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本研究グループでは，初学者のプログラミング演習の自学習の促進を目的とした Web ベースの
Ｃ言語学習支援システムの開発を行ってきた。このシステムは利用者の演習環境の構築を容易とす
るだけでなく，利用者の様々な操作のログデータをデータベースに保存することを可能とした。今
回は，この操作のログデータを活用し，演習者のモチベーションを向上させる一方策として，学習
成果を利用者に対してリアルタイムに通知する，フィードバックシステムの開発を行った。そして，
開発したシステムを用いて実際の授業での運用実験を行い，利用状況とアンケート調査をから，シ
ステムの有効性を検証した。

1．はじめに
情報教育において重要な位置を占めるプログラミングの学習では，理論的な学習（座学）だけで
なく，演習を通したプログラミングスキルの取得が不可欠である。そのため，授業中だけでは学習
時間が明らかに不足するため，授業時間外の自学習が重要となる。しかし初学者にとってプログラ
ミングの自学習は，学習環境の構築が困難なことや[1]，頻発するエラーなどによるモチベーショ
ンの維持が困難である。このような問題を解決するべく，本研究グループでは，Web アプリケーシ
ョンとして動作するＣ言語学習支援システムを開発し，これを実際の授業において運用してきた
[2][3]。このシステムの開発により，授業時間外，特に自宅等での利用率の大幅な向上が確認され
た。
しかし，個別の学習者の利用状況には大きな差異が見られ，アンケート調査においても，学習者
個人のモチベーションにも大きな差が見られた。学習環境の提供だけでは，授業中の演習及び自学
習の促進には限界がある。モチベーションの向上のためには，授業ごとに学習者個別の自学習の評
価を行うことが一つの方策であると考えられる[4][5][6]。しかし現状では個別の利用状況や学習
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状況を把握するのは，時間的な限界があり，現実的ではない。
そこで今回は，Ｃ言語学習支援システムのデータベースに蓄積された学習者の操作・学習・実行
時エラー等の定量的なログデータを利用し，リアルタイムに学習状況を演習の評価として学習者・
教員双方にフィードバックするシステムを開発する。そしてこれらのシステムの運用実験を，実際
の授業において行い，定量的なデータ分析と学習者へのアンケート分析をもとに有用性の評価を行う。

2．提案システムの概要
2.1 開発背景
本学経営情報学科 2 年次のプログラミング基礎教育の授業「プログラミング」では，授業の前半
が講義形式，後半がコンピュータを用いた演習形式で行う。1 回の授業では通常，例題が 2 問，練
習問題が 5 問出題される。例題はプリントで配布し，授業中に解説を行うが，練習問題については，
授業中に Web テキスト上に問題のみを掲載し，解答は授業終了後に公開する。練習問題のうち 1 問
はメール課題として提出を義務付けるが，それ以外は自学習用の任意課題であり，成績評価の対象
にしていない。そのため，任意課題の取り組み状況については十分把握ができておらず，取り組む
か否かの判断は学習の主体性に一任されていた。
そこで，2012 年度のプログラミング授業において，後述するＣ言語学習支援システムを利用さ
せ，演習における学習データを詳細に分析した。その結果，授業中の課題と，毎回の提出課題の 1
問はほとんどの学生が取り組んでいるものの，練習問題についての取り組みが非常に低いというこ
とが判明した。この原因は，任意課題には提出義務がないことであると推測できるが，毎回の授業
はこれらの任意問題すべてに取り組むことを前提に設計しているため，大きな問題である。しかし，
すべての任意課題に提出義務を設けることは，学習者とそれを詳細にチェックしなければならない
教員双方に大きな負担となり，現実的ではない。
そこで，Ｃ言語学習支援システムの操作によってデータベースに蓄積したログデータ等を活用
し，学習者個人の演習状況をフィードバックすることによって学習の過程を評価するシステムを開
発することとした。
2.2 Ｃ言語学習支援システムについて
本研究グループでは以前よりプログラミング教育における下記のような問題点を認識し，これら
を解決するためのシステムの開発を行い，実際に授業等で運用によって解決することを目的として
いる。
（ 1 ）プログラミング学習機会を増やすための環境構築が困難であること
（ 2 ）学習者個人の理解度・進度の把握が困難であること
（ 3 ）学習のモチベーションの維持が困難であること
（ 1 ）の問題を解決するために，プログラミング演習の環境構築を不要とする，Ｃ言語のソース
プログラムのコンパイル，実行を行うシステム「Web コンパイルシステム」を開発し，Ｃ言語のプ
ログラミング演習を Web ブラウザだけで利用できるようにした（Fig.1）。これにより，インターネ
ットに接続された端末（PC，スマートフォン等）があれば，場所を選ばずにＣ言語プログラミング
の演習が可能となり，本システムを用いた運用実験の結果，授業時間外の自学習での利用が大幅に
向上したことが分かった[2]。
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Fig.1 Web コンパイルシステムのインターフェース
（ 2 ），（ 3 ）の問題に対しては，システムへのログインや，ソースプログラムの入力記録，コン
パイル，実行等のログを学習記録としてデータベースに蓄積し，これらの膨大なデータをリアルタ
イムに分析し，学習者には個人ごとのエラー傾向を推定して通知するようにした。
2.3 開発環境
今回提案するシステムは，既存のＣ言語学習支援システムを構成する機能の一部のモジュールと
して開発，実装した。開発環境，動作環境を Table1 に示す。学習者用の PC（クライアント PC）は
Windows7 以外にも Internet Explorer や Google Chrome などの Web ブラウザが動作する環境であれ
ば利用できる。Android や iOS 等のスマートフォンやタブレットなどでも動作も確認している。
また，学習者の学習データや演習操作等のデータの集計，分析等の処理は PHP と JavaScript で行
い，ブラウザ上のメッセージやデータ入出力において画面遷移を発生させないように，Ajax
（Asynchronous JavaScript plus XML）による非同期通信を用いた。また，膨大なデータをリアルタ
イムに処理する必要があるため，サーバ側のタイムアウトを防止する処理も取り入れた。
Table1 開発環境
・学習者用 PC の OS
・サーバ OS
・Web サーバ
・DBMS
・サーバサイド言語
・クライアントサイド言語

