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実践的プログラミング教育の支援環境における活動履歴を用
いた活動パターン抽出の試み
高橋 真奈茄1,a)

小出 洋2,b)

近藤 秀樹3,c)

概要：本研究は，具体的な機能をもつソフトウェア開発を行う実践的なプログラミング演習授業のための
支援環境の開発において，学習者の学習進度を把握する機能の実現を目的とする．学習進度把握機能の実
現するために，同じ授業を受講する学習者の PC 上の網羅的な活動履歴を利用し，学習者ごとの活動パ
ターンを抽出する手法を提案する．実践的なプログラミング演習授業における目標は，プログラミング言
語の機能を組み合わせて具体的な機能を実現するソフトウェアを開発することである．学習者が目標を達
成するためには，プログラミング熟達者が利用するソフトウェア開発環境と同等であること，つまり，プ
ログラミング言語の機能を十分に活用できること，統合開発環境以外のツールを利用できること，仕様書
や講義資料，インターネット上の情報といった様々な資源を利用できること，といった条件を満たす制約
のない環境が必要である．このような制約のない環境において学習者の学習進度を把握するため，網羅的
な活動履歴を利用する．その中でも，PC 上のアクティブアプリケーションウィンドウの遷移に注目する．
属人性の高い情報を分析するため，K-means 法を用いた活動履歴の分類を試みる．実際に開講されている
プログラミング実習授業を受講する学習者のうち 24 名の活動履歴を分析した結果，属人性を抑えた活動パ
ターン抽出の可能性，学習者は予想より多様性に富んだ活動パターンを示すこと，同じ授業を受講する学
習者は制約のない的環境であっても共通したアプリケーションを利用することが示唆された．
キーワード：教育学習過程の情報化，実践的プログラミング教育，プログラミング教育支援，学習過程，
活動履歴，NecoLogger

A Trial of Extracting Activity Pattern by Using Activities on PC on
Auxiliary Environment for Practical Programming Education
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Hiroshi Koide2,b)
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Abstract: We have been developping an environment to support practical programming exercise. In this
paper, we realize functions to us understand progresses of learning in the envrionment. In our proposal,
we analyze diferences between learners by collecting acrivities of them who learn same lectures. The goal
of the practical programming exersice make learners develop practical application programs by using programming tools and/or libraries. Thus, to learners achieve this goal, the programiming envrionments which
are equivalent to them experts are using are required. The programming environments in this proposal
have following requiremnts and do not have a restriction. (1) The learners can use all functions of the programming languages. (2) The learners can use not only a specified integrated programming environment
but also any kinds of programming tools. (3) The learners can access any information including language
specification, reference materials of the lecture, infomation on Internet. In this paper, the authors propose
classfications for learner’s activities by using K-means method for movement of ative application windows in
the comprehensive activities on PC.
Keywords: Education and learning process informatization, Practical programming education, support of
programming education, Learning progression, Activities on PC, NecoLogger
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法は，つまずきに気づくために時間が必要であること，学

