット(http://appget.com/pc/) 

学習分野：音楽   調査日：2001 年 10 月 10 日 

 

ｉアプリの説明： 

・音感を鍛えるアプリケーション． 

・実際の音を聞き，その音の音階を答えることで音感を鍛える． 

・鳴らす音は１音から連続 8 音まで鳴らすことが出来る． 

・問題画面で，0 キーで音をもう一度聞く，1～9 キーでそれぞれの音を聞くことが出来る． 

・不正解の場合，正しい音階が表示される． 

・鳴らす音の数の他に，音の速さ，音階の表記文字，音色を変えることが出来る． 

・先頭の音の表示，非表示の設定が出来る． 

 

問題          解答        1 音          8 音 

 

 

 

 

 

 

音数の設定       音の速さ        表記         音色 
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資料 1 

ｉアプリ名：イーマスター体験版 作者：プラト 料金：無料 ネットワーク通信：有り 

ダウンロード場所：GIGA APPLI 

学習内容：英語 調査日：2001 年 8 月 30 日 

 

ｉアプリの説明： 

・問題に出された単語の意味を知っているか，知らないか選ぶ． 

・次回，同じ問題を解くとき，その単語の状態が示されている．「－」はじめて，「○」す

でに知っている単語，覚えた単語，「↑」今覚えた単語，「↓」忘れかけの単語，「×」忘れ

た単語，苦手な単語の 5 つの状態． 

・単語の状態，経過時間，データベース情報をもとに，最も効率よくリハーサルを行える

よう出題する単語リストがリアルタイムに決められる．リハーサル＝記憶する情報を頭の

中で繰り返し思い浮かべること． 

・この体験版では，５つの状態の遷移は以下のようになっている． 

 

 

 

 

 

 

メニュー画面

○ 
○ ↓ 

○ 

× × 

× ○ ○ 

 

 

 

 

 

他問題出題画

 

 

 

 

 

      

× 

× 
－ 

○ ○ 

面     
   

× 

   
     

↑ 

     

5

 

 

2

問題出題画面     ○，×選択 

          問題終了画面 



資料 1 

ｉアプリ名：実用英会話（電話編） 作者：西村誠一 料金：無料  

ネットワーク通信：無し 

ダウンロード場所：GIGA APPLI(http://g-appli.net/) アプリ★ゲット(http://appget.com/pc/) 

学習分野：英語 調査日：2001 年 10 月 10 日 

 

ｉアプリの説明： 

・電話に関係するシチュエーションでの英語，和訳を見ることの出来るアプリケーション． 

・シチュエーションに関する日本語，英語をそれぞれ見ることが出来る． 

 

同作者の他のｉアプリ： 

実用英会話（プレゼン編），実用英会話（交渉編１），実用英会話（交渉編２） 

 

メニュー画面    シチュエーション    日本語        英語 
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資料 1 

ｉアプリ名：原作で読める「赤毛のアン」  作者：HTA   料金：無料   

ネットワーク通信：有り 

ダウンロード場所：アプリ★ゲット(http://appget.com/pc/)  

Kajas(http://www.kajas.com/) 

学習分野：英語 調査日：2001 年 9 月 20 日 

 

ｉアプリの説明： 

・「赤毛のアン」の物語を，原文ページ，原文と訳文ページで読むことの出来るアプリケー

ション． 

・章ごとにデータをサーバからダウンロードする． 

・作者の説明では全文ダウンロードすると約 2000 円～3000 円の通信費がかかる． 

 

 

 

   目次         目次        原文       原文＋訳文 
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資料２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

英単語並べ替え問題ソースプログラム 
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資料 2 

import com.nttdocomo.ui.*; 

import java.lang.*; 

import java.util.*; 

 

public class Spelling extends IApplication { 

 MainCanvas mc; 

 

 public void start() { 

                mc = new MainCanvas(); 

  Display.setCurrent(mc); 

