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概要：Scratch を用いたプログラミング学習では，学習者が自由に作品制作を進める過程でプログラム実
装に必要なスキルを学ぶため，学習者の習熟度を客観的に評価することは容易ではない．本論文では，
Scratch に蓄積される作品データを対象に，学習者が Scratch を用いて容易に習熟する CT スキル概念を
明らかにし，学習者の習熟段階および習熟順序を明確にする方法を検討する．

1. はじめに
プログラミング学習環境 Scratch は，プログラム個々の
命令処理をブロックで視覚的に表現することで，学習者の

向上が困難であることを明らかにした [4]．Dr.Scratch を
用いることで，ある一時点において学習者が作品制作に要
した概念を把握することができるが，学習者が CT スキル
概念を習熟する過程は明らかにされていない．

直感的な作品制作を実現している．学習者は作品制作を通

本論文では，Scratch を用いたプログラミング学習にお

して，プログラム実装に必要な思考（コンピュテーショナ

ける CT スキル概念の習熟段階および習熟順序を明らかに

ル・シンキング（CT）スキル [1]）を習熟する．学習者は自

する方法を検討する．具体的には，Scratch に蓄積される

身が習熟した CT スキルを把握するために，作品評価ツー

作品データを対象に，作品制作に使用されることの多い概

ル Dr.Scratch [2] を用いることで，制作した作品に使用さ

念（対）を調査することで，Scratch で制作された作品に頻

れた CT スキルの 7 概念をそれぞれ 0 点から 3 点で評価す

繁に使用される概念を明らかにする．その後，CT スキル

ることができる．表 1 は CT スキル 7 概念とそれぞれの評

概念の習熟段階および各習熟段階を達成するために事前に

価基準を示す．

習熟する必要のある概念を明らかにする方法を検討する．

数学や英語のような明確に学習順序が示されているカ
リキュラムを有する学習は公式学習に分類される一方で，

Scratch のような学習者が自由に作品制作を進める過程で
習熟する学習は非公式学習に分類される．非公式学習は，

2. Scratch プログラミングにおいて習熟する
CT スキル概念の分析
本論文では，学習者が過去に制作した作品に使用した CT

明確なカリキュラムを持たないが故，学習者が習熟した内

スキル概念を明らかにするために，Scratch3.0 がリリース

容を客観評価することは容易でない．従来研究では学習

した 2019 年 1 月 3 日以降に Scratch を使用し，20 以上の

者が Scratch における習熟過程を明らかにするための研究

作品を制作した学習者 6,323 人の作品 126,460 件を分析対

が進められている．Aivaloglou らは，Scratch 作品 231,050

象とする．紙面の都合上，分析対象作品の統計量を示すこ

件を収集し，Dr.Scratch を用いて各作品の評価結果を調査

とはできないが，分析対象の作品における CT スキル概念

した結果，概念の一つであるフロー制御，ユーザ対話性は

の点数分布は，従来研究の Aivaloglou らが公開する作品の

容易に高い点数を獲得できる一方で，抽象化，論理は高

点数分布と類似しているため，20 以上の作品を制作した学

い点数の獲得が困難であることを明らかにした [3]．また，

習者を対象としたことによる，作品の特徴に偏りはないと

Troiano らは，学習者が単一作品を制作していく過程で，

考える．

作品に使用される CT スキルの点数の移り変わりを調査し
ている．その結果，作品制作の時間の経過と共に，並列，
論理，同期は点数が向上していく一方で，抽象化は点数の

2.1 作品制作で習熟する CT スキル概念の理解
Scratch を用いたプログラミング学習において習熟する
CT スキル概念を明らかにするために，本節では Scratch
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における作品制作において学習者が頻繁に使用する概念
（対）を分析する．学習者が頻繁に使用する単一の概念に

表 1
概念
評価基準

CT スキル 7 概念の評価基準

抽象化

並列

論理

同期

フロー制御

ユーザ対話性

データ表現

（Abstraction）

（Parallelism）

（Ligic）

（Synchronization）

（Flow Control）

（User Interactivity）

（Data Representation）

機能単位に分割

並列処理の使用

論理制御の使用

待機処理の使用

反復処理の使用

ユーザの入力動作の使用

変数の使用
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ついては，1 章で述べた通り Aivaloglou らが既に調査して
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いるため，本分析では概念対についてのみ分析する．

Abst: 抽象化，Para: 並列，Logi: 論理，Sync: 同期
Flow: フロー制御，User: ユーザ対話性，Data: データ表現

作品制作に使用される概念対を分析するために，本論文
ではアソシエーション分析を用いる．アソシエーション分

Sync_0

析は，データ内である事象 {X} が発生するときに同時に発

Flow_3
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生する事象 {Y} を抽出する手法であり，評価指標として支
持度，信頼度，リフトの 3 つを使用する．
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User_0
Data_0

• 支持度：事象 {X} と {Y} がデータ全体で出現する割合

Flow_0

• 信頼度：事象 {X} が出現する中で，事象 {Y} が同時

Logi_3
User_2

に出現する割合

• リフト：信頼度を事象 {Y} が出現する割合で割った値
（1 以上である場合，事象 {X} と {Y} の関連性は高い）

Logi_0

アソシエーション分析には，R の arules パッケージを
用いた．作品 126,460 件それぞれの 7 概念の点数を入力と

Para_3

図 1 アソシエーション分析の結果のうち，リフト値が高い上位 50

して与えることで，同一作品に使用される概念対のルール
を抽出した．使用頻度の少ない概念対のルールを除去する
ために支持度は 0.05，信頼度は 0.05，リフトは 1 を最小値
と設定した．また，冗長なルールは支持度は低い一方で，
リフトが高くなるという結果になるため，1 つのルールに
含まれる概念の数が 4 以上のルールは除去した．図 1 は，
抽出したルールのうち，リフト値が高い上位 50 件の結果を
ネットワーク図で示す．ノードの大きさは支持度を示し，
ノードの色が濃いほどリフト値が高い．また，ノードに入
出力するエッジは，作品に頻繁に使用される概念名とその
評価点数を示す．例えば “Abst 3” は抽象化で 3 点を獲得
することを意味する．概念名の距離が近いほどそれらが同
一作品に使用される概念であることを示す．
図 1 の左側に各概念の 0 点を多数含むルールのネット
ワーク，右側に各概念の 3 点を含むルールのネットワーク
が示されるため，同一作品で 0 点の概念と 3 点の概念が使

件のルール

対に基づき，新たに制作する作品までに使用した概念と将
来使用する概念を分析することで，CT スキルの習熟順序
を明らかにする方法を検討している．

3. まとめ
本論文では，Scratch を用いたプログラミング学習にお
いて作品制作に頻繁に使用される CT スキル概念対を明ら
かにした．今後は，習熟段階を明らかにすることで可能と
なる CT スキル習熟度を評価する方法を検討する．
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