1. はじめに

習者がつまずきを自覚しても自発的に挙手をしない傾向

本研究は実践的プログラミング教育において，授業中の

があること，などの問題があった．つまずきに気づきにく

学習者の学習進度を把握することを目的とする．本研究で

い環境を改善するという動機から，学習進度把握という問

は，プログラミング言語の機能を組み合わせてソフトウェ

題を設定する．指導者や TA が学習者のつまずきに気づく

アを開発することを目標にしたプログラミング教育を「実

までの時間を短縮することで，指導が必要な学習者をすみ

践的プログラミング教育」と呼称する．

やかに発見できる．また，学習進度を把握することで，進

プログラミング教育の目標には，計算論的思考 [1] を習得

度の悪い学習者から順に指導にあたることができ，学習者

すること，情報科学の基礎を理解すること，プログラミン

全体の理解度の水準を向上できる．以上の 2 点から，授業

グ言語の機能を理解すること，などが挙げられており，こ

中の学習者の学習進度を把握することにより，効果的に個

ういった目標に対する提案は多くなされている [2][3]．こ

別指導を行いたい，という指導者の要望を満たすことがで

れに対して，実践的プログラミング教育についての提案は

きる．

少ない．実践的プログラミング教育はプログラミング言語

本研究では，学習進度把握という問題に対して，PC 上

の機能を十分に活用すること，統合開発環境に限らず様々

の網羅的な活動履歴を利用する手法を提案する．活動履歴

なツールを利用すること，仕様書や講義資料に加えてイン

から学習者の活動パターン抽出することで，活動パターン

ターネット上の情報といった情報資源を利用すること，と

と学習進度の関連性を検証する．

いった条件を満たした，制約のない環境で行われる．こう
いった環境で学習を行うことで，ソフトウェア開発のプロ
セスを実践的に学ぶことができる．しかし，環境に制約が

2. 提案手法・アプローチ
2.1 既存研究との比較

ないことには，デメリットも存在する．制限のある教育的

これまでにも，プログラミング演習授業中につまずく学

環境に比べて，学習者が複雑で多様な原因によって学習に

習者を発見する機能をもつ Web ベースの支援環境が提案

つまずいてしまうことである．このようなつまずきに対処

されてきた [4][5]．想定する授業はいずれも，プログラミ

するには，全員に解説を行う指導方法ではなく，学習者の

ング言語の機能を使いこなすこと目標として演習を行うも

つまずきを個別に解決するための個別指導が必要である．

のである．市村らの研究では，演習の解答として数十行程

大学で実践的プログラミング教育を目的とした授業を行

度の短いプログラムを想定している [4]．加藤らの研究で

う例として，指導者 1 名，ティーチングアシスタント（TA）

は，
「算術演算子と式」
「条件分岐」
「論理演算子」
「繰り返

2 名が 90 分の授業を行い，そのうち 60 分を実習に充てる

し」の 4 つを学習内容とする授業科目を対象にして実験を

モデルを仮定する．学習者 1 人につき数分の個別指導を行

行っている [5]．短いプログラムを決まった機能で書くの

うとすれば，一度の授業で受け持つ学習者は 20 人程度が

であれば，条件を満たす教育的環境を用意することは現実

理想である．しかし，実際には一度の授業で 100 人程度の

的である．

学習者を受け持つこともある．こういった現状において，
効果的に個別指導を行いたい，という要望がある．

しかし，実践的プログラミング教育は，プログラミング
言語の多くの機能を組み合わせて具体的な機能を実現する

個別指導は学習者のつまずきをきっかけに行われるが，

ソフトウェアを開発することを目標とする．学習者が目標

学習者のつまずきは一見しては分からない．また，熟達者

を達成するためには，プログラミング言語の機能を十分に

であればつまずいていると気づく状況であっても，学習者

活用できること，自由にツールを利用できること，仕様書

がそれをつまずきと気づかない場合もある．これまでの個

や講義資料，インターネット上の情報といった様々な資源

別指導のきっかけ作りには，指導者と TA が教室を巡回す

を利用できること，といった条件を満たす制約のない環境

る方法，学習者に挙手を促す方法，学習者の PC 画面を一

が必要である．このすべてを網羅する教育的環境を用意す

覧表示しておく方法，などが採用されてきた．これらの方

ることは容易ではない．また，プログラミング熟達者が利
用するような開発環境で実習を行うことで，より実践的な
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教育を行えることが期待できる．そこで，本研究では学習
者の環境に依存しない支援環境の開発を試みる．

2.2 本研究のアプローチ
本研究はプログラミング実習授業を受講する学習者の網
羅的な活動履歴を収集し，学習者ごとの活動パターンを抽
出する，という手法を提案する．
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授業を受講する学習者は，制約のない環境で実習を行う．

