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プログラムトレース課題の新規導入容易な
学習支援システムの開発

立岩 佑一郎1,a) 茂木 誠拓2 東本 崇仁2 赤倉 貴子3

概要：プログラムトレース課題は「次に実行される式」や「その式の実行における変数の値」と言ったプ
ログラムの動作を問う．これまでに，筆者らは既存のプログラムトレース課題に対して，次の動作が実装
された学習支援システムを開発した：1）学習者の答えに応じた問いを出し，2）プログラムの正しい動作
を問いの進行に従って表示し，3）答えに基づいて変数を具体化した式の実行結果を示す．しかし，新規の
プログラムに基づいたプログラムトレース課題をこのシステムへ導入するには多くの労力と時間がかかる．
そこで，新規のプログラムに対してトレース課題を作成する機能，トレース課題に応じた前述の動作を規
定する機能を有する学習支援システムを提案する．

1. はじめに
近年，小学校教育におけるプログラミングの必修化やプ

ログラミング的思考の重要性への気づきが高まり，プログ
ラミング教育に関する需要が高まっている．これらの教育
やプログラミング的思考において重要なこととして，単に
プログラムの言語的な理解ではなく，アルゴリズムやプロ
グラムの振る舞い（動作の仕方）を理解させることが挙げ
られる．一方で，プログラミング初学者は，「for文は複数
回繰り返させる」などといったなんとなくの理解が多く，
それゆえ for文の条件が繰り返し条件なのか終了条件なの
かといった理解が曖昧であったり，ループを抜けた際のイ
テレータの状態がどうなっているかなどを十分に理解がで
きていないことがある．
このように漠然としたイメージではなく，しっかりと振

る舞いを理解させるためには，筆者らが提案してきたよう
なプログラムトレース課題 [1]が重要となる．プログラム
トレース課題は，プログラムにおいて実行される箇所とそ
の順序，および各々の箇所での実行内容について問う．ま
た，筆者らはプログラムトレース課題に基づいて学習者へ
問い，学習者からの答えに基づいてフィードバックを返す
対話型のプログラミング学習支援システムを開発した [1]．
フィードバックは学習者の答えの履歴の他に，学習者の答
えに基づいた場合と正答に基づいた場合における変数の値
と標準出力から構成される．学習者は，変数の値と標準出
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力の違いを答えの履歴から考察することで，振る舞いに対
する誤解に気づくこととなる．
一方で，新規のプログラムでの問いを実施するには，次

のような作業を必要としており，教師にとって負担が大き
いという問題がある．まず，教師がそのプログラムを解析
して問いの対象を見つけ，問いの実施順序と実施条件を決
定し，それらを学習支援システムへ実装する．そして，プ
ログラムをトレースして，変数の値や標準出力を求め，問
いに合わせて表示するようシステムへ実装する．更に，答
えに基づいた実行結果を示すために，その箇所と同じ作用
をシステムに実装する．
これまで，筆者らは任意のプログラムに対して，フィー

ドバックを実現する方法を検討してきた [2]．本稿では，新
規のプログラムに対してトレース課題を作成する機能，作
成したトレース課題に基づいて学習者へ問い，学習者から
の答えに基づいてフィードバックを返す対話を規定する機
能を有する学習支援システムを提案する．

2. 提案システムでの対話
対話は「システムが問う→学習者が答える→システムが

フィードバックを返す」の繰り返しで進む．このとき，学
習者はシステムに現在の問いを取り消させ，一つ前の問い
に戻させることもできる．対話は図 1と図 2に示す手続き
P と Qで定義され，P ()の実行で開始される．
図 3に示すプログラムに基づいたトレース課題を用いて

フィードバックを説明する．図 4は学習者の答えの履歴を
示す．図中の (b)は，学習者が P3の問いに対して図 3の
(a)の式を答え，図中の (c)は，その後に P4-3の問いに対
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P1) システムはこれから実行されるユーザ定義関数を問い，学習
者はその問いに答え（答えを ud とする），システムはフィー
ドバックを返す．

P2) システムは ud の引数の値を第一引数から順に問い，学習者
は各々の問いに答え，システムはフィードバックを返す．

P3) システムはこれから実行される式を問い，学習者はその問い
に答え（答えを eとする），システムはフィードバックを返す．

P4) システムは e の実行を以下のように問う．
P4-1)eが if文などの条件式であれば，システムは手続き Q(e)を

実行し，その戻り値の表示を用いて eの真偽を問い，学習者
はその問いに答え，システムはフィードバックを返し，P3

に戻る．
P4-2)eが return命令であれば，システムは引数を pとして手続

き Q(p) を実行し，その戻り値の表示を用いて p の値を問
い，学習者はその問いに答え（答えを rv とする），システム
はフィードバックを返し，P5 へ進む．

