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小コンテスト形式の初級 C 演習における教師支援
－実行テスト系列に即したプログラミング問題の
オーサリングツール－
蔵本幸司†

西村智治†

富永浩之†

大学情報系学科の入門的 C 授業において，初心者が気軽に参加できる小コンテスト形式でのプログラミング演習を提
案している.大会運営の支援サーバ tProgrEss を開発し，問題の提示，解答プログラムのアップロード，サーバ側での
コンパイル，実行結果の正誤判定などの機能を提供している.出題には，実行テスト系列を採用し，一部の仕様を満た
す解答に対しても部分点を与えるようにする．本論では，出題情報，および，模範コードや入出力サンプルなどのフ
ァイル群の再利用が行えるプログミング出題のオーサリングツールの機能を検討する．

Teacher Support System in Introductory
C Programming Exercises Based on Competitive Learning
- An Authoring Tool of Programming Problems
with Execution Test Series KOUJI KURAMOTO† TOMOHARU NISHIMURA†
HIROYUKI TOMINAGA†
To improve introductory C language lesson in an engineering college, we have proposed a small contest style exercise in
classroom and homework. We have developed tProgrEss, the contest management Web server. It judges an uploaded program by
an execution test with input and output data. To adjust a contest for beginners, we offer several preparation tests, which are for
step-by-step sub-goals as partial specification. We set the rule of partial points and plus or minus points based on time. The
system shows the result of judgment and exhibits the ranking page immediately. We are developing an authoring tool to reuse
questioning information, exemplar codes and sample data. It supports a teacher to make problems efficiently. We discuss the
necessary functions as the system specification..

1. はじめに
大学の情報系学科では，初年次の C 言語教育を重視して

2. プログラミング演習の概要と支援サーバ
2.1 コンテストの実施形態

いる．しかし，理解度が異なる多様な学生が受講しており，

コンテストの実施形態は，教室型/宿題型/試験型を用意

進捗状況や演習態度に大きな差が生じやすい．本研究室で

する(図 2)．これらは，異なる機能を提供するのではなく，

は，授業中の演習を活性化させるため，初心者が気軽に参

コンテストの要項や問題編成の指針を示すテンプレートで

加できるコンテスト形式の演習を提案している[1][2][3][4]．

ある.教室型は，毎回の授業の最後に，総まとめとして，教

また，Web ベースの支援システム tProgrEss を開発している．

室内で一斉に実施する．基本的な事項で，例題の類題とし

tProgrEss は，問題の提示，解答プログラムのアップロード，

て，15～30 分で解ける問題を出題する．宿題型は，1～2

サーバ側でのコンパイル，実行結果の正誤判定などの機能

週間の期間内とし，学外からのアクセスも許容する．応用

を有する．ただし，初心者がプログラムを完成するには時

的な事項の組合せで，60～120 分の問題を出題する．試験

間がかかり，途中で諦めてしまう可能性がある．そこで，

型は，成績に関与する演習で利用する．教室型より長いが，

一部の仕様を満たす解答に対しても部分点を与えるように

制限時間を厳格にし，難易度の高い問題を出題する．

する．また，各学生の進捗状況を即時的に公開し，競争意

2.2 大会運営サーバtProgrEss

欲を高める(図 1)．本論では，先行研究を踏まえ，プログラ

本研究では，初級 C 授業と初心者に適応した，小コンテ

ミング出題のオーサリングツールの開発を議論する．特に，

スト形式のプログラミング演習を提案している．大会運営

提案しているコンテストの出題方法に即した問題作成と，

サーバ tProgrEss を開発し，実際の授業で運用している[5][6]．

模範コードや入出力サンプルなどの必要なファイル群の生

プログラムの正誤判定は，アップロードされたソースコー

成や検証を支援する機能を提供する．再利用性を高め，教

ドをサーバ側でコンパイルし，テストデータとしての入出

師の作業を効率化し，質の高い出題を実現する．

力サンプルとユーザのプログラムの実行結果とを照合する
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(図 3)．実行テストの結果は，正答，誤答，実行打切，実行
時エラー，静的エラー，不正提出の 6 段階で判定する(図
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4)．判定結果，およびコンパイル時のメッセージと実行結