( 3 ) キーストローク

制約のない環境で学習者の活動を観察するには，特定の

キーボードを操作が発生するたびに文字やキーコード

アプリケーションに限らない履歴が必要である．そこで，

などを記録したデータである．

ユーザの活動を PC 上の環境全体にわたって網羅的に記

( 4 ) マウス操作

録したデータを収集する手法 [7] に基づいて開発された，

ポインティングデバイスを操作するたびにポインタの

NecoLogger X[8] を使用して活動履歴を記録・収集する．

座標や操作されたボタンの種類などを記録したデータ

NecoLogger X のプログラミング教育への利用については，

である．』
図 1 に収集したアプリケーションウィンドウのデータの

近藤らがプログラミング実習授業に NecoLogger X を導入
し，学習者の活動を分析している [9]．近藤らは，学習者が

一部を示す．

多様な学習資源を利用すること，学習者の活動パターンと
成績の関連性の示唆されること，などを報告している．成
績には学習者の授業に対する理解度が反映され，学習者の
理解度は学習進度に依存する．このことから，学習者の活
動パターンと成績の関連性が明らかになれば，学習者の活
動パターンと授業中の学習進度を明らかにできると仮定す
る．仮定に基づき，学習進度把握のために活動パターンと
成績との関連性を分析する．
活動履歴と活動パターンについて考察を加える．活動パ
ターンとは，学習者の目的が遷移する様子であると考える．
学習者の目的は，プログラムを書く，講義資料を閲覧する，
などが挙げられる．プログラムを書く場合は IDE を使用す
る，講義資料を閲覧する場合は Web ブラウザを使用する，
など，学習者は目的に則した活動をする．また，どういっ
た活動履歴がどのような目的に則したものであるかは，属
人性の高い情報である．例えば，ある学習者はプログラム
図 1 アプリケーションウィンドウのデータの一部

を書くために Emacs を使用するが，別の学習者は Vim を
使用する．このような目的と活動履歴の関係を，手作業で
探るのは現実的でない．属人性の高い活動履歴の分析手法
として，ユーザが直近で使用したアプリケーション（アク

NecoLogger X では常駐アプリケーションのデータも記録

ティブアプリケーション）を K-means 法を用いて分類す

しているため，アクティブアプリケーションのウィンドウ

る手法が提案され，日常的な活動履歴の分類が行われてい

データのみを抽出するフィルタリングが必要である．アク

る [6]．プログラミング実習授業を受講する学習者に対し

ティブアプリケーションのウィンドウデータは，ウィンド

てこの手法を適用し，有用な活動パターンが観察できるか

ウの大きさにしきい値を設けることで抽出できる [6]．

を検証する．

NecoLogger X を軸とする分析システムは，高橋らの提

NecoLogger X が記録する活動履歴について，高橋らの
論文 [6] から引用する．『NecoLogger X が記録するデータ
は次の 4 つである．データには全てタイムスタンプと個別
の ID が付与されている．

