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はじめに 
日本教育工学会の SIG「ゲーム学習・オープ

ンエデュケーション」は，2014 年度より，ゲ
ーム学習とオープンエデュケーションの2つの
研究テーマの意義や魅力を伝え，国内における
研究を活性化させること，並びに国内でこれら
のテーマに関心のある研究者のコミュニティ
を形成し，国際的に評価される優れた研究成果
の発信に向けて研究を促進することを目的と
して活動を行っている． 
主な活動として，ゲーム学習とオープンエデ

ュケーションの研究動向や研究リソースをまと
めた，「SIG レポート」を発行しており，この「SIG
レポート 2016」が第 2号となる．今年度も，SIG
参加メンバー有志を募って編集会議を行い，そ
れぞれが興味を持つテーマを持ち寄り，企画を
検討の後，分担して執筆を行った． 
レポートの企画にあたり，昨年度全国大会の

SIG セッションにおいて参加者から挙げられた
関心のあるテーマや今後の課題を参照すること
で，より読者の関心の高い内容にすることを試
みた．また，今年度のレポートの新たな試みと
して，ゲーム学習とオープンエデュケーション
の国内での実践事例を公募し，実践事例紹介の
記事にまとめた． 
本レポートは，全 5 章で構成しており，まず

第 1 章「総説」では，ゲーム学習・オープンエ
デュケーションのそれぞれの分野の最近の動向
について論点を整理して概観した．第 2 章と第
3 章では，オープンエデュケーション，ゲーム
学習分野それぞれの研究動向や研究課題につい
て議論した．第 4章は国内実践事例紹介を行い，
第 5 章には昨年度に続き，両分野の研究に関心
がある方のために情報源となるウェブサイトや
開発事例を整理したリソース集の改訂版を掲載
した． 
 本 SIG には，設立趣旨と活動方針に賛同し恊
働する意思のある研究者であれば誰でも参加で
きる．ゲーム学習とオープンエデュケーション
が架橋する教育課題を見据え，先進的な研究領
域を確立し，新時代の教育実践を創造する研究
者コミュニティの基盤形成の軸として本 SIG が
貢献できることを期待している． 
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1章 
 
 
総説 
�
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本章では，ゲーム学習およびオープンエデュケーション分野における最近の
研究動向と事例について解説する． 
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ゲーム学習とオープンエデュケーション分野における研究動向 
藤本徹（東京大学），重田勝介（北海道大学） 
 
 
１．ゲーム学習分野の研究動向 
 昨年度の SIG レポート 2015 でも言及したよう
に，ゲーム学習研究は，その目的や対象に応じて
以前からさまざまな取り組みが行われてきた．教
育工学分野におけるゲーム学習研究は，教育現場
で教材として利用する教育ゲームの開発・実践研
究を中心に，シミュレーション教育やゲーミング
研究，近年ではシリアスゲーム（serious games）
やゲーミフィケーション（gamification）を取り
入れた教育活動が対象となる．学校教育やフォー
マルな学習環境におけるゲーム学習にとどまらず，
課外活動や遊びの中で誘発される偶発的学習
（incidental learning），アフィニティスペース
（affinity spaces）と呼ばれるオンラインゲーム
や娯楽的な創作活動を軸に形成されるインフォー
マルな学びの場についても重要なサブテーマとし
て位置付けられる． 
現状では，国内における研究の進展は十分とは

言えないものの，海外における研究動向に目を向
けると，この 10 年ほどの間に着々と研究領域の
形成が進んでいることがわかる．大規模な研究プ
ロジェクトが成果を上げ，専門の研究拠点が設置
され，教育行政による施策にゲーム学習研究が貢
献する動きを見せている． 
海外の主な動向として，昨年度の SIG レポー

ト 2015 では，(1)研究拠点の展開，(2)ゲーム開
発を通した学習，(3)ゲーム教育カリキュラムの
開発の 3点を取り上げて検討した（藤本，2015）．
この動きは今年に入っても継続しており，各地の
研究拠点を中心に活発に研究プロジェクトが展
開されており，その研究成果はゲーム学習研究の
国際会議や学術誌で発表されている（研究拠点の
リストの最新版を５章に掲載）． 
本稿では，(1)大手企業との連携活動の進展，(2)

