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Abstract 
When we teach application software development with programming, it is necessary to prepare an 
adequate programming environment including some programming languages, libraries, related tools 
and so on. This proposal is the way how to prepare those environments for the students with 
virtualization technologies using Vagrant for the BYOD condition. We consider the effect of using the 
virtual environment to teach programming. Future work will be also mentioned. 
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1 はじめに 

プログラミング演習においては，学習者が利用するための

プログラミング言語やライブラリ，関連するツールなどのソフト

ウエアを提供する必要がある．利用するもの一式が全て揃っ

ていることに加え，各ソフトウエアのバージョンもしっかりと揃

えて置く必要がある．これらが少しでも欠けると学生の演習に

支障をきたし，講師は本来の目的とは外れた難解なトラブル

シューティングに追われることになる． 
大学におけるプログラミング演習において，学習者が利用

する PC の環境を提供する方法にはいくつか考えられる． 
例えば，PC 教室を利用できる場合は予め学生が使用す

る全てのマシンに必要なソフトウエア一式を含むイメージを

作成し，提供する方法は一般的である．この方法の場合，演

習で必要になる全てのツール類を細かなバージョンの差異

を見さだめて事前に確定させ，授業の開始前にイメージを準

備する作業が必要である．もし，イメージの作成で間違いが

あった場合，再度作成して配布するための時間がかかり，授

業の進行を遅らせることにもなる． 
あるいは，演習用のツール類をサーバ上に構築しておき，

学生にアカウントを提供し，SSH によりリモートログインを行

わせる方法もある．この場合，サーバに全てのアカウントを作

成したり，パスワードや認証用の公開鍵/非公開鍵などを適

切に準備しておく必要がある． 
また，演習用に一台のサーバを利用する方法では，ポート

番号がかち合うため，学生が任意にサーバ（アプリケーション

やデータベース等のデーモン）を立ち上げることができない．

学生ごとにポート番号を変えることができれば可能ではある

が，手間が掛かる．サーバをどこに設置するか，あるいは，セ

キュリティ上の問題も懸念される． 
以上見てきたとおり，プログラミング演習を実施する際に，

学習者に共通の開発環境を提供する方法には複数考えら

れる．本発表では，仮想環境の技術である Vagrant[1]を利

用し学生のプログラミング演習環境を提供する手法について

提案し，その有用性について議論する．とりわけ，近年事例

が増えている BYOD（Bring Your Own Device）への適用

例を紹介し，考察する． 
なお，この論文では，文献[2]の内容を再構成したうえで，

提案手法の今後の改善に向けた技術動向の調査と今後の

展望についても述べる． 
 

2 提案手法 

2.1 BYOD でのプログラミング演習 

近年，学生も一人一台自分の PC を持つようになってきた．

もちろん，全ての学生が PC を所持しているわけではないが，

IT を学ぶ学生であれば所有している可能性は高いだろう． 
プログラミング演習でも，PC 教室の PC ではなく自分の

PC を利用したいという希望する者もいる．また，授業の課題

を自宅でやりたいという要望があることも多く，学生が所有す

るPCを前提とした演習環境を構築することは学生のとっても

メリットも有る． 
また，本学の enPiT[3]で実施している夏合宿のように，宿

泊施設の会議室などでアドホックにプログラミング演習をする



こともある． 
自分のデバイスを自分で持ってくる，BYOD でのプログラ

ミング演習を実施するには次の点を考慮すべきである． 
 
1. Windows と Mac による OS の差異 
2. 必要なソフトウエアが正しくインストールされているこ

と 
 
1.についての解となるのが仮想化技術の導入である． 
仮想化技術は Windows と Mac（あるいは Linux）の OS

の差異を吸収するアブストラクションレイヤとして機能する．こ

れを利用し，例えば Linux の一種である Ubuntu を仮想環

境において動作させれば，ホスト OS の差異を問わず OS を

共通にできる． 
2.については，仮想環境にある OS の状態（ソフトウエアの

インストールや各種の設定）をパッケージとしてインポート/エ
キスポートする機能で対応する． 

 
2.2 Vagrant を用いた仮想環境の提供 

Vagrant は HashiCorp 社が提供する仮想環境のツール

である．インターネット上のクラウドに様々な OS のパッケージ

が登録されており，自由にダウンロードして実行できる．また，

既存の OS のパッケージを利用し，利用したいツール類を追

加し，各種の設定を施した上で新しいパッケージとして配布

することも可能だ． 
Vagrant を利用するためには VirtualBox[4]や VMware，

AWS といった仮想化基盤を提供するプロバイダーも用意し

ておく必要がある．本提案では Vagrant を VirtualBox と組

み合わせて利用している． 
 

2.3 プログラミング演習用 Vagrant 環境の構築 

プログラミング演習に用いるVagrant環境を構築するため

に，Vagrant を用いて学生に配布するイメージをパッケージ

にする．Vagrant では配布するバッケージを box と呼ぶ． 
図１に配布用 box を作成するための Vagrant の設定ファ

イルを示す．Bento[5]が提供する ubuntu 18.04 を土台とな

る box として利用している． 
 

 

