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パズルを利用したプログラミング思考過程の分析

大場みち子†1

山口琢†2

川北紘正†1

概要：初等教育でのプログラミング必修化に伴い，プログラミング教育への関心が高まっている．プログラミング教
育における学習者への評価方法はテスト結果などのアウトプットでの評価が主流であり，プログラミング時の過程や
思考などは評価していない．プログラミング時の思考過程がわかれば，学習者の考え方の傾向や躓きの要因を把握す
ることができ，適切な指導ができるであろう．本研究では，パズルを利用してその操作過程を記録することで，プロ
グラミング時の思考過程の傾向について分析することを目指す．開発したツールを利用した実験によりプログラミン
グ思考過程を分析した結果を報告する．
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Analysis of programming thinking process using puzzle
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Abstract: With the obligatory programming in elementary education, interest in programming education is increasing.
Evaluation methods for learners in programming education are mainly evaluations based on outputs such as test results, and
processes and thoughts during programming are not evaluated. If the thinking process at the time of programming is known, it
will be possible to understand the tendency of learner's thinking and the factors of mischief and will be able to give appropriate
guidance. In this research, we aim to analyze the tendency of thinking process during programming by recording the operation
process using a puzzle. We report the result of analyzing programming thinking process by experiment using the developed tool.
Keywords: Programming, Thinking Process, Analysis, Puzzle, Recording of Operation Process

のに Parson's Problem がある[8]．また「短冊コード」は，

1. はじめに

これよりも実際のコーディングに近い．言わば，限定され

初等教育でのプログラミング必修化に伴い，思考力と共
にプログラミング教育への関心が高まっている[1][2]．プ

たコード断片クラスから実際のコード・インスタンスを生
成・削除しながらコード全体を完成させる[6]．

ログラミング教育における学習者への評価方法はテスト結

これらの過程を記録・分析する研究も進んでいる．

果などのアウトプットでの評価が主流であり，プログラミ

Parson's Problem を解く様子をビデオ録画して人手で分析

ング時の過程や思考などは評価していない．プログラミン

した研究では，初心者(novices)と熟達者(experts)を対比して

グ時の思考過程がわかれば，学習者の考え方の傾向や躓き

問題を解く戦略(problem-solving strategies)を見出した．初心

の要因を把握でき，適切な指導ができるであろう．

者はインデントを手がかりにしたり，試行錯誤したりする

われわれはパズルに仕立てたプログラミング課題を使っ

のが見られる．これに対して，熟達者は「解の型(model of

て，パズル操作の過程を記録して分析することでプログラ

solution)」を持っていて，そこへ向けてトップダウンに解

ミング時の思考/問題解決過程の傾向を検出することを目

く．また，両者に共通に見られるのは，変数の宣言は関数

指している．このアイデアについて発表して議論を深めて

の最初にあるといった構文を手がかりにする戦略であった

きた[3][4][5]．本稿では開発したツールを利用した実験に

[9]．

よりプログラミング思考過程を分析した結果を報告する．

ト手順と比較することで熟達度を数値化する研究もある

2. 関連研究
英語のテスト問題では，単語を取捨選択・並べ替えて文
章を完成させるものが昔からあり，現代ではコンピュー
タ・アプリ版もある．このプログラミング版というべきも
†1 公立はこだて未来大学
Future University Hakodate
†2 フリー
Independent Researcher

©2019 Information Processing Society of Japan

Parson's Problem では，最短手数で正解にたどり着くベス
[10]．
2.1 評価
このように，パズル操作の過程を測定・分析する研究は，
パズル・アプリ，パズル問題，操作の記録・測定，測定デ
ータの分析の 4 点それぞれが工夫・研究の対象となる．
また，Parson's Problem に関する上記研究に共通するのは，
試行錯誤を初心者の戦略として低く評価[9]したり，データ
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分析で試行錯誤を無視[10]したりすることである．Parson's