教育評価研究の進展，(3)ICT 教育におけるゲー
ミフィケーションの導入の 3 つの動きを取り上
げて検討する． 
（1）大手企業との連携活動の進展 
 大手企業との連携活動の進展については，大手

ゲーム会社や教育出版社がゲーム学習分野に参
入して，大学の研究者と連携して活動を展開する
事例が増えてきたことについて述べる．以前は，
エンターテインメントゲーム業界の大手は，大き
な売り上げにつながりにくい学習ゲーム開発に
は積極的ではないという通説があったが
（Prensky, 2001），その状況は既に様変わりし
たと言える． 
 たとえば，大手ゲーム会社の EAは，非営利組
織の Institute of Play や Educational Testing 
Service(ETS)，ゲーム業界団体の Entertainment 
Software Association 等とともに非営利研究組
織の GlassLab を設立した（GlassLab, 2012）．
GlassLab はゲイツ財団とマッカーサー財団から
約 1000 万ドルの支援を受け，エンターテインメ
ント性の高い学習ゲームの開発や，ゲーム学習の
評価手法の研究を行っている．その取り組みの一
つとして，人気ゲーム「シムシティ」の教育版で
ある SimCityEdu を開発した（GlassLab, 2013）．
SimCityEdu は，都市問題や環境問題など，学校
の教科カリキュラムに準拠した形で利用できる
シナリオが組み込まれており，授業に導入するた
めの教員ガイドや，補助教材，授業計画案などが
提供された． 
 同様の動きは，他の人気エンターテインメント
ゲームにおいても見られる．マイクロソフトは， 
3D 空間で自由に創作活動ができるゲームとして
知られる MineCraft とともに，教員向けに教育
利用のためのガイド情報やリソースを配信する
MineCraftEdu を買収して同社の教育向けサー
ビスとして提供している（Forey, 2016）．この
他，人気歴史シミュレーションゲーム 「シヴィ
ライゼーション」についても，以前から教育利用
の研究が行われていたが（Squire, 2005），この
ゲームを販売する大手ゲーム会社の Take-Two 
Interactive と開発会社の Firaxis Games，前述
した GlassLab が連携して，最新タイトルの
Civilization V の教育版として CivilizationEdu
を提供する動きを見せている（DAVIDSON, 
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2016）． 
 このように，エンターテインメントゲーム業界
の大手企業がゲーム学習分野に参入して，産学連
携によって優れたゲームタイトルの持つ力を教
育分野で活用しようとする動きは広がっており，
一過性の動きにとどまらず継続的な取り組みと
して定着しつつある． 
 
（2）教育評価研究の進展 
 教育評価研究の進展については，前述した
GlassLabでETSなどの教育評価の専門家が活動
するなど，数年前から教育評価分野の研究者がゲ
ーム学習分野の研究に取り組む動きが見られる
ようになった（藤本・山田, 2013）．Shute らの
研究グループにより，教育評価デザイン手法の
Evidence-Centered Design を取り入れた「ゲー
ム組込型評価」の手法が提唱され，ゲームをプレ
イする学習者のアクションを測定し，定義された
教育的な評価指標に基づいて評価するアプロー
チの研究が進んでいる（Shute，2011）．ゲーム
学習の分野は以前から効果測定が課題として指
摘されながらあまり進展しない状況が続いてい
たが，その状況に変化が起きている． 
 
（3）ICT 教育におけるゲーミフィケーションの
導入 
 ICT 教育におけるゲーミフィケーションの導
入については，2010 年代に入ってから，ゲーム
の仕組みやデザイン手法をゲーム以外の開発に
応用する，ゲーミフィケーションの考え方が普及
するに伴い，教育分野においても学習意欲向上や
学習継続支援の仕組みとして関心が高まった．プ
ログラミング教育アプリケーションにおける学
習支援の仕組みにゲーミフィケーションを取り
入れる手法は広く普及している（事例を５章に掲
載）．既にゲーム性が取り入れられること自体に
新規性はなく，効果を高めるための個別の学習支
援手法を高める研究の段階に入っていると言え
る． 
プログラミング教育だけでなく，最近では作文