P4-3)e が代入式であれば，システムは右辺を r として手続き
Q(r) を実行し，左辺に代入される値を問い，学習者はその
問いに答え，システムはフィードバックを返し，P3に戻る．

P4-4)e が上記以外であれば，システムは手続き Q(e) を実行し，
学習者はその問いに答え，システムはフィードバックを返
し，P3 に戻る．

P5) rv を戻り値として ud からの復帰先を問い，学習者はそれに
答え（答えを cl とする），システムはフィードバックを返す．

図 1 手続き P ()

Fig. 1 Procedure P ()

Q1) eの被演算子のうち最初に評価される変数または関数を vf と
し，システムは以下のように問う．

Q1-1)vf が変数であれば，システムは vf の値を問い，学習者は
その問いに答える．このとき，vf の演算子が特定のもので
あり，vf がその演算子の最後に評価されるものであれば，
システムはその演算を計算する．

Q1-2)vf がライブラリ関数であれば，システムは第一引数から順
に引数を pとして手続き Q(p)を実行し，システムはそれら
の戻り値に基づいて関数を計算する．

Q1-3)vf がユーザ定義関数であれば，システムは第一引数から順
に引数を p として手続き Q(p) を実行し，手続き P () を実
行する．そして，システムは vf の戻り値を表示し，復帰先
の問いの答えに基づいて e と vf を更新する．

Q-2)vf の次に評価される変数または関数が存在すれば vf として
Q1 へ戻り，そうでなければフィードバックを返す．

Q-3)システムは e を学習者の答えに基づいて具体化し，それを戻
り値とする．

図 2 手続き Q(e)

Fig. 2 Procedure Q(e)

して iに代入される値として 1を答えたことを示している．
提案システムは変数宣言（プログラムの 2行目）を「実行
される箇所」として問わないため，それに対応する答えは
存在しないことに注意されたい．また，学習者の答えに基
づいて変数の値が更新される．図 5の (f)はプログラムの
2行目で宣言されている変数 iに 1が格納されていること
を示している．そして，図 5の (e)では，図 4の (d)のラ

(a)

図 3 トレース課題用のプログラム
Fig. 3 Program for reading program code exercise

(b)

(d)

(c)

図 4 学習者の答えの履歴
Fig. 4 History of student’s answer

(f)

(e)

図 5 学習者の答えに基づいた標準出力と変数の値
Fig. 5 Standard output and variable values based on student’s

answer

図 6 正当に基づいた標準出力と変数の値
Fig. 6 Standard output and variable values based on correct

answer

イブラリ関数の計算結果（Q1-2）の標準出力が表示されて
いる．最後に，図 6は，正答に基づいた標準出力と変数の
値である．

3. 実現法
本章では，提案システムの根幹となる動作の実現法を述

べる．
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図 7 システム構成
Fig. 7 System overview.

3.1 概要
図 7 はシステムの主要な機能とデータフローを示す．
データベースをデータの中継地点として各機能をプログラ
ムで実装することで，人手を介さずに新規の課題を追加で
きる．
問いでは，実行される式やその式を構成する変数の値な

どを問う．このため，プログラムから式や変数といった要
素を抽出する必要がある．そこで，第 3.2節では，プログラ
ムを入力として，問いに用いる要素を抽出し，データベー
スに保存する手法（解析機）を提案する．また，いくつか
の演算子の被演算子となる変数やライブラリ関数の問いで
は，学習者からの答えに基づいて演算やライブラリ関数を
計算する．第 3.3節では，式を入力として，その式の計算
結果を返す手法（計算機）を提案する．
正答に基づいた表示では，実行される箇所の問いの実施

毎に，そのときの変数の値や標準出力が表示される．そこ
で，第 3.4節では，実行ファイルを入力として，実行される
箇所の問い毎に変数の値や標準出力を収集し，データベー
スに保存する手法（観測機）を提案する．
システムと学習者の対話では，「システムが問う→学習

者が答える→システムがフィードバックを返す」を繰り返
す．この一連の対話においては，学習者による答えに応じ
て以降の詳細が変化する．第 3.5節と第 3.6節では，この
ような対話を規定する方法を提案する．

