情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

Vol.2018-DC-111 No.2
2018/11/26

プログラミング・パズルの測定と分析
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概要：本稿では、コンテンツ編集を測定・分析して人の思考を推定し、学習・指導に応用する研究の一例
としてプログラミングを取り上げる。われわれは、プログラミング・パズルを適切に設計して、パズルを
解く操作を測定・分析することで、プレイヤーすなわちプログラマーの思考を推定する研究・指導・学習
手法を開発している。ジグソー・コードは、ランダムに並んだプログラムの行 (パズルのピース) を、プレ
イヤーが適切と考える順序に並べ替えて完成させる、プログラムのジグソー・パズルである。時間的に近
くで操作対象となるピース間には何かの関係があると考えられ、操作の時間的な共起分析が、パズル操作
の分析に有効と考えている。将来的には、文章やスケジューリングなど分野をまたがって、コンテンツ作
成・編集の測定・分析にこの手法を適用することで、分野横断的に発揮されるスキルを検出・評価する可
能性がある。また、ワークフローを構成する担当者にこの手法を適用することで、ワークフローの品質向
上に寄与できると期待している。
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1. はじめに
われわれは、プログラミング・パズルを適切に設計して、

学会第 35 回大会 [3] で発表して議論を深めてきた。
本稿ではプログラミングの測定・分析を、コンテンツ編
集を測定・分析する研究の一例として取り上げる。まず、

パズルを解く操作を測定・分析することで、プレイヤーす

ジグソー・コードによるプログラミング・パズルの測定・

なわちプログラマーの思考を推定する研究・指導・学習手

分析を紹介する。研究は初期段階で、取り上げる測定デー

法を開発している。ジグソー・コードは、ランダムに並ん

タや分析結果の例は想定上のものである。そして、将来構

だプログラムの行 (パズルのピース) を、プレイヤーが適切

想として、文章やスケジューリングなど分野をまたがって、

と考える順序に並べ替えて完成させる、プログラムのジグ

コンテンツ作成・編集にこの手法を適用することで、分野

ソー・パズルである。時間的に近くで操作対象となるピー

横断的に発揮されるスキルを検出・評価する可能性を論じ

ス間には何かの関係があると考えられ、操作の時間的な共

る。また、ワークフローを構成する担当者にこの手法を適

起分析が、パズル操作の分析に有効と考えられる。このア

用するアプローチを検討する。

イデアについて、情報教育シンポジウム (SSS2018)[1]、日
本ソフトウェア科学会第 35 回大会 [2]、および日本認知科
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2. 先行研究
思考に関連する先行研究、およびアウトプット (text,

product) を分析する従来の研究を振り返って課題を示す。
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操作の分析とアウトプットの分析

2.1 アウトプットの測定による能力や熟達度の評価
能力の測定ではしばしば、アウトプット (output, prod-

図 2

ジグソー・コードのパズル

uct) の評価が用いられる、能力の高低が、アウトプットの
高低と相関すると考える。あるいは、能力をアウトプット

を分析してきた。そこでは、テキスト上で近くに頻出す

で定義している。批判的思考の研究では、選択肢式や自由

る、あるいは段落や文章といった同じかたまりに頻出する

記述式などのテストを工夫してテストの点数によって被験

語同士は関係が深いとする「空間的な共起関係」に基づい

者の能力を測る [4]。
テストそのものを測定装置とする能力測定では、テスト
そのものに「能力とは何か」という前提が含まれていて、
前提と測定システムが不可分である。解明したい現象につ
いて、すでに分かっている前提で研究を進めるという問題
をはらむ。