スキルのような汎用スキルの教育にもゲーミフ
ィケーションの導入が見られる．最近では，教育
アプリ開発会社の Toolwire が，英語の作文スキ
ル学習のためのロールプレイ型のゲーム教材を
開発して大学の授業に導入された例や，シリアス

ゲーム開発会社のMussyLaneが大手教育出版社
のMcGraw Hill と共同で開発した，スペイン語
やマーケティングなど大学授業用のゲーム教材
シリーズ「Practice Series」の事例が紹介されて
いる（LORENZO, 2016）． 
このように，北米を中心にゲーム学習分野の動

きは進展しており，本稿で取り上げた取り組みの
ように今後もさまざまな分野に広がっていくこ
とが期待される． 
 
２．オープンエデュケーション分野の研究動向 
 本節ではオープンエデュケーションに関する
国内外の研究を概観し，加えて国内外のオープン
エデュケーション関連の動向について概説する． 
（1）調査研究 
 国外では複数の研究グループや企業により
OER（Open Educational Resources：オープン
教材）の活用に関する調査研究が盛んに行われて
いる．Babson Survey Research Group は高等
教育における OER の利活用に関する調査を継続
的に実施している．2014 年の調査では，米国に
おける OER の認知度や利活用状況に関して調査
を行い，2015 年には OER の導入(Adoption)に
力を入れているノースダコタ州立大学における
OER の利活用状況に関する調査を実施した
（Allen and Seaman 2014 ならびに Spilovoy 
and Seaman 2015）．これらの調査では，OER
の存在を認識している教員の割合は 35％程度で，
OER を講義に導入する最大の障壁は用途に適切
な OER を探し評価する時間と労力であり，教員
は OER の品質はこれまで利用してきた教科書と
大差ないと評価していることなどが示されてい
る． 
 国内では，大学 ICT 推進協議会(AXIES)が国内
の 高 等 教 育 機 関 等 に お け る OER や
MOOC(Massive Open Online Course：大規模
公開オンライン講座)の提供ならびに利活用状況
に関する調査を継続的に実施している(AXIES 
2014)． 
（2）実践研究 
 国内外において主にMOOCに関連した実践研
究が活発に行われている．一つはMOOCの修了
率を高めるための研究である．de Barba ら 
(2016)はMOOCの受講状況と受講動機との関連
を調査し，受講動機が参加状況に影響すること，
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状況的興味が受講者のパフォーマンスにおいて
学習や参加への動機付けを媒介する重要な役割
を果たすことを明らかにしている． Evans ら
(2016)はMOOC受講の継続性やコースの修了を
予測する要因をCourseraの受講データから分析
している．Malin (2015)は MOOC 受講者の掲示
板利用の有効性をオートエスノグラフィーから
明らかにしている．MOOC には多様な受講者が
集まるため，受講者の特性や動機に即した学修支
援が求められる．開かれた学習環境である
MOOC の学習成果を高めるための研究はますま
す進展すると考えられる． 
 また，MOOC をブレンド型学習に取りいれた
研究も数多く実施されている（Najafi ら 2014
など）．国内では MOOC の相互評価の教育効果
や信頼性に関わる研究が見られる（渡邉 2015, 
石井 2016 など）． 
 また国内外にはオープンエデュケーション関
連の研究グループも数多く存在する．これについ
ては第 2章で解説する． 
 
