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概要 

講義科目をオンラインで教育する手法は既に確立されているが、学生の演習を中心に授

業を行う科目ではそれぞれの科目の特性に応じた教材の開発が必要となる。筆者らは独自

コンパイラを用いたオンライン教育用のプログラム開発実行環境を構築したが、オンデマ

ンド型の遠隔教育においては、プログラミング作業における学生の支援が難しいため、出

来る限り学生自身が問題を自己解決することが求められる。多くのデバッガが備えるプロ

グラムのスロース実行機能は、プログラムの動作を観察できるため、プログラミング教育

でも利用されている。そこで、ブラウザ上でプログラムの開発実行が行えるプログラミン

グ環境に、スロー実行機能を実装した。本稿は開発した遠隔教育用プログラム開発実行環

境について報告するものである。 

 

1  はじめに 

社会的な要請により、2020 年より初等中等教育

においてプログラミング教育が必修化される。し

かし、プログラミングの能力は必修化対象の世代

だけが必要なのではなく、それ以前の学生にとっ

ても重要なものである。このため、大学教育にお

いても、例えば一般教養科目として全学生を対象

としてプログラミング教育行う必要がある。 

通信制大学では多くの学生が在宅で学び、一部

インターネットを活用したオンライン学習（メデ

ィア授業）が実施されている。オンライン学習を

行う自宅のコンピュータ環境はさまざまであり、

単一の科目のために、新たにコンピュータ環境を

整備させることは難しい。一方、情報を専門とす

る学部・学科であればサーバ設置に関してはコン

センサスを得やすいが、そうでない場合、別途演

習用としてサーバを設置することは難しい。 

このようなニーズに対応するため、演習用サー

バを用いず学習を行うことができるプログラム開

発実行環境を構築した[1]。これは、C 言語プログ

ラミング開発や実行をブラウザ上で行うための仕

組みで、C コンパイラやバイトコード・インタプ

リタを JavaScript で記述したものである。 

通信制大学は学生が自由な時間に学ぶことが

できるオンデマンド教育を行うが、遠隔オンデマ

ンド教育では集合型プログラミング教育で行われ

ているような机間巡回によって学生が行き詰まっ

ている状態を把握することができない。もちろん、

メールや掲示板によって疑問点を質問することは

できるが、レスポンスまで時間を要する等の制約

がある。つまり、通信教育は自己学習が基本であ

って、学習者により大きな役割が期待されている。

逆に言えば、通信教育で用いる学習教材では、自

己学習をサポートする仕掛け作りが重要となるの

である。 

ところで、スロー実行機能とは、プログラムを

一行ずつ実行し、エディタ上で対応する文が順次

ハイライト表示されるもので、多くのデバッガが

有する機能である。このスロー実行を用いると、

繰り返しや条件分岐といった制御構構造における

プログラムの動作が視覚的に伝わり、初学者にプ

ログラムの動作を理解させることが可能となる[2]。

プログラミングの学習において条件分岐や繰返し

といった制御構造の単元で躓く学生は多いため、

本演習環境にもスロー実行機能を実装することと

した。 

本稿は、開発した遠隔プログラミング教育シス



テムにおける学習を支援する仕組みについて報告

するものである。 

2  遠隔教育のためのプログラミン言語

教育環境 

2.1遠隔教育のためのプログラミン言語教育環境 

筆者らが開発した遠隔教育用のC言語プログラ

ム開発実行環境（図１）は JavaScript で C コンパ

イラ、バイトコード・インタプリタを記述したも

ので、演習用サーバが不要でありブラウザ単体で

動作する。その特徴は以下の通りである。なお、

本システムで用いるインタプリタは完全なスタッ

クマシンではないが、説明を簡単にするためバイ

トコード・インタプリタという用語を用いている。 

(1) エディタに CodeMirror を用いており、シンタ

ックスハイライトが可能。 

(2) コンパイルから実行までをワン・クリックで

指示できる。 

(3) プログラムからキー入力や画面表示を行うこ

とができ、コンソールベースの課題を実施で

きる。 

 

図 1 遠隔教育用プログラミング環境 

 

