
  記録・複製時に劣化しない

　情報を記録・複製する際，たとえば手で描いたイラストなどのア

ナログデータは，繰り返しコピーすると画質が劣化しどんどん不鮮

明になる。いっぽうのディジタルデータはノイズに強いためオリジ

ナルと同じ品質を保つことができる。また，ディジタルデータは 0

と 1 という情報さえ記録できればよいので，CD−Rやメモリカー

ドなど，さまざまな記録メディアに保存することができる。

ディジタルの特徴3
アナログとディジタルの違いは何だろうか。
ディジタルにはどのような特徴があるだろうか。

1　アナログとディジタル

2　ディジタルデータの特徴

　長さや重さ，温度や時間など，わたしたちが普段取り扱う量は連

続的に変化する。連続的に変化する量は，ほかの連続する量であら

わすことができる。たとえば人の身長は柱に目印をつけて「このく

らい」と表現できる。このような量の表現方式をアナログ
❶
といい，

アナログで表現されたデータをアナログデータという。

　これに対してディジタル
❷
は，変化する量を一定間隔で区切って数

値で表現する方式のことをいう。身長も，身長計の目盛りを読み，

173.4cmというような数値で表現することができる。連続する量を

ディジタルデータに変換することをディジタル化
❸
という。

　現在の情報社会では多くの情報がディジタル化されて扱われてい

る。これはディジタルデータにはアナログデータにはないさまざま

なメリットがあるからである。

  ノイズに強い

　電波や通信回線を通してデータを伝送するときにはノイズ
❹
の影響

を受ける。コンピュータで扱うディジタルデータは 0 と 1 だけの信

号であらわされるため，多少のノイズがあっても復元することがで

きる。したがって情報が失われにくい。

［5］

［10］

［15］

［20］

［5］

アナログ
analog
類似，類推を意味するアナロジ
ー（analogy）に由来する。

1

ディジタル
digital
指，指差す，指折り数えるとい
う意味のディジット（digit）に
由来する。

2

ディジタル化
A/D変換ともいう。反対にディ
ジタルデータをアナログデータ
に変換することをD/A変換とい
う。情報のディジタル化のしく
みについては，このあとのペー
ジで順に学ぶ。

3

ノイズ
noise
雑音または電気信号に乱れを生
じさせる不要な信号のこと。

4

ディジタル化され
てよくなったこと
って何だろう？

アナログの利点

アナログデータは人間が一目で
おおよその量を認識しやすい。
またディジタル化すると失われ
てしまう精密な情報を保ったま
ま情報を記録することができる
という長所がある。

ディジタルの欠点

ディジタルデータを扱うために
はコンピュータを用意しなけれ
ばならないことなどがあげられ
る。コンピュータで処理される
ディジタルデータは 2 進法であ
らわされているため，データそ
のものを人間が見ても理解する
ことはできない。

