
1．はじめに

インフォプロに向けて，よりよい仕事を行うための方法

としてプログラミングを勧めたい。プログラミングだけが

方法ではないが，情報システムに使われるのではなく使い

こなす側へ，また仕事上の問題解決を他者に委ねるのでは

なく自ら解決していく側へと，立ち位置を変えていける。

情報の検索・解析・提供は電子情報を抜きに語れず，その

基盤がコンピュータである。そして，そのコンピュータは

プログラムにより稼働している。つまり，プログラミング

は情報利活用の中核に手をかける技術といえる。既存のア

プリケーションで，十分に仕事をこなせると考える向きも

あろう。しかし，プログラミングで何ができるか理解しき

れず，解決できる問題を見落としていないか。そして実際

にプログラミングができれば，自力で問題解決にまで至れ

るかもしれない。また，単調な作業にストレスを感じがち

であれば，ぜひプログラミングを勧めたい。知的で気の利

いたやりかたで問題を解決していくことや，事業へのより

大きな貢献ができることに，楽しみを見出せるはずである。

さて，プログラミングのススメは一般にも言われている。

最近の注目ニュースは，小学校における「プログラミング

教育」1) の 2020 年度からの必修化である。ここでは，シ

ステムの仕様からプログラムのコードに落とし込むコー

ディングのスキルではなく，「プログラミング的思考」の

習得に主眼を置いている。つまり，プログラミングが論理

的思考の訓練になると目されている。先にも述べたよう

に，プログラミングは情報利活用の中核に手をかける技術

といえる。情報と向き合うインフォプロであれば一般より

もなおのこと，仕事でプログラミングを生かせる機会を得
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ることもできよう。たとえ簡単なプログラムでも十分に実

用になる。筆者の経験からしても，他部署が長時間残業で

進めていた業務や，「できない」と言われていた懸案を，

即興のプログラミングで解決したことがある。うまく状況

が当てはまると周囲が驚くほどの成果がでる。

本稿では，筆者の経験を事例として挙げつつ，インフォ

プロのためのプログラミングの向き合い方を提示する。プ

ログラミングの入門書は数多いが，その学習動機付けにつ

いての説明は，今後の IT 社会において必要になるといっ

た程度であり，具体例が示されないのが普通のようである。

これには職種により状況が異なるため，一般的な説明をし

づらい事情があるのかもしれない。本稿では対象をイン

フォプロに絞ることで，できるだけ事例を示しつつ説明を

していく。

事例を取り扱うにあたり，筆者のプロフィールを簡単に

紹介する。プログラミングの受講歴は，大学の図書館情報

学課程において，必修であったプログラミング演習と選択

で受講した C 言語の授業くらいである。本格的なプログ

ラミング学習は，東京大学の図書系事務職員としての 20
数年に渡る仕事の中で，ほぼ独習といえる形で行ってきた。

いままでの担当業務には，図書館の閲覧サービスや資料の

管理業務や，図書館情報システムの運用・管理業務などが

ある。国立情報学研究所への出向では，機関リポジトリ担

当を勤めた。本務外には，「図書系職員のためのアプリケー

ション開発講習会」2) 講師と，専門用語自動抽出システム

「言選 Web」3)4) の開発担当の経験がある。主に使用してき

たプログラミング言語は Perl であるが，3 年前から

Python に切り替えつつある。

2．難しくないプログラミング

2.1　簡単なプログラムでも役に立つ

プログラミングを勧めるにあたり，まず心理的なハード

ルとなりがちな，プログラムが難しいという誤解から解い

ておきたい。

事務仕事の片手間で使うプログラミングであれば，簡便
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に使えるプログラミング言語を選べば十分である。これに