最終目標に挑戦

処理の流れを
ヒントとしてコメント

果を，判定確認ページで学生に提示する．
学生は，これらの情報を基に，解答の修正や，次のテス
トに取り組む．また，順位表示ページで，各自の判定結果
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図 1 コンテスト形式の演習の進行
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図 6 実行テスト系列の問題例

予備テスト1：入力値をデータとして正しく格納
入力の順序とデータ型
不定個入力の番兵での打切り

不適な入力範囲の確認
入力値の計数と振分け

予備テスト2：主要な反復処理や配列操作
配列のシフト(追加・削除・逆順)
反復の構造(パス、ネスト)
反復の範囲(初期値、継続条件) 配列の加工(分割・併合・生成)

予備テスト3：整形出力や例外処理
図 2 コンテストの実施形態
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図 7 実行テスト系列の出題指針
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図 3 プログラムの正誤判定
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図 8 コンテストの進行と時間調整点
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図 4 判定結果の種類

3. 実行テスト系列と得点ルール
3.1 予備テストと最終テストからなる実行テスト系列
本研究では，コーディングの進め方を誘導したり，プロ
グラムの作成指針を示すため，1 つの問題につき，複数の
予備テストと 1 つの最終テストからなる実行テスト系列を
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採用する(図 5)．最終テストは，題意を完全に満たす解答を

