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マイクロマウスシミュレータを用いた
プログラミング学習教材の試作
小山 哲明1,a)

蜂巣 吉成2,b)

吉田 敦2,c)

桑原 寛明2,d)

概要：本研究では学習意欲促進と実用的なプログラミング言語の学習のためのマイクロマウスシミュレー
タを用いた学習教材を提案する．学習環境は Web で実現し，JavaScript プログラムを用いてマイクロマウ
ス を操作する．シミュレータで使用する迷路の大きさやゴールの位置は学習内容に応じて変更できる．迷
路を解くことを通して，手続き型言語の基礎概念である順次，分岐，反復や配列，左手法などの迷路探索
アルゴリズムを学習できる教材例を作成した．
キーワード：プログラミング学習，Web 学習教材，マイクロマウスシミュレータ

Programming Learning Materials
using a Micro Mouse Simulator
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Abstract:
We proposes a learning material using a Micro Mouse Simulator to promote motivation and to learn a
practical programming language. We have implemented learning programming environment as a Web site.
Learner mouse in our simulator by JavaScript programs. The size of the maze and the position of the goal
in the simulator can be changed according to the learning contents. The simulator is designed to teach basic
concepts of procedural language such as sequential, branch, repetition, array, and search algorithms such as
the left-hand rule through solving mazes.
Keywords: Programming Education, Web learning material，Micro Mouse Simulator

現在，スマートフォンや PC の普及によって Web や GUI

1. はじめに

操作によるアプリケーションが多く利用されている．大学

大学のプログラミング演習では実用的なプログラミング

のプログラミング演習は実用的なプログラミング言語の学

言語を通して開発する技術を身につけることを目的として

習がなされているが，コマンドライン端末などの文字ベー

いることが多い．実用的なプログラミング言語とはシステ

スの演習が多く，初学者は普段扱っている GUI 操作など

ムやアプリケーション開発に用いられる言語である．

の違いを感じてしまうこともある．文字ベースの実行結果
ではプログラムの実行結果が視覚的に分かりにくく，プロ
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グラミングへの興味がわきにくい．
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本研究ではマイクロマウスシミュレータを用いたプログ
ラミング学習教材を提案する．マイクロマウスシミュレー
タを用いることで，実行結果が視覚的にわかりやすくなり，
理解しやすい．学習者が迷路探索アルゴリズムを用いたプ
ログラムで迷路を解いていくことでプログラミング学習に
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興味を持つことができると考えた．マイクロマウスシミュ

すいものとして，マイクロマウスシミュレータを用いた教

レータとは，マイクロマウス競技?に用いられる小型の移

材を提案する．Turtle Graphics のような操作感でマウス

動ロボットが迷路を駆け抜けるための迷路探索プログラム

を動かし迷路を解くことを通してプログラミング学習への

のシミュレーションを行うためのものである．マイクロマ

興味や意欲をよりもつようになると考えた．既存の学習教

ウスシミュレータで実用的なプログラミング言語を用いて

材と併用して扱うことを想定する．

迷路を解くことを通して，順次，分岐，反復といった手続

3. 教育用マイクロマウスシミュレータの提案

き型言語の基礎概念や，左手法などといった迷路探索アル

3.1 概要

ゴリズムを学習できる．さらに発展的な内容として，迷路
で通過した場所を記憶するようなアルゴリズムも学習でき

我々は従来のプログラミング演習の教材にマイクロマウ

る．本研究の対象言語は JavaScript とし，Web 上で実現を

スシミュレータを追加し，マウスの動きによって学習でき

行い，既存の学習教材と併用して扱うことを想定している．

るようにする．迷路を解くことや競技性を含んだ教材を通
して，学習者がプログラミング学習に対する興味や意欲を

2. 関連研究

もつようになると考えた．

学習者が興味を持ちやすいプログラミング言語やライブ
ラリとして，TurtleGraphics??，Processing?などがある．
またプログラミング学習教材として西田らの研究?や伊藤

3.2 マイクロマウスシミュレータについて
マイクロマウスシミュレータとはマイクロマウス競技?