 } 

} 

 

class MainCanvas extends Canvas { 

//英単語// 

        public String english[] = {"ｐｅｏｐｌｅ","ｔｉｍｅ","ｗｏｒｋ","ｌｉｆｅ","ｌａｎｇｕａｇｅ", 

                                    "ｐａｒｔ","ｓｔａｔｅ","ｒｉｇｈｔ","ｐｌａｃｅ","ｅｘａｍｐｌｅ", 

                                    "ｉｎｔｅｒｅｓｔ","ｈａｎｄ","ｓｏｃｉｅｔｙ","ｆａｃｔ","ｃｏｕｒｓｅ", 

                                    "ｍｉｎｄ","ｆｏｒｍ","ｒｅａｓｏｎ","ｓｅｎｓｅ","ｐｒｏｂｌｅｍ"}; 

//日本訳// 

        public String japanese[] = {"人々 ","時間、時、時刻","仕事、勉強","生命、命、一生","言語", 

                                    "部分","状態","正しいこと、正義","立場、地位","例", 

                                    "興味、関心","手","社会","事実","方向、方針", 

                                    "精神","形、形式、形態","理由","感覚","問題、難問"}; 

//解答画面の内容// 

        public String result[] = {"ｐｅｏｐｌｅ  1,人々      2,国民,民族", 

                                  "ｔｉｍｅ    1,時間,時,時刻  2,時代,時勢", 

                                  "ｗｏｒｋ    1,仕事,勉強   2,作品", 

                                  "ｌｉｆｅ    1,生命,命,一生 2,生活,暮らし", 

                                  "ｌａｎｇｕａｇｅ1,言語", 

                                  "ｐａｒｔ    1,部分     2,役目,役割", 

                                  "ｓｔａｔｅ   1,状態     2,国家,州", 

                                  "ｒｉｇｈｔ   1,正しいこと正義2,権利", 

                                  "ｐｌａｃｅ   1,立場,地位   2,順位", 

                                  "ｅｘａｍｐｌｅ 1,例      2,見本,手本", 

                                  "ｉｎｔｅｒｅｓｔ1,興味,関心   2,利益,ため", 

                                  "ｈａｎｄ    1,手      2,筆跡", 

                                  "ｓｏｃｉｅｔｙ 1,社会     2,交際 ", 

                                  "ｆａｃｔ    1,事実     2,現実,真相", 

                                  "ｃｏｕｒｓｅ  1,方向,方針   2,経過,進行", 

                                  "ｍｉｎｄ    1,精神     2,知力,頭", 

                                  "ｆｏｒｍ    1,形,形式,形態", 

                                  "ｒｅａｓｏｎ  1,理由     2,理性", 

                                  "ｓｅｎｓｅ   1,感覚     2,意味", 

                                  "ｐｒｏｂｌｅｍ 1,問題,難問 ",}; 

        public int question = 20;             //問題総数// 

 

        public String answer="";             //解答欄// 

        public String alp_str0="",alp_str1="",alp_str2="",alp_str3="",alp_str4="", 

                      alp_str5="",alp_str6="",alp_str7="",alp_str8=""; 
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資料 2 

        public int state=0, q_num, r_num;    //state問題の状態q_num問題番号// 

        public int n0,n1,n2,n3,n4,n5,n6,n7,n8,     //nランダム変数pushキーの状態// 

                   push1,push2,push3,push4,push5,push6,push7,push8,push9; 

 

 public MainCanvas() { 

  setSoftLabel(Frame.SOFT_KEY_1, "解答"); //ソフトキー1を解答ボタンに割り当て// 

                setSoftLabel(Frame.SOFT_KEY_2, "消去");  //ソフトキー2を消去ボタンに割り当て// 

 } 

 

 public void paint(Graphics g) { 

                if (state==0){contlorstring();} 

                g.setColor(Graphics.getColorOfName(Graphics.WHITE)); //色を白に設定 

  g.fillRect(0, 0, getWidth(), getHeight());  //背景を白く塗りつぶす 

                   //キーが押された状態選択肢が空欄の場合灰色で塗りつぶす。それ以外は四角を描画 

                g.setColor(Graphics.getColorOfName(Graphics.GRAY)); 