2.2擬似同期コンソール出力機能 

現時点において JavaScript はブラウザ上で動作

する唯一の言語であるが、JavaScript が処理を行っ

ている間、ブラウザの画面は更新されない。この

JavaScript の仕様は初学者向けのプログラミング

環境において大きな問題となる。例えば、繰返し

の終了判定の記述を誤り、無限ループとなるよう

にプログラムを記述してしまうと、ブラウザがフ

リーズした状態になり、学習者が混乱してしまう。

さらに、JavaScriptはプログラム実行途中で中断さ

せることができない点も、演習環境として問題が

大きい。 

ところで、バイトコード・インタプリタは状態

変数が保持されていれば任意の時点で停止させる

ことができる。そこで、開発したプログラミング

教育環境では、プログラムの実行を数十ミリ秒間

隔で停止しながらブラウザに画面更新の機会を与

えている。このことによって、本演習環境では、

for ループを使って文字を表示するようなプログ

ラムであっても、プログラムの進行に合わせ滑ら

かに文字が表示されるようになっている。また、

実行停止ボタンをクリックすることによって、プ

ログラムの実行停止がいつでも可能となっている。 

JavaScript でバイトコード・インタプリタを記述

する方式の欠点は、処理が遅くなることである。

表 1に 7桁の整数”3456793”が素数であることを判

定するプログラムを実行した場合の処理時間を示

す。Visual-C と比較すると、最も速い Firefox でも

460 倍遅い。また、同じプログラムを JavaScript に

書き換え Firefox で実行した場合よりも、190 倍遅

くなっている。 

JavaScript が 0.032 秒と非常に健闘しているが、

これは、最近の JavaScript実行環境がプログラムロ

ード時に JIT コンパイルするためであると考えら

れる。また、処理速度はブラウザによって大きく

異なり、最も速い Firefox と最も遅い IE では 7 倍

の開きがあった。なお、Safari は Windows 版の開

発が止まっているため参考とした。 

 

表 素数判定プログラムの実行時間 

Firefox ver.48 6 秒 

chrome ver.52 26 秒 

IE ver.11 42 秒 

Safari ver.5（参考） 165 秒 

Visual-C 0.013 秒 

JavaScript on Firefox 0.032 秒 

 

3 遠隔プログラミング教育 

集合型のプログラミング教育では、事前に教員

が文法や課題内容について説明を行い、学生がパ

ソコン上でプログラミングの課題を行い、最後に

教員が解説を行うという流れで実施されている。

この中で、事前の説明の部分と最後の解説部分は

動画教材とすることができるため、事前説明の動

画、プログラミング演習、解説動画を組み合わせ



ることで、遠隔プログラミング教育を行うことが

できる。 

ところで、オンデマンド型の授業では、学生は

各自の都合の良い時間に演習を行うため、教員が

モニタの前で監視している時間帯に作業を行うと

は限らない。オンデマンド型の遠隔プログラミン

グ教育では、学生と教員のコミュニケーション手

段が非同期のものに限られるため、対面授業と同

等のサポートを行うことは難しい。 

このように、遠隔プログラミング教育では対面

学習に比べ、プログラミング作業時の学生支援が

難しい点に困難さがある。以下これらを克服する

ための方法について説明する。 

3.1 コンパイラの仕様 

本演習システムは独自Cコンパイラを用いてい

る。この C コンパイラは、ポインタ無し、基本型

が intと doubleのみなど独自の仕様となっている。 

これは、授業で扱う範囲が限定されるため、必

要なもののみ実装した結果であるが、学習をスム

ーズに進めるための工夫も含んでいる。 

C 言語ではネストしたブロックのローカル変数

に同じ名前をつけることができるが、このような

プログラムは判読しにくい。そもそも、同じ名前

をつける必要性もなく、間違って同じ名前を付け

た可能性が高い。ミスによりこのような記述がな

された場合、コンパイルは正常終了するが意図し

た動作とならず原因の究明に時間が掛かる。 

実は、Java ではこのようなケースを文法エラー

としている。そこで、本コンパイラではネストし

たブロックのローカル変数、さらに、グローバル

変数とローカル変数に同じ名前を付けた場合、警

告を出すこととした。 

さらに、配列の初期化を行う場合、C 言語では

配列のサイズと初期値の数が一致しなくてもよい。

しかし、これも入力ミスの可能性が高いと考え、

警告を出すこととした。 

本システムでは、プログラムミスの可能性のあ

る書き方をできるだけコンパイル時にチェックし

文法エラーとすることで、デバッグしやすい環境

を提供している。 

3.2 質問回答の仕組み 

moodle 等の LMS には電子掲示板（フォーラム

と言う）が準備され、質疑応答の仕組みとして利

用されている。しかし、このフォーラム機能は各

LMSが独自のAPIによって実現している機能であ

り、学習教材（例えば SCORM の SCO）の中に取

り込むことはできない。このため、作業中に質問

があれば、教材を閉じて、フォーラムに移るとい

う手順が必要になり、あまり使い勝手の良いもの

ではない。さらに、質問にプログラムの一部を添

付する場合などでは、教材とフォーラムの行き来

が必要となり、できるだけ簡単に質問とプログラ

ミング作業の切り替えができる方がよい。そこで、

本システムでは、演習中に簡単に質問できるよう

に、フォーラム機能へのリンクを張ったボタンを

配置し、ワン・クリックでフォーラム機能へ画面

が切り替わるようにしている。 

3.3 スロー実行機能 

既に説明したように、本システムは C プログラ

ムをバイトコードまでコンパイルし、インタプリ

タで実行している。そこで、実行文（式）のコー

ド生成時に、エディタ上の文の位置をオペランド

とするハイライト表示命令を出力することによっ

てスロー実行機能を実現した。 

 