の研究?がある．

の迷路探索プログラムのシミュレーションを行うためのも

TurtleGraphics とは，LOGO 言語?の機能の 1 つで，画

のである．マイクロマウス競技とは，小形の移動ロボット

面上のタートル (カメ) を移動させ，その軌跡に線を描く

が迷路を走り抜ける速さと知能を競う競技である．競技に

ことができる．画面上でタートルがカーソルで表示され，

出場するロボットのことをマイクロマウスと呼ぶ．競技で

それに動きと線描を命令することができ，書かれたプロ

使用する迷路は縦横それぞれ 16 区画，合計 256 区画の正

グラムに基づいて様々な図形を描画できる．Java 言語や

方形でできており，スタートはその一区画，中心の 4 区画

Python などの言語でも利用可能である??．特徴として，

にゴールがある．

学習者はその軌跡を図形として描いたり色を塗ったりし，
タートルの動きを自由に変えることで自分オリジナルの図

3.3 教育用マイクロマウスシミュレータの設計

形を簡単に完成させることができる．タートルを操作する

マイクロマウスシミュレータを構成する要素として，次

際に関数の動きや条件分岐，繰り返しといった基礎的概念

の 3 つを準備する．

がタートルの動きとなって現れることで学習者にとって分

• 迷路

かりやすい．

• マウス
• ゴール

Processing とは，電子アートとビジュアルデザインのた

教育用マイクロマウスシミュレータの設計の指針として

めの Java 言語に似たプログラミング言語であり，統合開発
環境である．特徴として詳細な設定を行う関数を排除して

次の 2 つをあげる.

おり学習者は自分で考えたビジュアルデザインのプログラ

• マウスの操作をシンプルで既存の教材との併用を考え

ムを簡単に実現することができる．視覚的なフィードバッ

タートルグラフィックスと似た操作になるようにする

クが即座に得られるので，プログラミング学習に適してい

• 迷路の構造やゴールの位置を学習する目的に応じて変
化できるようにする

る．TurtleGraphics と Processing の特徴として次の点が

スタート位置は迷路を解くための手段に関わらないと考え，

あげられる．

• プログラム結果が視覚的にわかりやすい

スタート位置は固定し，教育用のマイクロマウスシミュ

• Turtle Graphics ではタートルの動きやグラフィカル

レータの設計を行う．

出力のプログラムを簡単に実現できる

• Processing ではグラフィカル出力のプログラムを簡単

3.4 迷路

に実現できる

迷路は，指針に沿うように小さく簡単な迷路から実際の

Picthon は Python 言語に着目し Pictogramming?の特

競技に扱う大きさまで扱えるように設計を行った．迷路は

徴を継承した学習環境である．学習コストをあまりかけな

二次元配列で表現する．壁の情報は東西南北の 4bit で表現

くても，ピクトグラムの作成を通じてプログラミングの諸

して，0 ∼ 15 までの整数値を配列に格納することで迷路を

概念 (逐次，並列，繰返し等) の理解が達成できる．

実現する．迷路の配列は教員が作成する．

本研究は実用的な言語の一つである JavaScript を学習対

ソースコード 1: 迷路

象言語としプログラミング学習ができ，学習教材が作りや

©2020 Information Processing Society of Japan
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マイクロマウスシミュレータ

表 1: 4bit で表される壁
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プログラムの編集
プログラムの保存
学習者

プログラムの実行
問題の指定
迷路の作成
問題の登録

教員

図 2: ユースケース
図 1: ソースコード??によって生成された迷路

• boolean goal()
マウスのいる位置がゴールかどうかを判定する．ゴー

//迷路の作成
var maze = [
[11, 13, 1, 1, 3],
[12, 3, 12, 0, 2],
[11, 12, 3, 12, 2],
[8, 3, 12, 3, 10],
[12, 4, 7, 14, 14]
]

ルであれば true を返し，そうでなければ false を返す．
マイクロマウスシミュレータを扱う際にマイクロマウス
の向きや壁の位置を扱うことがある．それらはメソッドの
引数によって指定する．提案するシミュレータでは迷路
の壁が縦横なのでマウスの向きも前後左右に限定し斜め
方向は考えない．それぞれの向きを FORWARD，BACK，

LEFT，RIGHT の定数で表す．
3.5 ゴール

4. Web による学習環境の設計

ゴールは指針に沿うように，競技用のように定位置に置
くのではなく，迷路に合わせて自由に設置が出来るように

4.1 概要

設計した．教員が問題毎に迷路上の座標をゴールに指定

本研究は初学者へのプログラミング学習を目的としてい

する．

る．学習環境の設定で学習者に負担をかけて，学習意欲を
低下させるようなことは避けたい．Web 上で学習環境を設

3.6 マウス

定できれば学習者に負担がかかることがないと考え，マイ
クロマウスシミュレータを Web 上で実現することにした．

マウスは実際に学習者が操作するので，教育用マイクロ
マウスシミュレータの設計の指針に沿うように学習者が覚

実現には JavaScript 言語を用いた．プログラムの編集，実

える操作の少ないシンプルな設計にした．

行に加えマウスが迷路を解くアニメーション出力を行う．

マウスに次のような，直進，回転，壁を検知する，ゴー

マウスが永久に迷路内を動くことも想定されるのでその対

ルかどうか判断するメソッドを用意する．学習者はこれら

策も行う．

のメソッドを組み合わせてマウスを動かし迷路を解く．

• boolean go(step)