重要性を理解させるための誘導である．例えば，整列算法

要求するが，予備テストでは部分的な仕様を満たせばよい．

を実装する問題では，完全な結果は整列済となってしまう

図 6 は，不定個の整数値入力を受け取り，平均値を出力す

ため，正しい処理が行われたか確認しづらい．入力限定と

る問題である．この問題に対し，番兵による入力処理の確

組み合わせて，整列の処理過程を表示させ，正しい実装か

認，平均値計算の確認，出力書式の確認，などの予備テス

どうかを確認する．

トを提示する．予備テストは，3 つ程度の中間目標として
構成し，仕様を緩めて徐々に完成に近付けさせる[5]．

予備テストは，図 7 のようなガイドラインに沿って構成
し，問題内容に即した処理の確認を行う．予備テスト 1 で

予備テストでは，最終テストへ至る前の段階的な確認を

は，入力値をデータとして正しく扱えるかを主な確認項目

行う．予備テストの正解には，部分的な得点を与える．何

とする．まずは，問題に取り組むきっかけとなる部分とし

度でも挑戦できるよう，失敗でも減点しない．入出力のサ

て，確実に解ける内容で実行テストを行う．予備テスト 2

ンプルは公開されており，エラー情報も提示するため，積

では，主要な反復処理や配列操作を確認項目とする．問題

極的にテストに取り組み，その結果を元にデバッギングを

の中心となる処理において，一部の機能のみを確認したり，

進められる．

例外を含まない簡単な例で実行したりする．予備テスト 3

最終テストは，十分な量の入出力サンプルを用いるが，

では，最終テストに至る最後の確認として，整形出力や例

学生には提示されず，結果のみを通知するブラックボック

外処理の確認を行う．最終テストとほぼ同様の仕様とする

スとして行う．正解には大きな得点を与えるが，失敗すれ

ことで，予備テスト 3 を最終テスト前の確認として利用す

ば減点となる．一般的なコンテストでは，この最終テスト

ることができる．

に該当するテストが用意されている．最終テストで入出力

3.3 時間調整点と誤答減点を導入した得点ルール

サンプルを提示しない理由として，具体的な処理を実装せ

プログラムの判定結果には，時間調整点と誤答減点を導

ず，示したサンプルにのみ対応したようなコードを防ぐた

入した得点ルールを適用する[8]．時間調整点は，提出時期

めである．また，予備テストを利用して慎重にテストを繰

によって，通常の配点に加減点を付与する(図 8)．事前期間

り返すことを促す効果も狙っている．

の提出は，コンテストの開始前なので無効とし，得点を 0

3.2 予備テストの詳細と構成

にする．早期期間の提出は，積極性を評価して加点する．

予備テストにおける部分仕様として，入力限定，部分出

通常期間の提出には，加減点はない．延長期間の提出は，

力，書式許容，段階実装，過程表示の 5 通りを考える．そ

多少は許容する代わりに減点する．事後提出は，追試的な

れらを組み合わせて，予備テストを構成する[7]．

措置であり，参加点のみとする．無効提出は，授業終了後

入力限定では，仕様が要求する入力範囲内の一部でのみ

にシステムの正誤判定の機能のみを使用する際の提出であ

正しく実行できればよい．テストケースとしては，例外処

り，得点は 0 にする．早期と延長における加減点は，提出

理となるデータ，継続条件や分岐条件での境界値を避ける．

時期で傾斜させる．これらを設けることで，学生の早期解

また，予備テストで用いる入出力サンプル以外では，正し

答を促し，演習の活性化を狙う．

く計算できなくてもよい．本来の計算方法とは異なり，そ

一方，誤答減点は，最終テストの誤答に減点のペナルテ

の入力でしか通用しない実装でも構わない．例えば，二次

ィを与える．最終テストでは，例外的な入力を含む，網羅

方程式の解法で判別式が正の場合のみ，文字列処理で全て

的な入出力サンプルを用意する．誤答減点により，完答へ

が英大文字の場合のみ，といったケースである．

の慎重な確認を行わせる．最終テストが誤答や未答で終わ

部分出力では，照合において，一部のデータを無視して
採点する．具体的には，仕様で要求される出力の個数にお

った場合は，予備テストの部分点のみを与え，誤答減点は
行わない．

いて，照合の柔軟さを設定する．例えば，データ列の平均

実行テスト系列と得点ルールの導入により，頻繁な提出

と最大値を求める問題で，平均だけの出力が合えばよいと

の促進と早期の提出の誘導をしている．これまでの授業実

する．ここでは，最大値の出力がなかったり，余分に誤っ

践の結果からは，一定の教育効果が確認できている[4]．既

た値が出力されていても構わず，予備テストに正答とする．

存のコンテストやプログラム正誤判定システムでは，各問

書式許容は，書式や精度においては，printf 文の出力書式

にかかる時間が長く，完答しないと得点にならないので，

による空白の個数や小数点表示などの相違を無視し，デー

初級演習には向いていない[9][10]．

タとして一致すればよいとする採点を行う．例えば，平均
値の問題ならば，出力桁数を指定されていたり，計算途中
の小さな誤差を見逃すなどである．
段階実装では，仕様の出力を求めるまでの途中の値を出

4. プログラミング出題の現状
4.1 問題閲覧ページで提示する出題情報

力する．過程表示は，最終的な出力結果に至るまでの変数

本システムにおけるプログラミング出題の現状につい

の出力や配列要素を列挙する．これらは，デバッグ出力の

て述べる．学生側の問題選択ページでは，コンテストで出
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題される問題セットの一覧が提示される．問題ごとに表示
される情報は，タイトル，所要時間，難易度，配点，要旨，
実行テスト数などである．要旨は，文法的な学習項目，題
材の分野などが連想できる語句とする．学生は，これらの
情報を参考にして問題を選択する．問題閲覧ページは，出
題解答モードと採点結果モードがある[11]．出題解答モー
ドでは，問題内容の提示，実行テストの選択，解答コード
の提出を行う(図 9)．各テストごとに，選択ボタン，出題意
図，配点比率，出題要旨が表示される．詳細フレーム内の
上部には，ファイル提出用の入力フォームと提出ボタンを
置く．その下にテストの仕様や入出力サンプルを掲載する．
4.2 コンテストに必要な出題情報とファイル群