：
：
：
：
：
：

Windows7 Professional
Windows Server2008
Apache HTTP Server 2.2.15
MySQL 5.1.41
PHP 5.2.13
JavaScript（JQuery）

2.4 フィードバックシステムの概要
このシステムは，授業中および授業時間外の学習状況を『A+』～『D』の 5 段階で評価し，学習
者および教員に提示する。フィードバックの過程を，Fig.2 に示す。
まず，学習者がＣ言語演習支援システムを用いてプログラミング演習を行う。この際の学習状況
がログとしてデータベースに保存される。このデータをリアルタイムに集計・評価を行い，学生及
び教員にフィードバックを行い，学習過程の評価を行う。評価は授業時間中の演習だけでなく，授
業時間外の評価も行う。そのため，授業中の演習が振るわなかった場合の評価のリカバリーが可能
となっている。また，授業を欠席した学習者は授業時間外の演習で評価を受けることができる。
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（１） 演習
（学習，演習データの蓄積）

（２） 学習状況の集計・評価
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（４）学習者の次回の目標設定

（３）学習者へフィードバック

Fig.2 フィードバックの流れ
演習の評価にはＣ言語学習支援システムによって取得した定量的データである学習者の操作記
録から，課題達成率と操作得点（システム上でのファイルの保存，コンパイル，実行の回数）を用
いる。課題達成率は当該のソースファイルに対する保存とプログラムの実行が完了していれば達成
したとみなし，達成率を算出する。評価基準は，前年度の運用実験の結果から得られた全学習者の
操作記録を分析し，絶対的評価と相対的評価を組み合わせて設定した。
これらの評価を学習者や教員がシステムにアクセスした段階でリアルタイムに集計・算出し，専
用のインターフェースによって学習者へ通知する（Fig.3）。この画面では 5 段階の総合評価，例題
達成率，練習問題達成率，コンパイル成功率，総タイプ数を出力する。コンパイル成功率や総タイ
プ数については，自分のレベルを把握するために，クラス平均と共に出力するようにした。また，
それ以外の具体的な評価基準については，総合評価を上げるためだけの操作を防止するため，学習
者側には非公開としている。
評価を受けた学生は，今回の評価や問題点を把握し，次回の授業の目標設定を記入する。ここで
記入した目標は，次回授業が終了するまで，演習システムのインターフェースに表示し，学習者に
問題意識を持たせるように設計した。
2.5 インターフェース
学生側のインターフェースでは，評価の確認の他，その授業における学生の反省や，次回への目
標設定なども可能としており，評価を受けた後の取り組みついても考えさせるようにしている。ま
た，簡単なアンケート機能も有しており，授業内容の理解度などについても簡単に集計することを
可能とした。

Fig.3 フィードバックシステムのインターフェース（学習者側）
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教員側のインターフェースにおいては，全学生の評価の一覧表示と個別表示する機能を開発，実
装した（Fig.4）。学習者には表示しない，詳細項目も表示可能とした。また，学習者個人の作成し
たソースプログラムごとに変更履歴を閲覧する機能を開発し，他人のソースプログラムの不正コピ
ーなどのチェックも可能とした。さらに，これらを自動的に集計することによって，すべてのソー
スから，不正コピーの疑いの強いソースの一覧を表示する機能も実装した。授業における運用時に
は，これらの機能の存在を学生に周知することにより，より強力な不正コピーの抑止力となること
が期待できる。