  データの加工や編集などさまざまな処理が容易

　ディジタルデータは数値であるため，コンピュータを用いてさま

ざまな加工や編集，処理が簡単にできる。たとえば画像の拡大，音

声の合成，映像の編集，画像と文字を組み合わせた表現などのほか，

コピーをネットワークを介して送受信すること，たくさんの情報の

中から目的の情報を検索すること，データ量を圧縮して減らすこと，

データを暗号化することなどがあげられる。

　同様のことをアナログデータで行うにはたいへんな手間がかかる。

［10］

［15］

● アナログ信号

● ディジタル信号

ノイズが
加わる。

ノイズが
加わる。

修復できる。

修復
できない。

もとの信号

もとの信号

ゆがんだもとの信号

ゆがんだもとの信号

● アナログ ● ディジタル

音楽再生機（プレーヤ）の発達の歴史を調べて発表しよう。1

ディジタル機器の長所と短所を調べて発表しよう。
（例：テレビ，ラジオ，電話，カメラ，印刷機）

2

ASテーマ例
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解説

データ伝送時に雑音や電気信号の乱れ

を生じさせる余分な信号をノイズとい

う。このノイズの影響を受けて波形が

乱れた信号を受け取ったとき，アナロ

グ信号では，受けたノイズの形がわか

らなければ復元することは困難であり，

完全な復元は不可能といえる。これに

対しディジタル信号は，しきい値によ

り信号の高低を判断すれば0と1の判

別がつき，復元することができる。

映像制作を行うとき，現在ならタブレ

ット端末1つで撮影，録音，編集，上

映などを行うことができる。これは音

声や映像などの情報をすべて数値で扱

い処理するディジタル技術の恩恵であ

る。コンピュータが普及していなかっ

た時代は，カメラ，フィルム，マイク，

テープレコーダ，映像編集機材など多

くの機材，メディアを必要とし，一般

の人が制作することは困難であった。

レコードとＣＤの記録の違い
音は波でありアナログなデータであ
る。アナログの保存媒体では，この
波をそのまま記録する。たとえばレ
コードでは音の波の形をそのまま溝
の中に凹凸として記録し，カセット
テープでは音を磁気に変換してテー
プに記録する。これに対しCDや
DVDでは，音をディジタルデータ
化し，ランド（平面部分）とピット
（小さなくぼみ）の組み合わせを1と
0という2進法の数値のデータに対
応させて，記録している。CD，
DVD，Blu-rayは同じ大きさの円盤
であるが，同心円状のトラックどう
しの間隔が1.6µm（100万分の
1.6m），0.7µm，0.3～0.4µmと
異なり，最小ピット長も順に小さく
なっている。これにより同じ大きさ
の円盤でも，保存できるデータ量が
0.7GB，4.7GB，25GBと異なる。

データ伝送とノイズ
データ伝送ではノイズの影響を完全
に防ぐことは困難である。たとえば
ラジオを聴いているときに，家電製
品の電源を入れたり雷が近づいたり
すると雑音が入る。テレビでもアナ
ログ放送の時代には，画面が二重に
うつる「ゴースト」や，白点が散ら
つくようなノイズが見られた。ディ
ジタル放送でも画面の一部にモザイ
クがかかる「ブロックノイズ」が見
られる。ノイズ対策としては，ノイ
ズの発生源の対策とともに，受けた
ところで乱れた信号をどう復元する
かも重要となる。その点において，
ディジタル信号はアナログ信号より
も優れている。

アナログとディジタルの利点
自動車のスピードメーターや腕時計
では，いまでもアナログ方式が人気
である。これは視認性が高く，一瞬
見ただけでも情報がわかりやすいか
らである。ディジタル＝優れている，
アナログ＝劣っているではなく，両
者の利点，欠点を知り，上手に使い
分けていくことが大切である。

❸ ノイズの影響と復元性 ❹ ディジタルデータの利点
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p.56-57教科書