図 10 出題に必要な情報

次に，出題に必要な情報の構成について述べる(図 10)．
コンテストの全体的な情報と，個々の問題の情報に分かれ
る．各問題は，正解となる模範コードと解答用のテンプレ
ートファイル，出題に必要な情報を記述したテキストファ
イル(出題テキスト)からなる．コンテストの全体的な情報
は，題目，意図，コンテスト型，難易度，実施時期，制限
時間，問題数，得点ルール(調整点の係数と時間幅)などで
ある．出題テキストのヘッダとして，問題の外的情報をま
とめて記述する．具体的には，コンテスト ID，問題 ID，
題目，難易度，参考文献を記述する．設題全体と設問ごと
の項目に分けて記述する．設題全体では，要件，仕様，助
言，概略，参考の 5 つの項目を設ける．各設問では，設問
の要件と入出力サンプルを記す．それぞれのヘッダとして，
実行テスト系列の種別，ソースコード名，基準の配点を記
述する．設題全体では，問題の仕様や助言を記す．
実行テスト系列においては，最終テストの完全仕様は設

図 11 実行テスト系列に必要なファイル群

5. 入出力サンプルと照合基準
5.1 照合基準の概要

題と同じであるが，予備テストにはそれぞれの部分仕様を

プログラムの自動判定を適正に行なうには，問題文にお

付与する．また，最終テストに対して，模範コードとテン

いて，処理内容だけでなく，入力データの与え方，出力の

プレート，さらに幾つかの入出力サンプルを用意する．予

書式などの仕様も完全に指定しておく必要がある．最終テ

備テストに対しては，部分仕様に応じて，これらを流用ま

ストでは，入力サンプルそれぞれに対し，模範プログラム

たは修正して用いる．実行テスト系列に必要なファイル群

と解答プログラムの出力が文字列として完全に一致すれば，

を整理すると図 11 の通りである．現状では，これらの情報

完答と判定する．しかし，予備テストの仕様に合わせて，

やファイルは，教師が，所定の様式で指定フォルダに置か

入出力サンプルを個々に用意したり，予備テスト用に模範

なければならない．これらを，システムのスクリプトで，

プログラムを修正するのでは，問題作成のコストが大幅に

内部データとして登録し，実際の出題を行っている．

増大する．そこで，予備テストでは，最終テストの入出力
サンプルを流用し，部分的な一致でも正答と判定する照合

総合得点

基準を設ける[7]．このような採点方法により，従来のプロ
グラム正誤判定システムより柔軟な照合を行う[9][10].

テスト情報の切換

実行テストの一覧

設題ごとの要件
部分仕様
入出力サンプル

5.2 行単位の単語単位での一致
入力範囲の限定では，最終テストの入出力サンプルのう
ち，特別なケースを除いた標準的なものを用いればよい．
出力形式の許容では，まず，照合における完全一致の粒度
を，行単位と語句単位に分ける．通常は，単語単位での照
合を行い，出力順と単語単位での文字列として一致を行う．
行単位での照合では，主に出力書式が指定されている場合

図 9 問題閲覧ページの出題解答モード
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る．欠点としては，空白の個数などの細かな点でも誤りと

教師の負担が大きい．また，出題の様式が複雑で教師には

判定してしまう点である．単語単位の指定は，出力順が一

分かりやすいとは言えず，何らかの不備から適切な出題が

致すればよく，幅広い問題に利用できる．利点として，問

行えないこともある．そこで，Web ベースの出題オーサリ

題の形式にあわせた柔軟な採点が行えること．欠点として，

ングツールを提供し，ユーザビリティを高めることにする．

書式などの評価が行えない点が挙げられる．

出題の様式を完全に理解していなくても，選択肢を用意し

5.3 前方からの一致個数の指定

たり，入力の補完を行い，入力の不備を未然に防ぐ．入力

さらに，前方からの部分一致に用いる個数を指定する．

サンプルから，実際の模範コードで実行し，出力サンプル

ここで，0 を指定すれば，末尾までの完全一致とみなす．

を取得する．これにより，網羅性の高い入出力サンプルを

例えば，語句単位で一致数 2 であれば，出力サンプル "12 3

用意しやすくする．さらに，1 つのプログラムから類題を

45" に対し，実行結果 "12

派生したり，最終テストの模範コードや入出力サンプルか

3" や " 12 3 6" は正答となる．

これらは，一致数 0(完全一致)であれば，誤答と判定される．
また，行単位であれば，書式の異なる " 12

3

45" も誤

答となる．前方からの一致個数指定の効果としては，出力

ら予備テストの部分仕様に適合させた修正物を生成したい．
オーサリングツールの位置付けは，図 12 の通りである．
従来のテキストベースの CUI による出題情報の入力に加え，