は，Windows のバッチファイルや Linux のシェルスクリ

プト，Python や Perl や Ruby といった軽量のスクリプト

言語，Microsoft Office 製品などアプリケーションに付属

しているマクロ言語，Web ブラウザの動作を記述する

JavaScript などがある。

プログラミングには複雑なロジックも必須ではない。簡

単な処理は簡単な，複雑な処理には複雑なロジックになる

だけである。簡単なロジックの例には，命令文（コマンド）

を実行順に羅列しただけのプログラムがある。これなら

ば，プログラミング言語ごとに扱いが異なる変数・オブジェ

クトといった概念や，制御構文を理解する必要すらない。

江草（2018）5) が示した Excel でコマンド群を生成する

手法が，まさに命令文の羅列の事例である。筆者も同様の

手法をよく使用している。先日も，デジタルアーカイブの

画像ファイル名に含まれる全角文字をまとめて半角にする

処理を行った。このような場合，本来は繰り返し処理（ルー

プ構文）にするのが，プログラムが短くなりスマートかも

しれない。しかし，命令文の羅列のほうがプログラムを検

証しやすいこと，プログラムを簡単に分割実行できるな

ど，使い勝手がよいところがある。

テキストファイル同士のマッチングや，正規表現を使っ

た条件付きの文字列の置換，タブ区切りテキストの項目別

の集計なども難しくない。筆者はよく Perl で 10 行から数

十行程度の即興プログラミングで日常の仕事をこなしてき

た。この程度でも作業時間の短縮や手作業によるミスの削

減になり，とても重宝する。

情報解析においても，難しく考え過ぎることはない。情

報解析の専門家は難色を示すかもしれないが，よい解析対

象データさえ用意できれば，R 言語などで入門書どおりに

命令文を逐次投入していくだけでも結果が出る。筆者はそ

の方針で，東京大学の学内図書館室の蔵書評価 6) や，国

内機関リポジトリのコンテンツ解析 7) をしたことがある。

専門家でない場合は，入門書どおりの手法で結果を出した

ほうが，むしろ周囲に説明し易いようにも思えた。

2.2　インターネットに答えあり

プログラミングで困ったときには，インターネットを頼

りにできる。筆者もプログラミングなどの技術に関する知

識を記録・共有するためのサービスである Qiita8) の記事

をよく参考にしている。サンプルコードやライブラリと

いった，すでに公開されているプログラムを見つけベース

にできれば，プログラミングの難易度をかなり下げられる。

2.3　「無精」「短気」「傲慢」

プログラミングに取り組むために適正が必要であろう

か。筆者は，自身に適正があるかどうかより，「適正があ

ると考えてみる」ことが重要と考えている。それができれ

ば，多少の困難があっても，プログラミングに取り組めて

いける。

たとえば，地道さや勤勉さはプログラミングに役立ちそ

うであるが，それだけが正解ではない。むしろ短気で怠惰

に過ごしたい傲慢な性格にこそ，プログラミングが向いて

いるとも主張できる。Perl の開発者であるラリー・ウォー

ルは，「プログラミング Perl」9) の序章において，無精

（laziness），短気（impatience），傲慢（hubris）の「プ

ログラマの三大美徳」を挙げている。筆者はこれを自分に

都合よく解釈して仕事に臨んでいる。

ラリー・ウォールによる「無精」の説明は「トータルで

みたエネルギーの支出を減らすために，多大な努力をする

ように，あなたをかりたてる性質」とある。筆者の解釈で

は，楽をするために尽力することである。尽力といっても

手作業とプログラミングではその性格が異なる。まず単純

労働によるストレスから解放される。また使いどころに

よっては数分のプログラミングで数時間かかる作業を終わ

らせられる。それにより生まれた余裕は，次の仕事に取り

組むことも，残業を減らすことも，さらなるスキルや知識

の習得にあてることもできる。

「短気」については，「コンピュータがサボっているとき

に感じる怒り」とある。筆者は，仕事が停滞しているとき

に感じるストレスと解釈している。もちろんプログラミン

グは万能ではないが，手をこまねいているよりは前向きに

解決に取り組めるほうがストレスを感じずに済む。

「傲慢」については，「ゼウスの怒りにふれるほど，プラ

イドが高いこと。また，他人にケチをつけられないような

プログラムを書く（そして維持する）原動力になるもの」

とある。筆者は，自作プログラムが他者にとって有用と考

えること，またベンダーや研究者との仕事にあたり技術面

で引け目を感じず向き合えること，と解釈している。

3．仕事における楽しみ

3.1　課題解決に向かいあえる

会議の席で課題について最初から「できない」との主張

があり，それでよいのかと考えたことはないか。そのとき

は，プログラミングにより「できない」を「できる」に変

えられないか考えてみるとよい。プログラミングのよいと

ころは，実証ができることである。これは口論での平行線

を避けることに役立つ。筆者は，会議の席において「でき

ない」という意見を聞きつつ，自分であればプログラミン

グでどう解決するかを考えるようにしてきた。会議が終

わったあとから，部分的にでも解決案となりえるプログラ

ムをさりげなく提示することで，いくつかの提案を受け入

れてもらえた覚えがある。

業務の高度化・効率化のために，プログラムにより対処

できることを見つけ，あらたな提案を行うこともできる。

筆者の経験になるが，このように課題の解決を繰り返し

ていると，周囲から信用や期待を得られてくる。それは財

産といえるであろう。

3.2　自分で考える情報システム

プログラミング学習により，「プログラミング的思考」

を鍛えられる。そのスキルの活用で，たとえ実際に使うプ
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ログラムを組むことがなくとも，自分なりの情報システム