50分配当時間

情報のノート ‥p.28-29
指導編‥‥‥‥p.102-105

関連資料

現代社会にディジタル機器が多
く見られるのは，ディジタルの
利点があるからである。アナロ
グとディジタルを比較しながら
その特徴について理解させる。

ポイント

学習活動・授業展開例

ディジタル機器の例をあげ，その
共通点を考えさせる。

導入 （10分）

ディジタルとアナログの定義，お
よびディジタルの特徴について
説明する。

展開 （35分）

本時で学習したディジタルの特
徴をまとめる。

まとめ （5分）

❶ アナログ（analog） ❷ ディジタル（digital）

アナログとは連続する量を別の連続す

る量であらわす方式のことである。温

度を水銀やアルコールを用いてあらわ

したり，背の高さを柱の高さであらわ

したりするのは，アナログ表現の例で

ある。アナログで表現されたデータは

アナログデータという。アナログの欠

点は「劣化」で，材質の劣化による影

響と，伝送時のノイズの影響による劣

化がある。

アナログは連続量をあらわすのに対し，

ディジタルは離散量（とびとびの数値

の量）をあらわす。digitalの語源はラ

テン語の「指（digitus）」であり，そ

こから英語で指を折りながら「１・２・

３…」と数を数える意味のdigitとな

ったことに由来する。コンピュータだ

けでなく，のろしやそろばんもディジ

タルな表現であり，情報処理の方法と

して古くから使われてきた。

「アナログ人間」など，「アナログ＝
古い」，「ディジタル＝新しい」とい
うイメージがあるが，この2つは時
代の新旧ではなく，表現方式を区別
する言葉である。アナログは連続的
な表現方法であり，ディジタルは離
散的な表現方法である。たとえばア
ナログ時計は時間という変化する量
を針の動きという連続する量で表現
する。厳密にいえば，目盛りと目盛
りの間も経由している。これに対し，
ディジタル時計の場合は，1秒の次
は2秒であり，その間の数値は存在
しない。コンピュータは情報を数値
で処理するため，ディジタルとの親
和性が高い。

導入
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さまざまなコンピュータの構成

1　ハードウェアとソフトウェア
　コンピュータはハードウェア

❶
といわれる装置とそれらを動かすた

めの命令や手順を記述したソフトウェア
❷
で構成されている。ソフト

ウェアはプログラム言語
❸
で記述され，データと同じように記憶装

（→p.15）
置

に記録されている。

周辺機器
コンピュータと接続して使用す
る機器のこと。

8

Wi－Fi（ワイファイ）
Wireless Fidelity
Wi－Fi Allianceという団体に
よって無線 LAN による相互接
続が保証されている機器につけ
られるもの。