                if (push1 == 1){g.drawRect(20, 45, 20, 20);} 

                else {g.fillRect(20, 45, 20, 20);} 

                if (push2 == 1){g.drawRect(50, 45, 20, 20);} 

                else {g.fillRect(50, 45, 20, 20);} 

                if (push3 == 1){g.drawRect(80, 45, 20, 20);} 

                else {g.fillRect(80, 45, 20, 20);} 

                if (push4 == 1){g.drawRect(20, 75, 20, 20);} 

                else {g.fillRect(20, 75, 20, 20);} 

                if (push5 == 1){g.drawRect(50, 75, 20, 20);} 

                else {g.fillRect(50, 75, 20, 20);} 

                if (push6 == 1){g.drawRect(80, 75, 20, 20);} 

                else {g.fillRect(80, 75, 20, 20);} 

                if (push7 == 1){g.drawRect(20, 105, 20, 20);} 

                else {g.fillRect(20, 105, 20, 20);} 

                if (push8 == 1){g.drawRect(50, 105, 20, 20);} 

                else {g.fillRect(50, 105, 20, 20);} 

                if (push9 == 1){g.drawRect(80, 105, 20, 20);} 

                else {g.fillRect(80, 105, 20, 20);} 

 

                g.drawString(japanese[q_num], 10, 15);         // 問題を描画 

 

                g.drawString(""+answer, 10, 35);         // 解答を描画する 

 

                g.drawString(""+alp_str0, 25, 60);                 // 選択肢を描画する 

                g.drawString(""+alp_str1, 55, 60); 

                g.drawString(""+alp_str2, 85, 60); 

                g.drawString(""+alp_str3, 25, 90); 

                g.drawString(""+alp_str4, 55, 90); 

                g.drawString(""+alp_str5, 85, 90); 

                g.drawString(""+alp_str6, 25, 120); 

                g.drawString(""+alp_str7, 55, 120); 

                g.drawString(""+alp_str8, 85, 120); 

        } 

       void restart(){                 //Stringchackで使用する。 

                if (q_num > (question-1)){q_num=0;} 
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                state=0; 

                answer = ""; 

                alp_str0=""; alp_str1=""; alp_str2=""; alp_str3=""; 

                alp_str4=""; alp_str5=""; alp_str6=""; alp_str7=""; alp_str8=""; 

                push1=0;push2=0;push3=0;push4=0;push5=0;push6=0;push7=0;push8=0;push9=0; 

        } 

 

         void contlorstring(){        //それぞれのキーに1から9までのランダムな数を割り当てる 

                state = 1;  

                String str = new String(english[q_num]); 

                r_num = str.length(); 

                int z; 

                n0 = random(r_num); 

                if (r_num > 0){alp_str0 = str.substring(n0,(n0+1));push1=1;} 

                if (r_num > 1){do{z=0;n1=random(r_num); if(n1==n0){z=1;}}while(z==1); 

                              alp_str1 = str.substring(n1,(n1+1));push2=1;} 

                if (r_num > 2){do{z=0;n2=random(r_num);if(n2==n0¦n2==n1){z=1;}}while(z==1); 

                              alp_str2 = str.substring(n2,(n2+1));push3=1;} 

                if (r_num > 3){do{z=0;n3=random(r_num); if(n0==n3¦n1==n3¦n2==n3){z=1;}}while(z==1); 

                              alp_str3 = str.substring(n3,(n3+1));push4=1;} 

                if (r_num > 4){do{z=0;n4=random(r_num); if(n0==n4¦n1==n4¦n2==n4¦n3==n4){z=1;}}while(z==1); 

                              alp_str4 = str.substring(n4,(n4+1));push5=1;} 

                if (r_num > 5){do{z=0;n5=random(r_num); if(n0==n5¦n1==n5¦n2==n5¦n3==n5¦n4==n5){z=1;}}while(z==1); 

                              alp_str5 = str.substring(n5,(n5+1));push6=1;} 

                if (r_num > 6){do{z=0;n6=random(r_num); if(n0==n6¦n1==n6¦n2==n6¦n3==n6¦n4==n6¦n5==n6){z=1;}}while(z==1); 

