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概要：今日において、「寿司打」など、キーボード入力に慣れるためのタイピングソフトは多く存在する。しか

し、プログラミングに頻出の単語や特殊文字の入力を練習できるようなタイピングゲームで「寿司打」ほど有名な

ものはまだ存在しない。そこで、本研究ではプログラミング初学者がつまずきやすい 特殊文字の入力 の練習 
を補助できる タイピングゲームを実装し評価を行った。  

キーワード：プログラミング初学者 HTML, JavaScript, node.js タイピング タイポグラフィー 

 

1. はじめに 

我々人間がテキストでコミュニケーションを図ると

き、相手が理解さえできればいいので、「読める文字

で書かれていて、伝われば良い」という側面が大き

い。しかし、それは人間同士のコミュニケーションに

かぎった話である。人間が機械と対話をするとき、一

切の曖昧さを排除しなければならない。つまり、ピリ

オドひとつ、カンマひとつが重要な意味を持った情

報である。こと日本人においては全角入力と半角入

力があり、これらも機械が認識できるかどうかにおい

てとても重要である。この特殊文字の入力や、全角・

半角入力は、プログラミング初学者が学習中につま

ずく大きな要因のひとつであろう。日常生活で使用

する文章ツール内で誤字脱字がなく、素早く文字を

入力できるからといって必ずしもコードを正確に、速

く入力できるということではないのである。本研究で

はそのようなプログラミング初学者の学習の手助けと

なるような「Typing Engineer」というゲームを作成し評
価を行なった。 
 
2. プログラミング学習サイトについて 

昨今ではプログラミング能力を教授できるような

数々のサービスが存在する。「progate1」や「code 
prep2」のように実際にガイドに則りながらブラウザ上
のエディタを操作し、プロダクトを作成する擬似体験

ができるサービスや、「Udemy3」や「ドットインストー
ル 4」のように動画の内容に沿って開発を進めていく

ものであり、大きく分けて二種類である。このようなサ

ービスがあることにより、広く一般にプログラミング学

習に関する体系的な情報にアクセスすることが容易

になりつつあるのである。しかし、様々なサービスが

存在するとはいえ、プログラミング初学者がつまずき

やすい点はまだまだ多く存在し、快適に自学自習を

進めていくことは困難である。 
 
3. 本タイピングゲームに求められる条件 

今回作成するゲームに求められる事柄は以下の様

なものである。 

１） 誰でも利用できる用にWeb上で公開運用可

能であること 
２） プログラムを書いているときに頻出の特殊文
字や間違えやすい文字列をタイピング練習

できるようになっていること 
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３） 「クリア時間」「タイプミスの数」「タイピングの精

度」などが表示されることで、プログラミング初

学者が繰り返し利用したくなるようになってい

ること 
 

4. 本タイピングゲームの概要 

本タイピングゲームは現在開発中であるが、すで

に最新版を公開し、簡単に試用できるようにしてい

る。https://typing-engineer.herokuapp.com/ 
上記のURLにアクセスし画面（図１）の何処かをク

リックするとゲームが始まる。

 
      図. 1 タイピングゲームスタート画面  

 
 画面には初学者が間違いやすい特殊文字を含む

「<!DOCTYPE>」などのような文字列が次々と表示さ

れる。 学習者は表示された文字列をタイプインする

ことで、プログラミングでよく用いる特殊な文字列を

練習する。 現在、本システムではHTMLや
JavaScriptで使用するコード等を中心に練習できる

ようになっている。また学習者が既に入力した部分

が分かるように、図 2のようにタイプした文字を太字

で表示したり、タイプ音が鳴るようにしている。また誤

ってタイプした時にはエラー音が鳴るようにしてい

る。 
 

 
    図. 2 実際にタイピングしている時の画面 

 

一通りの練習項目が終ると、「クリア時間」「タイプミス

の数」「タイピングの精度」が表示される。 

 

         図. 3 ゲーム終了画面 

 
5. 「Typing Engineer」の実装にあたって 

本タイピングゲームは heroku5というwebアプリケ
ーションのためのクラウドプラットフォームを用いて

web上に公開しており、本システムはHTML, 
JavaScript, Node.js6を用いて開発した。基本的な流

れは文字列を一文字ずつ正誤判定し、正答ならば

次の文字の入力判定に移るという至ってシンプルな

ものである。 
document.addEventListener('keydown', e => { 

  if (e.key === word[loc]) { 

    loc++ 

    // locはタイプインする文字列のインデックス番号 

    // 以下省略 

  } 

図. 4 文字を一文字ずつ判定するサンプルコード 
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しかし、普通のタイピングゲームとは違い特殊文字