 
Vagrant では，土台となる box に任意のソフトウエアを追

加でインストールしたり，設定を施したりする作業をプロビジョ

ニングと呼ぶ．これを行うために作成した shell のスクリプトフ

ァイルを次頁図 3 に示す． 
なお，Bento プロジェクトは Chef での利用を想定している

が，この使い方であれば冪等性を担保する必要がないため

shell を使う方が実行時間が短い． 
以上の設定を準備し，Vagrant でプロビジョニングを実行

するとその結果をパッケージファイルとして出力できる．なお，

これらのファイルを MIT ライセンスのもとで次の URL にて公

開している 
https://github.com/ychubachi/vagrant_enpit 
 

2.4 Vagrant 環境の配布 

前項で作成したパッケージは HashiCorp 社が提供する

Vagrant Cloud を用いて公開することができる．パッケージ

ングしたファイルをこのクラウドにアップロードすると，だれで

も自由にダウンロードできるようになる．このパッケージは次

の URL からアクセスできる． 
https://app.vagrantup.com/ychubachi/boxes/enpit 
これをダウンロードし，演習のための開発環境として利用

するためには，次の作業が必要となる． 
 
1. VirtualBox のダウンロードとインストール 
2. Vagrant のダウンロードとインストール 
3. 利用するための Vagrantfile の作成 
4. box のダウンロードと仮想環境の立ち上げ 
 

1.と 2.は配布元のサイトから容易に実施できる．また，3.を行

うためには Vagrant を用い，図 2 に示すコマンドを実行する． 
 

 

 
これを行うだけで，配布した Vagrant による仮想環境が立

ち上がり，SSH 接続によりログインできる． 

3 提案手法の評価 

この仮想環境は 2013 年度の enPiT プログラムから継続

して利用しており，2017 年度から本学の修士課程の科目で

も利用を始めた[6,7]．enPiT では本学の学生の他，BizApp
分野/BisSysD 分野の参加校・連携校の学生（主に，琉球大

学，筑波大学，はこだて未来大学）が利用した．利用した学

生はプログラムの経験者からある程度の経験者まで，本学の

社会人学生も履修したことから年齢層も様々である．演習は

各自が所有する PC を用い，BYOD で行った． 

Vagrant.configure("2") do |config| 
    config.vm.box = "bento/ubuntu-18.04" 
    config.vm.provision "shell", 
        path: "provisioner.sh" 
end 

vagrant init ychubachi/enpit 
vagrant up 
 

図 1 Vagrant ファイル 

図 2  Box のダウンロードと起動 



提案手法を用いた演習は，Web アプリケーションのチーム

開発を通して最先端のアジャイル開発手法を学ぶためのプ

ログラミング演習である．Web アプリケーションの開発フレー

ムワークには Ruby on Rails[8]を用い，データベースは

PostgreSQL[9]，ソースコードのバーション管理ツールには

Git[10]を用いた． 

#!/bin/sh 
 
# update apt repository 
apt-get update 
 
# tools 
apt-get install -y emacs 
 
# postgres 
apt-get install -y postgresql 
systemctl enable postgresql.service 
 
# create a database for vagrant 
/etc/init.d/postgresql start 
sudo -u postgres createuser -d vagrant 
sudo -u postgres createdb vagrant 
/etc/init.d/postgresql stop 
 
# install heroku tool belt 
snap install --classic heroku 
 
# ruby 
apt-get install -y autoconf bison build-essential ¥ 
    libssl-dev libyaml-dev libreadline6-dev zlib1g-dev ¥ 
    libncurses5-dev libffi-dev libgdbm5 libgdbm-dev ¥ 
    libpq-dev 
 
sudo su - vagrant <<'EOF' 
    cd ~ 
    # rbenv 
    git clone https://github.com/rbenv/rbenv.git ~/.rbenv 
    echo 'export PATH=~/.rbenv/bin:$PATH' >> ~/.bashrc 
    echo 'eval "$(rbenv init -)"' >> ~/.bashrc 
    # ruby-build 
    mkdir -p ~/.rbenv/plugins 
    git clone https://github.com/rbenv/ruby-build.git ~/.rbenv/plugins/ruby-build 
    # install ruby 
    ~/.rbenv/bin/rbenv install 2.5.5 
    ~/.rbenv/bin/rbenv global 2.5.5 
    ~/.rbenv/shims/gem install rails 
EOF 

