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―教育的応用への検討―
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あらまし Webのプラットフォーム化の潮流に伴い，HTML5や Javascriptを活用したWebアプリケーションの開発
が進んでいる．Webブラウザを利用したサービスは，端末へのソフトウェアのインストールが不要であり，デバイス
フリーで利用できるなどのメリットがある．本研究では，Javascript実装の x86エミュレータであり，Webブラウザ
上で動く仮想マシンを実現する Javascript PC Emulator（JSlinux）に注目し，JSlinuxをベースとして，Webブラウ
ザの機能的拡張を実現する技術である，Wemuを提案する．Wemuでは，JSlinuxに対し，３つの機能拡張を行ってい
る．1つ目は，Webブラウザ上の仮想マシンに対する外部接続インタフェースのエミュレータの追加である．2つ目
は，エミュレートされたインタフェースから送受信されるデータを，外部ネットワークと送受信可能な状態に変換す
るための機能を搭載した外部モジュールの設置である．3つ目は，Webブラウザ上の仮想マシンと，Webアプリケー
ションとの Javascript上での連携機能の追加である．Wemuにより，Webブラウザ上でこれまで実現出来なかった
Webサービスの実現が可能となる．本論文では，特に，Wemuの教育的応用への検討を示す．本技術によって，Web

ブラウザ上のサービスである利点を活かしつつ，従来の IT教育環境に比べ，簡単かつ安全なプログラミングや Linux

などの IT教育学習環境を実現できることを示す．
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1. は じ め に

近年，Web ブラウザを共通基盤としたサービスの構築，提
供が進んでおり，HTML5や Javascriptを活用したWebアプ
リケーションが増加している．その中に，Web ブラウザ上で
Linuxカーネルを動作させる技術の開発がある．代表例として，
2011年に開発された，Javascript PC Emulator(JSlinux) [2]が
ある．JSlinuxとは，Javascript実装の x86エミュレータであ
る．JSlinuxが，Webブラウザ上の Javascriptの上で動作する
ことにより，ブラウザ上で仮想マシンを動作することができる．
つまり，JSlinux と Linux バイナリを通常のWeb コンテンツ
と同様に配信することで，仮想マシンが URLで配信されるこ

とになり，従来より簡単に仮想マシンにアクセスできる．また，
Webブラウザで仮想マシンが動作可能なため，ホスト OSに対
し仮想マシンを動作させるためのソフトウェアのインストール
が不要であり，デバイスフリーで利用できる．仮想マシン上で
の出来事が，ホスト OSへ影響を与えることはなく，ブラウザ
のタブを消すことによって，元の状態に戻ることができる．さ
らに，一度コンテンツをダウンロードしておけば，オフライン
環境においても，仮想マシンを動作させることができる．
しかし，現行の JSlinuxでは，外部ネットワークとの接続機

能がなく，他のアプリケーションとの連携が出来なかったりな
ど，機能的な制限があり，Webブラウザ上で仮想マシンが実行
できる利点を活かしきれていなかった．



そこで本研究では，JSlinuxをベースとして機能追加を行う
ことで，Web ブラウザの機能的拡張を実現した，Wemu を提
案している [1]．
Wemu では，JSlinux に対し，３つの拡張を行っている．1

つ目は，Webブラウザ上の仮想マシンに対する外部接続インタ
フェースのエミュレータの追加である．2つ目は，エミュレー
トされたインタフェースから送受信されるデータを，外部ネッ
トワークと送受信可能な状態に変換するための機能を搭載した
外部モジュールの設置である．3つ目は，Webブラウザ上の仮
想マシンと，Web アプリケーションとの Javascript 上での連
携機能の追加である．これらの機能追加により，Webブラウザ
の利用可能性を広げ，Web ブラウザ上でこれまで実現出来な
かった様々なWebサービスの実現が可能となる．
本論文は，その中でも，Wemuを用いた教育的応用に対する

検討を行った．近年では，クラウド技術の発展に伴い，クラウ
ドが提供する様々なサービスは，社会において欠かせないもの
となりつつある．そのため，これからの社会，子供から大人の
全世代に対して求められる IT技術は高まっている．これらの
需要に対し，プログラミングなどの初歩的な概念や知識、サー
ビス基盤となり得る Linuxに関する初歩的知識を，簡単かつ安
全に学習できる環境が必要である．
本論文では，Wemuを IT技術学習環境に利用することによ