を扱わなければならない。HTMLのタグ内で半角ス
ペースや「< >」などの特殊文字はエスケープされな
いという問題がある。つまり、「< >」を単なる文字列と

して解釈するのではなく、意味のあるHTML 
タグとして解釈されてしまうということである。この問

題を解決するためにスペースを入力したいときは

「&nbsp;」と記述し、innerHTMLで読み取らせるとい

う方式をとっている。以下は挙動の違いを示したサ

ンプルコードである。 
 

  <body> 

    <div class="txt1"></div> 

    <div class="txt2"></div> 

    <div class="txt3"></div> 

    <div class="txt4"></div> 

    <div class="txt5"></div> 

    <div class="txt6"></div> 

  </body> 

  <script> 

    document.querySelector('.txt1').innerText  = 

"<h1>hello world</h1>" 

    document.querySelector('.txt2').innerHTML  = 

"<h1>hello world</h1>" 

    document.querySelector('.txt3').textContent  

= "<h1>hello world</h1>" 

    document.querySelector('.txt4').innerText  = 

"&lt;h1&gt;hello&nbspworld&lt;/h1&gt;" 

    document.querySelector('.txt5').innerHTML  = 

"&lt;h1&gt;hello&nbspworld&lt;/h1&gt;" 

    document.querySelector('.txt6').textContent  

= "&lt;h1&gt;hello&nbspworld&lt;/h1&gt;" 

  </script> 

図. 5 innerHTML innerText textContent による挙動

の違い(コード) 

 

図. 6 innerHTML innerText textContent による挙動

の違い(表示結果) 

 
これらの挙動の違いを考慮した上で学習者が文字

列をタイプインする文字列のためのデータを調整す

る必要があった。 
シフトキーやスペースキーに関しては、判定の対象

にしない。また、入力の際にもシフトキーはタイプミス

判定をしてしまわないようにするなどした。このように

通常のタイピングゲームの開発とは異なる配慮が必

要だった。 
 

6. 本タイピングゲームの評価 

 今回開発したタイピングゲームを 15 名の「一度

でもプログラミングの経験がある人」に、実際にプ

レイしてもらい、アンケートを取ったので結果をこ

こにまとめていく。 

 

図. 7 性別に対する回答 
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図. 8 年齢に対する回答 

 

 

図. 9 経験のあるプログラミング言語に対する回答 

 

 

図. 10 本タイピングシステムが面白かったという質

問に対する回答 

 

 

図. 11 本タイピングゲームがプログラミング初学者

のタイピング練習になるかという質問に対する回答 

 

 

図. 12 「本タイピングゲームがプログラミング初学

者のプログラミング学習になんらかの良い効果をも

たらすと思うか」という質問に対する回答 

 

 

図. 13 「本タイピングゲームにおいて、プログラミン

グ初学者のプログラミング学習においてどのような

良い効果をもたらすと思うか」という質問に対する回

答 

 

このアンケート結果から、本タイピングゲームがプロ

グラミング初学者のプログラミング学習に一定の良い

効果をもたらすだろうという感想が多かった。しかし、

「見づらい」、「説明不足で使いづらい」などの意見も

多かったことから、UI/UXの部分でまだまだ改善の

必要があると感じた。 

 

7. まとめと今後の展望 

開発に充てることができた時間が限られていたこと

もあり、実装を見送った機能があったのでここにまと

めていく。 
1) データベースとの連携 
エンドユーザーに打ち込ませる文字列はコード内

に直接記述してしまっている。このようにする代わり

にmongoDB7あるいは、MySQL8と連携し、よりプロ

グラミング初学者の目標に寄り添った、バリエーショ

ンに富んだタイピングゲームにすることができると考

える。 
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2) タイプミスした文字をわかりやすくする 
タイプミスした時にタイプミス用の音が鳴るようにな