図 3 provision.sh 



開発した Web アプリケーションは，クラウド環境である

Heroku[11]で公開し，ソースコードの共有には GitHub[12]，
継続的統合（CI）のツールとして Travis CI[13]を利用した．

受講者はこれらのツールを使いこなし，アジャイル開発の手

法を体得する． 
このような演習を実施するために利用したツールについて

も図 3 に示すスクリプトにより，予めパッケージ化し，学生に

提供した． 
 

4 考察 

4.1 本提案の長所 

本研究で開発したVagrantの仮想環境パッケージの長所

は，全ての受講者が完全に共通の開発環境を利用できると

いう点にある．仮に，演習で用いた全てのツールを受講者自

身にインストールさせたとすると，どんなに手順書を整備して

もヒューマンエラーは防ぐことができないし，受講者のスキル

によってはインストール自体につまずく恐れもある． 
本環境の導入には VirtualBox と Vagrant とという 2 つ

のソフトウエアのインストールが必要であるが，ここ 7 年間の

経験ではトラブルが生じた受講者はいなかった．また，作成

したパッケージの配布も，一般的なネット回線で 10～15 分

程度でダウンロードできるサイズであり，大きなトラブルには

ならなかった． 
 

4.2 本提案の短所 

一方，Windows 環境の受講者は，仮想化技術を制御す

る Hyper-V[14]と呼ばれる Windows の設定に起因するトラ

ブルが発生した．また，ユーザ名を日本語でつけている場合

にも問題が生じた． 
現在配布している環境は CUI での利用を想定している．

CUI を使わせることの意義はあるとは考えるが，GUI の IDE
を利用したいという学生も一定数存在する。 

5 将来研究 

5.1 プログラミング演習に利用できる仮想環境の動向 

本論文で述べた仮想環境のパッケージは 2019 年度の講

義に向けて新たに作り直したものである．以前のバージョン

は次の URL に保管している． 
https://github.com/ychubachi/vagrant_enpit_cookbook 

このバージョンには 2013 年 7 月に最初のコミットが記録さ

れている．2019年現在からみて6年前に開発されたものだ．

この間，仮想環境に関連する技術は大きく進歩している． 
現在の最新版と比較すると，2013 年度当時大いに注目さ

れていたChefの利用を止め，シェルスクリプトでプロビジョニ

ングを行うように変更したことなど，少なからず改良を施した．

また，パッケージに同梱するソフトウエアのバージョンも最新

のものに変更されている． 
4 節で述べたとおり 提案手法はこれまで有効に機能して

いるものの，新しい技術に対応することで利用者の利便性を

向上させ，学生の学習効果をより高めるよう改善する必要が

ある．以下，本設ではこのような代替可能技術について評価

し，今後の展望について検討する． 
 

5.2 AWS Cloud9 

AWS Cloud9[15]は Amazon 社が提供するクラウドサー

ビスであり，Web ブラウザから利用する IDE でソフトウエアの

開発が行える統合環境である． 
AWS は有料のサービスであるので，従来は AWS を学生

が利用するに当たり，アカウントの作成のためにクレジットカ

ードが必須であることが障害となることがあった．しかし，現在

は AWS Educate[16]のプログラムが提供されており，学生

はクレジットカードがなくともアカウントが登録できる．また，教

員が仮想クラスルームを作成し，学生と共同作業することも

可能だ． 
ただし，あくまでも無料の枠が一定量提供されるプログラム

であるので，学生がその枠を超えてリソースを利用しないよう

注意する必要がある．Cloud 9 の利用自体は無料であるが，

Amazon EC2[17]，Amazon EBS[18]と連携して利用する

ことが一般的であるため，これらのリソースの利用料金が発

生することになる． 
AWS Cloud9 が提供する機能は，Ruby on Rails の開発，

PostgreSQL データベースの利用など，本演習の実施に必

要な環境が全てカバーされている．ただし，サーバのインス

タンス立ち上げて各種の設定を行う必要があるなど，サーバ

のオペレーションについての理解の進んだ学生向けの環境

といえるだろう． 
 

5.3 Docker 

Docker[19]はコンテナ型仮想化の技術である．本提案で

も用いている VirtualBox 等の仮想化技術はホスト型仮想化

と呼ばれ，ある OS（Windows など）の中に更に別の OS
（Linux など）が動作する仮想マシンを立ち上げ，その中で

目的とするソフトウエアを動かす． 
これにくらべ， Docker は外部から隔離されたコンテナを

ホスト OS から直接動作させる．そのため実行速度の低下や