案 [6] と同様のものを構築した．

3. 実験
3.1 実験方法

( 1 ) 画面イメージ

学習者による活動履歴の属人性を抑えた活動パターンの

10 秒ごとに PC 画面全体のスクリーンショットを撮影

抽出を目的とし，実験を行う．

したデータである．なお，一定時間キーストロークや
マウス操作が無い場合，撮影は行われない．

実際に開講されているプログラミング実習授業を対象と
して，実験に同意を得た学習者 24 名の活動履歴を授業の

( 2 ) アプリケーションウィンドウ

開講時期全体を通して収集した．授業は講義と実習を織り

10 秒ごとに起動されている全アプリケーションウィン

交ぜた形式である．授業で使用する PC は授業時間外でも

ドウについて，ウィンドウのタイトル文字列，ウィン

自由に利用することができるため，授業外の時間に教室で

ドウを起動しているアプリケーションの名称，画面上

PC を使用する間の活動履歴も併せて収集した．学習者の

での座標と大きさ，全てのウィンドウの重なり順を記

自主的な学習の時間における活動履歴を併せて収集するこ

録したデータである．

とで，より多くの情報を得られることが期待できる．

©2017 Information Processing Society of Japan

- 249 -

「情報教育シンポジウム」2017年8月

収集した活動履歴から特徴値を抽出する．対象とする活

NetBeans，Empty string，Firefox，NecoLogger であった．

動履歴はアクティブアプリケーションで，特徴抽出は高橋

Empty string は window owner の値が空であったことを

らの『特徴値は，5 分ごとのアプリケーション種別に対す

表す．GoogleChrome は PC のデフォルトに設定されてい

るウィンドウの度数を用いる．特徴値に時系列情報は加え

る Web ブラウザである．NetBeans は，授業で推奨してい

ない．』という方法 [6] で行う．5 分ごとのアプリケーショ

る IDE である．Firefox は PC にインストールされている

ン種別に対するウィンドウの度数のグラフの例として，図

Web ブラウザである．NecoLogger は本研究で用いた活動

2 に学習者 E の 2016 年 10 月 21 時の 8 時 30 分から 12 時

履歴の記録・収集システムの NecoLogger X である．他に

20 分までの記録を示す．グラフの横軸は時間軸である．縦

も OS X の標準 Web ブラウザである Safari や，UI 構築

軸は度数の積み上げで，最大値は 30 である．5 分のうち，

ツールである SceneBuilder がよく利用されていた．

NecoLogger X が活動履歴を記録していない時間があれば，

図 3 に全 24 名の被験者それぞれの，アクティブアプリ

積み上げは 30 より小さくなる．なお，5 分間 PC が起動し

ケーションウィンドウの分類結果を示す．これは実験に同

ている状態であっても，NecoLogger X が活動履歴を記録

意を得た全被験者が授業に出席した，2016 年 10 月 21 日

する際の遅延によって数値がずれている箇所がある．棒の

の 8 時 30 分から 12 時 20 分のデータである．匿名化した

色はアプリケーション種別によって色分けされている．凡

被験者名のラベル，2 つもしくは 3 つのグラフの組と凡例

例は棒の色とアプリケーション種別の対応を表している．

が，被験者 1 人分の分類結果である．図 3 は，横 3 つ縦 8

図 2 を例にして，グラフの読み方を説明する．一番左端の

つに全被験者の分類結果を並べて示している．

棒は 8 時 50 分から 8 時 55 分の記録で，積み上げは 14 であ
る．棒は GoogleChrome に対応する色であるから，8 時 50
分から 8 時 55 分の間，学習者 E の PC では GoogleChrome

24 名の被験者の実験結果から，3 つの代表的な活動パ
ターンがあることが読み取れる．

がアクティブアプリケーションになっていることが読み取
れる．

1 つ目は学習者 E に代表される活動パターンで，7 名の
被験者（C，E，H，K，N，T，X）にこの傾向がみられる．
図 4 に学習者 E の活動パターンを示す．この活動パターン