を考えていける。

国立情報学研究所が 2019 年に実施した「大学図書館員

のための IT 総合研修」10) は，リレーショナルデータベー

スの操作言語である SQL の概要を学んだ上で，数人のグ

ループごとに DB Browser for SQLite11) で自分たちなり

のデータベースを構築する研修であった。SQL はプログ

ラミング言語ではないが，それを組み合わせてシステムの

機能を考えるとなれば，プログラミングと同等の思考を

行っていることになる。筆者はこの研修におけるグループ

ディスカッションに立ち会ったが，受講生がとても熱心に

取り組んでいたことを覚えている。思うに情報に携わる人

間にとって，自由に情報システムを考えること自体が楽し

いことに違いない。

3.3　ロジック・推理・手品

仕事は人生の多くの時間を費やすものである。可能であ

れば楽しみを持ちたいのは自然であろう。プログラミング

であれば，気の利いたロジックを考え出すことを楽しみに

できる。またそれにより周囲が驚いてくれることもある。

プログラムを書くとき特に初学者のときには，ロジック

を自分なりに考え出す必要があり，それにはパズルなど知

的ゲームと同じ楽しみがある。筆者の最初のプログラミン

グ体験は大学に入学する前で，関数電卓によるロールプレ

イングゲームの自作であった。とはいえ，迷路を探索して

ランダムに出現するモンスターを退治するといった操作

を，1 行のディスプレイしかない関数電卓で実装した程度

のものである。迷路の探索では，操作キャラクターがどの

方角を向いているかの管理が必要であった。東西南北の四

方があるとして，右回転に割り当てたキーを押すと右 90
度，左回転に割り当てたキーを押すとその逆に回転させた

い。いまなら分かりやすさを重視するが，当時は図 1 に

示す数値計算による解決法を見つけ，自分で感心していた

ことを覚えている。

図 1　方角の左右回転

周囲が驚いてくれることも，プログラムを組む動機とな

りえる。困難と考えられていたこと，そもそも問題と認識

してなかったことに，プログラミングで気の利いた解決を

示すと，周囲から驚きをもって感心されることがある。筆

者にとっては，さながら推理小説における名探偵の推理の

披露のようであり，パーティ手品で周囲が驚くことを楽し

むのと同種の楽しみであった。プログラミングにおけるバ

グつぶしは，原因の特定が困難でストレスになりがちであ

るが，状況証拠を集め原因を特定する推理であると考えれ

ば，それも楽しみと捉えていける。

3.4　ものづくり

プログラミングに慣れてくると，また類似の課題に何度

も取り組んでくると，自分で組んだプログラムが動いて当

然となり，手ごたえのなさを感じてくるかもしれない。し

かし，プログラミングのよいところは，奥が深くこだわれ

るところにもある。採用する技術の選定や入出力仕様，ド

キュメントを含めたプログラムの読みやすさ，処理効率な

ど，手を入れる余地は多くある。自作プログラムの完成度

の高まりだけではなく，自身のスキル向上の達成感も得ら

