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We study the possibility to use NetLogo as a PSE simulation education. NetLogo is a

cross-platform multi-agent programmable modeling environment, which enables us to easily

simulate, for instance, social and natural phenomena. It is one of the most efficient tools for

beginners to learn essence of the complex system simulations
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1. NetLogo – 教育のためのPSEとして
PSE(Problem Solving Environment)を普及さ
せ、社会のいろいろな分野でその有用性を発揮す
るためには、シミュレーションに対する理解が重
要である。自分でパラメータを変えて結果を目で
見ることができ、そこで起こっていることを考え
てみたくなるような環境があれば、中学生、高校
生、大学生、さらに一般の人が文理を問わず、シ
ミュレーションを体験してもらうことができる。
実行にコンピュータに対する特別な知識が必要で
あったり、題材がつまらないものであっては、広
く体験してもらうことは難しい。
このような環境を構築して、シミュレーショ
ン教育の導入を行えないか検討していたところ、
NetLogo というシステムがあることを知った。
NetLogo[1] は, Northwestern 大学の Uri Wilen-
sky らによって開発された自然現象や社会現象を
シミュレーションする為のプログラミング可能な
モデル作成環境である。ミクロなルールによって
行動する多数のパーツによって,より複雑なマク
ロな現象が引き起こされるようなモデルのシミュ
レーションを容易に行うことが出来る。MITのメ
ディア・ラボのプロジェクトにその源流を持ち、多
くのモデルが蓄積されており、その多くはシミュ

レーションによる教育を意図している。
20世紀後半に、コンピュータの発達とともに複

雑系の研究が進んだ。ロジスティック方程式,ロー
レンツモデルのような単純な式で記述される系で
カオスが起こり [2],自己相似性からフラクタルが
現れる [3]等、基本法則が単純なものでも,非自明
な振る舞いを示す系が多く存在することが明らか
になってきた。近年,特にネットワーク構造に注目
した研究が活発に行われ,数学,物理学のみでなく,
社会科学,生命科学などへの応用も著しい [4]。
シミュレーションの教育においては,テキストな

どを用いた座学による教育では限界がある。シミュ
レーションの本質は理論又はモデルを作り,様々な
パラメータを自由に変えて実際に試してみる (シ
ミュレーションをする) 事にあり,したがって教育
カリキュラムも,シンプルなケースにおいてシミュ
レーションを行ってみる (体験してみる)事が重要
である。さらに、自身でモデルの変更を行い、ま
たさらにモデルを作成することが容易にできるこ
とが望ましい。

NetLogo のプログラミング環境は様々なモデル
構築やそのデモンストレーションを行う事ができ
る。一方、シンプルで容易に新しいモデルの作成
やモデルの拡張などを行うことが出来る。特に重



要なことは, プログラムの変更がリアルタイムで
シミュレーション実行に反映され, 実行結果の進
展をその場で観察でき,モデルやシミュレーション
の理解を直感的に行うことができることである。

図 1: モデルライブラリの選択画面

また、有志によって作られた様々なモデルのプ
ログラムが詳細な解説と共にモデルライブラリと
して収録されており (図 1を参照), 一からモデル
のプログラミングを行わなくても, 様々なモデル
のシミュレーションをすぐに試してみることがで
きる。これらのサンプルプログラムもその場で自
由に拡張し,リアルタイムでその変更を確かめる
事ができる。このモデルライブラリを活用すれば,
容易に NetLogo のより実戦的な利用を行うこと
ができる。

NetLogo は教育目的での使用に関しては特に制
限無くプログラムを利用することができる [1]。ま
た,教育利用の為のユーザーズグループも存在し
て, NetLogo を用いた授業のアドバイスや,カリ
キュラムなどに関する議論が行われている。
本体は Java により構成されたマルチプラット
フォームのソフトウェアであり,Windows だけで
なく Machintosh や Linux などのOS でもインス
トール,実行する事ができる1

この論文では NetLogoを用いることによって,
1特に現場で使われることが多いと考えられる Windows

について NetLogo のダウンロードからインストールと
簡単な使い方について以下のサイトで解説を行っている。
http://home.riise.hiroshima-u.ac.jp/

~nakamura/NetLogo/

高校から大学初年度程度での授業をターゲットに
した, PSEによる教育の可能性を検討する。

2. 日本語化
中学生、高校生、大学初年級、更には一般の人

がNetLogoを抵抗無く利用できるように、日本語
化を進めている。

図 2: シロアリ (Termites)モデルの解説画面

NetLogoはそれぞれのモデルに対して、教育的
配慮を持った解説が書かれている。まず、シミュ
レーション画面のスクリーンショットとともに、
「これはなんだろう？」という項目でモデルの説明
が行われる。
そして「どうやって使うの？」という使い方の説

明の後に、「考えるヒント」として、自分でシミュ
レーションをコントロールしながら、起きている
現象を深く理解するためのいろいろな問いが挙げ
られている。(図 2) 教材としての価値を高めるた
めには、単にプログラムを提供するだけでなく、
このような充実した解説部の作成が重要である。
原則としてすべてのモデルにこの形式の解説が