り，Web アプリケーションである利点を活かしつつ，従来の
IT教育環境に比べ，簡単かつ安全に学べる IT技術学習環境を
実現できることを述べる．

2. Wemu

Wemu とは，JSlinux を技術ベースとして機能追加を行い，
Web ブラウザ上で動作する仮想マシンにより，ブラウザの
機能的拡張を行うアーキテクチャを意味する．JSlinux とは，
Javascript実装の x86エミュレータである．図 1に，JSlinux

のスタックを示す．

図 1 JSlinux のスタック

JSlinuxを用いることで，Webブラウザ上の Javascriptの上
で，x86のバイナリを動作させることができる．つまり，JSlinux
と Linuxバイナリを，通常のWebコンテンツと同様に配信す
ることで，URLベースで仮想マシンにアクセスできる技術で
ある．
Wemuでは，JSlinuxで未実装であった，外部ネットワーク

接続機能と，同一ブラウザ上の他のWebアプリケーションと
の Javascript間での連携機能を追加した．具体的には，以下の
３つを実装している．1つ目は，Webブラウザ上の仮想マシン
に対する外部接続インタフェースのエミュレータの追加である．
2つ目は，このエミュレートされたインタフェースから送受信
される情報を外部ネットワークと送受信可能な状態に変換する
ための機能を搭載した外部モジュールの設置である．3つ目は，
Webブラウザ上の仮想マシンと，同一ブラウザ上で動くWeb

アプリケーションとの Javascript間での連携技術である．
図 2にWemuの構造を示す．Wemuでは，Webブラウザの

持つネットワーク制約の回避を可能とする．例えば，演算機能だ
けが必要な CPUデバイスは，Webブラウザ単体でエミュレー
トすることができる．しかし，ネットワークデバイスにおいて
は，任意のプロトコルで送受信する必要があるため，ブラウザ
単体ではエミュレートすることが出来ない．そのため，Wemu

では，デバイスエミュレーションを補助する外部モジュールを
設けている．つまり，図 2 にあるように，例えばWebSocket

を利用して，Webブラウザ上の仮想マシンと，外部モジュール
間で双方向通信を確立する．外部モジュールでは，Webブラウ
ザ上の仮想マシンと外部のネットワークとの接続を実現するた
め，送受信されるデータに対してプロトコル変換を行っている．
このことにより，Webブラウザ上の仮想マシンは，外部ネット
ワークとのデータの送受信を実現できる．
また，Wemu では，Web ブラウザ上で動作する仮想マシン

と，同一ブラウザ上で動作するWebアプリケーションとの連携
を可能とする．具体的には，JSlinuxでエミュレートされる物
理メモリ空間と，同一ブラウザ上で動作するWebアプリケー
ションを，Javascript内で連携させることで，データ等の授受
を実現する．
これらのことにより，Webブラウザの機能拡張が可能であり，

Webブラウザ上で実現出来なかったサービスが実現できる．

3. 教育的応用への検討

3. 1 概 要
WemuによるWebブラウザの機能拡張により，Webブラウ

ザ上で様々なことが実現できる．本稿は，その中でも，具体例
として，Wemu を IT 教育環境に応用した場合の議論を行う．
本章では，既存の教育システムに対し，Wemuを学習環境に利
用することの優位性と，その利用具体例を挙げてく．
3. 2 既存の IT 教育に関するシステムに対するWemuの

教育的応用への優位性
近年において，プログラミングなどの情報処理に関する基礎

的な知識の学習は，IT業界で働く大人だけでなく，これからの
社会を担う子どもたちにおいても，重要な学習の 1 つである．
事実，2012年からの新学習指導要領に基づき，中学校の技術家
庭科で「プログラムによる計測・制御」が必修になり，簡単な
プログラミングが行えることが求められている [3]．このような
動向に対し，子供から大人の全世代に対して，IT 教育へ向け
た取り組みが活発に行われている．例えば，オンライン教育プ
ラットフォーム Udemy [4]を利用したプログラミング学習があ