パズルはプレイヤーの操作を記録している開始，ドラッ

Problem に関する上記研究と「短冊コード」との違いは，

グ，ドロップ，完成のイベントを時刻と，そのときの全体

前者が「まずパズルがあって，これを解く最善の戦略を問

の順序とともに記録する．さらに，ドラッグとドロップに

題とする」のに対し，後者は「まず思考力の育成・評価を

ついては，対象のピースと，その前後のピースの ID も併せ

目的とし，それを測る装置としてパズルがあり，パズル問

て記録する(図 2)．

題の設計とセットで取り組む」[7]点であろう．

3. これまでの取り組み
3.1 着想
ゲームやパズルでは，プレイヤーがゲームやパズルを操
作する様子を観察すると，そのときのプレイヤーの思考過
程を推定できることがある．われわれは，これを作文やプロ
グラミングなどに適用し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，すなわちライター
や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．テクニカル・ライティングの授業や就活指導では，この
コンセプトをロジック・ツリー作文に応用して書く手順を測定・
分析している[11][12]．また，関連研究と同様に，ランダムに並
んだ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

図2

成させるアプリを，読解・作文，プログラミング，年表，計画，

並べ替え操作の測定

ジグソー・コードのピースを文章の断片とした読解・作

地理に応用している[3]．われわれは，これらをジグソー・パ

文版がジグソー・テキストである．プログラミングと読解・

ズルになぞらえて，ジグソー・テキストなどと呼んでいる．

作文の問題を，同じ仕組みの上に載せて測定・分析するこ

3.2 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

とで，共通するスキルを検出できると期待している．
3.3 思考パターンの検出手法
操作の時間的な経過を分析して操作のパターンを検出する

ム・コードのジグソー・パズルである[13]．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

には，分析手法を工夫する必要がある．例えば，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．

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ら
れる．

図3
図1

ピース操作の時間的な共起行列

図 3 は図 1 についてドラッグ対象となったピースの時間

ジグソー・コードのパズル

図 1 はパズル問題（JavaScript のプログラム）の例であ

的な共起行列，すなわち，時間的に連続して操作された回

る．s1 等はピースである行の ID で，測定・分析や本稿で

数の頻度行列の，想定例である[3]．縦軸のピースの次に横

の説明に用いる．パズルを開始すると，これらピースがラン

軸のピースを動かした回数を，その演習全体について集計

ダムに並べ替えられてプレイヤーに提示される．プレイヤーはド

して表示しており，例えば s3 の次に s11 を動かした回数は

ラッグ＆ドロップで並べ替えて，適切と考える順序になったとこ

演習全体で 14 回であったと読む．この集計では s3⇢s11 と

ろで完成ボタンを押す．

いう手順が試行錯誤によって何度現れても，その都度カウ
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ントする．この共起行列は，s3→s11，s4→s5，s5→s6，s6
→s7，s7→s8 と，それぞれ続けて動かすことが多いことを

キストについては，本稿での検討の対象外とする．
3.4 ジグソー・コードの問題

示している．このような場合，例えば「s3 に対する操作と

実験問題 5 問と実験前にジグソー．コードの使い方に慣

s11 に対する操作が時間的に共起している」と呼んでいる．

れるための練習問題 1 問を用意した．すべて Java のプログ

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

ラムコードである．実験問題 5 問は以下の通りである．

があると考えられる．図 3 が示す共起関係はパズル問題図

(1) Java 問題 1

1 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(構造理解)，
それを反映した順序に並べ替えよう(プログラミングしよ
う)としたと想定できる．以下，ピースを行と呼ぶ．
ジグソー・コードでは分析ツールとして共起行列の他，
の分析に最初に操作した行，行の操作回数，完成順序，

(2) Java 問題 2

時系列の操作などの表示機能を用意している．

4. アプローチ
ジグソー・コードを使って実験を行い，操作を測定・分
析する．主に正解者と不正解者の操作の比較を手がかりに
して，プログラミング思考過程を見出す．
プレイヤーが，あるパズルを解くためにある考え方をす
ることと，そのパズルで正解/完成することが，関連すると
は限らない．それはパズルの内容や難易度や，プレイヤー
全体のスキルなどによるだろう．それでも，パズル操作の
パターンとパズルの正解/不正解との相関を分析すること
は，思考パターンを検出する有効な手法の一つではあるだ
ろう．