あるので, NetLogo のモデルライブラリを用いた
授業などを行う場合はここの項目が非常に参考に
なる。
現時点ではNetLogoシステム本体のソースコー

ドが公開されておらず, 多言語化もされていない
ため2, インターフェースなどの日本語化は簡単で
はない。
そこで,今回取り上げた「鳥の群れ」,「優先連
2検討課題として挙ってはいる。



結ネットワーク」に加え, シミュレーションの楽し
さが体験できる「シロアリ」[6]の３つの解説部の
日本語化を行い,またそのユーザーインターフェー
スの説明図を作成,公開している3。(図 2,図 7を
参照。)
また,興味を持って自分でモデルを作成したい
と思う学習者のために, ユーザーズマニュアルの
日本語化を検討している。

図 3: 鳥の群 (Flocking)モデルの実行画面

ここで幾つか NetLogoを実行してみたスクリー
ンショットを紹介しておく。図 3は次節でも紹介
する鳥の群 (Flocking)モデルの実行画面で, 上部
の Interface タブを選択すると現れる。どのサン
プルでも大体共通して,画面左側にはそのモデル
のパラメータをコントロールするバーやスイッチ
があり, 自由に変更できるようになっている。そ
して右画面でモデルのシミュレーションが実行さ
れる。
最後に右端のタブを選択すると,このモデルのプ
ログラムが表示される。ほとんどのモデルは個々
のパーツがミクロな範囲の情報のみを元にした単
純なルールに従っている為にプログラムもシンプ
ルに書かれている物が多い。

3. NetLogoを用いた教育の一形態
NetLogo を用いてシミュレーションについて教
育を行う方法としてはまず

• 教師が選択,用意したモデルについて, シミュ
レーションを行いながら学習していく方法

3http://home.riise.hiroshima-u.ac.jp/

~nakamura/NetLogo/

図 4: 鳥の群 (Flocking)モデルのプログラム画面

が考えられる。
このようなプログラミングの経験を要求しない

形式の授業を行う場合には NetLogo のモデルラ
イブラリに含まれるサンプルを用いるのが効率的
で、負担も少ない。
この形式の授業の授業では,以下のように進め

ることができる。

1. 教師によシミュレーションのデモンストレー
ション

2. 背景にある基礎ルールが何であるか学習者に
予想させる

3. 背景の理論の解説

4. 学習者によるシミュレーション実行

5. モデルのパラメータに関する解説

6. パラメータを変更して学習者がシミュレーショ
ンを実行

7. プログラミングの解説

8. サンプルプログラムの拡張

9. 理解の確認とまとめ

第４ステップ以降は,グループによる学習も効果
的と思われる。ステップ７,８は省略することも可
能である。



身近な自然現象に関するサンプルシミュレーショ
ンの実行は, 多くの人が興味を持って参加する事
が可能である。NetLogoの実行,パラメータ変更
の操作は容易であり,予備知識を必要としないの
で, 皆で楽しみながら授業を進めることができる。
様々な自然現象,社会現象の理論の学習からプ
ログラミングの拡張, 作成までおこなえば,興味を
示す大学生に対して,複雑系そのものの学習に加
えて, アルゴリズムなどの学習を行うこともでき
るだろう。特にプログラムを理解し,モデルを拡
張して様々なケースについてシミュレーションを
行うことができるようになれば座学のみの場合よ
りもより深くそれらの現象を理解できる様になり,
シミュレーションの本質を学べると期待できる。

4. モデル例
ここでは NetLogo のモデルライブラリに含ま
れる例を 2つほど検討する。まず一つ目は身近な
自然現象のサンプルとして鳥の群 (Flocking)のシ
ミュレーションを取り上げる [6]。
鳥の群のモデル

図 5: 鳥の群のモデルの説明画面

多くの人が鳥が群れをなして飛んでいるのを見
たことがあるはずである。学習者にその記憶を蘇
らせておくと,シミュレーションの印象が深まるで
あろう。
モデルライブラリの ”Biology-Flocking”を選択
すると鳥の群の形成に関するモデルをシミュレー

ションを行うことができる。このモデルでは個々
の鳥が全て同じ「局所的な情報を元にしたルール」
によって行動し,リーダーが不在にも係わらず全体
としては群をなすような行動を再現する事ができ
る。このモデルでは個々の鳥は 3つのルール「整
列」,「分離」,「結合」に従っている。「整列」は
近くの他の鳥と同じ方向に進むようにするルール
で, 「分離」は他の鳥に一定の距離より近付き過
ぎない様にするルール。そしては「結合」は近く
にいる他の鳥へ向かって動く (ただし「分離」が
優先される)ルールである。また,このモデルでは
鳥の進むスピードは全て一定である。
パラメータバーで変更できるパラメータは

