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あらまし：ソースコードを読み，ソースコード実行中・実行後の値を推測する学習は，プログラミングに
慣れていない初学者を主として，プログラミング学習者に対する一つの支援法として有効であると考え
られる．我々は，プログラミング初学者が躓く要因のひとつとして，読解の際うまくスライスできていな
いことにあると考えている．よって，プログラムスライスの土台であるデータ依存グラフを的確に，かつ
効率良く把握することを狙いとした学習は，プログラミングを苦手とする学習者にとって効果的ではな
いかと考えられる．そこで本研究では，プログラミングに苦手意識を持つ学習者を支援する前段階として，
データ依存グラフを意識することはコードリーディングを適切かつ効率的に行うために有効かどうかを
明らかにする．ソースコード読解学習システムを利用して行った実験の結果，データ依存グラフを意識し
た場合，意識しない場合と比較して，有意に早く読解できるようになることが示唆された．
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1.

はじめに

プログラミング学習者，とりわけ初学者の認知資
源配分を容易にするため，フレーム及び学習活動パ
ターンを制限した学習課題の設計及び開発が進めら
れている．その中のひとつに，ソースコード読解に
基づいたプログラミング学習システム(以降，読解学
習システム)がある(1)．これは，問題として提示され
たソースコードを読み，ある変数 x の実行後の値，
あるいは，ある変数 x が値 n であるときの他のある
変数 y の値，などを答える形式の学習である．読解
学習システムは，プログラムを書いて実行するとい
う一般的なコーディング演習と併用して用いるもの
であり，プログラムに慣れること，効率的にプログ
ラムを読めるようになること(適切にスライシング
できるようになること)，命令を確実に憶えることを
目標とした学習である．プログラム中のバグを発見
し訂正する際，コードリーディングは特に重要なタ
スクとなる．誤り訂正を教材とした学習の有効性が
示されているが(2,3)，その学習の中でも，読解は最も
基本的な技能と位置付けられている．読解は単純で
取り組みやすい学習である．よって，読解学習は，
バグ発見やデバッグ学習(4)などに接続する前段階の
学習として，とりわけプログラミング初学者の一つ
の学習支援として有効であると考えられる．
我々は，プログラミング初学者が躓く要因のひと
つとして，内容理解やデバッグなどの際，本質的に

重要な箇所に意識をうまく集中できていない，すな
わち適切にスライスできていないことにあると考え
ている．非本質的な箇所の読解が余計な認知負荷を
生み出し，その結果，円滑な学習を阻害していると
考えている．よって，プログラムスライスの土台で
あるデータ依存グラフを的確に，かつ効率良く把握
することを狙いとした学習は，プログラミングを苦
手とする学習者にとって効果的であると考えられる．
プログラムスライスは効率的な読解に役立つと示さ
れていることからも(5)，読解学習はひとつのプログ
ラミング学習の方法として有効であると考えられる．
そこで本研究では，プログラミングに苦手意識を
持つ学習者を支援する前段階として，データ依存グ
ラフを意識することはコードリーディングを適切か
つ効率的に行うために有効かどうかを明らかにする．
ソースコード読解学習システムを利用して行った実
験の結果，データ依存グラフを意識した場合，意識
しない場合と比較して，有意に早く読解できるよう
になることが示唆された．

2.

読解学習システム

ソースコード読解学習システムは，C 言語の読解
学習を対象としたものであり，ソースコードを自動
生成できる．また，HTML5 に準拠した Web ブラウ
ザさえあれば，システムの全機能を利用可能である．
システムは Apache 2.4.7 で動作しており，問題提示

には JavaScript ライブラリである jquery 1.7.2，問題
データ管理には MySQL 5.6.16，Web アプリケーショ
ンは php 5.5.9 を用いている．教授者は，問題の自動
生成機能を用いることで，読解教材を自動的に作成
できる．学習者のメインユースケースである演習画
面を図 1 に示す．
従来のシステムは，変数や命令の数など問題生成
に関する制約を設定した後，任意の規則に基づいて
ソースコードを生成する機能のみ有している．そこ
で本研究では，従来の読解学習システムを拡張し，
データ依存関係を反復学習できるような機能を追加
した．これにより，データ依存関係を把握しながら
効率良く読解する力の獲得を目指した学習を実現で
きるようになった．

3.
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図 2 実験結果（エラーバー：SD）
グラフを意識した場合，意識しない場合と比較して，
有意に早く読解できるようになることが示唆された．
今後，
「プログラミングに苦手意識を感じる学習者は
うまくプログラムスライスできていない」といった
仮説の検証が課題となる．プログラミングに苦手意
識を感じる学習者の場合，通常の被験者よりも改善
の幅が大きければ，その仮説はより確かなものであ
ると考えることができる．
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おわりに

本研究では，データ依存グラフを意識することは
コードリーディングを適切かつ効率的に行うために
有効かどうかを調査した．実験の結果，データ依存
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実験

データ依存グラフを意識することはコードリーデ
ィングを適切かつ効率的に行うために有効かどうか
を明らかにするため，C 言語及び Java 言語の基礎や
アルゴリズムの基礎といったプログラミング関連科
目の基本を既に習得済みの大学 3，4 年生に対して評
価実験を行った．実験は，2018 年 2 月 2 日からの 3
週間の間に 11 名に行った．本実験で出題されたソー
スコードは，インクリメントや複合代入演算子とい
った命令を用いていない．また，用いられる演算子
は四則演算と余剰のみである．このような条件で生
成されたソースコードを課題として提示し，指定し
た変数の実行後の値の回答を被験者に求めた．
実験の流れを示す．まず，時間無制限のプレテス
トを行い，被験者各自のやり方で読解を行った．次
に，データ依存グラフと，それに基づいて読解する
戦略を教授し，データ依存に沿い読むことに慣れる
トレーニングを 30 分行った．トレーニング後，時間
無制限のポストテストを行った．プレ・ポストテス
トでは，データ依存関係のみを持った代入文のみの
ソースコードを 5 問，if 文を含むソースコードを 5
問，while 文や for 文を含むソースコードを 5 問，if
文と while(for)文を両方含む 5 問の計 20 問を被験者
に出題した．なお，プレ・ポストテストの難易度は
同程度とした．トレーニングでは， 4 行のソースコ
ードで可能な 20 種類のデータ依存グラフに従い計
20 問の問題を生成し，課題として被験者に提示した．
図 2 に実験結果を示す．図 2 により，事前(プレテ
スト)，事後(ポストテスト)の読解時間の間には，
Welch の t 検定により有意な差(p<0.05)が確認された．
なお，プレ・ポストテストの正答率には，有意な差
は確認されなかった．このことから，データ依存グ
ラフを意識することで，被験者は効率よく読解でき
るようになったと考えられる．
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