(3) Java 問題 3

5. 実験
3.1 実験の目的
実験の目的はジグソー・コードの操作を分析して，プロ
グラミング思考過程を検出することである．
3.2 実験対象者
実験対象者は，公立はこだて未来大学のソフトウェア開
発 PBL 演習に参加する学生 32 名(学部 1 年生 5 名，2 年生
9 名，3 年生 11 名，4 年生 5 名，修士 1 年生 2 名)である．
プロジェクト学習(PBL)は「解がひとつに定まらない、あ
るいは解のない複雑な問題にあふれる…実社会に根ざした
問題群を解決していく方法を探求する取り組み」[14]であ
る．
3.3 実験手順
(1) 概要説明: 実験の概要やジグソー・コードの操作方法を
説明する．
(2) 練習問題の回答: 実験をする前にジグソー・コードの形
式上の戸惑いをなくしたり，使い方に慣れたりするた
めに練習問題 1 問を回答する．
(3) 実験問題の回答: 用意した実験問題 5 問とジグソー・テ
キストの問題 1 問を連続して回答する．ジグソー・テ
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この問題には正解が複数通りある．s8 と s13 はどちらも
"}"なので，ピースの順序としては s8 と s13 が入れ替わっ

数，共起行列を図 12 に示す．不正解者の最初に動かした行，
各行の動かされた回数，共起行列を図 13 に示す．

ても良い．また，s4 と s5 はどちらも変数の宣言であり，
異なる変数であるが，両者の順序はどちらが前でもよい．
(5) 車の燃料補給

図4

6. 実験結果

Java 問題 1 正解者の操作状況

3 章の実験に対する結果を示す．
6.1 問題毎の結果
問題毎の実験結果を以下に示す．表 1 は各問題の正解者
と不正解者の数である．

Java 問題 1

Java 問題 2

Java 問題 3

居酒屋

車燃料

表 1 各問題の正解/不正解者数

正解

15

19

26

12

12

不正解

17

13

6

19

20

(1) Java 問題 1 の結果

図5

Java 問題 1 不正解者の操作状況列

本問題正解者の最初に動かした行，各行の動かされた回
数，共起行列を図 4 に示す．不正解者の最初に動かした行，
各行の動かされた回数，共起行列を図 5 に示す．
(2) Java 問題 2 の結果
本問題正解者の最初に動かした行，各行の動かされた回
数，共起行列を図 6 に示す．不正解者の最初に動かした行，
各行の動かされた回数，共起行列を図 7 に示す．
(3) Java 問題 3 の結果
本問題正解者の最初に動かした行，各行の動かされた回
数，共起行列を図 8 に示す．不正解者の最初に動かした行，
各行の動かされた回数，共起行列を図 9 に示す．
(4) 居酒屋のシフトの結果
本問題正解者の完成順序（正解が複数ある），最初に動か
した行，各行の動かされた回数，共起行列を図 10 に示す．
不正解者の共起行列，最初に動かした行，共起行列を図 11
に示す．
(5) 車の燃料補給の結果
本問題正解者の最初に動かした行，各行の動かされた回
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図6

Java 問題 2 正解者の操作状況
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図7

図8

図 10

Java 問題 2 不正解者の操作状況

Java 問題 3 正解者の操作状況

図 11

図9

居酒屋のシフト正解者の操作状況

Java 問題 3 不正解者の操作状況
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図 15
図 12

正解者と不正解者の平均回数

7. 実験の考察

車の燃料補給正解者の操作状況

7.1 問題ごとの考察
7.1 節の実験結果に対する考察を以下に示す．
(1) Java 問題 1 の考察
正解者が最初に操作した行で最も多かったのは s4 であ
った(図 4)．s4 は for 文の最初の行であり，始めに分かりす
い構文の組み立てから思考をしていると推測できる．正解
者の操作パターンで最も多かったのは s3→s7 である．s3
は変数の宣言であり，s7 は return 文である．最初に変数の
宣言を操作し，次に最後に配置する return 文を次に操作し
ている．わかりやすい最初と最後を始めに配置する傾向が
見られた．
不正解者が最初に操作した行で最も多かったのは正解者
と同様に s4 であり，for 文の組み立てから思考をしている
と推測できる(図 5)．不正解者の操作パターンでは s4→s6
と s6→s3 が多かった．s4→s6 のパターンは，どちらも for
文の始めの文と最後の閉じ括弧なので for 文の組み立てを
行なっていると推測できる．s6→s3 は，s4→s6 の続きとし
図 13