やリソースの使用量の増大などのオーバヘッドが格段に少な

くなる．Docker のコンテナにソフトウエア開発に必要な各種

のツール類などを格納しておくことで OS 内部の様々な環境

の差異を吸収した，ポータビリティの高い仮想環境を利用で

きる． 
よって，現在，Vagrant の Box として提供しているパッケ

ージを Docker のコンテナとして提供すれば，今と同等の開

発環境を，より小さなリソースで提供できるようになる． 



ところが，本研究が想定する BYOD での演習環境構築に

Docker を利用する場合，従来は大きな問題があった．それ

は，多くのユーザがいる Windows OS への対応である．

Docker 社が提供する公式のツールは Windows 10（64-bit）
の Pro 版以上で動作する．ユーザが最も多いと思われる

Windows Home では動作しない．その理由は，Windows 
Home では Hyper-V が利用できないからである．  
ところが，Windows におけるこの不自由な状況は，ここ１

年くらいで大きく変わるとみられている．Microsoft 社が現在

開発中の WSL2（Windows Subsystem for Linux 2）では

従来の WSL1 とは異なり，実際の Linux カーネルそのもの

が動作するようになる[20]．これをうけて Docker 社も WSL2
への対応を表明している[21]．従来のWSL1では，Linuxカ
ーネルをエミュレートさせていたので，Docker を動かすこと

はできなかった．WSL2 では正式な Linux カーネルが動作

できることになることで，Docker を動作させることが可能にな

る． 
なお，POSIX 準拠の OS である Mac OS に関してはこの

ような制約はもともとない．Linux マシンで Docker を使用す

るのと同様のやり方で Docker を動かすことができる． 
ソフトウエア演習環境に Docker を用いることで，現在の

VirtualBox の仮想マシンのイメージを Vagrant の Box とし

て配布することに比べ，インストールの時間，仮想環境を起

動時間などが大幅に短縮できることが予想できる．もっとも，

学生のPCにWSL2が正しくインストールされていることが前

提となるから，学生による事前の準備作業がどの程度の手間

になるのかについては未知数だ． 
 

5.4 Visual Studio Code 

Visual Studio Code（以下 VSCode）[22]は Microsoft 社
が提供する無料の IDEである．ソースコードのシンタックスハ

イライト機能やコードの入力保管機能（IntelliSense）などを

備えた高機能のエディタである．利用しやすいデバッガを備

え，Git 機能も内蔵している．拡張性に優れ，別途配布され

ている様々な拡張機能をプラグインして機能をカスタマイズ

することもできる． 
この VSCode は前述の WSL との相性が極めて高い．

VSCode をホスト OS 側（例えば Windows）で実行させ，

SSH 接続により WSL で動作する仮想環境にシームレスに

接続できる．したがって，仮想環境で動かすソフトウエアを

Windows で動作している VSCode で容易に開発できるよう

になる． 
現在の提案手法では，コーディング作業を実施するには

Vagrant にターミナルで SSH 接続し，内部で CUI のテキス

トエディタを利用するか，共有ディレクトリを経由して外部の

エディタで作成したファイルをやりとりすることになる．後者の

方法では Windows と Linux のファイルシステムに関する互

換性の乏しさから，ファイルのパーミッションが適切に扱えな

いなどの問題があった．あるいは，ゲスト OS に X Window 
Server をセットアップしてホスト OS で動作する X Window 
Client経由で IDEを立ち上げるという選択肢もあるが，簡便

な方法ではない． 
 

5.5 今後の改善の方向性 

以上の最近の技術動向を踏まえ，BYOD 環境でのプログ

ラム開発演習を容易にさせる仮想環境として Docker と

VSCode を組み合わせたパッケージが有力なものであると考

える． 
どちらも急速に発展中の技術であるから，その動向に注目

し，当初の目標に適った利用方法について探っていくことに

なるだろう． 
 

6 おわりに 

本発表ではアプリケーション開発演習のために仮想環境

を用いる方法について提案した．受講者は各自のPCで全く

共通の開発環境を円滑に利用することができ，BYODによる

アドホックな演習環境にも対応する． 
今後，仮想化技術の進化を踏まえ，本手法を改善させて

いきたい． 
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