• 「人口 (population)」鳥の数

• 「視界 (vision)」個々の鳥の視界の広さ

• 「最小分離 (minimum-separation)」他の鳥に
近づける距離の最小値

• 「最大整列角 (max-align-turn)」整列ルール
で方向転換できる角度の最大値

• 「最大結合角 (max-cohere-run) 」結合ルー
ルで方向転換できる角度の最大値

• 「最大分離角 (max-separate-turn)」分離ルー
ルで方向転換できる角度の最大値

である。準備 (setup) ボタンで初期配置が設定さ
れてスタート (go) ボタンでシミュレーションを
開始する。シミュレーションの時間の流れの速さ
は画面上部のスピードバーでコントロール可能で
ある。
このモデルの注目すべき点は群がリーダー不在

で形成される 点である。さらにこのモデルでは鳥
の初期配置を除いて乱数が使用されない。にも係
わらず鳥の群の様な流動的な動きが生成される。
またサンプルプログラムに修正を加えることで

モデルを拡張することも出来る。このサンプルで
は個々の鳥は全ての方向の鳥を見ることができる
が, もし前方の鳥のみを認識できるようにすると
どうなるか。渡り鳥の様なＶ字型の群を形成する
にはどうすれば良いか。領域の端に壁を作るとど
うなるか。それぞれの鳥が異なるスピードを持つ
ようにするとどうなるか。この様な様々なケース



についての拡張をモデルに加える事で実際の鳥の
群の形成に関するモデルの考察やその検証を学習
者が簡単に行うことができる。
優先連結ネットワークのモデル

図 6: 優先連結ネットワークモデルの図

2つ目の例は優先連結ネットワークと呼ばれる
モデル [6]である。ネットワークの考え方は,イジ
ング模型などの統計物理学や, 脳内のニューロン
網,電力網,インターネットなど基礎科学から社会
科学までその重要性が近年強く認識されている。
また数学者による「スモールワールド」の発見,物
理学者による「スケールフリーネットワーク」の
発見など, 学問的な進展も大きい [4]。しかし,教育
の現場でこれまで取り扱われることは少なく,よ
いカリキュラムの構築が望まれている。
ネットワークモデルの中には,多数の接続を持つ

「ハブ」がわずかに存在して,その他大多数の部分
は少数の接続を持っている様なケースがしばしば
考えられる。ここで紹介する「優先連結ネットワー
ク」モデルもこの場合に相当する。このモデルは
2つの点 (以下「ノード」と呼ぶ)が線によって繋
がって (接続して)いる状態からスタートする。そ
して新しいノードが追加され,他のノードと接続
するが,どのノードに接続するかはランダムだが,
あるバイアスをかけたものとする。そのバイアス
は接続する相手を選ぶ確率がすでに持っている接
続の数に比例するというものである。このような
ネットワークは現実世界でも頻繁に現れる。例え
ば,インターネットにおけるハイパーリンクのネッ

トワークから, 人間関係のネットワークなどもそ
れに該当する場合がある。（多数のリンクを持つ
インターネットのノードは,より多くのリンクを
呼び込む。多くの知人を持つ人とは多くの人が知
り合いになりたがる。）
シミュレーションの実行画面を図 6に示した。

使い方の基本は鳥の群のモデルと同じで,「準備
(setup)」 ボタンで準備をして「スタート (Go)」
ボタンで繋がりを形成するノードが追加されてい
く。「プロット (plot)」 スイッチを On にすると
左下にあるグラフ (上)に接続の数とその数の接続
を持つノードの数のヒストグラムがプロットされ
る。グラフ (下)では同様のグラフが 対数－対数
グラフでプロットされる。
この様なモデルはしばしば冪乗則ネットワーク

とも呼ばれる。この様なネットワークでは各ノー
ドあたりの接続の数は冪分布をする。この分布は
正規分布とは異なり,平均値の所でピークを持た
ず,極値が存在する。このモデルはバラバシ (A-L。
Barabasi)によって提唱され [5], しばしばバラバ
シのスケールフリーネットワークと呼ばれる。こ
のような冪乗則ネットワークの分布は対数－対数
グラフにおいて直線的な振舞を見せる。この様子
はシミュレーションを長時間行いグラフ (下)を観
察することによって確認することができる。

5. まとめと課題
以上で検討したように NetLogo は自然現象,社

会現象などに対するシミュレーションの教育を非
常に効率的に行うことができる。ここでは,中学、
高校,大学初年級の教養教育での教育を対象とし
て考察を行ったが, 授業の工夫次第では小学生レ
ベルから一般社会人まで, シミュレーションのの
エッセンスを学ぶことができる柔軟性の高い教育
が可能なソフトウェアである。
これからの教育におけるシミュレーション学習

の重要性を考えてみても,この様なソフトを用い
た授業が大切になってくると考えている。今回は
その中でも NetLogo というソフトに焦点を絞っ
て シミュレーションプログラムの利用という教育
方法の可能性を検討してみた。

NetLogoは自然現象,社会現象のシミュレーショ
ンによる教育に関して非常に有効な手段であると
思われる。



図 7: 実行画面の説明図 (シロアリモデル)
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