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ゲーム要素を用いた教材開発と学校での実践事例
‐得点力学習 DS シリーズとゲームニクス‐	
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概要 ベネッセコーポレーションでは、2008 年に中学生向け学習ソフト「得点力学習 DS」シリーズを発売し、
これまでに約 111 万本を販売してきたが、ユーザーの継続的な活用などには課題も感じていた。そこで、ゲームの
持つ要素が中学生の学習モチベーションの形成・継続に有効と考え、立命館大学映像学部・サイトウ・アキヒロ教
授の提唱する「ゲームニクス」の教育利用の可能性を研究してきた。結果として、ゲームの持つ目標や課題の可視
化、達成感の演出などが学習者のモチベーション形成・継続に有効であるとの知見が得られ、2012 年 3 月発売予定
の新シリーズにその知見を活かす開発を行うことができた。今回は学校での導入事例とソフトへの活用事例を紹介
する。
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1.	
  はじめに

「得点力学習 DS」シリーズの購入者に対する調査で

ベネッセコーポレーションでは、約20年前からゲー

は、購入者のうち約 8 割がソフトに対して満足してい

ム機を利用した教材の開発・提供を行ってきた。初め

ると答えているが、そのうち「とても満足」と答える

て成功したのは、1995年に発売した「ポケットチャレ

人は約 4 割である。そして、その満足度は、購入者の

ンジ」という携帯端末での暗記学習教材である。この

ソフト活用頻度との間に相関があることが分かってい

端末を用いた実験の結果、英単語の記憶に対し紙での

た（図１）。

学習より高い効果が検証され、その要因として端末で
の学習中に被験者が高い集中度を示すことが実証され
ていた[1]。
その後継として、2008年1月よりニンテンドーDS用ソ
フト「得点力学習DS」シリーズ(1)を発売し、2011年末
までに約111万本を販売している。教育目的のゲームソ
フトとしては2008年から3年連続で売上首位となると
ともに、近年では学校や自治体でも購入していただき、
実際に授業に活用して成果を上げた事例が報告される
など、学習法としての浸透が見られてきた[2]。

図 1	
  顧客満足度とソフトの活用頻度

2012年度より中学校において新学習指導要領が施行
されることに合わせ、12年3月にリニューアルしたソフ

	
  つまり、継続的な活用によって学習の効果が高まり、

トを発売予定であるが、改訂に向けた開発のため、2009

満足につながることは分かっていたが、活用継続がで

年度より立命館大学映像学部との産学連携研究を行っ

きない学習者も少なからず存在していたということに

てきた。

なる。
この課題に対して、我々は「ゲーム」の要素が有効で

2.	
  開発上の課題認識

はないかという仮説を持つにいたった。そこで着目し

たのが立命館大学映像学部のサイトウ・アキヒロ教授
が提唱する「ゲームニクス」である[3]。そのため、2012
年改訂に向けて 2009 年より以下の計画で産学共同研究
開発を行ってきた。
09 年：立命館附属慶祥中学校（川崎昭治校長）
（以下
附属中）にて、現ソフトの課題とゲーム二クス要素の
有効性の検証
10 年：09 年の結果から得られた仮設に基づくソフト
試作および、その使用ログの検証
11 年：ソフト開発への知見の導入

図 3	
  偏差値変化に寄与した要因
・活用頻度をもたらす「ソフトポジティブイメージ」
の構成要因として「学習テンポ」
「短時間」
「音楽」
「覚
えている実感」など「ゲーム二クス」の各要素が強く

3.	
  共同研究から得られた知見と仮説

影響している（図 4）

3.1	
  09 年 度 研 究
09 年度は附属中の 2 年生 158 名を対象とし、冬休み
期間「得点力学習 DS」理科ソフトを任意に学習した後、
学力テストでの成績（偏差値）とアンケートの回答を
検証した。その結果、以下の知見が得られた[5]。
・学習効果（テスト成績）と教材使用量の間に正の
相関がみられた（図 2）
図 4	
  ソフトのイメージに寄与する要因

また、ソフトの内容は基礎的な事項のみであるにも
関わらず、全体的な成績が向上していたことから、
「ソ
フトを使った学習」をきっかけとして、全体的な学習
習慣がつき、全体の成績を押し上げた可能性があると
考察し、ゲーム二クス要素による達成感の獲得、成功
体験の実感は能動的学習モチベーションの形成に寄与
図 2	
  学習効果と教材使用量

するのではないかという仮説を得た。

3.1	
  10 年 度 研 究
・学習効果（偏差値）の変化に寄与した最大要因は
使用頻度である（図 3）。

10 年度は 09 年度の結果を受け、09 年の調査参加者
を対象に調査を行った。仮説検証のため、同一形式の
問題を収録した 2 種類のソフト（ゲーム二クス未反映
版・ゲーム二クス反映版（図 5））を試作し、夏休みに、
それぞれを 20 日分ずつ、計 40 日間任意に学習する。
その後、前回同様の学力テストおよびアンケートを実
施するとともに、今回はソフト内の使用履歴（ログ）
データを合わせて分析することとした。

ゲーム二クスの要素として主に試作に追加したのは
下記の３点である。
・学習目標・進捗の可視化による長期目標の可視化
とその達成感演出の強化
・直近目標を明示する行動指示・行程提示（毎日の
学習内容表示）

ソフトを全く学習しない対象者が存在したため、両方
のソフトを学習している対象が少なくなった。（n=26）
・メダル表示による達成評価演出は、単独では能動
的学習感覚の評価には結びつかなかった
以上のことから、教材へのゲーム二クス導入にあた
って重要な点は下記の項目であると結論づけた。