て分析することが多い (図 1)。このような空間的共起分析
では、空間的に離れた場所の関係、大域的な関係を捉えら
れないという問題がある。

3. プログラミング・パズル「ジグソー・コード」
ジグソー・コードは、ランダムに並んだプログラムの行
を、プレイヤーが適切と考える順序に並べ替える、プログラ

2.2 プロセスの測定による熟練度や参画度の評価
書き手のキーストローク [5][6]/ペンストローク [7] を測

ム・コードのジグソー・パズルである。行がパズルのピー
スとなる。Web アプリケーションとして実装されている。

定する研究では、では、焦り・つまずき・滑らかさなどから

2 はパズル問題の例で (、オレオレ詐欺を説明した文章

プレイヤーの熟達度や、いつ勉強してるか・授業について

で) ある。s1 等はピースである行の ID で、測定・分析や

きているかなどの参画度を検出した。しかし、プレイヤー

本稿での説明に用いる。パズルを開始すると、これらピー

が、パズルを解く過程で採用する個々の戦略・判断・知識

スがランダムに並べ替えられてプレイヤーに提示される。

の推定にはいたっていない。

プレイヤーはドラッグ＆ドロップで並べ替えて、適切と考

視線の移動経路を測定する研究 [8] では、MindMap の読

える順序になったところで完成ボタンを押す。

解において視線移動によって読解戦略の違いを捉え、その

パズルはプレイヤーの操作を記録している。開始、ド

読解戦略の違いから習熟度を推定する可能性を示した。同

ラッグ、ドロップ、完成のイベントを時刻と、そのときの

時に、習熟度が必ずしも理解度と直結しない可能性を示し

全体の順序とともに記録する。さらに、ドラッグとドロッ

た。このことは、テストの結果が思考方法と直結しないこ

プについては、対象のピースと、その前後のピースの ID

とを示すと言えるだろう。

も併せて記録する (図 3)。

2.3 アウトプットの空間的な共起分析
従来、言語処理研究では、アウトプット (output, product)
ⓒ 2018 Information Processing Society of Japan

4. 期待する測定・分析結果の例
図 4 は、図 2 について、ドラッグ対象となったピースの
2
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図 2 について、プレイヤーたちが読み取ったプログラム
構造を反映していると考えられる。ランダムに並べられた
ピース群から、特定のピース間の関係を読み取り (読解)、
それを反映した順序に並べ替え (作文) ようとした。

5.1 ピースの「形」と「絵柄」、そしてシステムの中立性
例えば s3「function f(pair) {」
、s11「}」の 2 ピース (2 つ
の行) には関係 (構造) があると読み取ったと考えられる。
「function xxx(xxx) {」
、
「}」という予約語や括弧を手がか
りにプログラムの構造を読み取り、それに基づいてピース
を並べ替えようとすることが、プレイヤーの思考内容で
あったと考えられるのである。
これは一方で、コードを読み解く手法として妥当である。
本家ジグソー・パズルで言えば、ピースの形を手がかりに
解くことに該当するであろう。他方で、この判断には s1、

s2 で与えられた「値を入れ替える」という問題の個別の核
図 3

並べ替え操作の測定

Fig. 3 Measurement of re-ordering operations

心と無関係とも言える。本家ジグソー・パズルで言えば、
完成絵の絵柄を考慮していない。
「形」を手がかりとする思考、
「絵柄」を手がかりとする
思考、これらの思考に対して提案手法は中立である。どち
らかが思考であって、どちらかは思考ではないなどとはし
ない。

5.2 大域的な構造
s3 と s11 はプログラム上で離れている。従来の、テキス
トの空間的近さに基づく共起分析と異なり、この手法は操
作の時間的な近さに基づいて、空間的に離れた要素 (ここ
では行) の関係を抽出できる。また、この関係は、未知/無
名の関係であってよい。本手法は、関係の内容に対して中
立である。