れよう。

筆者は 2002 年から専門用語自動抽出システム「言選

Web」プロジェクトチームにおける開発担当を行っている。

このシステムは，日本語・英語・中国語などの文章から，

専門用語を抽出し重要度でランキングをするものである。

Web アプリケーションとしての提供だけではなく，Perl
と Python のモジュールや，Windows 用の応用プログラ

ムの配布を行っている。

このシステムの公開に際しては，中川裕志名誉教授（当

時，東京大学情報基盤センター教授）から開発をかなり自

由に任せてもらえたこと，勤務時間外での取り組みとした

こともあり，遠慮なくプログラムに手を入れ続けた覚えが

ある。

このシステムは前身となる JPerl（日本語対応の Perl）
のプログラムがあり，了承を得て当時出始めた Perl5 で作

り直している。まず機能拡張が容易にできるようモジュー

ル化の設計をし，次に前身のプログラムの内部仕様を明文

化した上で，それを参考に読みやすく効率的な処理となる

よう考え抜いてみた。職場から帰宅してはプログラムの改

訂を繰り返していき，2003 年の公開までには 100 回を越

えるバージョンアップを行っていた。

後になって，このシステムの拡張のため，TF*IDF の実

装や，N-gram で言語判定を行うオープンソースプログラ

ム TextCat12) を改変しての組み込み，中国語の GB コー

ド対応などもしている。学生・研究者・企業などユーザー

から良い反応をもらえてきたこともあり，それを励みに細

かい改修を続けていけた。2018 年には，機能の継ぎ足し

で複雑になった仕様の整理も含め，配布モジュールを

Python3 で全面的に作り直した。

4．プログラミングのある仕事生活

4.1　足りないパーツを埋める

仕事でプログラムを作成するといっても，本職のプログ

ラマでもなければ，多数の画面をもつような本格的なアプ
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リケーションを開発する必要はない。すでにあるシステム

での不足パーツだけを作ればまず事足りる。それには単一

の機能だけ提供するツールや，データとシステムの入出力

をつなげるためのプログラムがある。

筆者が講師を務める東京大学情報基盤センターの「図書

系職員のためのアプリケーション開発講習会」成果一

覧 13) では，いくつものアプリケーションを公開している。

たとえば，この中にある「junii2 データ診断」14)15) や「カ

ナフリ」16) などは，単一の機能を提供するだけのアプリ

ケーションである。「junii2 データ診断」は機関リポジト

リシステムに備えて欲しい junii2 ガイドライン準拠のメ

タデータチェック機能を実装したものである。「カナフリ」

は日本語の文にカナの読みを振る Web アプリケーション

であるが，実は入出力の部分しかプログラミングをしてい

ない。単にバックエンドで形態素解析システム MeCab17)