て捉えると，for 文の組み立てが終わり，中身で変数 sum

車の燃料補給不正解者の操作状況

6.2 全体の結果

を使っているため，for 文の前に宣言するという推測ができ

(1) 平均操作時間

る．例外として，s3→s3 というデータが多く見られた．こ

各問題の正解者と不正解者の平均操作時間を図 14 に示

れは，同じ行を操作しているため，変数の宣言の場所に迷

す．正解者と不正解者の操作時間について 2 標本 t 検定を

いが生じているのではないという推測ができる．

実施した結果，p=0.41(有意水準 5%)で有意差がなかった．

(2) Java 問題 2 の考察
「Java 問題 2」では，s7 と s11 が同じ閉じ括弧のため，
順不同で思考パターンを推察した．
正解者が最初に操作した行で最も多かったのは，s12 で
あった(図 6)．s12 は return 文であり，最後に置くのは当然
のため，最初に操作されていたと推測される．s4 も多く最
初に操作していた．s4 は，for 文の最初の行であり．始め

図 14
(6)

に分かりすい構文の組み立てから思考をしていると推測で

正解者と不正解者の平均操作時間

きる．正解者の操作パターンで最も多かったのは，s6→s8，

平均操作回数

各問題の正解者と不正解者の平均操作回数を図 15 に示

s8→s10 である．s6 は for 文内に配置される合計値 sum の

す．正解者と不正解者の操作回数について 2 標本 t 検定を

計算文である．s8 は data の平均値の変数 average を宣言す

実施した結果，p=0.04 (有意水準 5%)で有意であった．

ると同時に sum を使って値を代入している，s10 は 2 つめ
の for 文の中身であり，data の平均値 average を使って分散
を算出する文となっている．そのため，s6→s8 は，for 文で
sum を計算し，その平均値の宣言を次に行なったという思
考パターンが推測できる．s8→s10 は，s6→s8 の続きで解
釈すると，平均値の宣言を行い，それを使って分散を算出
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するため，計算文を操作していると推測できる．