・メッセージ等による継続学習への働きかけ

・目標の提示と進捗の可視化
・目標達成のための行動提示
・より積極的な達成感演出
・外発動機（報酬）と評価（メダル）の連動性
・初期の活用促進のための意識的な誘導
・使用阻害要因の排除

4.	
  公立中学校での採用・導入	
 
一方で 2010 年度には公立中学校へのソフトの導入、
調査研究を行った。学校現場でのデジタル教材の導入
には、教員の労力や、予算などの様々な阻害要因があ
るが、比較的導入しやすいと考えられるニンテンドー
DS を利用したモデルとして評価できる事例を紹介する。
図 5	
  ゲームニクス反映版の画面例

その結果は以下の通りだった。
・使用日数の増加と能動的学習感覚の評価差に相関
がみられ、その要因として、ゲームニクス形成要素の
評価差が関連していた。（図 6）。

4.1	
  朝 学 習 へ の 導 入 事 例
東京都の足立区立江南中学校（鈴木崇夫校長）は、
各学年の生徒数が 80 名程度の比較的小規模な公立校で
あるが、学習習慣・生活習慣に課題がある生徒への学
習方法として DS ソフトの導入を検討した。
従来、朝学習として、登校後の 10 分間で主に読書や
英単語学習（プリント学習）を行っていたが、代替と
して 2 週間「得点力学習 DS」の英語ソフトを使用して、
英単語を学習することとした。
比較調査のため、2 クラスの導入期間を分け、それぞ
れ事前事後テストの成績差と、アンケートの回答を分
析し、下記の結果が得られた。
・DS を使用したクラスの英語小テストの成績変化は
同一内容を紙で学習したクラスに比較して有意に高い
（図 7）。

図 6	
  形成要素の関連図
・ゲーム二クス未反映ソフトを先に提示され、ログ
の使用日数が少なかった対象者に、ゲームニクス反映

合計点分析結果
平均

合計差:DS
3.462

合計差:紙
2.308

分散
観測数

10.94

3.06

13

13

P(F<=f) 片側

0.018

F 境界値 片側

2.687

<<0.05 有意

図 7	
  学習法の違いと成績変化

② 予習後、「ニガテ抽出」機能により、不正解問題
数をシートに記録
③ 電子黒板での表示内容を、ソフトで使用されてい
る単語・例文に合わせる
④ 授業の最後に、「ニガテ抽出ドリル」を 5 分間学
習し、予習時にできなかった問題のみを学習、学

・2 つの方法を比較したとき、学習法としての評価は
総じて DS が高い（図 8）。

習後のニガテ問題数をシートに記録
	
  	
  上記の結果、事後テストでの成績上昇がみられる
とともに、授業そのものへの評価が上昇する結果が得
られた（図 9）。

図 9	
  授業評価の変化

図 8	
  学習法の評価

また、担当の教諭からは、DS 学習導入後の授業での

その要因として、授業前に各自が課題を可視化する

生徒の集中力が高まる、生徒の遅刻が減るなどの生徒

ことにより、学習意欲が高まったこと、授業の中で課

の生活・学習態度の変容を指摘する声が上がった。

題が解決されることが意識されることにより、授業で
の達成感が強く得られたことが指摘された。

4.2	
  授業への導入事例
	
  東京都武蔵村山市立第三中学校（齋藤実校長）は、
市から電子黒板・情報機器活用教育推進校の指定を受
けるなど、積極的にデジタル教材の導入を行う学校で

5.	
  結論	
 
以上の研究を通して、我々は教材へのゲーム要素の
導入に関して以下の知見と仮説を得ることができた。

ある。すでに各教室に電子黒板が配備され、1 年前から

・ゲーム UI・機能を通して、生徒の課題と目標を可

得点力学習 DS を授業前に導入する試みも行われてき

視化することで学習に対しての動機づけができ、学習

た。

参加への抵抗感が低くなる。

	
  しかし、電子黒板用のコンテンツの制作にかかる教
員の負担や、そもそも有用なコンテンツが少ないなど
の課題を持っていた。

・成績・行程の可視化による達成感の演出により、
さらに学習動機を高めることができる。
・ゲーム要素の導入された教材での学習によって得

	
  今回は、得点力学習 DS・英語ソフト教材内容と授業

られた達成感は、ほかの学習を含めて能動的な学習態

内容をリンクさせるために以下のモデル（三中方式）

度形成に寄与する。

を導入し、2 週間の検証を行った。
① 授業前に DS を用いてその日の内容を 5 分間予習

・ゲーム要素の導入された教材の利用は学校現場で
も有効であり、教員への大きな負担を強いることなく

教室での学習効果を得る一つの方法と考えられる。

	
 
6.	
  ソフト開発への知見の反映	
 

採用も決定するなど、個人のみならず公教育の現場
でも活用されることになった。今後も継続的に、活用
につながる効果が得られているかを検証していきたい。

ここまでの知見に基づき、2012 年度の「得点力学習
DS」シリーズではより積極的にゲーム二クス要素を導
入し、ソフトの活用促進を図っている。（図 10）
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図 10	
  テスト対策のスケジュール化による目標・行程
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Abstract Benesse corporation has sold over one million softwares titled "Tokutenryoku-Gakusyu DS" for junior high
students since 2008. From a lot of feedbacks from the customers, we hypothesized that the elements of the game-mechanics
would increase learning motivation. In attempt to improve the software, we collaborated with Prof. Akihiro Saito in
Ritsumeikan Univ. who advocated the “Game-nics”. As aresult, we found that the visualization of personal goals and the
production of achievements make positive effects on learning motivation. In this article, we also show two case studies of the
implementation of "Tokutenryoku-Gakusyu DS" in the junior high school classes and the example of "Game-nics"-applied
learning software development.
Keyword

education, correspondence course, Game-nics, Serious games, education at schools, business-academia
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