4.2 画面設計

マウスが今向いている方向に step の値分前に進む．進

学習環境の学習者のユースケースを図??のように考え

めたときは true を，進めないときは false を返す．

た．学習環境は ソースコード編集エリア，シミュレータ描

• void rotate(Direction)

画エリア，実行ボタン，保存ボタン，読み込みボタン，リ

Direction でマウスが回る角度を指定し，マウスの進

セットボタンから構成される．問題毎に Web ページがあ

行方向を変える．

り，教員は問題用の迷路とゴールが記述された JavaScript

• boolean sense(Direction)

ファイルを指定する．学習者が問題の Web ページを閲覧

Direction で前後左右のどこの壁を調べるか指定し，マ

すると，シミュレータ描画エリアにはその問題の迷路が表

ウスの前後左右に壁があるかを判定する．壁があれば

示される．ソースコード編集エリアに迷路を解くためのプ

true を，なければ false を返す．

ログラムを記述し，実行ボタンを押すと，描画エリアにマ

©2020 Information Processing Society of Japan
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図 3: シミュレータの処理の流れ
ウスが迷路を動くアニメーションが表示される．保存ボタ
ンを押すとソースコードがローカルストレージに保存さ

図 4: 学習環境の画面例

れ，読み込みボタンを押すと保存されたソースコードがブ
ラウザに出力される．

4.3 実現
図??はシミュレータの処理の流れである．JavaScript プ
ログラムはテキスト編集エリアに記述する．マイクロマウ
スシミュレータは今後，他の言語に対応することも考慮し
て，評価処理と描画処理の 2 段階で構成した．評価処理は，
テキスト編集エリアに入力された JavaScript プログラムを
ブラウザが取得し，eval 関数を呼び出して動的に評価する．

eval 関数とは，一般的な文字列を JavaScript のコードとし

図 6: 迷路 1-(b)

て，go() の回数を記憶し，ある一定数を超えると途中で評
価処理を中断し，描画処理に移りアニメーションが表示さ

て解析評価する関数である．テキストの内容を eval 関数で

れるようにした．

評価し，JavaScript に変換し実行している．このとき，3.2

5. 教材例

節で示した go() や rotate() メソッドは描画処理の入力と
なる描画命令を出力する．描画命令は本研究で定義したマ

5.1 教材設計指針

ウスの座標位置や向きを変える処理を行うための命令であ

本研究では，対象言語を JavaScript とする．最初に順

る．評価処理終了後に，描画命令列を入力として描画処理

次，分岐，反復といった手続き型言語の基礎的概念を学び，

を実行する．描画処理は requestAnimationFrame 関数を

徐々に迷路探索アルゴリズムといった難易度を上げてい

呼び出して，描画命令に従ってマウスをブラウザの画面に

くように教材例を作成した．解答例として迷路の構造が分

描画する．

かっている上で記述を行う俯瞰視点と迷路の構造が分から

次を用いてそれらを含め描画処理として設計を行い実現

ない上で記述を行うマウス視点の二つ視点がある．

した．

• animeFrames[] : 描画命令を格納するための配列

5.2 教材プログラム例

• requestAnimationFrame() : 渡した関数をブラウザの

問題例と解答例のソースコードを示す．

表示を邪魔しないタイミングで処理されるようにする

( 1 ) 順次実行

関数

( a ) 一歩進む，左を向き，一歩進む

迷路，マイクロマウス，ゴールのそれぞれの描画命令を格

( b ) 一歩進む，左を向き，一歩進む，右を向き，一歩

納するための配列 animeFrames を用意した．requestAni-

進む

mationFrame 関数は再帰的に呼び出されて animeFrames
の描画命令に従ってアニメーションを描画する．

ソースコード 2: 問題 1-(a) 解答例

迷路がループを含む時に迷路探索アルゴリズムである左

var mm = new Mouse();
mm.go(1);
mm.rotate(LEFT);
mm.go(1);

手法を用いるとマウスがゴールにたどり着けずに無限に
回り続ける時があり，評価処理が終わらずアニメーション
の表示がされない問題がある．無限ループ処理の対策とし

©2020 Information Processing Society of Japan
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図 9: 迷路 4