っているがそれだけでなく、タイプミスした文字の色

を変えたり、本来意図する入力は何なのか表示した

りするなどのUIの改善を行うことでより、ユーザーフ

レンドリーなタイピングゲームになると考える。 
 

3) コードをダウンロードきるようにする 
ゲーム上に表示された文字を入力するだけでは、

コードを書いているという実感があまり得られないと

思うので、実際に入力したコードと同じものをユーザ

ーがHTMLなどのファイル形式でダウンロードする

ことができ、ユーザーのローカル環境で開くことがで

きれば自分の書いたコードが実際にはどのように描

画されているかなどがわかるので、「実際に動くプロ

グラムを書いているのだ」という実感を得やすいと考

える。 
 

4) 学習ログを取得できるようにする 
ユーザーが何度もプレイしてくれることを想定し、

学習ログを取れるようにしたい。具体的には、プレイ

した日時、ゲームクリアするまでの時間、タイプミスの

数、タイピングの正確さ（百分率）の 4つである。ユ
ーザーが自分自身の成長を体感できればプログラミ

ング学習に対するモチベーションも向上すると考え

る。 
 

5) タイピングしたい文字を生成できるようにする 
ユーザーが特定のコードや文字列の入力練習をし

たいと思ったときに対応できるようにしたい。実装に

あたってはNode.jsのパッケージモジュールである

「fs」を用いる。これを用いることでファイルを読み取

らせることができるのでユーザーがあらかじめ用意し

たHTML 形式のファイルなどを読み込ませ、ユー

ザーが入力したいコードの練習を行えるようにした

い。 
 

6) 対応環境の調査 

OSはMac OSのGoogle Chromeでのみ、正常に

動く環境を確認していない。Windowsでも正常に動
作するか、Safariや Firefox, Internet Explorer, 
Microsoft Edgeにおいて正常に動作するかなど調

査していきたい。 
 

7) タイプするコードの全部を表示する 
HTMLのコードを一行ずつ表示しており、コードの

全体が見えないようになってしまっている。それによ

ってユーザー自身がどこまでタイプしたのか、あとど

れくらいタイプしたら終了するのかがわからなくなっ

てしまっている。コードの全体が見えることで、よりコ

ードを実際に書いている時と同じような環境でのタイ

ピング練習が可能になると考える。 
このように、まだまだ改善の余地が残るプロダクトで

はあるが、UI/UXの改修を進めていく中でタイピン

グシステムとしての可能性をさぐりたい。 
 

8. 注 

[1] プログラミングの基礎を学ぶことができるオンライ

ンプログラミング学習サービス 

[2] 実際にプログラムを書きながら学べる実践型プ

ログラミング学習サービス 

[3] オンライン学習プラットフォーム 

[4] 一本当たり 3分の動画でプログラミングを学習で

きるサービス 

[5] webアプリケーションのためのクラウドプラットフ
ォーム 
[6] JavaScriptエンジン上に構築されたサーバーサ

イド JavaScript 環境 

[7] ドキュメント指向データベース 

[8] オープンソースのリレーショナルデータベース

管理システム 
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付記 

1) 特殊文字一覧 
・クオーテーション 
・ダブルクオーテーション 
・アンパサンド 

・アポストロフィ 
・アットマーク 
・パーセント 
・エクスクラメーション 

・クエスチョン 

・ドル記号 

・カンマ 

・ピリオド 

・コロン 

・セミコロン 

・アポストロフィ 

・スラッシュ 

・バックスラッシュ 

・バーティカルバー 

・カッコ 

・ブラケット 

・ブレース 

・アングルクオート 

・四則演算記号 

・ドット演算

 

2) 実際にタイプインするコード 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

  <title>hello world</title> 

</head> 

<body> 

  <h1>hello world!</h1> 

</body> 

</html> 

 

3) ソースコード全文 

index.ejs 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="ja"> 

<head> 

  <meta charset="UTF-8"> 

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 
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  <link rel="stylesheet" href="css/styles.css"> 

  <link rel="stylesheet" href="(font-awesome cdnの URL)" crossorigin="anonymous"> 

  <link rel="icon" href="(アイコン画像の URL)"> 

  <title>typing engineer</title> 

</head> 

<body> 

  <header class="navbar"> 

    <a href="/"><i class="fas fa-terminal"></i> Typing Engineer</a> 

  </header> 

  <div class="dispalyArea"> 

    <div id="wordArea"> 

      <p id="typedLetter"></p> 

      <p id="target">Click to start</p> 

    </div> 

    <div id="resultArea"> 

      <p id="result" /> 

      <p id="elapsedTimeArea" /> 

      <p id="correctTypeCountArea" /> 

      <p id="wrongTypeCountArea" /> 

      <p id="accuracyArea" /> 

      <p id="questionnaireArea"></p> 

      <p id="repoArea"></p> 

      <p class="redo" ><a href="/"><i class="fas fa-redo-alt"></i>もう一度やる</a></p> 

    </div> 

  </div> 

  <footer class="footer"> 

    <small>© 2020 kanade ishida.</small> 

  </footer> 

  <script src="js/main.js"></script> 

</body> 

</html> 

 