図２ スロー実行時の画面 

図２はスロー実行時の画面の一部を拡大した

ものであるが、for 文（5 行目）の制御変数のイン

クリメント（”i++”の意味）がハイライト表示され、

その部分が実行中であることを示している。 

スロー実行機能を利用すれば、初学者が躓きや

すい繰返し等の演習において、プログラムの動作

を視覚的に観察することが可能であり、理解を促

進することが可能になると考えられる。 

また、スロー実行機能は、元々デバッガの持つ

機能であるため、プログラムが意図した動作をし

ないとき、学習者がその原因を探る目的でも利用

することができる。 

4 まとめ 

C 言語を JavaScript に変換できる各種ツールが

存在し、C 言語で書かれたプログラムをブラウザ

上で実行することができる。しかし、JavaScript は

シングルスレッド動作が基本であり、プログラム

実行中は画面の更新が行われない。 

本システムでは、バイトコード・インタプリタ

を一定のタイミングで停止することで擬似的なマ



ルチスレッドを実現しており、画面がプログラム

実行中に更新可能となっている。また、実行停止

ボタンによって、実行を途中でキャンセルするこ

とも可能となっている。 

バイトコード・インタプリタを JavaScript で実

行する方式は処理速度が遅くなるのが欠点である。

さらに、本システムは同期コンソール出力のため

数十ミリ秒ごとに SetTimeout 関数を使いプログラ

ムの実行を停止しており、この仕様もプログラム

の実行速度を遅くする要因である。 

もちろん、本方式でも最適化、バイトコードの

改善やバイトコード・インタプリタの実装方法の

工夫などによって高速化することは可能である。

しかし、単純に CPUクロックだけ考えると、現在

の標準的なパソコンのクロックが 2GHz であると

すれば、本システムは 4MHz（≒2GHz ÷460）程

度のコンピュータと同等の性能があることになる。

これは、初期の NEC PC-9801 程度の処理速度であ

り、その当時も、プログラミング演習の授業が問

題なく実施されていたことを考えれば、現状にお

いてもプログラミング演習用として十分な性能が

あるといえる。さらに、グラフィックス処理など

JavaScript にまとまった処理を依頼する部分は、高

速に動作し、描画を繰り返してアニメーションを

表現するような課題を実施することができる。 

なお、前述の素数判定プログラムでは、奇数の

みを用いて平方根までのチェックを行うように改

良すれば、最も遅い IE でも 0.08 秒まで処理時間

が短くなる。このような体感できる差があると、

アルゴリズムを工夫する意義が伝わりやすいとい

うこともできる。 

集合型教育では学生が同時に授業を開始して

演習を行い、同時に終了することが求められる。

もちろん、完成しない場合は宿題とすることもあ

るが、授業途中で行う説明のための簡単な演習で

は、演習を終えた学生への配慮や授業の進行を優

先し、作業が完了していない学生がいても途中で

打ち切るケースも多い。この点、オンライン・オ

ンデマンド学習は各学生が自分のペースで学習す

ることができるため、プログラミング教育には適

している方式であるということが出来る。 

オンライン・オンデマンド教育では学生への質

問対応には非同期コミュニケーションツールを利

用することになり、学習者は質問した時点で学習

を中断することになる。しかし、通信制大学では、

メディア授業の質問対応は原則として 24 時間以

内に行っており、それほど長く中断するわけでは

ない。また、学習中断時に学習者がそのことを気

に掛けて自ら答えに気づくこともあり、中断が学

習にプラスに働く可能性もある。 

一方、対面型授業においても教員や TA のマン

パワーの問題により机間巡回によって学生の行き

詰まりを把握することには限界がある。このため、

学生の行き詰まりの状態を自動的に把握する研究

が数多く行われている[3-6]。今後、プログラミン

グ作業中の支援を一部自動的に行う仕組みについ

ても検討していく。 

SCORM の後継の API として CMI5（xAPI）が

策定され、今後 moodleでも CMI5 が利用可能にな

ると考えられる。本システムでは質問・回答を行

う掲示板として moodle のフォーラム機能を用い

ており、質問する場合に画面の切り替えが必要と

なるが、CMI5 を利用すれば、質問・回答機能を教

材に取り込むことが可能となり、さらに学習しや

すい教材が開発できるであろう。 
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