図 7: 迷路 2

図 10: 迷路 5
図 8: 迷路 3
数や演算を学ぶことを目的としている．問題 2-(b) で
ソースコード 3: 問題 1-(b) 解答例

は，goal や sense メソッドを扱うことで，簡単な迷路
探索アルゴリズムである左手法の一部を学ぶことを目

var mm = new Mouse();
mm.go(1);
mm.rotate(LEFT);
mm.go(1);
mm.rotate(RIGHT);
mm.go(1);

的としている．

( 3 ) 繰り返し
( a ) 俯瞰視点で迷路 3 を解け
( b ) マウス視点で迷路 3 を解け

1-(a)，(b) では，順次実行によってマイクロマウスシ

ソースコード 6: 問題 3-(a) 解答例

ミュレータの挙動の確認とプログラムの流れを学ぶこ

var mm = new Mouse();
var s;
for(s=0;s<3;s++){
mm.go(5);
mm.rotate(LEFT);
}

とを目的としている．解答例は俯瞰視点である．

( 2 ) 変数・演算
( a ) 俯瞰視点で迷路 2 を解け
( b ) マウス視点で迷路 2 を解け
ソースコード 4: 問題 2-(a) 解答例

ソースコード 7: 問題 3-(b) 解答例

var mm = new Mouse();
var a = 4;
mm.go(a);
mm.rotate(LEFT);
a--;
mm.go(a);
mm.rotate(LEFT);
a--;
mm.go(a);

while(mm.goal() == false){
if(mm.sense(LEFT) == false){
mm.rotate(LEFT);
}
mm.go(5);
}

問題 3-(a) では，for 文を用いることで，繰り返しに
ついて学ぶことを目的としている．for 文を用いて迷
路を解かせることで，for 文によるプログラムの流れ

ソースコード 5: 問題 2-(b) 解答例

を理解させる．問題 3-(b) では，左手法の一部を扱う

while(mm.goal() == false){
if(mm.sense(LEFT) == false){
mm.rotate(LEFT);
}
mm.go(1);
}

ことで迷路探索アルゴリズムを学ぶことを目的として
いる．

( 4 ) 繰り返しと条件分岐
( a ) 俯瞰視点で迷路 4 を解け
( b ) マウス視点で迷路 4 を解け

問題 2-(a) では，変数を go の引数として扱うことで変
©2020 Information Processing Society of Japan
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ソースコード 8: 問題 4-(a) 解答例
var mm = new Mouse();
while (mm.goal() == false){
if(mm.sense(LEFT) == false){
mm.rotate(LEFT);
}else if(mm.sense(FRONT) == false){
}else if(mm.sense(RIGHT) == false){
mm.rotate(RIGHT);
}else{
mm.rotate(BACK);
}
mm.go();
}

図 11: 左手法のフローチャート

ソースコード 9: 問題 4-(b) 解答例
while(mm.goal() == false){
if(mm.sense(LEFT) == false){
mm.rotate(LEFT);
}
if(mm.sense(RIGHT) == false){
mm.rotate(RIGHT);
}
mm.go(1);
}

問題 4-(a) では繰り返しと条件分岐について学ぶこと
を目的としている．変数 i が奇数と偶数によってプロ

図 12: 迷路 6

グラムが分岐を用いて迷路を解かせることで for 文を
用いた繰り返しと if 文を用いた条件分岐を理解させ
る．問題 4-(b) では sense を 2 つの左手法の一部を扱
うことで迷路探索アルゴリズムを学ぶことを目的とし
ている．

( 5 ) 左手法を用いた迷路探索
( a ) マウス視点で迷路 5 を解け
迷路 5 では迷路探索アルゴリズムである左手法によっ
て迷路を解かせる．学習者に左手法について説明を
行った後に実装させるような流れにする．

図 13: 左手法による経路

左手法とは常に左壁に沿って探索を行うアルゴリズム
で，以下の流れを実行する探索方法である．

的としている．マイクロマウスのメソッドを用いて

while 文による繰り返しと if 文による条件分岐によっ

ソースコード 10: 問題 5 解答例

て理解させる．

var mm = new Mouse();
while (mm.goal() == false){

( 6 ) 拡張左手法を用いた迷路探索
( a ) マウス視点で迷路 6 を解け

if(mm.sense(LEFT) == false){
mm.rotate(LEFT);
}else if(mm.sense(FRONT) == false){

迷路 6-(a) を左手法で解こうとすると図??のように
ループが起こってしまう．解決法として拡張左手法な
どの迷路探索アルゴリズムを用いることが必要になる．

}else if(mm.sense(RIGHT) == false){
mm.rotate(RIGHT);
}else{
mm.rotate(BACK);
}
mm.go(1);