styles.css 

body { 

  background: #000; 

  color: #35E02E; 

  min-height: 100vh; 

  font-family: 'Courier New', monospace; 

  text-align: center; 

  padding: 0; 
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  margin: 0; 

  position: relative; 

} 

 

a { 

  text-decoration: none; 

  color: inherit; 

} 

 

.navbar { 

  background: #35E02E; 

  color: #000; 

  text-align: left; 

  font-size: 16px; 

  font-weight: bold; 

  line-height: 48px; 

  padding-left: 12px; 

  text-decoration: none; 

  top: 0; 

} 

 

.navbar > a:hover { 

  opacity: 0.7; 

} 

 

.dispalyArea { 

  font-size: 32px; 

  letter-spacing: 0.1em; 

  opacity: 0.8; 

  border: #35E02E 2px solid; 

  border-radius: 10px; 

  margin: 24px auto; 

  width: 75%; 

} 

 

#wordArea { 

  display: flex; 

} 

 

#typedLetter { 
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  font-weight: bold; 

  font-size: 33px; 

  opacity: 1; 

  text-shadow:0 0 10px #14c50e; 

} 

 

#resultArea { 

  font-size: 18px; 

} 

 

#questionnaireArea > a { 

  color: #35E02E; 

} 

 

#questionnaireArea > a:hover { 

  text-shadow:0 0 10px #14c50e; 

} 

 

#repoArea > a { 

  color: #35E02E; 

} 

 

#repoArea > a:hover { 

  text-shadow:0 0 10px #14c50e; 

} 

 

.redo { 

  border: #35E02E 2px solid; 

  display: inline-block; 

  border-radius: 10px; 

  padding: 4px; 

} 

 

.redo:hover { 

  background: #35E02E; 

  color: #000; 

} 

 

footer { 

  width: 100%; 
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  color: #35E02E; 

  text-align: center; 

  padding: 12px 0; 

  font-size: 16px; 

  position: absolute; 

  bottom: 0; 

  border-top: #35E02E 2px solid; 

} 

 

 

main.js 

'use strict'; 

 

{ 

  function setWord() { 

    word = words.shift() 

    target.innerHTML = word; 

    typedLetter.innerHTML = null; 

    loc = 0; 

  } 

  const words = [ 

    "&lt;!DOCTYPE&nbsphtml&gt;", 

    "&lt;html&nbsplang=¥"en¥"&gt;", 

    "&lt;head&gt;", 

    "&lt;meta&nbspcharset=¥"UTF-8¥"&gt;", 

    "&lt;title&gt;hello&nbspworld&lt;/title&gt;", 

    "&lt;/head&gt;", 

    "&lt;body&gt;", 

    "&lt;h1&gt;hello&nbspworld!&lt;/h1&gt;", 

    "&lt;/body&gt;", 

  ]; 

  let word; 

  let loc = 0; 

  let startTime; 

  let isPlaying = false; 

  let typingSound = "（音声ファイル１）" 

  typingSound = new Audio("data:audio/wav;base64," + typingSound); 

  let wrongSound = "（音声ファイル 2）" 

  wrongSound = new Audio("data:audio/wav;base64," + wrongSound); 

  let target = document.getElementById('target'); 
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  let typedLetter = document.getElementById('typedLetter'); 

  let elapsedTimeArea = document.getElementById('elapsedTimeArea'); 

  let correctTypeCountArea = document.getElementById('correctTypeCountArea'); 

  let wrongTypeCountArea = document.getElementById('wrongTypeCountArea'); 

  let accuracyArea = document.getElementById('accuracyArea'); 

  let correctTypeCount = 0; 

  let wrongTypeCount = 0; 

 

  document.addEventListener('click', () => { 

    if (isPlaying === true) { 

      return; 

    } 

    isPlaying = true; 

    startTime = Date.now(); 

    setWord(); 

  }) 