3.2 解析機
Clang compiler[3] により生成される抽象構文木に Lib

Tooling[4]を通じてアクセスし，以下に示す集合と関数を
実現するためのデータを収集してデータベースに保存する
プログラムを作成する．
• 集合UFDは，ユーザ定義関数ufd，ufdの引数を第一引
数から順に格納したリストARGによる組 (ufd,ARG)

から構成される．
• 集合 CLRは，呼出元となりうる関数 c，ユーザ定義
関数 ufdによる組 (c, ufd)から構成される．

• 集合 EXP は，式から構成される．
• 集合 V ARは，宣言された変数から構成される．
• 関数 IsReturn(exp)は式 expが復帰命令であれば真
を返す．

• 関数 getOperands(exp)は，式 expの被演算子を評価
順に格納したリストを返す．

• 関数 IsLeftV ariable(opd)は被演算子 opdが左辺の変
数のときに真を返す．

• 関数 IsFunction(opd)は被演算子 opdが関数のときに
真を返す．

• 関数 IsV ariable(opd)は被演算子 opdが変数のときに
真を返す．

• 関数 IsLibrary(opd)は被演算子 opdがライブラリ関
数のときに真を返す．

• 関数 getArguments(fun)は，関数 funの引数を第一
引数から順に格納したリストを返す．

3.3 計算機
ユーザ定義関数を計算する可能性があるため，現在の

課題に対応した実行ファイルを用いる．実行ファイルを
GDB [5]で実行し，GDB/MIインターフェイス [6]を通じ
て「-data-evaluate-expression」コマンドを実行し，与えら
れた式を計算する．

3.4 観測機
GDBでのシングルステップ実行により，以下に示す関数
を実現するためのデータを収集する．GDB/MIインター
フェイスを通じて GDBを操作し，収集したデータをデー
タベースに保存するプログラムを作成する．
• 関数 Std(ste)は，第 ste番目のステップにおける，標
準出力を返す．

• 関数 V al(ste, var) は，第 ste 番目のステップにおけ
る，変数 varの値を返す．

3.5 対話機の設計
3.5.1 拡張有限状態機械
対 話 を 拡 張 有 限 状 態 機 械 M =

(Q,Σ, D, ini,H, ste, dir, ans, emb, cal, out) で 以 下 の
ように定義する．
• Q：状態集合である．
• Σ：q ∈ Qへの入場時に実行される関数 σ(q)の集合で
ある．

• D：状態 qにおいて条件 αが満たされれば，関数 γを実
行し，状態 q′へ遷移することを四つ組 (q, q′, α, γ) ∈ D

で表す．
• ini：初期状態である．
• H：遷移した状態を q，学習者の答えを ans，シス
テムによる具体化の結果を emb，システムによる
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計算結果の戻り値を cal，標準出力を out とする組
(q, ans, emb, cal, out)を要素とするリストである．変
数 qは現状態から初期状態まで一つずつ戻るために利
用され，そのほかの変数は qの実施において生成され
た値を qと関連付けて保持するために利用する．

• ste：ステップ番号である．正答に基づいた表示の進捗
と問いの進捗との同期をとるために用いられる．

• dir：学習者が次の問いに進むようにシステムに入力し
たときに NEXT，一つ前に戻るように入力したときに
PREVとなる．学習者からの入力を省略して状態を遷
移させるために用いられる．

• ans：学習者の入力した答えである．
• emb：式の具体化の結果である．
• cal：システムの計算結果における戻り値である．
• out：システムの計算結果における標準出力である．

3.5.2 準備
M の実現方法を下記の表記を用いて述べる．
• 組の要素へのアクセスを演算子 .（ドット）で表す．
• 状態の変数へのアクセスを演算子 .（ドット）で表す．
• リスト Lの i番目の要素へのアクセスを Li と表す．
• リスト Lの末尾の要素へのアクセスを Ltail と表す．
• リスト Lの要素数を | L |と表す．
• リスト L の末尾への要素 x の追加を L.Push(x) と
表す．

• リスト Lの末尾へのリスト L′の連結を L.Append(L′)

と表す．
• Next(q)は状態 q において dir = NEXT であるとき
の γ の定義に用いられる．

• Prev(q)は状態 q において dir = PREV であるとき
の γ の定義に用いられる．

3.5.3 状態：実行される箇所の問い
実行される箇所の候補（式，ユーザ定義関数，復帰先）

を要素とする集合を S，実行される箇所を問う状態を qと
して以下を定義する．QTr(p)は，実行される箇所の問い
qを作成し，q.S = pを実行し，M.Qに qを追加し，M.Σ