Fig.4 フィードバックシステムのインターフェース（教員側）

3．提案システムを用いた運用実験
3.1 運用実験概要
本システムの運用実験を，2013 年 5 月～7 月下旬の期間，本学の授業「プログラミング」におい
て実施した。対象となる学習者は，
「プログラミング」を受講する経営情報学部経営情報学科の 2 年
生の 44 名である。期間中に実施した授業の演習・試験勉強などに，今回開発したフィードバック
システムを実装したＣ言語学習支援システムを用いた演習を行わせ，各授業の終了直前にフィード
バックシステムを利用し，評価を閲覧させた。そして最終回の授業において，学習者に対する利用
者アンケートを実施した。本運用実験の結果を以下に示す。
3.2 運用実験期間のログデータの集計
システムの有効性を検証するため，フィードバックシステムを運用していなかった 2012 年度の
運用実結果と今回フィードバックシステムを運用した 2013 年度の運用実験結果を比較した。両年
度はフィードバックシステムの利用の有無の違いだけであり，授業や演習内容は同一となってい
る。受講者数もほぼ同数となっている。
まず，運用期間中の学習者一人あたりの操作，課題の取り組み率は，昨年度と比較したところ，
すべての項目において昨年度を上回った（Table2）。特に任意課題達成率と練習問題達成率は大幅に
向上したことがわかった。
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Table2 運用期間中の演習の取り組み状況（学習者一人あたりの平均）
操作項目等
保存（回）
コンパイル（回）
実行（回）
任意課題達成率（％）
例題達成率（％）
練習問題達成率（％）

昨年度
270.4
243.9
185.5
24.0
84.9
33.4

本年度
414.3
354.0
246.6
69.9
94.6
72.2

さらにこれらの結果を，授業中の学習者一人あたりの操作得点を時系列に比較すると，例題につ
いては，操作得点のピークの時刻が 10 分～20 分程度早くなっていることが分かった（Fig.5）。練習
問題については，ピーク時の時刻が昨年度と同じである一方，本年度の操作得点が昨年度を大きく
上回る。これらは「授業中に練習問題を達成すれば，その成果をフィードバックシステムで評価さ
れる」という期待から，演習の前半で例題を完了させ，後半で積極的に練習問題に取り組んでいる
学習者が多いのではないかと推測される。

Fig.5 学習者一人あたりの授業中の操作得点
3.3 運用実験後の利用者アンケート
運用実験終了後に，学習者を対象にアンケート調査を行った。回答数は 43 名であった。この中
で，演習中にフィードバックシステムの評価を意識していた学習者は，「意識した」，「少し意識し
た」を含めて 31 名であった。
「あまり意識しなかった」が 13 名いたが，
「全く意識しなかった」は
0 名であった。これらの結果から，この意識がモチベーションとなり，定量的データの分析から明
らかになった操作得点のピークのシフトや，演習問題の取り組み率向上に繋がったのではないかと
考えられる。
また，前回のフィードバック時に自ら設定した目標については，これを意識した学習者は「意識
した」，「少し意識した」を含めて 33 名であった。理由としては，同じミスをしないため，前回か
ら成長したいから，目標があるとやる気が出る等の前向きな意見が多く見られた。しかし，意識し
なかった学習者の中には，次の目標を立てられないという意見が見られた。これは授業設計におい
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て，次回の目標を立てやすい内容を考慮する必要があるのかもしれない。

4．まとめ
本研究では，学習者の操作記録などの定量的データを用い，授業中及び授業時間外の学習状況を
評価し，学習者に提示するフィードバックシステムを開発した。このシステムの開発により，これ
まではその実情が把握できず，評価が困難であった任意課題の取り組み状況を明らかにし，授業中
及び授業時間外における学習の過程の詳細で且つ，定量的な評価が可能となった。そして今回開発
したシステムを，実際の授業において運用実験を行った。その結果，昨年度の運用実験と比較し，
授業時間中の演習の取り組み状況（システム操作，ソースの作成等）が大きく向上したことが分か
った。また，任意課題の取り組み，達成率についても大幅に向上させることができた。
今後の課題として，本システムでの学習における学習者のモチベーションの評価や，収集した定
量的データから，成績不振兆候者を推測し，自動的に早期発見する機能の開発などが挙げられる。
また，現時点では固定されているフィードバックシステムでの学習状況の評価基準を，授業ごと，
教員ごとに基準を設定できる機能も検討している。
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