分類は Python スクリプトを作成して行う．分類アル
ゴリズムには Python 向けの機械学習ライブラリである

の特徴は，次の 3 つである．

( 1 ) GoogleChrome を主成分とするクラスタが授業の序盤，

scikit-learn で実装されている K-means 法を用いる．分類
スクリプトにより，時系列に対するクラスタの遷移，つま

中盤，終盤に，30 分ほど現れる

( 2 ) NetBeans や SceneBuilder を主成分とするクラスタが，

り活動パターンであると予想する結果が得られる．分類ク
ラスタの数は 3 つに設定する．K-means 法のアルゴリズム

序盤の後，中盤の後に現れる

( 3 ) GoogleChrome が主成分のクラスタと，NetBeans や

では，クラスタの数が設定より減る場合がある．

SceneBuilder を主成分とするクラスタがバランスよく

分類結果は視覚化ツール Kibana を用いてブラウザ上に

現れる

表示する．5 分ごとのアプリケーション種別に対するウィ

2 つ目は学習者 U に代表される活動パターンで，5 名の

ンドウの度数を表す棒グラフを分類されたクラスごとに分

被験者（A，I，M，U，V）にこの傾向がみられる．図 5 に

割することで，分類結果を表す．分類結果のグラフの横軸，

学習者 E の活動パターンを示す．この活動パターンの特徴

棒の色分け，凡例は図 2 の特徴値のグラフと同様である．

は，次の 2 つである．

縦軸は度数の積み上げであるが，分類で得られたクラスタ

( 1 ) NetBeans や SceneBuilder を主成分とするクラスタが，

によって縦 3 つに分割されており，それぞれの縦軸に対し
て棒グラフを 1 つず描画する．なお，描画対象として指定

授業時間の多くを占める

( 2 ) NetBeans や SceneBuilder を主成分とするクラスタが，

した期間によってはクラスタに属するデータが含まれない

30 分から 120 分ほどの長さで現れる

ため，縦軸の分割が 2 つで，描画される棒グラフも 2 つと
なる場合がある．

3 つ目は学習者 J に代表される活動パターンで，3 名の
被験者（J，O，R）にこの傾向がみられる．図 6 に学習者

評価方法は，グラフの観察と考察である．異なる活動履

J の活動パターンを示す．この活動パターンの特徴は，次

歴，つまり，学習者によって異なるアプリケーションを使

の 2 つである．

用している場合でも，同じ活動パターンが抽出できるかを

( 1 ) GoogleChrome を主成分とするクラスタが，授業時間

主眼において考察する．

の多くを占める

( 2 ) GoogleChrome を主成分とするクラスタが，60 分から
3.2 実験結果

90 分ほどの長さで現れる

学習者全体を通しての数値的な分析結果を述べる．ア
プリケーションの利用頻度は高い順に，GoogleChrome，
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図 2 学習者 E の特徴値のグラフ
学習者A

学習者B

学習者C

学習者D

学習者E

学習者F

学習者G

学習者H

学習者I

学習者J

学習者K

学習者L

学習者M

学習者N

学習者O

学習者P

学習者Q

学習者R

学習者S

学習者T

学習者U

学習者V

学習者W

学習者X

図 3

全学習者の活動パターン一覧

1 つ目は，3 つの代表的な活動パターンに該当する被験

活動パターンを示す．多くの被験者は Web ブラウザとし

者と異なるアプリケーションを利用する被験者が存在す

て GoogleChrome を使用しているが，Firefox や Safari を

ることである．図 7 にこのケースに該当する学習者 F の

使用する被験者が存在した．3 名の被験者（F，G，B）は
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Firefox を使用している．4 名の被験者（P，O，W，S）は

学習者J

Safari を使用している．
2 つ目は，他の被験者と大きく異るアプリケーションを
使用する被験者が存在することである．図 8 にこのケース
に該当する学習者 G の活動パターンを示す．多くの被験者
は開発ツールとして，NetBeans と SceneBuilder のみを使
用している．学習者 G はこれに加えて，Emacs や Xcode
を使用している．Emacs は多くのプログラマが利用するエ
ディタで，Xcode は主に Cocoa アプリケーションや iOS
アプリケーションの開発に用いられる IDE である．

3 つ目は，クラスタ間で成分が重複している分類結果を
示す被験者が存在することである．図 9 にこのケースに該

図 6

代表的な活動パターン 3

図 7

特徴的な活動パターン 1

図 8

特徴的な活動パターン 2

当する学習者 D の活動パターンを示す．他の被験者の活動
パターンでは，クラスタの主成分であるアプリケーション

学習者F

が異なるものであった．学習者 D の分類結果では，あるク
ラスタの主成分となっているアプリケーションが，別のク
ラスタの成分の半分ほどを占めている．
学習者E

学習者G

図 4

代表的な活動パターン 1

学習者U

3.3 考察
3.3.1 類似した活動パターンについて
図 5

実験結果より，被験者によって異なるアプリケーショ

代表的な活動パターン 2

ンを使用していることが分かった．そこで，異なるアプ
リケーションを使用する被験者の活動パターンを比較し，
考察する．図 7 に示した学習者 F は，Firefox を使用して
いる．代表的な活動パターンの被験者は，Firefox を使用
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ンの切り替えが 1 つのクラスタとして分類されており，活