に σ(q)を追加し，qを返す．
• σ(q)は，M.dir = NEXT を実行し，q.S が式の時は

M.ste = M.ste + 1を実行する．その後，第 3.5.7項
で述べる Feedback()を実行し，q.S の要素を選択肢
として実行される箇所を問う．ユーザが問いに答えた
とき，その答えをM.ansに代入し，M.dir = NEXT

を実行する．一方，一つ前に戻りたいと答えたとき，
M.dir = PREV を実行する．

• Next(q) は，M.H.Push((q,M.ans, null, null, null))

を実行し，Feedback()を実行する．
• Prev(q) は，M.H.Pop() を実行し，S が式の時は

M.ste = M.ste− 1を実行する．最後に，Feedback()

を実行する．

3.5.4 状態：値の問い
変数や式などを格納する変数を t，tの値を問う状態を

q として以下を定義する．QV al(p)は，値の問い q を作成
し，q.t = pを実行し，M.Qに qを追加し，M.Σに σ(q)を
追加し，qを返す．
• σ(q)は，M.dir = NEXT を実行し，q.tの値を問う．
ユーザが値を答えたとき，その答えをM.ansに代入
し，M.dir = NEXT を実行する．一方，一つ前に戻
りたいと答えたとき，M.dir = PREV を実行する．

• Next(q)は，M.H.Push((q,M.ans, null, null, null))，
Feedback()を実行する．

• Prev(q)は，M.H.Pop()，Feedback()を実行する．
3.5.5 状態：式の具体化
式を格納する変数を t，tにおける「値の問い」，「式の計
算」を格納する変数を input，tを inputに基づいて具体化
する状態を q として以下を定義する．Embody(p1, p2)は，
式の具体化 qを作成し，q.t = p1，q.input = p2を実行し，
M.Qに qを追加し，M.Σに σ(q)を追加し，qを返す．
• σ(q)は，M.dir = NEXT であれば q.tの変数と関数
を実施直前の答えまたは計算結果に基づいて具体化し
た式を生成し，M.embへ代入する．

• Next(q) は，M.H.Push((q, null,M.emb, null, null))

を実行する．
• Prev(q)は，M.H.Pop()を実行する．

3.5.6 状態：式の計算
「式の具体化」を格納する変数を f，f の式を計算する
状態を q として以下を定義する．Calc(p)は，式の計算 q

を作成し，q.f = pを実行し，M.Qに qを追加し，M.Σに
σ(q)を追加し，qを返す．
• σ(q)は，M.dir = NEXT であれば，M.H から q.f の
履歴のうち最新のものを求め，それに基づいて計算結
果 resを求め，M.cal = resを実行する．

• Next(q)は，M.H.Push((q, null, null,M.cal, null))

• Prev(q)は，M.H.Pop()を実行する
3.5.7 フィードバック
図 4から図 6のようなフィードバックを関数 Feedback

（図 8）により返す．
代入式の左辺の変数に代入される「値の問い」に対する

答えを「変数の値」として表示するフィードバック（図 5

の (f)）を次のように実現する．図 8の第 3行目で，履歴
M.H に保存された学習者の答えに基づいて，各変数の値
を新しい答えで更新しつつ表示する．ここで，ある履歴
M.Hi に保存された値の問いは，一つの変数に対するもの
である．このため，すべての履歴を最古から最新まで探索
することで，問われた変数をすべて表示する．
「実行される箇所の問い」の答えと，その答えに対する値
の問いの答えを関連付けて表示するフィードバック（図 4）
を次のように実現する．図 8の第 8行目と第 10行目で，
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1: for i = 0 to | M.H | −1 do

2: if IsLeftV ariable(M.Hi.q.t) = true then

3: 変数M.Hi.q.t の値をM.Hi.ans と表示する
4: end if

5: if M.Hi.q が「式の計算」である then

6: M.Hi.out を標準出力として表示する
7: else if M.Hi.q が「実行される箇所の問い」である then

8: M.Hi.ans を「実行される箇所の問い」の答えとして表
示する

9: else if M.Hi.q が「式の具体化」である then

10: M.Hi.emb を「実行される箇所の問い」の答えを具体化
したものとして表示する

11: end if

12: end for

13: for v ∈ V AR do

14: 変数 v の値を V al(ste, v) と表示する
15: end for

16: for i = 0 to ste do

17: Std(i) を標準出力として表示する
18: end for

図 8 関数 Feedback()