6. 将来の課題
図 4 ピース操作の時間的な共起行列

以上のプログラミングの例を一般化する。パズルを適切
に設計して、パズルを解く操作を測定・分析することで、

時間的な共起行列、すなわち、時間的に連続して操作され

プレイヤーの思考を推定する。パズル・アプリケーション、

た回数の頻度行列の、想定例である [9]。縦軸のピースの次

パズルの問題、操作の測定内容、および分析手法のそれぞ

に横軸のピースを動かした回数を、その演習全体について

れを工夫して、プレイヤーの思考を推定する。パズルとは

総計して表示しており、例えば s3 の次に s11 を動かした

「人に考えさせるコンピューター・アプリケーション」であ

回数は演習全体で 14 回であったと読む。この共起行列は、

る。既存のアプリケーションでも、新しく設計・開発した

s3 → s11、s4 → s5、s5 → s6、s6 → s7、s7 → s8 と、それぞ

ものでもよい。ワードプロセッサー、プログラミングなど、

れ続けて動かすことが多いことを示している。このような

人が対話的に使うあらゆるコンピューター・アプリケー

場合、例えば「s3 に対する操作と s11 に対する操作が時間

ションを含む。プレイヤーとは、これらアプリケーション

的に共起している」と呼んでいる。

のユーザーである。パズルがプレイヤーに提示する「文」
、

5. 考察: 操作の時間的共起とプレイヤーの
思考
時間的に近くで操作対象となるピース間には何かの関係
があると考えられる。図 4 が示す共起関係は、パズル問題
ⓒ 2018 Information Processing Society of Japan

「プログラムの構文要素」
、
「できごと」など操作の単位をパ
ズルのピースと呼ぶ。

6.1 他分野への適用例
ジグソー・パズル型のパズルによる手法は、プログラミ
3
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図 5 ジグソー・テキスト「オレオレ詐欺」

図 7

図 6

ジグソーできごと「結婚 2」

ジグソーできごと「公立はこだて未来大学 - 初級」

ングにとどまらず作文・読解、歴史、プロジェクト管理、

図 8

ジグソー地理「湘南」

地理など、さまざまな分野への適用を期待できる (図 5〜
図 8)。プレイヤーの構文理解度、良く知られたできごと間
の前後関係などを検出できるであろう。ジグソー・テキス
トについては、昨年、第 107 回ドキュメントコミュニケー
ション研究会の招待講演でハンズオンを実施した [11]。

『詳細』の書き分けを考えている」などを読み取れるであ
ろう。
「トピック・ライター」では、受講生のパズル操作、すな
わち作文行動の指標として、共起頻度を操作対象間の空間
的距離に応じて重み付けして累計した Editing Operation

6.2 ロジック・ツリー作文「トピック・ライター」
また他の型のパズルも考えられる。「トピック・ライター」
はロジック・ツリー型のパズルで、テクニカル・ライティ

Indicator (EOI) を指標として提案した。ルーブリックに
よる文章評価のレビュー後の改善度と EOI とに順位相関
があった [10]。

ングの演習で使われている (図 9)。ツリーのノードがパズ
ルのピース、ノードへのテキスト入力・編集がパズルの操
作である。ノードの時間的共起関係によって「『主旨』と
ⓒ 2018 Information Processing Society of Japan

6.3 分野横断のスキル
上記のように、さまざまな分野について、同様のパズル
4
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図 9

図 10

ロジック・ツリー型のパズル「トピック・ライター」

分野横断的なスキル
図 12 ワークフローを構成する担当者の思考

パターンがあるだろう。パズルを適切に設計することで、
パズルを解く考え方が、パズル操作のパターンとして現れ
ると期待できる。
本稿では、パズル操作を測定・分析することでプレイ
ヤーの思考を推定する手法を紹介し、測定データを分析す
る手法の例として特に編集操作の時間的共起分析を取り上
げた。
謝辞 本研究は JSPS 科研費 17K01085 の助成を受けた
図 11 あるワークフロー

ものです。

を用意する。同じプレイヤーが、異なる分野のパズルを解
くときに同様の傾向を示すならば、そのような傾向は、分
野横断のスキルと対応していると考えられる。

7. ワークフローへの適用
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