10

インタフェース
interface
2 つのものの間にあって，情報
のやり取りを仲立ちする部分。

9

Bluetooth（ブルートゥース）
近距離無線通信規格。2.4GHz
帯の電波を利用し，10～100ｍ
程度の距離で通信を行う。

11

ハードウェア
hardware
コンピュータの機械そのものや
コンピュータに接続されたさま
ざまな装置。

1

ソフトウェア
software
コンピュータに情報を処理させ
るために必要なプログラム。

2

プログラム言語
コンピュータに対する指示を記
述するもの。

3

CPU（シーピーユー）
Central Processing Unit
4

機械語
machine language
CPU が直接理解し実行できる
プログラム言語。

5

主記憶装置
高速処理を行うCPUに，必要な
データの受け渡しを行う。メモリ
ともいう。

6

● デスクトップパソコン ● 携帯電話•スマートフォン

現在，ほとんどの家庭用電化製品には小
さなコンピュータが組み込まれている。

入力にタッチパネ
ルが用いられるこ
とも多い。

リモコン

温度センサ

2　コンピュータの構成
  入力装置・出力装置

　キーボードやマウス，イメージ・スキャナなど，コンピュータに

指示やデータを与えるための装置を入力装置という。また，ディス

プレイやプリンタなど，コンピュータ内部で処理した結果を表示す

る装置を出力装置という。

  演算装置・制御装置

　データの演算や各装置の制御を行う装置で，通常は中央演算処理

装置（CPU）
❹
に組み込まれている。CPUは 0 と 1 で表現された機械

語
❺
を解釈する。

スマートフォンのおもな無線機能

携帯電話回線

GPS

Wi－Fi（無線LAN）

Bluetooth

3　コンピュータと周辺機器の接続
　コンピュータ本体にマウスやプリンタなどの周辺機器

❽
を接続する

ことで，コンピュータをより多くの用途に利用できる。

コンピュータ本体と周辺機器

マウス

ディスプレイ コンピュータ
本体

イメージ・スキャナイメージ・スキャナ

ディスプレイ

プリンタ

コンピュータの動作のしくみ2
コンピュータが動作するために必要な物は何かを理解しよう。

本体と周辺機器
で構成。

  記憶装置

　処理に関する情報や，データ，プログラムを保存するための装置

を記憶装置という。記憶装置には，主記憶装置
❻
（メインメモリ）と補

助記憶装置
❼
がある。メインメモリが保持しているデータやプログラ

ムは電源を切ると消えてしまう。ハードディスクやフラッシュメモ

リなどの補助記憶装置は，電源が切れても記録内容を保持できる。

　コンピュータ本体と周辺機器を接続するインタフェース
❾
には，さ

まざまなコネクタの形状や信号の形式がある。接続する機器ごとに

インタフェースが異なれば不便である。そこで，多くの企業が共同

でUSBというインタフェースを開発し，プリンタやイメージ・スキ

ャナなど，さまざまな周辺機器がより簡単に接続できるようになっ

た。また，配線などの手間や煩雑さをなくすため，Wi－Fiや

Bluetoothなどの無線技術も普及している。
11

［5］

［5］

［10］

［15］

［10］

［15］

　

入力

入力

入力

出力

入力

出力

内 部 の 基 板 に
CPUやメモリが
搭載されている。

入力

出力

入力入力

コンピュータ本体

CPU

主記憶装置

補助記憶装置

ハードディスク

メインメモリ

演算・制御

記憶

キーボード

確認

2 コンピュータやスマートフォンが分解されている写真や実物を見
つけ，CPU やメインメモリ，補助記憶装置がどこにあるか確認
してみよう。

パソコンもスマー
トフォンも中身の
構成は同じなのね

補助記憶装置
auxiliary storage
ハードディスクのほか，フラッ
シュメモリやDVDなどのこと。

7

10

● 家庭用電化製品　 例 エアコン

USB（ユーエスビー）
Universal Serial Bus

コンピュータに周辺機器を接続
するための規格のひとつ。

さまざまなインタフェース

HDMI（エイチディーエムアイ）

ブルーレイディスク（→p.30）や
ディスプレイなどの接続に使わ
れる。HDMIのコネクタには下
写真のように複数の種類がある。

無線LAN
→p.45，79

14 15
1110

E

1111

F
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解説

機械語とは，CPUが直接実行可能な

プログラム言語で，命令は0と1の羅

列であらわされ，人間にはわかりにく

い。しかし，ハードウェアにきわめて

近いソフトウェア（制御用のソフトウ

ェアなど）をつくる場合には使われる

こともある。そこで機械語を人間に比

較的わかりやすい形にしたアセンブリ

言語を用いて作成し，機械語に翻訳し

てプログラムを実行することがある。

USBはもっとも普及したコンピュー

タと周辺機器を接続するシリアルバス

規格のひとつである。その特徴的な機

能は，コンピュータや機器の電源を入

れたままコネクタの抜き差しができる

こと，規格上，最大127台までの機器

を1つのバスに接続することができる

こと，コネクタ，ケーブルを通してコ

ンピュータの周辺機器に電力を供給す

ることなどがある。

プログラム言語
プログラム言語とは，人間がコンピ
ュータプログラムを記述，編集する
ために用いる人工言語である。プロ
グラム言語は人間にとって記述しや
すい文法で構成された言語であり，
そのままではCPUが解釈し，実行
することができない。そのため，
CPUが実行可能である機械語に変
換して実行される。プログラム言語
は人間にとっての理解のしやすさな
どで分類される場合がある。人間に
とって理解しにくく機械寄りの言語
を「低水準言語」といい，より人間
寄りの言語を「高水準言語」と呼ぶ
ことがある。

主記憶装置
主記憶装置には大きく分けて，読み
書き自由なRAM（Random Access 
Memory）と読み取り専用のROM
（Read Only Memory）が あ る。
一般にコンピュータの主記憶装置
（メインメモリ）はRAMを指す。主
記憶装置（メインメモリ）はコンピュ
ータ内でデータやプログラムを蓄え
る装置で，アドレスを指定すること
でCPUから直接読み書きすること
ができる。CPUの処理速度はきわ
めて速いため，補助記憶装置からの
転送を待っていては処理が遅くなる。
そのため，補助記憶装置よりも圧倒
的に処理速度が速いメインメモリが
あらかじめデータを蓄えておき，
CPUへデータを受け渡している。
ただし，メインメモリに使用するメ
モリは高価なため，容量をきわめて
大きくすることには限界がある。