Fig. 8 Function Feedback()

履歴M.H に保存された「実行される箇所の問い」の答え
および「式の具体化」の結果を実施順に表示する．「式の
具体化」は，「実行される箇所の問い」と「値の問い」の後
で実施されるため，M.H への格納順に表示することで両
者を関連付けられる．図 4では同一行にて緑色の等号記号
（例えば，(b)と (c)の間の「=」）により両者の関連が示さ
れている．
正答に基づいた変数の値と標準出力のフィードバック

（図 6）を次のように実現する．図 8の第 14行目で，第 3.2

節で求めた変数の宣言 V AR，第 3.4節で求めた関数 V al

を用いて，ステップM.steにおける，すべての宣言された
変数の値を表示する．第 17行目で，第 3.4節で求めた関数
Stdを用いて，ステップM.steまでのすべての標準出力を
表示する．

3.6 対話機の構築
構築の基本的な方針は，第 2章で述べた手続き P と Q

を実現するため，各手順に基づいて状態 q を作成し，q と
遷移の条件 condによる組 (q, cond)を順にリスト T に追
加する．そして，T において隣り合う要素間に遷移を設定
する．第 3.2節の集合および図 9から図 11の関数を用い
て，関数Build(UFD,CLR,EXP )の実行により拡張有限
状態機械M を構築する．関数 Buildでは，第 1行目から
第 3行目で「実行される箇所の問い」を作成し，第 5行目
から第 11行目でユーザ定義関数の引数を問う「値の問い」
を作成し，第 12 行目から第 20 行目で，実行内容を問う
「値の問い」，「式の具体化」，および「式の計算」を作成す
る．このとき作成された状態は T に格納され，第 21行目
から第 26行目で，それまでに作成した状態間の遷移を T

により設定する．

1: qufd = QTr({ufd.ufd | ufd ∈ UFD})
2: qclr = QTr(CLR)

3: qexp = QTr(EXP )

4: M.ini = qufd

5: for ufd in UFD do

6: T.Push((qufd, dir = NEXT ∧ ans = ufd))

7: for i = 0 to | ufd.ARG | do
8: T.Push((QV al(ufd.ARGi), dir = NEXT ))

9: end for

10: T.Push((qexp, null))

11: end for

12: for exp in EXP do

13: T.Push((qexp, dir = NEXT ∧ ans = exp))

14: T.Append(QExpr(qufd, qclr, exp))

15: if IsReturn(exp) = true then

16: T.Push((qclr, null))

17: else

18: T.Push((qexp, null))

19: end if

20: end for

21: for i = 0 to | T | −2 do

22: if Ti.cond ̸= null then

23: M.D.Push(Ti, Ti+1, Ti.cond,Next(Ti))

24: M.D.Push(Ti+1, Ti, dir = PREV ∧ M.Htail.q =

Ti, P rev(Ti+1))

25: end if

26: end for

図 9 関数 Build(UFD,CLR,EXP )

Fig. 9 Function Build(UFD,CLR,EXP )

1: opd = getOperands(exp)

2: for i = 0 to | opd | −1 do

3: if IsV ariable(opdi) = true then

4: T.Push((QV al(opdi), dir = NEXT ))

5: else if IsFunction(opdi) = true then

6: T.Append(QFunc(qdf, qclr, opdi))

7: end if

8: input.Push(Ttail.q)

9: end for

10: T.Push((Embody(exp, input), dir = NEXT ))

11: return T

図 10 関数 QExpr(qufd, qclr, exp)

Fig. 10 Function QExpr(qufd, qclr, exp)

図 12は，P2が存在する場合としない場合の状態と遷移
を各々上部と下部に示す．このようにプログラムに応じて
手順の有無が異なる場合でも，前段落で述べた方針にて対
話機を構築できる．
一方，ある問いに対する答えに応じて遷移が異なる場合

（例えば，P3→ P4では答え eに応じて異なる），その問い
への遷移と，その問いからの遷移を分離して設定するよう
に T を構成する．図 13は，P3の問い（qexp）に対する学
習者の答え (ansに格納される)に応じた P4の問い（q1ま
たは q2）への遷移を示す．まず，q0から qexpへの遷移を
Tiと Ti+1にて確立する．そして，Ti+1から Ti+2へ遷移を
確立させないために，Ti+1.cond = nullとしている（図 9

の第 18行目）．また，qexpから q1への遷移，qexpから q2
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1: arg = getArguments(fun)