                              alp_str6 = str.substring(n6,(n6+1));push7=1;} 

                if (r_num > 7){do{z=0;n7=random(r_num); if(n0==n7¦n1==n7¦n2==n7¦n3==n7¦n4==n7¦n5==n7¦n6==n7){z=1;}}while(z==1); 

                              alp_str7 = str.substring(n7,(n7+1));push8=1;} 

                if (r_num > 8){do{z=0;n8=random(r_num); 

if(n0==n8¦n1==n8¦n2==n8¦n3==n8¦n4==n8¦n5==n8¦n6==n8¦n7==n8){z=1;}}while(z==1); 

                              alp_str8 = str.substring(n8,(n8+1));push9=1;} 

        } 

        public int random(int n){            //contlorstring()で使用。ランダムな数を返す 

              Random d = new Random(); 

              return (d.nextInt() & 0x7fffffff)%n; 

        } 

 

        public void Stringplus(String str){        //解答欄に選択肢のアルファベットを加える 

            answer = answer.concat(str); 

        } 

 

        void Stringchack(String str){              //解答ボタンを押された時 

            if(str.equals(english[q_num])){        //正解表示 

                Dialog d = new Dialog(Dialog.DIALOG_INFO,"正解"); 

                d.setText(result[q_num]); 

                d.show(); 

                q_num++; 

                restart(); 

            } 

            else{                                       //不正解表示 
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                Dialog d = new Dialog(Dialog.DIALOG_INFO,"不正解"); 

                d.setText(result[q_num]); 

                d.show(); 

                q_num++; 

                restart(); 

            } 

        } 

 

        void backspace(){         //消去ボタンを押された時 

              answer = "";        //解答欄を空白に 

              if(r_num>=1){push1=1;}        //選択肢をもとの状態に戻す 

              if(r_num>=2){push2=1;} 

              if(r_num>=3){push3=1;} 

              if(r_num>=4){push4=1;} 

              if(r_num>=5){push5=1;} 

              if(r_num>=6){push6=1;} 

              if(r_num>=7){push7=1;} 

              if(r_num>=8){push8=1;} 

              if(r_num>=9){push9=1;} 

        } 

 

        public void processEvent(int type, int param) { 

 

      // 割り当てキーに対する処理 

  if (type == Display.KEY_PRESSED_EVENT) { 

   switch (param) { 

                        case Display.KEY_SOFT1: 

                                if (state==1){Stringchack(answer);} 

    break; 

   case Display.KEY_SOFT2: 

    backspace(); 

    break; 

   case Display.KEY_SELECT: 

                                break; 

                        case Display.KEY_1: 

                                if (push1 == 1){ 

                                    push1=0; 

                                    Stringplus(alp_str0); 

                                } 

    break; 

   case Display.KEY_2: 

                                if (push2 == 1){ 

                                    push2=0; 

                                    Stringplus(alp_str1); 

                                } 

    break; 

   case Display.KEY_3: 

                                if (push3 == 1){ 

                                    push3=0; 

                                    Stringplus(alp_str2); 
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                                } 

    break; 

   case Display.KEY_4: 

                                if (push4 == 1){ 

                                    push4=0; 

                                    Stringplus(alp_str3); 

                                } 

    break; 

   case Display.KEY_5: 

                                if (push5 == 1){ 

                                    push5=0; 

                                    Stringplus(alp_str4); 

                                } 

    break; 

                        case Display.KEY_6: 

                                if (push6 == 1){ 

                                    push6=0; 

                                    Stringplus(alp_str5); 

                                } 

    break; 

                        case Display.KEY_7: 

                                if (push7 == 1){ 

                                    push7=0; 

                                    Stringplus(alp_str6); 

                                } 

    break; 

                        case Display.KEY_8: 

                                if (push8 == 1){ 

                                    push8=0; 

                                    Stringplus(alp_str7); 

                                } 

    break; 

                        case Display.KEY_9: 

                                if (push9 == 1){ 

                                    push9=0; 

                                    Stringplus(alp_str8); 

                                } 

    break; 

   } 

   repaint(); 

  } 

 } 

} 
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