拡張左手法とは，左手法を元に探索を行っていく中で，
通過した場所に新たに架空の壁を作っていき，すでに
通過した場所かどうかを判断し，すでに通過した場所

}

であれば架空の壁の情報を含んだ迷路 (配列) で左手法
を行う迷路探索アルゴリズムである．配列を区画の通

左手法を学ぶ中で繰り返しと条件分岐を学ぶ事を目
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図 14: アンケート設問
図 15: 他の言語での教材

過済みの記憶，架空の壁情報を格納する場所として扱
うことで配列を学ばせることを目的としている．

• mousemaze tuuka : 通過済みかどうかを 1 と 0 で判

6.1 グループ学習可能な教材

断する配列

本研究の教材例では意図した解答例以外にも別解を学習

通過済みであれば 1，そうでなければ 0 を代入する

者が記述する可能性がある．

• mousemaze : 架空の壁情報を含んだ配列
go() する際にマウスの向きによって架空の壁を東西

ソースコード 11: 問題 2-(a) 別解

南北のいずれかに作る．

var mm = new Mouse();
mm.go(4);
mm.rotate(LEFT);
mm.go(3);
mm.rotate(LEFT);
mm.go(2);

この迷路を拡張左手法で解くことによって，配列と bit
演算について学ぶ事を目的としている．配列の初期化
や関数定義，呼び出しを行い，bit 演算を用いた壁判
定によって，理解させる．

ソースコード??は問題 2-(a) の別解である．この別解では

5.3 演習による評価

変数を go の引数として扱うことがない．他の解答やプロ

C 言語，JavaScript を一通り学んだ学部 3 年生 12 人を

グラムの分かりやすさなどの別解を求めるために学習者同

対象に，60 分の演習形式で 5 章の教材例の迷路をもとに

士でディスカッションなどのグループ学習を行うことが可

5 個の迷路を出題した．演習後，図??のアンケートを行っ

能であると考えた．このようなグループ学習が可能になれ

た．表??はアンケート結果である．

ばプログラミングの学習へのモチベーションの向上などに
つながると考える．

表 2: アンケートの回答結果

6.2 競争性を含む教材

問

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Q1

12

12

11

2

1

マイクロマウスシミュレータを用いたことでマイクロマ

Q2

5

9

3

2

0

ウス競技を模した教材を作れると考えた．学習者が迷路探

Q3

4

4

1

3

0

索アルゴリズムを取り入れたオリジナルのプログラムで迷

Q4

5

3

3

1

0

路を解いて，学習者同士でタイムを競うような競争性を含
めば，学習が楽しくなると考える．

迷路 5 以降まで解くことができた学習者は 3 人と少な

6.3 他の言語での教材

かった．繰り返しや条件分岐を使わずに解く学習者が 2 人
いた．学習環境にページが反応しなくなるなどの一部不具

マイクロマウスシミュレータの設計を考慮して，対象言

合があり，Q5 のコメントでは使いづらいという意見が 9

語も JavaScript としたが，他の言語も扱えることができる

件あった．Q3 の楽しかったは 4 人，Q4 の学びたいは 5 人

のではないかと考えた．本研究では，Web ページのフォー

が回答した．また Q3，Q4 の平均値は 2.25 と 2 で学習意

ムに入力されたソースコードを eval 関数によって評価を

欲促進に効果があったと考える．

し，JavaScript 言語の描画命令列を出力している. 他の言語
に対応するには，図??のように評価処理をその言語のプロ

6. 考察

グラムで実行し，描画命令列を JSON 形式で記述できれば

本研究において，マイクロマウス競技のような競争性を

可能であると考えた．JavaScript 以外の言語も JavaScript

含む教材やコンパイルエラーの表示，他の言語でも扱える

と同じ描画命令列を出力でき，多言語でも対応可能になる

ようなツールの設計が出来ればさらに学習しやすく興味を

と考える．

持てるような教材が作りやすくなると考える．
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7. おわりに
本研究ではマイクロマウスシミュレータを用いたプログ
ラミング学習教材を提案した．既存のソフトウェアの学習
教材のメリットを含み，既存のツールと併用して扱うこと
ができるような教材用マイクロマウスシミュレータを設計
した．迷路を解くことを通して手続き型言語の基礎的概念
を学ぶことができ，左手法や迷路を記憶して探索を行うア
ルゴリズムを学ぶ際には，一緒に配列も学ぶことが出来る
ようにした．また，これらを Web で学習環境の設計・実
現を行い，教材例も提案した．さらに，学習者が学習しや
すく，教材の幅が広がるようなツールの設計にするための
考察も行った．
今後の課題として，迷路作成の負担を軽減するデバッグ
機能の追加や迷路の自動作成などが挙げられる．
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