
Ｃ言語実習のためのｅ－ラーニングシステム

宇 野 健 岩 田 匡 紀
(2004年５月10日原稿受付) ／ (2004年５月13日原稿受理)

The e-learning system for the Clonguage programming exercise.

Takeshi UNO, Masaki IWATA

要 約

IT技術の活用法の一つとして注目を集めるe-ラーニングを利用し､ C言語の実習システムを開

発した｡ 情報技術習得のためのe-ラーニングシステムは､ 既に様々な種類が存在するが､ 実習も

同一インターフェース上で実施可能なものは殆ど存在しない｡ しかし､ プログラミング言語につ

いては､ 実習を含んだ自主学習が不可欠である｡ そこで本システムは､ C言語初学者をターゲッ

トとし､ 実習をメインとしたe-ラーニングシステムとして開発をおこなった｡ システムの開発に

おいては､ 主な利用者となる初学者へのアンケート結果なども反映させた｡ 本システムを利用す

ることにより､ C言語習得のための障壁となるコンパイラや､ その複雑な設定が不要となり､ ネッ

トワークに接続可能な環境であれば､ 機種・OSや､ 場所を選ばずに利用可能となる｡

１. はじめに

近年､ 情報技術は日々進歩しており､ 新しい技術やシステムが次々と実用化されている｡ しか

し､ 情報サービス産業ではここ数年､ ITエンジニアのスキル不足という問題に直面しており､ IT

エンジニア自身が情報に関する知識やプログラミングのスキル不足を感じている１)｡ スキル不足

の理由として企業が専門外である学生採用を行っていることがある｡ また､ 学校で受けた教育の

統計によると､ 就業以前に53.7％のITエンジニアがIT教育を受けていない｡ このような現状の中､

ITエンジニアのスキル育成を支えるものは､ 研修､ OJT､ 自己学習である｡ しかし､ ITエンジニ

アの統計１) では､ 研修やOJTに満足していないこと､ 自己学習の時間を作るのが困難なことより､

不足スキルに対して十分な対応ができていない｡ そのため､ 就業以前に情報に関する知識やプロ

グラミングの基礎が必要とされる｡

このような状況で､ 注目を集めているのがe-ラーニングである２,３)｡ e-ラーニングとは広義で

はコンピュータを利用した学習方法のことであるが､ 一般的にはコンピュータネットワークを利

用した､ 時間と場所を選ばない学習形態を指すことが多い｡ その特徴から､ IT技術習得や､ アプ
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リケーションプログラムの習得のための手段として､ 広く浸透し始めている｡ 我々の研究室にお

いても､ 授業向けのプログラミング独習用システムを開発し､ 運用をおこなっている４,５)｡

しかし､ IT教育の中でもプログラミング教育は､ 知識を植えつける教育とは異なり､ 実際にプ

ログラミングを経験し､ プログラムの流れを理解することが重要である｡ また､ プログラミング

の実習においては､ オフィス系のアプリケーションプログラムのように､ ただ単にテキストをな

ぞって実習しても､ プログラミングのスキルを身に付けることはできない｡ これは､ コンピュー

タの言語という､ それまでに経験していない概念や思考パターンが要求されることが主な原因で

あると考えられる｡ さらに､ プログラミングの習得には講義以外にも自主学習が不可欠となるが､

コンピュータに不慣れな者が､ プログラミング言語のコンパイラの環境設定等をおこなうのは困

難である｡

そこで､ 本論文ではこれらの問題を解決するため､ Web上で動作するC言語実習のためのe-ラー

ニングシステムの開発をおこなった｡

２. システムの概要

本システムは､ Javaアプレットを用いたフローチャート作成支援システム (Fig.1左) と､ Web

ブラウザ上から利用可能な､ オンラインC言語コンパイルシステム (Fig.1 右) という２つのシ

ステムからなる｡ これらのシステムがWebブラウザ上で結合し､ C言語実習のためのe-ラーニン

グシステムを構成する｡ クライアント・サーバシステムを利用しているため､ 作成したプログラ

ム等は全てサーバコンピュータに置かれる｡ そのため､ e-ラーニングを利用するユーザ側のコン

ピュータには､ 特別なPlug-in等を必要とせず､ WebブラウザとJava Virtual Machineを備えていれ

ばよい｡ また､ ネットワークに接続されてさえいれば､ 機種・OSや場所を選ばずに利用可能と

なる｡ 以下に､ 各システムについて説明する｡

Fig.1 フローチャート作成支援システム (左) とオンラインC言語コンパイルシステム (右)

３. フローチャート作成支援システム

本システムは､ ユーザ登録・認証､ フローチャート・C言語ソースの作成､ フローチャート・

ソースの保存・読み込みの３つの機能で構成されている｡ メインとなるフローチャート作成部分

では､ Web上でGUI環境が利用可能なJavaアプレットを利用した｡ また､ 作成したフローチャー
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トや､ C言語ソースを保存する必要があるが､ Javaアプレット単体ではデータの保存が不可能で