を動かしているだけである。

東京大学学術資産等アーカイブズポータル 18)（以降，

「アーカイブズポータル」という。）は，東京大学の各部局

が個別に公開している貴重書コレクション等を，アイテム

単位で横断検索できるサービスである。このアーカイブズ

ポータルのメタデータをジャパンサーチ 19) に CSV 形式

で登録することになったが，アーカイブズポータルには

CSV 形式の全件出力機能がなかった。そこで，もともと

備えていた OAI-PMH プロバイダ機能を使って XML 形

式でメタデータを取得し，それをさらにジャパンサーチ登

録用の CSV ファイル形式に変換するプログラムを作成し

た。手作業の部分が残っているが，自作プログラムをパー

ツとして間に挟むことで，システム間の連携を実現してい

る。

4.2　積み重ねる

プログラミングのスキルは積み重ねがきく。初学者のと

きは難しく思えたことも，経験を積み重ねることで対応で

きるようになっていく。過去に経験のないロジックや機能

の活用には理解に手間取ることがあるが，一度理解できた

ことは次回以降の類例に活用できる。過去の自作プログラ

ムが残っていればなおよい。また，類例に取り組むときに

は，過去の自作プログラムを若干でも洗練させることで，

地道ではあるがプログラミングのスキルを向上していけ

る。

先にも事例で示したとおり，筆者は事務仕事の中でプロ

グラミングをしている。ここ 4 年ほどは情報システム部

の配属であり使用機会が多いが，東京大学の部局図書館室

での事務仕事においても機会があるごとに使用していた。

どの図書館室の配属でも重宝したのが，書誌を含むメタ

データの処理である。取り組んだことがあるものとして，

テキストファイルに含まれる不可視文字の削除，冊子体目

録の電子版元原稿からデータベース登録用データへの変

換，請求記号による資料一覧のソート，Web API による

情報システムからのデータ取得などを覚えている。

4.3　上流工程を押さえる

事務仕事の片手間でプログラミングをする場合は，プロ

グラミングで解決を図るべきか，プログラムをどのような

仕様にするか決めるなどかなりの部分を自身の裁量で決め

られる。初学者のうちは，他者から依頼されたとおりにプ

ログラミングをするのでも学習になる。ただし，いつまで

もその立場に留まっていると，便利屋として扱われ続ける

だけになってしまう。

システム開発のプロジェクトでは，プログラミングに先

立って，クライアントの要望の確認や必要な要件を確定し

ておくことなどを上流工程という。あらかじめ決められた

仕様をもとにプログラムに落とし込むプログラマは特に

コーダーとも呼ばれるが，上流工程から開発を担うシステ

ムエンジニアよりも低く評価されがちである。自身の価値

を高めるのであれば興味がある課題について，システムの

内製においてはクライアントに向き合うベンダーとは立ち

位置が異なるが，企画や仕様策定など上流工程に相当する

ことから手掛けるのがよい。組織にはシステムを提案でき

る人材こそ重要であろう。システム開発における役割を上

流工程から下流工程まで体験できることは，ベンダーによ

るシステム開発の疑似体験ともなりえる。

東京大学学術資産等アーカイブズリンク集 20) は，東京

大学の学術資産のコレクションレベルでの一覧 Web サイ

トである。東京大学デジタルアーカイブ構築事業 21) の本

格稼働に先立って，筆者に作成の依頼がきた。この依頼を

受けての筆者の提案は，これから本格稼働する事業のア

ピールを重視した高性能指向のシステムであった。そのコ

ンセプトに基づき，本格的な検索エンジンである

Elasticsearch22) をベースとすることや，情報の補強とし

て Wikipedia 記事データの取り込みをするなどの設計を

行い，プログラミングにより独自開発した。このシステム

は内部者向けの試作で終わることを想定していたが，他の

職員によるデザインテンプレートの修正など改修をかけた

上で，2017 年 12 月に一般公開に至っている。

4.4　問題解決力を鍛える

プログラミングは，情報システムにおける問題解決力を

鍛えることにつながる。問題解決にあたっては，いかに論

理的に原因を特定できるか，それを踏まえて対策案を考え

られるかが重要である。行うべきことは，問題の切り分け

と，参考情報の確認と理解，仮説の検証である。筆者がみ

るところ，これは手法の理解より習慣を身に着けるほうが

重要である。習慣を身に着けるには意識して繰り返す必要

があるが，普通に事務仕事をしていると充分な機会を得る

ことが難しい。しかし，プログラミングであれば，予期せ

ぬエラーが頻発しがちである。そのエラーの対策に取り組

むことが，問題解決のための習慣を身に着ける機会となり

える。

4.5　情報システムの理解に生かす

プログラミングは，その実行環境となるシステムを使い
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こなそうとすることに他ならない。例えば，C 言語はオペ