（3）高等教育との接続 
 オープンエデュケーションに関する研究が進
展する一方で，オープンエデュケーションの活動
の成果である OER や MOOC が高等教育に取り
入れられ，教育コストの削減や学習改善などに用
いられる事例が増えている． 
 OER について，オープン教科書 (Open 
Textbook)の導入が米国を中心に進んでいる．米
国 13 州 38 校のカレッジ（2 年制大学）は連携
してオープン教科書を導入することで教育コス
トを下げる取組を行い，Tidewater Community 
College は Z-degree と呼ばれるオープン教科書
を使い教科書代なしで授業を受けられるプログ
ラムを実施している．Cengage Learning は，補
助教材としてのOER利用が今後 5年で 3倍にな
ると予測している．コスト削減の効果を期待した
OER の教育現場への普及は今後ますます進展す
ると考えられる． 
 MOOC について，MOOCを使った単位交付や
大学連携の事例が増えている．英国リード大学で
は Futurelearn を使った単位履修プログラムを
開始した(THE News 2016)．オランダのデルフ
ト工科大学らオーストラリアやカナダの大学は，
大学間でMOOCを使った大学間連携教育プログ

ラムを開始した(THE News 2016)．国内でも大
学入学前教育に MOOC を活用する事例がある
（ドコモ gacco，大阪産業大学 2016）． 
 
（4）生涯学習との接続 
 MOOC で取得した本人の能力証明となる認定
証(Certificate)を介した就業斡旋も盛んである．
Udacity などの MOOC プロバイダは優秀な受講
者を IT 企業に就職斡旋し，Open Education 
Alliance のような IT 企業と提携した若手労働者
育成のための教育サービスを展開している．オン
ライン学習の学習履歴を追跡し，能力証明の根拠
となるブロックチェーンを構築することで学習
成果を可視化できるとの提案もある（小宮山 
2016）．また，オープンエデュケーションは就業
支援だけでなく，人材育成手法の変化や現代社会
にふさわしい学習コミュニティの創出にも寄与
しうる（重田 2016）．オープンエデュケーショ
ンの活動は今後も生涯学習のあり方に変化をも
たらすと考えられる． 
 
（5）学習履歴データの活用と懸念 
 MOOC では膨大な学習履歴データが取得でき
るため，これを活用した研究や教育サービスの展
開も期待されている．MITとハーバード大はedX
で得られた学習履歴データを匿名化し公開して
いる(Dataverse 2014)．国内外では学習履歴デー
タを活用し教育改善を図る研究グループが数多
く生まれているが，学習履歴データの活用は教育
研究への貢献が期待される一方，データの安全な
保管や他の個人情報と組み合わされることの危
険性など，学習者のプライバシー確保に課題があ
る．「研究のための教育」との誹りを受けないよ
う，真の学習改善につながる学習履歴データの活
用が期待される． 
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2章 
 
 

オープンエデュケーション分野の動向 
�

�

�

�

本章では，最近のオープンエデュケーション分野の動向について解説する．我
が国における OER およびMOOCの導入および活用に関する調査研究，国内外
におけるオープンエデュケーション分野の研究グループについて解説する． 
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日本におけるOERとMOOCの導入活用状況に関する調査 
重田勝介（北海道大学） 
 
 
1．はじめに 
国内外の高等教育機関において OER (Open 

Educational Resources ： オープン教材 ) や
MOOC (Massive Open Online Course：大規
模公開オンライン講座)の開発や活用が進展して
いる．Allen ら(2014)の米国の教員に対する調査
では，教員の多くが OER への認識があり OER
を利用してみたいと考えていること，さらに
OER はこれまでの教材と比べ質が変わらないと
認識していることが示されている．また国内外に
おいて 2016 年初頭時点での MOOC の講座数は
4500 講座を超えており(Online Course Report 
2016)，2015 年に Times Higher Education の
トップ100にランクインした大学のうち81大学
がMOOCを開講するなど（オープン教育研究所 
2015），世界の主要な大学で OER や MOOC は
大学教育向けのオンライン教材や学習環境とし
て認識され利用されている．一方で Allen らの調
査では米国の教育機関における OER の活用は半
数程度であり，OER を教育現場に導入するにあ
たって OER を探すための時間やコストが課題と
なることも示されていることから，導入への課題
も明らかとなっている． 
我が国では2013年度に全国の高等教育機関等

に向けた ICTの利活用調査においてOERおよび
MOOC の活用状況の調査が行われている（京都
大学 2014）．本研究では 2015 年度に実施され
た同様の調査から，我が国における OER および
MOOC の導入状況および提供目的を明らかにし，
今後の OER および MOOC の普及に向けた現状
を明らかにする． 
 