あるため､ Javaサーブレットを利用した｡ このため､ システムを稼動させるためには､ Webサー

バの他にアプリケーションサーバであるTomcatや､ TomcatとWebサーバの連結モジュール等が必

要になる｡ ただし､ これらはサーバサイドのみに必要なため､ 利用するユーザ側のPCには特別

なソフトウェアを必要としない｡ 本システムの開発環境を以下に示す｡

OS：Microsoft WindowsXP

使用言語：Java (Boland JBuilder8 J2SDK1.4.2) ,Perl (ActivePerl5.6.1) ,HTML

また､ 開発したソフトウェアの他､ サーバとしてシステムを稼動させるためには､ 以下のソフ

トウェアが必要である｡

Webサーバ：Apache ver 2.0.42

アプリケーションサーバ：Tomcat ver4.1.27

Apache2,Tomcatの連結モジュール：mod＿jk2-2.0.43.dll

以下､ 各機能について説明する｡

3. 1 ユーザ登録､ 認証

ユーザ認証はアプレットダウンロード後､ サーバと接続して行う｡ ユーザ名､ パスワードを

Apache内に暗号化して保存､ そしてユーザごとの個人フォルダを作成するようにした｡ 各ユー

ザが作成したフローチャートやソースプログラムなどのデータは､ すべてこの中に保存される｡

これにより､ 一度に複数のユーザが利用可能な､ マルチユーザシステムを実現している｡

3. 2 フローチャート・C言語ソースの作成

フローチャート・C言語ソースの作成部分はJavaアプレットで作成しており､ フローチャート

を作成する場合は､ 作成する場所と図形を選択し､ 各処理のダイアログボックスで値を入力する

ようにした｡ ダイアログボックスで値を入力する際には､ C言語のソース表示例や､ 文法上のエ

ラー処理をおこなっている (Fig.2右)｡ 図形の削除や変更の場合は右クリックでポップアップメ

ニューを表示し､ その中から処理を選択することでおこなうようにした｡ C言語のソースを作成

する場合は､ ソース作成ボタンをクリックするだけで､ 作成したフローチャートの情報を元にC

言語のソースを作成後､ 新しくウィンドウを開いて表示することが可能となる｡

Fig.2 フローチャートの作成画面 (左) と文法エラーチェック (右)
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3. 3 フローチャート・ソースプログラムの保存､ 読み込み

セキュリティ上の問題から､ Javaアプレット単体では､ データの保存等のファイル入出力に

制限がかけられている｡ そのため､ 作成したフローチャート・ソースプログラムの保存､ 読み込

みを行う部分はサーバ内のJavaサーブレットでおこなうようにした｡ Javaサーブレットはサーバ

サイドで稼動するJavaであり､ Webブラウザ上から受け取ったデータを元に処理を実行すること

が可能である｡ 今回､ Javaサーブレットを利用するにあたり､ サーバ側にアプリケーションサー

バ (Tomcat) を設置し､ Javaサーブレットを組み込んだ｡ 処理の流れの概要をFig.3に示す｡

Fig.3 ファイル入出力のための処理の概略図

① クライアント (ユーザ側) から保存 (フローチャートの情報)､ 読み込み (ユーザ名､ ファ

イル名) データをJavaサーブレットへ送信｡

② Javaサーブレットで保存､ 読み込みの処理｡

③ Javaサーブレットから保存 (保存完了のフラグ)､ 読み込み (フローチャートの情報) デー

タをクライアントへ返信｡

４. オンラインC言語コンパイルシステム

本システムは､ Webブラウザをインターフェースとし､ オンライン上でコンソールのC言語の

ソースプログラムを作成・コンパイル・実行するためのシステムである｡ 本システムを作成する

前に､ 広島県立大学のプログラミングⅠの受講者55名 (２年生) とプログラミング基礎演習の受

講者128名 (１年生) を対象に行ったプログラミングに関するアンケートを実施した｡ その中で､

家でもプログラミングを独習したいという意志を持つ学生が80％以上いるにも関わらず､ コンパ

イラの設定方法がわからないという学生が30％以上に達した｡ また､ プログラミングで理解でき

ない部分についての問では､ C言語の学習内容以前に､ エラー表示や用語がわからないという学

生が多数存在することが判明した (Fig.4)｡ つまり､ C言語の本質的な部分に達する以前の段階

で､ 困難に直面しているのである｡

そこで､ 本システムは､ 環境設定などが不要で､ 初学者でも簡単に利用できるインターフェー

スの構築と､ エラーに対するサポートの強化に重点を置いて開発をおこなった｡
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Fig.4 プログラミングで理解できない部分についてのアンケート結果