Bluetooth
Bluetoothとは，1998年にスウェ
ーデンのエリクソン社が主導し，ア
メリカのインテル社やIBM社など
とともに提唱した近距離無線通信の
規格である。最高24Mbpsの速度
で通信できる。赤外線を利用する通
信とは異なり，電波を利用するため，
機器間の距離が10m以内であれば
間に障害物があっても利用できる。

❸ 機械語とアセンブリ言語 ❹ USBとその特徴
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さまざまなコンピュータの構成

1　ハードウェアとソフトウェア
　コンピュータはハードウェア

❶
といわれる装置とそれらを動かすた

めの命令や手順を記述したソフトウェア
❷
で構成されている。ソフト

ウェアはプログラム言語
❸
で記述され，データと同じように記憶装

（→p.15）
置

に記録されている。

周辺機器
コンピュータと接続して使用す
る機器のこと。

8

Wi－Fi（ワイファイ）
Wireless Fidelity
Wi－Fi Allianceという団体に
よって無線 LAN による相互接
続が保証されている機器につけ
られるもの。

10

インタフェース
interface
2 つのものの間にあって，情報
のやり取りを仲立ちする部分。

9

Bluetooth（ブルートゥース）
近距離無線通信規格。2.4GHz
帯の電波を利用し，10～100ｍ
程度の距離で通信を行う。

11

ハードウェア
hardware
コンピュータの機械そのものや
コンピュータに接続されたさま
ざまな装置。

1

ソフトウェア
software
コンピュータに情報を処理させ
るために必要なプログラム。

2

プログラム言語
コンピュータに対する指示を記
述するもの。

3

CPU（シーピーユー）
Central Processing Unit
4

機械語
machine language
CPU が直接理解し実行できる
プログラム言語。

5

主記憶装置
高速処理を行うCPUに，必要な
データの受け渡しを行う。メモリ
ともいう。

6

● デスクトップパソコン ● 携帯電話•スマートフォン

現在，ほとんどの家庭用電化製品には小
さなコンピュータが組み込まれている。

入力にタッチパネ
ルが用いられるこ
とも多い。

リモコン

温度センサ

2　コンピュータの構成
  入力装置・出力装置

　キーボードやマウス，イメージ・スキャナなど，コンピュータに

指示やデータを与えるための装置を入力装置という。また，ディス

プレイやプリンタなど，コンピュータ内部で処理した結果を表示す

る装置を出力装置という。

  演算装置・制御装置

　データの演算や各装置の制御を行う装置で，通常は中央演算処理

装置（CPU）
❹
に組み込まれている。CPUは 0 と 1 で表現された機械

語
❺
を解釈する。

スマートフォンのおもな無線機能

携帯電話回線

GPS

Wi－Fi（無線LAN）

Bluetooth

3　コンピュータと周辺機器の接続
　コンピュータ本体にマウスやプリンタなどの周辺機器

❽
を接続する

ことで，コンピュータをより多くの用途に利用できる。

コンピュータ本体と周辺機器

マウス

ディスプレイ コンピュータ
本体

イメージ・スキャナイメージ・スキャナ

ディスプレイ

プリンタ

コンピュータの動作のしくみ2
コンピュータが動作するために必要な物は何かを理解しよう。

本体と周辺機器
で構成。

  記憶装置

　処理に関する情報や，データ，プログラムを保存するための装置

を記憶装置という。記憶装置には，主記憶装置
❻
（メインメモリ）と補

助記憶装置
❼
がある。メインメモリが保持しているデータやプログラ

ムは電源を切ると消えてしまう。ハードディスクやフラッシュメモ

リなどの補助記憶装置は，電源が切れても記録内容を保持できる。

　コンピュータ本体と周辺機器を接続するインタフェース
❾
には，さ