2．調査の概要  
本調査は 2015 年 11 月から 2016 年 2 月にか

けて，一般社団法人大学 ICT 推進協議会(AXIES)
により実施された．全国の高等教育機関等に対し
て質問紙調査を実施し，回答はインターネットに
より回収された．対象は 1215 機関，回答率は
65.2%であった（四年制大学 516 校，短期大学

222 校，高等専門学校 54 校が回答．本文では以
下「四年制大学」を「大学」と表記する）．また
大学の学部研究科にも同様の調査を依頼した．本
研究では，本調査のうち OER の提供状況，利用
状況ならびに提供目的，またMOOCの提供状況
ならびに提供目的に関する回答を分析した． 
なお本調査では，OER は「インターネット等

を通じて無償で入手可能な講義教材（OCW，講
義ビデオ，電子教科書，学習コンテンツ等），教
育ソフトウェア等を含む教育リソースを指しま
す」と定義し，質問票に記載した．また MOOC
は「インターネット等を通じ，誰もが無償または
安価で受講できる講義のことです．大人数（数千
～数万名）の受講者を対象としており，受講者は
講義ビデオやオンラインテストなどを使って学
習を進めます．通常，数週間～数ヶ月の受講期間
が設けられており，受講期間終了後には成績が提
示され，合格者には修了証が発行されることもあ
ります．例えば edX，Coursera，JMOOC 等の
プラットフォームやサービス提供者があります．」
と定義し，質問票に記載した． 
 

3．結果 
3.1. OER に対する認識 
OER に対する認識の度合いに関する機関別の

回答を図 1に示す．機関別で「よく認識している」
「やや認識している」と肯定的な回答をした割合
は，大学（57.2％），高等専門学校（59.3％），短
期大学（46.9％）となっており，前回調査と比べ
て微増した．「全く認識していない」の割合は短
期大学（12.6％）が最も多かったが，前回調査よ
りも減少した．また大学設置者別の結果からは，
「よく認識している」「やや認識している」と肯
定的な回答をした割合は，国立（68.1％）公立
（51.8％）私立（56％）であり，全て過半数を
超えた．そして学部研究科設置者別では，国立
（53.1%）公立（44.2％）私立（52.1％）となり，
前回調査よりも微増した．一昨年と比べて，大学
と学部研究科での差はやや縮まった． 
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3.2. OER の提供状況と提供目的 
 OER の提供に関して，最も多く提供している
機関が大学（13.6％）であり，将来的な提供を予
定しているものも含めた機関で最も高いものが
高等専門学校（44.5％）であった．設置者別で見
ると，最も多く提供している機関が国立（27.5％，
19 校）であった．学部研究科別で見ると最も高
いものが国立（18.6％，97 部局）であり，将来
的な提供を予定しているものも含めた最も高い
ものが私立（33.3％）であった．機関別でおしな
べて高かったものは順に「自学の学生への学習環
境の向上」「教育情報の発信」「高等教育機関とし
ての社会貢献」「高校生向けの広報」であった．
機関別では大学が学生の獲得に関する項目と「多
様な教育提供の選択肢の拡大」が，高等専門学校
が「自学の学生の学習環境の向上」「大学間教育
連携」が突出して高かった．設置者別に見た全体
傾向は機関別の傾向と似通っているが，国立と公
立で「生涯学習の支援」「卒業生への教育サービ
ス提供」が高く，国立で「高等教育機関としての
社会貢献」「大学間教育連携」が高かった．学部
研究科別でも同様の傾向だが，私立がおしなべて
低かった． 
 
3.3. OER の利用状況 
 OER の利用はいずれの組織も低かった．機関
別で最も高かったものは高等専門学校（14.8％）
で，大学（13.4％）がこれに続いた．将来的な利
用を予定しているものも含めた機関で最も高い
ものが高等専門学校（59.2％）であった．大学設
置者別で最も高かったものは国立（24.6％）であ
り，将来的な利用を予定しているものも含めた設
置者別で最も高いものも国立（46.4％）であった．