レーティングシステムの作成にも使われる言語であり，文

字列など変数をハードウェアのメモリ操作に近いレベルで

取り扱う。Perl は UNIX での利用をメインに開発された

言語である。この Perl 言語は，UNIX のテキスト処理コ

マンド群相当の機能や，UNIX のシステムコール相当の関

数などがあり，UNIX で何ができるかを学習できる。

LAMP 環境や Web アプリケーションフレームワークによ

り，実際にアプリケーションを組んでみることも，情報シ

ステム開発の理解に役立つ。

情報システムの基礎的な技術を実際に自身でプログラミ

ングしてみることも学習になる。筆者の実例として，すで

に 3.4 節で TF*IDF や N-gram のプログラミングをした

ことは示した。さらにもうひとつ事例を挙げる。

筆者は Perl による実サービス向けの検索エンジン自作

を通して，その技術への理解を深めていけた。その契機は

「東京大学学位論文論題データベース」（「東京大学学位論

文データベース」23) の前身）の公開のプロジェクトチーム

に 1994 年から参加したことである。もともと先輩職員が

自作した JPerl による Telnet 端末用の検索エンジンがあ

り，それをベースに公開することになっていた。しかし，

筆者としては当時のマシン環境ではレスポンスが遅いのが

気になっていた。そこで Perl のマニュアル本を隅々まで

目をとおし，少しでもレスポンスを向上させる方法がない

か考え続けた。プロジェクトメンバーとも意見交換しつ

つ，文字列のパターンマッチの高速化だけでなく，検索デー

タをメモリに入れる手法や，インデックスの利用の検討な

どを行った。最終的には Web 対応を含めプログラムを完

全に作り変え，いくつかの有効な高速化対策を施し 1996
年に一般公開に至っている。その後も開発当時には手を出

せなかった，可変長レコードに対しバイナリサーチを行う

プログラムを試してみるなど，プログラミングを通して検

索エンジンの理解に取り組めた。

筆者は既存のプログラムにあまり頼らず，動作を理解し

改変できるものを自作する傾向がある。これを車輪の再発

明ととる向きもあろうが，技術の理解には有効であった。

学校の数学における定理や公式をいかに導き出すかの授業

が，数学的な考え方の理解を深めるのと同じではないかと

考えている。

4.6　ベンダーとの仕事に生かす

クライアントとして，ベンダーに過度に依存するのは健

全な関係とはいいがたいであろう。共にシステムを開発・

運用していくパートナーとしての関係を構築することが望

ましい。そのためには 4.5 節に示した情報システムの理解

に加え，共通言語として広範な技術用語の理解があるとよ

い。プログラミングであればその学習の過程で，技術用語

の理解を自然と得ることもある。またプログラミングの経

験を積むと，ベンダーへの要望に際して難易度を配慮する

ようになってくる。実際にはベンダーに相談をしてみると

想定と異なることも多いが，その配慮はベンダーとの関係

構築に重要であると考えている。また運用しているシステ

ムに不具合が発生した際も，プログラミングの経験を活か

し，状況からベンダーが必要となる情報を取り揃えて提示

するといった対処ができるようになる。

プログラミングのスキルを活かせば，ベンダーにシステ

ムの新規開発を依頼する前に，プロトタイプを作成するこ

ともできる。このプロトタイプはベンダーにシステム外注

するための予算獲得や，ベンダーに開発システムのイメー

ジを伝えることに役立つ。

筆者はかつて内容要旨や目次情報などを含む商用の書誌

サンプルデータを渡され，適当に使ってみるように指示さ

れたことがある。そこで，手の空いたときにプログラミン

グによりこのサンプルデータを加工し，全文検索システム

Namazu24) に登録してみた。書誌情報中の ISBN をキー

に東京大学 OPAC に連携するくらいの工夫しかなかった

が学内で評価を受け，「東京大学ブックコンテンツ・デー

タベース」25)（現在はサービス終了）のシステム外注を含

む本サービスの予算がつくことになった。

直近では，アーカイブズポータルのプロトタイプを，中

村覚助教らとの 3 人の教職員からなるチームで，オープ

ンソースのディスカバリーシステムである VuFind26) を

ベースに作成した。表形式のメタデータをプログラミング

で MARCXML 形式に加工し，VuFind の PHP プログラ

ムを直接改変しインターフェイスを変更した。このプロト

タイプで得られた評価をもとにシステムの仕様書案を書き

あげ，いくつかのベンダーに対しプロトタイプのデモと合

わせ，開発するシステムのイメージに齟齬がでないよう説

明できた。

5．おわりに

本稿ではインフォプロを対象に，仕事におけるプログラ

ミングの活用を勧めてきた。プログラミングは仕事のため

の数あるスキルのひとつではあるが，中でも強力なスキル

である。筆者の経験上，プログラミングにより「身も蓋も

なく」仕事の問題を解決してしまうこともある。少なくと

も手持ちのスキルにしておけば，仕事における問題解決の

際の選択肢が増えるはずである。

プログラミングを楽しめるかどうかは，個人の気質によ

るところもあろう。本稿ではプログラミングを楽しみ，ス

トレスなく仕事をするための考えかたを，できる限り挙げ

てみた。そのうちのひとつでも参考になれば幸いである。

本稿が読者にとって，プログラミングの学習の動機にな

ることを願っている。
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