ターンは，思考パターンを推測することができなかった．

不正解者が最初に操作した行で最も多かったのは正解者

s6→s10 は，customer の値によって shift が true になるとい

と同様に s12 の return 文の操作である(図 7)．不正解者の操

う if 文の始めの文から，shift のテキストを返す文を操作し

作パターンで最も多かったのは，s8→s10，s10→s8 である．

ているので，s6 の if 文に s10 が入ると勘違いしたと推測で

s8→s10 は，正解者と共通ではあるが，逆の s10→s8 が見ら

きる．s11→s12 は，else 文から shift の有無を返すというこ

れた．順序通りの思考ではなく，逆順の思考であり，分散

とを思考し，テキストを返す文を操作したと推測される．

を求める for 文の組み立てを行なった後に，for 文内で平均

s12→s9 は，どちらの行も同じ if 文関係であるが，テキス

値変数が使われているので for 文の前に宣言するという思

トを返す文を操作した後に if 文の始めの文を操作している．

考が推測される．

この思考も，これも順序通りの思考ではなく，逆順の思考

構文に基づいた思考とは別に，まず平均を計算して次に
分散を計算するという処理の中身について，正解者と不正

と推測できる．
(5) 車の燃料補給の考察
正解者が最初に操作した行で最も多かったのは s4 であ

解者とで違いが見られる．
(3) Java 問題 3 の考察

った(図 12)．s4 は，クラスの定義から最初に操作したと推

正解者が最初に操作した行で最も多かったのは，s3 であ

測できる．正解者の中で一番操作したパターンが多かった

った(図 8)．s3 は for 文の組み立てであり．始めに分かりす

のは s10→s11，s11→s10 である．s10→s11 では，インスタ

い構文の組み立てから思考をしていると推測できる．正解

ンスの生成文を操作した後に，そのインスタンスを使って

者の操作パターンで最も多かったのは s4→s6 である．s4

処理する文を操作している．これは，順序通りの思考だと

は for 文の中身であり，s6 は最後に改行を入れる文である．

推測される．しかし，逆順である s11→s10 は，思考パター

s3→s4 も多いため，s3→s4→s6 という思考パターンとして

ンを推測することができなかった．

推測すると，s3→s4 で for 文を形成して，最後に改行を入

不正解者が最初に操作した行で最も多かったのは正解者
と同様に s4 と s5 であった(図 13)．s4 は，正解者と同様な

れるという思考が推測できる．
不正解者が最初に操作した行で最も多かったのは s4 で

ため，共通の思考だと推測できる．s5 は，変数の宣言文で

あり，for 文の組み立てから思考をしていると推測できる

わかりやすいため，最初に操作したと推測できる．不正解

(図 9)．不正解者の共起マトリックスはどれも共起頻度が少

者の操作パターンで最も多かったのは s5→s10，s10→s11

なく，パターンを読み取れない．

が多かった．s5→s10 は変数の宣言文であるため，宣言文

(4) 居酒屋のシフトの考察

はまとめて操作するという思考が推測できる．s10→s11 は

「居酒屋のシフト」では，s4 と s5 が宣言同士，s8 と s13
が同じ閉じ括弧のため，それぞれ順不同で思考パターンを

正解者と同様であり同様の思考が推測できる．
(6) プログラミング思考パターンの考察

推測した．

以上からプログラミング思考パターンを考察する．

正解者が最初に操作した行で最も多かったのは s4 と s5

・構文を整える思考

であった(図 10)．s4 と s5 は，どちらも変数宣言のため最初

最初に動かしたピースから，構文や定型文に着目する傾

に操作したと推測できる．正解者の中で一番操作したパタ

向が見られた．例えばつぎのような文である．

ーンが多かったのは s4→s6，s4→s7，s5→s4，s7→s9 であ

・if 文，for 文などの構文

る．s4→s6 と s4→s7 はどちらも変数宣言から変数計算の for

・クラスの定義文，変数の宣言文，return 文などの定型文

文の組み立てをしていると推測できる．s5→s4 は，変数宣

ピースの移動プロセスからプログラムの構造に沿った思

言同士なので最初に操作した行と共通の推測ができる．s7

考のパターンが多い傾向が見られた．例えば，for 文を選

→s9 は，どちらも if 文の始めの文であり，どちらの if 文で

択・移動後に for 文の中の実行文を選択・移動するなどで

何を処理するのかを見極めて操作していると推測できる．

ある．

不正解者が最初に操作した行で最も多かったのは正解
者と同様に s5 と s6 であった(図 11)．s5 は正解者と同様に，

これは正解者／不正解者ともに見られた傾向である．
・処理の内容に沿った思考

最初に思考しやすいため，最初に操作したと推測できる．

ピースの移動プロセスからプログラム構造を考えない並

s6 は，if 文であり，これも構文として最初に組み立てやす

び替えを実施しているケースが散見される．これは勘違い，

く思考しやすかったと推測できる．不正解者の操作パター

あるいは知識不足が考えられる．複数の If 文がある問題で

ンで最も多かったのは s4→s7，s7→s4，s5→s4，s5→s7，s6

if 文と実行文のペアの誤りが発生している．これは問題を

→s10，s11→s12，s12→s9 である．s4→s7 は正解者と共通

理解していなかったり，理解していても条件分岐後の実行

であるため，同様の推測ができる．しかし，s7→s4 は逆の

プロセスのイメージができなかったりなど，論理的な思考

操作の仕方をしているため，逆順の思考をしたと推測され

ができていない傾向があると推測できる．

る．s5→s4 は，正解者と共通の推測ができる．s5→s7 のパ
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・迷い・試行錯誤

同じ行を連続して動かす傾向が見られるのは迷いが生じ
ていると推測できる．
7.2 全体の考察
7.2 節の実験結果に対する考察を以下に示す．
(1)