データの照合範囲の指定を行なうことで，プログラムの一

Web ベースの GUI による出題情報の設定を可能とする．設

部だけが記述できた状態を評価できる点である．例えば，

定内容に応じた出題情報の候補提示や入力補完を行う．ま

最大値と平均値を出力する問題に対し，予備テスト系列の

た，実行テスト系列の作成支援として，入出力サンプルの

中で，最初は最大値のみを照合範囲とし，それ以降は平均

自動生成と柔軟な照合，予備テストのテンプレートの自動

値も確認する，といった使い方ができる．

生成を行う．このとき，柔軟な照合方法を記述するための

5.4 数値としての一致と誤差の許容

簡易記法を用意し，部分仕様の区分と合わせて，ユーザが

数値としての一致と誤差の許容について説明する．実数

直観的に指定しやすくする．

を扱う問題に解答する際，出力桁数が指定されている場合
がある．例えば，正解としての出力に”5.50”が指定されて

6.2 オーサリングツールの設計

いると，厳密には”5.500000”の出力では誤答となってしま

現在，オーサリングツールの GUI 設計と仕様検討を行っ

う．また，問題の早い段階では，出力が整数となる例を用

ている(図 13)．先行研究として，記入式解答のドリル練習

いて，動作確認を行なうこともある．この際も，”2.00”が

システム DrilLs のソースコード読解問題のオーサリングツ

正解の場合，”2”では誤答となる．これらに対応するため，

ールを参考にしている[12]．DrilLs のオーサリングツール

数値としての照合を導入する．これにより，書式の差によ

では，完全なソースコードから，出題に用いる部分コード

って誤答と判定される可能性は少なくなる．また，統計処

を抽出し，入力データを変えた類題を生成する(図 14)．正

理などで丸め誤差が発生する場合も考慮し，ある程度の揺

答となる出力データは，元の完全なソースコードの実行結

らぎは許容する．

果として，入力データから自動的に生成する．試作したオ

5.5 コメント行の許容

ーサリングツールの入力画面は，図 15 の通りである．

正誤判定において，もう 1 つの問題点は，"N=?" などの

また，tProgrEss の教師側サブシステムである，問題モニ

プロンプトや，デバッグ用の出力への対処である．仕様の

タリング機能との連携を図り，実際に出題した問題の妥当

厳密な指定からいえば，これらは誤答とすべきであるが，

性を吟味する[8][13][14]．

予備テストを最終解答への誘導とするならば，これらを許
容することが望ましい．本来，プロンプト出力は，ユーザ
フレンドリなプログラム作成において推奨すべきである．

7. おわりに

システムの試行運用においても，プロンプト出力を行なっ

大学情報系学科の入門的 C 授業において，初心者向けの

たため誤答とされたことを出題ミスと捉えた学生も多かっ

小コンテスト形式でのプログラミング演習を提案し，大会

た[3]．そこで，特定の文字から始まるコメント行は，照合

運営の支援サーバ tProgrEss を開発している．複数の予備テ

において無視されるようにする．

ストと最終テストからなる実行テスト系列を導入し，仕様
の一部を満たす部分的な解答に得点を与える．現在，教師

6. 類題生成のためのオーサリングツール
6.1 オーサリングツールの機能

の出題の負担を軽減するため，オーサリングツールを開発
中である．最終テストの模範コードを予備テストに流用し，
入出力サンプルも柔軟な照合方法を指定することで再利用

毎週の授業で小コンテスト形式を取り入れるには，相当

する． 現在は，基本機能の要件を整理し，試作版を修正し

数の問題を提供しなければならない．効果的な演習には，

ている段階である．今後は，実装を進め，実際の授業実践

十分な類題も必要である．解答の作成や確認も面倒であり，

に活用する．
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図 16 モニタリング機能の概要
図 12 オーサリングツールの位置付け
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