2: for i = 0 to | arg | −1 do

3: T.Append(QExpr(qufd, qclr, argi))

4: input.Push(Ttail)

5: end for

6: if IsLibrary(fun) = true then

7: T.Push((Embody(fun, input), dir = NEXT ))

8: T.Push((Calc(Ttail, dir = NEXT )))

9: else

10: T.Push((qufd, null))

11: T.Push((qclr, dir = NEXT ∧ val = fun))

12: T.Push((QV al(fun), dir = NEXT ))

13: end if

14: return T

図 11 関数 QFunc(qufd, qclr, fun)

Fig. 11 Function QFunc(qufd, qclr, fun)

qufd qexp

qufd qexp

q1

(第1引数の

値を問う)

qn

(第n引数の

値を問う)

Ti=(qufd, 省略)

Ti+1=(q1, 省略)

Ti+n=(qn, 省略)

Ti+n+1=(qexp, 省略)

Tj=(qufd, 省略) Tj+1=(qexp, 省略)

図 12 手順の有無による状態と遷移の違い
Fig. 12 Difference of states and transition by presence and ab-

sence of step

qexp

Ti+1=(qexp, null)

q1

(式e1に関

する問い)

Tj=(qexp, 

       dir=NEXT ∧ ans=e1)
Tk=(qexp,

       dir=NEXT ∧ ans=e2)

Ti=(q0, 省略)

q0

q2

(式e2に関

する問い)

Tj+1=(q1, 省略)

Tk+1=(q2, 省略)

図 13 学習者の答えに応じた遷移
Fig. 13 Transition based on student’s answer

への遷移を確立させるために，Tj と Tj+1，および Tk と
Tk+1としている（第 13行目と第 14行目）．最後に，第 21

行目から第 26行目にあるように，「Ti.cond = null」の場
合を除いて，隣接する状態間に遷移を設定する．
図 10の関数 QExprは，式 expの被演算子 opdi を評価

順に問う状態を生成する（第 4行目と第 6行目）．その後，
それらの答えを用いて式 expを具体化する状態を生成する
（第 10行目）．
図 11の関数 QFuncは，関数 funの第一引数から順に

値の問いなどで具体化する状態を作成し（第 3行目），fun

がライブラリ関数であれば「式の計算」により戻り値を求

教師

インターネット

ブラウザ

(登録用UI)

ブラウザ

(対話機)

学習者

Ruby+gdb

(観測機)

C++

(解析機)

Ruby+gdb

(計算機)

Node.js

sqlite3

(データベース)

プログラム登録

課題取得

式の計算

図 14 プロトタイプの構成
Fig. 14 Overview of prototype

図 15 対話機の UI

Fig. 15 User interface of interactive device

め（第 8行目），そうでなければ（ユーザ定義関数）「値の
問い」により戻り値を求める状態を生成する（第 12行目）．

4. プロトタイプ
図 14はプロトタイプの構成で，図中の四角はプロセス

を表し，左上に示す 3 種類の矢印により主要なデータと
制御のフローを表す．対話機と登録用 UIは Javascriptと
htmlで実装されている．Node.js[7]がウェブサービスを提
供し，観測機，解析機，および計算機を管理する．計算機
の起動には時間がかかるため，学習者が課題取得のときに，
Node.jsが計算機を起動しておくことで，式の計算が発生
したときの応答速度を改善する．
図 15は対話機のUIで，図 3から図 6をブラウザ上で統
合して表示したものである．図 16は，プログラムを登録
するための UIで，タイトルとプログラムを入力して，右
下の「登録」ボタンを押下すると，プログラムがシステム
に登録されトレース課題に基づいた対話が規定される．
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図 16 登録用 UI

Fig. 16 User interface for registering programs

5. おわりに
本稿では，プログラムトレース課題を用いた学習支援シ

ステムとして，新規の課題を容易に導入できるシステムの
実現法を提案した．システムがプログラムを受け取ると，
プログラムから抽象構文木を作成し，そこから学習支援に
必要な変数や式を抽出する．また，プログラムをステップ
実行して学習支援に必要な変数の値や標準出力を収集す
る．これらのデータを用いて，拡張有限状態機械により対
話型の学習支援を規定する．そして，これらの機能を実装
したプロトタイプについて述べた．
今後の課題は，被験者実験による使用感（対話機のUIの
操作のしやすさ，表示のわかりやすさ，応答の速さなど）の
評価，ネットワークの速度や遅延が応答の速さに与える影
響の調査，プログラム登録にかかる時間の計測などである．
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