図 2 Wemu の構造

る．これは，講師が授業をする様子をオンラインで配信しなが
ら、ユーザが学習するものである．しかし，学習するためのプ
ログラミング環境は，ユーザ自身で構築する必要がある．また，
簡単にプログラミング教育を行えるアプリケーションも数多く
開発されている．その中に，子供が直感的にプログラミングを
行えるビジュアルプログラミング環境 Scratch [5]というものが
ある．Scratchでは，条件や動作を指定する「ブロック」と画像
などを開発画面上で組み合わせることにより，インタラクティ
ブなアニメーションやプレゼンテーション，ゲームなどを作成
することができる．また，Scratchは，Webブラウザベースの
アプリケーションとなっており，ユーザは手元にプログラミン
グ環境を構築する必要がなく，手軽にプログラミングを体験す
ることができるメリットがある．しかし，Scratchでは，ビジュ
アル的にプログラミングを体験できるものであり，任意の言語
のプログラミングを体験するものではない．特定言語のプログ
ラミングをWebブラウザ上で学べるアプリケーションもいく
つか存在するが，言語が限られ，自由度が低い．
これらに対し，Wemuによるブラウザ上の仮想マシンをベー

スとして，プログラミングや Linuxシステムに関する学習を行
う場合，安全かつ手軽に，自由度の高い学習環境を実現できる．
Wemuを教育学習環境に適用するメリットとして，以下の 4つ
がある．1つ目は，プログラミング環境をWebブラウザ上で簡
単に配布できる点である．ユーザは，Wemuで提供する仮想マ
シンへの URLを知っていれば，プログラミング環境へ簡単に
アクセスできる．デバイスへ特別な仮想マシン用のアプリケー
ションをインストールする必要がない．2つ目は，安全性であ
る．すべての環境がWebブラウザ上に存在するため，ホスト
OSへ影響を及ぼさない．プログラミングや Linuxシステムで
何か学習する際に，ユーザが不安に思う要素の 1つに，ホスト
OSへの悪影響がある．Wemuでは，どのようなプログラムや
Linuxコマンドを実行しようとも，ホスト OSへの影響は出な
いため，臆することなく，気軽に，様々な試みを実行できる．3

つ目は，自由度の高さである．Wemu では，言語に関わらず，
自由にプログラミング学習環境が実現できる．Webブラウザ上
で仮想マシンが動くことにより，Cや，Ruby，Perl，SQL言
語などのプログラミング環境を利用できる．4つ目は，オフラ

イン環境でも利用可能である点である．例えばタブレット等の
持ち運び可能なデバイスを用いて学習を行った場合，その利用
した仮想マシンをWebブラウザのタブにそのまま残しておく
ことで，自宅やオフライン環境に移動した際にも，授業と同一
環境での振り返り学習を容易に行うことができる．
図 3に，Wemuを使った IT教育環境の利用イメージを示す．

Wemuを用いた学習を行う場合，教師は配信サーバが配信する
仮想マシンイメージを利用し，生徒へその仮想マシンの URL

を伝える．生徒は，各自のデバイスのWebブラウザから URL

にアクセスすることで，簡単に学習環境が手元に構築できる．

図 3 Wemu を用いた IT 教育環境の利用イメージ

3. 3 具体例 : プログラミング学習
Wemuでは，プログラミングの学習環境を簡単に実現できる．

現在，C，Perl，Rubyの言語学習が可能である．また，Wemu

によるネットワーク機能の拡張により，APIを使ったプログラ
ミングも可能となった．図 4に，Webブラウザ上の仮想マシン
で，Cプログラミングを実行した例を示す．Wemuの環境にお
いても，通常の仮想マシンと同様に，プログラムのコンパイル
が可能である．



図 4 Wemu によるプログラミング学習

3. 4 具体例 : Linuxシステムに関する学習
Wemu では，Web ブラウザ上の仮想マシンで，Linux コマ

ンドの学習を行うことができる．現在，上記仮想マシン内では，
通常の Linux 環境にて実行される，基本的なコマンドを実行
可能である．この時に，通常ならば Linux マシン内に影響を
及ぼすようなコマンドも実行することができる．例えば，「rm