本システムの開発環境は以下の通りである｡

OS：Windows 2000

Ｃ言語コンパイラ：C＋＋Builder5.5.1

使用言語：HTML､ JavaScript､ Perl

なお､ システムを運用するためにはWebサーバが必要となる｡ 今回のシステムでは､ Apache2

を利用した｡

4. 1 C言語コンパイルシステムの概要

本システムは､ サーバ側に置かれたC言語コンパイラを､ CGIを用いてネットワーク経由で操

作することを基本としている｡ このため､ 利用するユーザ側からは､ あたかも各自のPC上でコ

ンパイル・実行するかのように扱うことが可能である｡ ユーザインターフェースは､ Webブラウ

ザ上にテキストボックス等のフォームを配置した､ 必要最低限のシンプルなデザインとした

(Fig.5)｡ 本システムが持つ基本的な機能は､ 以下の通りである｡

(１) ソースプログラムや実行ファイルの作成・保存・読み込み (ファイル処理)

(２) コンパイル実行と､ エラー・警告表示

(３) ユーザ管理 (ユーザ登録､ 認証等)

Fig.5 オンラインC言語コンパイルシステムのインターフェースの一部

Ｃ言語実習のためのｅ－ラーニングシステム (宇野・岩田) 93



(１) のソースプログラムの管理については､ すべてCGIによって実現している｡ また､ (３)

については､ フローチャート作成支援システムの章において説明している｡ 以下に､ (２) のエ

ラー・警告表示について説明する｡

4. 2 エラー･警告表示

アンケートにもあったように､ コンパイル時のエラーがプログラミング初学者の大きなハード

ルの１つになっている｡ 実際､ 市販のコンパイラから表示されるエラーメッセージは､ 専門用語

が多用されており､ さらに実際のエラーのある行とは違う行を指すことが多い (これはエラー検

知の方法の問題であり､ コンパイラが誤っているわけではない)｡ そこで､ 今回はエラー表示を

容易にし､ エラーメッセージとエラー番号から､ 考えうるパターンを具体例として表示する機能

を付加した｡ これにより､ 初学者の独力でのエラー解決を支援することができる｡

ソースプログラムにエラーが存在すると､ コンパイル実行時にFig.6に示すようなエラー画面

が表示される｡ この表示の時点で既に､ 元のコンパイラのエラー表示よりも詳細な情報が表示さ

れる｡

Fig.6 コンパイルエラー時の表示

さらに､ 各エラーの行末に配置されたボタンをクリックすることにより､ さらに詳細なエラー

の解説と､ 予想されるエラーの具体例を記述したウィンドウが表示される (Fig.7)｡

Fig.7 エラーの解説画面

広島県立大学紀要 第16巻 第１号94



4. 3 作成ソースのコンパイル､ 実行

C言語コンパイルシステムのインターフェース上で作成､ あるいは読み込んだソースプログラ

ムは､ そのままWebブラウザ上でコンパイル・実行が可能である (実際はサーバ上でコンパイル・

実行された結果がWebブラウザ上に表示される)｡ また､ フローチャート作成支援システム上で

自動作成されたソースプログラムは､ サーバに保存後､ 新規ブラウザ上に起動したC言語コンパ

イルシステムによって､ コンパイル・実行がおこなわれる｡ いずれのシステムからの実行におい

ても､ ユーザは実行ボタンを押すだけの操作となっており､ システムの違いに戸惑うことはない｡

５. お わ り に

本論文では､ C言語習得のためのe-ラーニングシステムを開発した｡ システムは､ インターフェー

スをWebブラウザとし､ CGI､ Javaアプレット､ サーブレットを用いているため､ インターネッ

トへの接続が可能なコンピュータであればOSや機種に依存することなく使用することが可能に

なった｡ また､ インターフェースにWebブラウザを使用しているため､ C言語のコンパイラなど

の複雑な環境設定は不要になった｡ さらにユーザ認証機能を導入することによって､ 複数のユー

ザが同時使用可能なマルチユーザシステムとなった｡

フローチャート作成システムでは､ JavaアプレットによるGUIインターフェースを採用した｡

またフローチャート作成中､ 値を入力する際には､ 文法上のエラー処理､ C言語のソース表示例

の出力を可能とした｡ さらにフローチャートからプログラムソースを作成し､ 実行することで､

プログラミングにおける処理の流れや設計図をイメージする学習が可能である｡

オンラインC言語コンパイルシステムでは､ Webベースのインターフェースから､ コンソール

ベースのC言語ソースのコンパイル・実行を可能にした｡ そのため､ ユーザは複雑なコンパイラ

の設定をすることなく､ 機種・OSにも依存することなく､ C言語のコンパイラ環境を手にするこ

とが可能になる｡ また､ 初学者の難関の一つであるコンパイルエラーへの対策として､ エラー発

生時におけるメッセージの解説や､ 実際に犯しているであろうミスのパターンなどを列記する機

能など付加した｡ さらにフローチャート作成支援システムで作成したソースプログラムを､ 直接

読み込んでコンパイル・実行することが可能となった｡

今後はJavaアプレットのパフォーマンス向上 (再描画の回数を減らすこと､ 描画要求の最適化

など)､ 標準ライブラリ関数の追加､ Ｃ言語以外のプログラム言語への対応等をおこなう予定で

ある｡ また､ 実際に利用したユーザにアンケート等を実施し､ 機能や操作性の評価をおこない､

システムの改善に活用したいと考えている｡
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