学部研究科設置者別で最も高かったものは国立
（16.1％）であった．将来的な利用を予定してい
るものも含めた学部研究科設置者別では最も高
いものは私立（38.5％）であった． 
 
3.4. MOOCの提供状況と提供目的 
 MOOC の提供状況に関して機関別で現在提供
しているものは，大学が 5.6％（29 校，うち国立
5校），短期大学が 1.4％（3 校）だった．一昨年
の調査（大学１機関，うち国立 1 校），昨年の調
査（大学 19 機関，うち国立 4校）と比べると増
加していることがわかる．将来的な提供を予定し
ているものは，大学が 20.1％（104 校），短期大
学が 10.3％（23 校），高等専門学校が 14.8％（8
校）であり，一昨年度の調査と比べても増加した．
なお講座数については，機関別に見ると，大学で
は 1講座（17 校）が最も多く，続いて 2講座（7
校）であった．短期大学は 1講座（3校）のみで
あった．設置者別でも同様の傾向で，1講座のみ
の大学が最も多かった． 
 また MOOC を提供している大学数を平成 25
年度調査の結果と設置区分ごとに比較したもの
が表 1である．この図から，平成 25 年度の 113
校から平成 27 年度の 136 校へとMOOC を開講
している大学が増加していることがわかる． 
 提供目的について，機関別でおしなべて高かっ
たものは順に「高等教育機関としての社会貢献」
「高校生向けの広報」「生涯学習の支援」であっ
た．機関別では大学が学生の獲得に関する項目と
「多様な教育提供の選択肢の拡大」が高く，OER
の提供目的と同様の傾向であった．大学設置者別
に見た全体傾向は機関別の傾向と似通っている
が，国立と公立で「生涯学習の支援」「卒業生へ

 
1 OER  
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の教育サービス提供」が高く，国立で「留学生の
獲得」が高かった．学部研究科設置者別でも同様
の傾向だが，私立がおしなべて低かった． 
 
表 1 MOOC の提供状況に対する 
   2013 年度調査との比較 

設置者区分 2013 年度 2015 年度 

大学 
国立 92 105 
公立 4 3 
私立 64 74 

短期大学 12 23 

高等専門学校 9 8 

合計 113 136 
数値は科目数（単位は個） 

  
 また他大学の提供したMOOCの活用状況につ
いては，機関別では大学 12 校，短大 1校，高等
専門学校 6校であった． 
 
3.5.考察 
 本調査の結果の考察にあたり，OER の提供状
況，利用状況ならびにMOOCの提供状況につい
ての機関別の回答をまとめたものを図 2 に示す．
なお図 2 では現在提供している機関数と 3 年以
内に提供または利用を予定している機関数を合
わせて示した． 
 この図から，大学と比べ短期大学と高等専門学
校において OER の提供状況が少ない一方，大学
と高等専門学校では同等の割合で OER が利用さ
れていることがわかる．しかしながら OER の利
用状況が最も多い大学においても 14.7%（76 校）
に留まっており，諸外国と比べると普及が進んで
いない実態が伺える．また MOOC については，
大学において提供および 3 年以内に提供を予定
している機関数は 6.8%（35 校）と限られてはい
るものの，2013 年度の調査（19 校）と比較して
大幅に伸びている． 
 OERならびにMOOCの提供目的の比較を図3
に示す．OER と MOOC の提供理由として留学生
の獲得や卒業生へのサービス提供，教育情報の発
信のような広報や社会貢献，学習環境の向上や学
習データ収集などの教育改善面の目的が多いこ
とが伺える．なお OER と MOOC で提供目的に
差があるかを分析したところ，多様な教育提供の