学習者D

動パターンが十分に抽出できていないと言える．同じ授業
を受講する学習者は，Web ブラウザの好みといった属人性
を含むが，ほぼ同じアプリケーションを使用している．こ
ういった特殊な学習者については，アクティブアプリケー
ション以外の活動履歴を踏まえた考察が必要である．
また，実験結果より，クラスタ間で成分が重複している
活動パターンを示す被験者である，学習者 D が存在するこ
とが分かった．学習者 D の活動パターンについての考察を
述べる．図 9 より，上クラスタと中央クラスタの成分が共
通しており，筆者の主観では同じクラスタに分類されると
図 9

予想できる．K-means 法はランダム性を含むアルゴリズム

特徴的な活動パターン 3

であるため，何度か同じ実験を繰り返した結果を踏まえた
せずに GoogleChrome を使用している．GoogleChrome と

Firefox はいずれも Web ブラウザであり，他の被験者が
GoogleChrome を使う場面で，学習者 F は Firefox を使用

考察が必要であると言える．

4. おわりに
本研究は，実践的プログラミング教育における授業中の

していたことが考えられる．学習者 F の活動パターンは，

Firefox と GoogleChrome を同じ用途のアプリケーション

学習者の学習進度を把握することを主題とした．学習者の

であると考えれば，代表的な活動パターン 1 に該当すると

学習進度を把握するために，学習者の網羅的な活動履歴を

言える．また，Firefox を使用する他の被験者や Safari を

用いて学習者ごとの活動パターンを抽出する方法を提案し

使用する被験者についても同様に考えると，学習者 P，学

た．実際に開講されたプログラミング実習授業において同

習者 Q，学習者 W は代表的な活動パターン 2 に，学習者

意を得た 24 名の学習者の活動履歴を収集し，活動パター

S は代表的な活動パターン 3 に該当すると言える．学習者

ン抽出の実験を行った．実験の結果，次のような成果が得

によってどの Web ブラウザを使用するかは異なることか

られた．

ら，Web ブラウザの選択は属人性のある情報であると言

( 1 ) 異なるアプリケーションを使用する学習者が類似した

える．異なるアプリケーションを利用する被験者が同じ活

活動パターンを示したことにより，属人性を抑えた活

動パターンの傾向を示したことで，属人性を抑えた活動パ

動パターン抽出の可能性が示唆された

( 2 ) 学習者は予想よりも多様性に富んだ活動パターンを示

ターンが抽出できたと言える．
一方で，学習者は多様な活動パターンを示すことが示唆

すことが判明し，学習者の活動の様子の分析が進んだ

された．近藤らの報告 [9] を元に，プログラミング実習授

( 3 ) 同じ授業を受講する学習者は制約のない的環境であっ

業を受講する学習者の活動パターンは，類似した 3,4 個の

ても共通したアプリケーションを利用することがは冥

グループに分類できると予想した．3 つの代表的な活動パ

した

ターンがあることが分かったが，それ以外の特徴的な活動

実験の成果より，活動パターンの機械的な抽出が有用で

パターンも存在した．本研究では，抽出した活動パターン

ある可能性が示唆された．これをもとに，学習者の活動パ

が学習者の実際の目的に則しているか，という検証が行わ

ターンと成績の関係などを調査することで，学習進度把握

れていない．特徴的な活動パターンが発見されたことが活

の可能性が示された．また，多くの学習者の授業中の活動

動履歴の性質であるのか，提案手法に問題があることに起

分析を行ったことにより，今後の研究を進める材料を得る

因するのか，検証が必要である．

ことができた．
今後の展望として，抽出した活動パターンを用いた学習

3.3.2 特徴的な活動パターンについて
実験結果より，他の被験者と大きく異るアプリケーショ
ンを使用する被験者である，学習者 G が存在することが分

進度の推定，活動パターン抽出方法の評価の実施が挙げら
れる．

かった．学習者 G の活動パターンについての考察を述べ
る．他の被験者の活動履歴のクラスタは，
「Web ブラウザ」
「IDE などのプログラミングツール」
「その他」といった分
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