-rf /」などである．上記コマンドの場合，通常の仮想マシンや
物理マシン上で実行すると，そのマシンは使うことが出来なく
なり，別のマシンを用意するまでに時間がかかってしまうが，
Wemu を使ったWeb ブラウザ上の仮想マシンは，URL にア
クセスし直すことにより，すぐにマシンを立ち上げ直すことが
できる．また，Wemu における JSlinux への機能拡張により，
ネットワークに関わるコマンドの実行も可能になった．
さらに，ブラウザ上の仮想マシンをサーバ環境としても利用

可能となった．図 5に，ブラウザ上の仮想マシンをWebサー
バとして利用し，別のマシンからアクセスした様子を示す．

図 5 Wemu を用いたWeb サーバ構築

このように，サーバ構築に関する学習も，Wemuを用いるこ
とで容易に可能である．
3. 5 具体例：手軽なクラウド環境の実現
Wemu では，Web ブラウザ上のタブそれぞれに，仮想マシ

ンを立ち上げることができる．つまり，ユーザの手元のリソー
スの上で，小さなクラウド環境を構築できる．これにより，ク
ラウド環境が必要となるようなシステムについて学習を行う際

にも，簡単にWebブラウザ上でシステムを構築できる．
3. 6 具体例 : 教材との連携による学習
Wemuでは，学習時において，Webブラウザ上の Javascript

を通して，ブラウザ上のアプリケーションと連携できる．例え
ば，Linuxコマンドに関する教材を，Webアプリケーションと
して用意し，仮想マシンで実行されたコマンドと教材を連携し
て動作させることもできる．この機能を使うことで，ユーザは，
例えばマニュアルや本と，PCの画面を目で往復しながら学習
する必要がなくなり，より効率的に学習可能である．

4. ま と め

本論文では， Webブラウザ上で動作する仮想マシンを用い
て，ブラウザの持つ機能の拡張技術であるWemuについて述べ
た．Wemuでは，Webブラウザ上で仮想マシン実行環境をエ
ミュレートする既存技術 JSlinuxを元に，外部ネットワーク接
続機能と，Webアプリケーションとの連携技術を追加した．こ
れにより，Webブラウザの機能拡張とともに，ブラウザの特性
を活かした新たなWebアプリケーションを実現可能となった．
本稿では，その具体例の１つとして，教育的応用に注目し，

従来の IT教育環境に比べ，簡単かつ安全なプログラミングや
Linuxシステムなどの IT教育学習環境を，Wemuにより実現
できることを示した．

5. 今後の課題

今後の課題として，Wemu では，Web ブラウザ上で動作す
る仮想マシン環境を提供するため，Web ブラウザの処理性能
に，大きく依存してしまう点が挙げられる．ブラウザ上の仮想
マシンにおいて，メモリやディスク容量などの制限があり，快
適な動作環境を提供するには，これらの課題に対する取り組み
が必要となる．
また，本論文では，特に，Wemuを IT教育学習環境に適用

した場合の議論を行ったが，Wemuを他の技術に適用すること
により，Webブラウザ上で様々なことが可能になる．今後，本
研究が目指す先としては，Webブラウザへの機能拡張により，
新たなWebアプリケーションの拡張可能性について検討を行
うとともに，3.5節で示すような，手元に気軽なクラウド環境を
構築できることで，ユーザ端末上のリソースと，クラウド上の
リソース間で動的な連携技術を実現することを考えている．例
えば，クラウド上の仮想マシンを，ユーザ端末のWebブラウ
ザ上へマイグレーションできる技術である．これにより，クラ
ウドサービスなどのサービス提供側からすれば，データセンタ
等の処理負荷の分散先をユーザ端末まで拡張出来，エンドユー
ザからすれば，より便利に仮想マシンへアクセスできる，また，
Webブラウザがデバイスフリーで利用できることにより，Web

ブラウザ間での仮想マシンのマイグレーション技術の確立も目
指している．これにより，例えば，デスクトップ PCのブラウ
ザで使っていた仮想マシンを，スマートフォンやタブレットな
どのブラウザ上にマイグレーションすることで，外出先におい
ても，普段と変わらない開発環境で作業可能となる．また，一
度ブラウザ上にダウンロードしておけば，オフラインでも作業



可能となる．本研究により，Webブラウザの機能拡張と，クラ
ウド技術の更なる拡大を目指していきたい．
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