まざまなコネクタの形状や信号の形式がある。接続する機器ごとに

インタフェースが異なれば不便である。そこで，多くの企業が共同

でUSBというインタフェースを開発し，プリンタやイメージ・スキ

ャナなど，さまざまな周辺機器がより簡単に接続できるようになっ

た。また，配線などの手間や煩雑さをなくすため，Wi－Fiや

Bluetoothなどの無線技術も普及している。
11

［5］

［5］

［10］

［15］

［10］

［15］

　

入力

入力

入力

出力

入力

出力

内 部 の 基 板 に
CPUやメモリが
搭載されている。

入力

出力

入力入力

コンピュータ本体

CPU

主記憶装置

補助記憶装置

ハードディスク

メインメモリ

演算・制御

記憶

キーボード

確認

2 コンピュータやスマートフォンが分解されている写真や実物を見
つけ，CPU やメインメモリ，補助記憶装置がどこにあるか確認
してみよう。

パソコンもスマー
トフォンも中身の
構成は同じなのね

補助記憶装置
auxiliary storage
ハードディスクのほか，フラッ
シュメモリやDVDなどのこと。

7

10

● 家庭用電化製品　 例 エアコン

USB（ユーエスビー）
Universal Serial Bus

コンピュータに周辺機器を接続
するための規格のひとつ。

さまざまなインタフェース

HDMI（エイチディーエムアイ）

ブルーレイディスク（→p.30）や
ディスプレイなどの接続に使わ
れる。HDMIのコネクタには下
写真のように複数の種類がある。

無線LAN
→p.45，79
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p.14-15教科書

50分配当時間

情報のノート ‥p.4-5
指導編‥‥‥‥p.38-41

関連資料

コンピュータの動作にはハード
ウェアとソフトウェアが必要で
あることと，コンピュータを構
成するさまざまな装置とそのは
たらきを知る。

ポイント

学習活動・授業展開例

本時の学習項目を把握する。

導入 （5分）

ハードウェアとソフトウェアとコ
ンピュータの構成を学ぶ。

展開1 （25分）

周辺機器の接続やインタフェー
ス，無線技術について学ぶ。

展開2 （15分）

学習目標の確認と次回の学習内
容を把握する。

まとめ （5分）

❶ ハードウェアとソフトウェア ❷ CPU

ハードウェアは，コンピュータ本体や

周辺機器等の機器類，もしくはそれら

を構成する部品のことである。つまり

目に見える物である。いっぽう，ソフ

トウェアは，ハードウェアを動かすた

めの命令やデータ，動作手順であり，

目に見えないものである。この命令や

データ，動作手順は機械に対するもの

であるから，機械が解釈できるような

状態で記憶装置に記録されている。

CPUはコンピュータを構成している

装置のうち，演算と制御を受け持つも

のである。メインメモリ上に格納され

ている命令やデータを読み込んで演算

を行い，その結果をメインメモリに書

き出すという一連の動作を，制御装置

からの信号によって繰り返し実行して

いる。そのほかにも，CPUはすべて

の周辺機器に対して制御装置から信号

を送り，制御を行っている。

情報機器の動作の原理や内部構造に
ついて知識を持つ者は少数であろう。
コンピュータ内部などの実物を見せ
て関心を喚起し，知識を定着させた
い。まず，ハードウェアとソフトウ
ェアの概念をとらえさせ，次にコン
ピュータはどのような装置で構成さ
れているのかを学ばせる。続いて周
辺機器について解説し，周辺機器の
接続とインタフェースとの関連につ
いて理解させる。最後に，無線技術
が身近な情報機器に利用されている
ことと，その普及にかかわる現状に
ついて理解をうながす。

導入
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