平均操作時間

2 標本 t 検定より，正解者と不正解者との平均操作時間
に差はないことがわかった．問題によって平均操作時間に
差がある．これは問題によって難易度の差から生じるもの
であることが考えられる．
前半の問題 3 問は正解者の平均操作時間が長く，後半 2
問は平均操作時間が長い．正解者は前半の問題を解く過程
で問題の出題意図や傾向などを把握した結果，後半 2 問の
平均時間が減少していると推定できる．
(2)

平均操作回数

2 標本 t 検定より，正解者と不正解者との平均操作回数
に差があることがわかった．正解者より不正解者の方が操
作回数が多く，試行錯誤していると言える．
2 番目の問題は正解者の方が 3 手多く，4 番目の問題は不
正解者の方が 3 手多い．1 番目，3 番目，5 番目の問題はほ
ぼ手数が同じである．これらからは傾向が読み取れない．

8. おわりに
本研究では，プログラムをパズル化してパズルの並べ替
え操作から，プログラミング時の思考過程を分析すること
を目指した．開発したツール「ジグソー・コード」を利用
した実験により，正解者，不正解者のプログラミング思考
過程を比較分析することで，思考パターンを検出した結果

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/
__icsFiles/afieldfile/2018/05/07/1387017_1_2.pdf
[3] 山口琢，大場みち子，できごと，手順，プログラムや地理の並
べ替え操作の測定と分析，情報教育シンポジウム論文集，
2018(25), pp179-184, 2018.
[4] 山口琢, 小林龍生, 高橋慈子, 大場みち子, パズル操作の測
定・分析による思考の推定, 日本認知科学会第 35 回大会,
2018.
[5] 山口琢, 大場みち子, 並べ替えプログラミングの測定・分析,
日本ソフトウェア科学会第 35 回大会, 2018.
[6] 角田 博保, 久野 靖, 短冊型問題: プログラミングの技能を評
価可能な試験出題形式, 夏のプログラミング・シンポジウム
2016「教育・学習」, 2016
[7] 久野靖, 思考力・判断力・表現力を評価する試験問題の作成手
順, 情報処理学会 情報教育シンポジウム論文集,2018(1),1-8,
2018
[8] Dale Parsons, Patricia Haden, Parson's programming puzzles: a fun
and effective learning tool for first programming courses, 2006
[9] Geela Fabic, Antonija Mitrovic and Kourosh Neshatian,
investigating strategies used by novice and expert users to solve
Parsons problems in a mobile Python tutor, The 24th International
Conference on Computers in Education (ICCE 2016), 2016
[10] Amruth N. Kumar, Representing and Evaluating Strategies for
Solving Parsons Puzzles, International Conference on Intelligent
Tutoring Systems (ITS2019), 2019
[11] 山口琢, 大場みち子, 高橋慈子, 小林龍生, 作文行動を測定・
分析するためのマトリックス型テキスト編集モデルの設計,
情報処理学会 研究報告コンピュータと教育(CE),
2017-CE-141(2), 2017
[12] 大場みち子, 山口琢, 作文行動の記録・分析ツールを用いた就
活自己紹介書の作成と分析, 情報処理学会 研究報告コンピ
ュータと教育(CE), 2018-CE-147(12), 2018
[13] 山口琢，伊藤恵，大場みち子，プログラミング・パズルの測
定と分析，研究報告ドキュメントコミュニケーション(DC),
2018-DC-111(2), pp1-6, 2018.
[14] 公立はこだて未来大学, プロジェクト学習,
https://www.fun.ac.jp/edu_career/project_learning/

を示した．
今後はプログラミング授業での予習や復習に適用するな
ど実用化を目指す．実用化に向けて「ジグソー・コード」
の操作後に回答の解説，分析結果やアドバイスなどを提示
するシステムを構築していく．
また，本稿では対象外としたが，実験では文章のジグソ
ー・パズル「ジグソー・テキスト」の問題も解いた．今後
の分析で，構文的な手がかりに着目する思考が，被験者に
よってプログラムと文章に共通して見られるならば，プロ
グラムと作文に共通する分野横断的な考え方と言えるだろ
う．
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