 

  document.addEventListener('keydown', e => { 

    if (e.key === word[loc]) { 

      loc++ 

      correctTypeCount++; 

      typedLetter.innerHTML = word.slice(0, loc); 

      target.innerHTML = word.substring(loc); 

      typingSound.currentTime = 0; 

      typingSound.play(); 

    } else if (e.keyCode == 16){ 

      return; 

    } else if (e.keyCode == 32 && word[loc] == '&' && word[loc + 1] == 'n') { 

      typingSound.play(); 

      loc += 5; 

      typedLetter.innerHTML = word.slice(0, loc); 

      target.innerHTML = word.substring(loc); 

    } else if (e.keyCode == 188 && word[loc] == '&' && word[loc + 1] == 'l') { 

      typingSound.play(); 

      loc += 4; 

      typedLetter.innerHTML = word.slice(0, loc); 

      target.innerHTML = word.substring(loc); 

    } else if (e.keyCode == 190 && word[loc] == '&' && word[loc + 1] == 'g') { 

      typingSound.play(); 

      loc += 4; 
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      typedLetter.innerHTML = word.slice(0, loc); 

      target.innerHTML = word.substring(loc); 

    } else { 

      wrongSound.currentTime = 0; 

      wrongSound.play(); 

      wrongTypeCount++; 

      return; 

    } 

    if (loc === word.length) { 

      if (words.length === 0) { 

        const elapsedTime = ((Date.now() - startTime) / 1000).toFixed(2); 

        let typeCount = correctTypeCount + wrongTypeCount; 

        let accuracy = ((correctTypeCount / typeCount).toFixed(2) * 100); 

        const result = document.getElementById('result'); 

        let questionnaireArea = document.getElementById('questionnaireArea'); 

        let repoArea = document.getElementById('repoArea'); 

        let wordArea = document.getElementById('wordArea'); 

        wordArea.style.display ="none"; 

        result.textContent = 'Finished!'; 

        elapsedTimeArea.textContent = `time: ${elapsedTime}sec`; 

        correctTypeCountArea.textContent = `correct type: ${correctTypeCount}`; 

        wrongTypeCountArea.textContent = `wrong type: ${wrongTypeCount}`; 

        accuracyArea.textContent = `accuracy: ${accuracy}%`; 

        questionnaireArea.innerHTML = `<a href="(Googleアンケートフォーム)" target="_blank" >ア

ンケートにご協力ください<i class="fas fa-external-link-alt"></i></a>`; 

        repoArea.innerHTML = `<a href="(Githubリポジトリ URL)" target="_blank" >プルリク大歓迎で

す<i class="fab fa-git-alt"></i></a>`; 

        resultArea.style.display ="block"; 

        return; 

      } 

      setWord(); 

    } 

  }) 

  let resultArea = document.getElementById('resultArea'); 

  resultArea.style.display ="none"; 

} 

 

server.js  
var http = require('http'); 

var server = http.createServer(RouteSetting); 
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var fs     = require('fs'); 

var ejs    = require('ejs'); 

const url = require('url'); 

const qs = require('qs'); 

const path = require('path'); 

 

var config = require('./config'); 

__dirname = path.resolve(__dirname, '../'); 

const indexPage = fs.readFileSync( __dirname + '/index.ejs', 'utf-8'); 

const styleCss = fs.readFileSync( __dirname + '/css/styles.css', 'utf-8'); 

const scriptJs = fs.readFileSync( __dirname + '/js/main.js', 'utf-8'); 

 

function RouteSetting(req, res) { 

  const url_parts = url.parse(req.url); 

  switch (url_parts.pathname) { 

    case '/': 

    case '/index.ejs': 

      res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'}); 

      res.write(indexPage); 

      res.end(); 

      break; 

 

    case '/css/styles.css': 

    res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/css'}); 

    res.write(styleCss); 

    res.end(); 

    break; 

 

    case '/js/main.js': 

      res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'}); 

      res.write(scriptJs); 

      res.end(); 

      break; 

 

    default: 

      //TODO: 文字化けする 

      res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'}); 

      res.end('404 NOT FOUND'); 

      break; 

  } 



プログラミング初学者を補助するタイピングゲームの開発                                石田 奏 

2020 年度麗澤大学情報系卒論発表会発表論文集 

} 

 

server.listen(process.env.PORT || 3333); 

 

config.js 

exports.port = 3333; 