選択肢の拡大について両者が有意に異なった 
(χ2=7.714 p<0.05)．OER として国内外において
は OCWや iTunes U など，授業内容に応じた学
生ごとのレベルに合わせた教材が提供されてお
り，これらの多様な教材を状況に合わせて活用し
ていることが伺える．一方で MOOC は OER と
比較すれば広報ないしは社会貢献としての重要
性をより鑑みて提供されていることが考えられ
る． 
 いずれにせよわが国における OER の認識は
徐々に高まってはいるものの，OER を提供する
機関の数は限られているといえる．MOOC に関
しては提供大学の数も徐々に増えてきてはいる
ものの，提供大学の割合は限られている．また，
本調査から OER と MOOC の提供目的の違いが
明らかとなった．OER は自学の学習環境の向上
に寄与すると認識されている一方，MOOC は教
育情報の発信や社会貢献など，アウトリーチ活動
に位置づけられていることが伺える． 
  
4．おわりに 
本研究より，我が国の高等教育機関等における

OER およびMOOCの提供・利用状況および提供
理由が明らかとなった．諸外国と比べて普及は遅
れているものの，ことMOOCに関しては提供が
増えていることが明らかとなった．今後は提供理
由の更なる分析や，コストや人材確保等，提供の
阻害要因を明らかにすることが求められる． 
また，OER に関する認識が上昇傾向にある一

方で利用が進んでいない状況も示された．OER
を探すための時間やコストなどの利用普及に向
けた課題も踏まえながら，我が国に適した OER
の活用方法の検討と普及が求められる． 
今回の調査では一部のMOOCに積極的に取り

組んでいる大学からの回答がなかったことから，
我が国全体の状況が正確に反映されていない可
能性がある．また一言でMOOCといっても英語
による国内外に向けたグローバルMOOCと，日
本語による国内のみに向けたリージョナル
MOOC を分けて調査することも必要である．こ
れらの点は次回調査に向けた改善点としたい． 
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世界におけるOERの研究拠点 
永嶋知紘（スタンフォード大学） 
 
 
1．はじめに 
 2001 年，マサチューセッツ工科大学が OCW
を公開したのをきっかけに OCW の取り組みが
他大学，他国に広まった．これを受け，2002 年
に開催されたUNESCOによるフォーラムにおい
て，OER という語が初めて使用された．OER の
定義としてはいくつか存在するが，OER の主要
な特徴を全ておさえているものは，以下のヒュー
レット財団によるものである． 
 
“OER are teaching, learning, and research 
resources that reside in the public domain or 
have been released under an intellectual 
property license that permits their free use 
and re-purposing by others. Open educational 
resources include full courses, course 
materials, modules, textbooks, streaming 
videos, tests, software, and any other tools, 
materials, or techniques used to support 
access to knowledge (The William and Flora 
Hewlett Foundation, n.d.). 
 
 この定義から，OER は無料（free）であるとい
う特徴と，自由な再利用が可能（open license）
という特徴があることがわかる．OER はしばし
ばウェブ上の教材と混同されるが，これらの特徴
をもったものが，本来 OER と呼ばれるべきであ
る．2001 年から現在に至るまでの間，数々の
OER 関連の取り組みが立ち上がり，とりわけ近
年においては OER に関する研究も積極的に進め
られてきた．ここでは，OER に関する研究をお
こなっている世界の主要な研究拠点について紹
介する．以下は概要のみの紹介になるため，取り
組みの詳細については，記載の URL よりそれぞ
れのページをご覧いただきたい． 
 
2．OER の研究拠点 
2.1．Open Education Research Hub (OER 
Hub): http://oerhub.net/ 

 OER Hub は，英国 Open University の
Institute of Educational Technology (IET)を拠
点とした研究プロジェクトである．2012 年にヒ
ューレット財団の資金を得て立ち上がった本プ
ロジェクトでは，OER の効果に関する以下の 11
の仮説の検証に取り組むことを主な目的として
いる（de los Arcos, et al., 2014; “OER Hub”, 
n.d.; 重田ら, 2015）． 

成果（Performance）：OER の利活用は学生
の成績や満足度の向上に繋がる 
オープン性（Openness）：OER のオープン性
は，他のオンライン教材よりも多様な利用例
や利用方法を生み出す 
アクセス（Access）：オープンエデュケーショ
ンは教育へのアクセスの不平等を是正する 
継続（Retention）：OER の利活用は，授業に
ついていけない学生を継続させるのに効果的 
振り返り（Reflection）：OER の利活用は教員
が自らの教育を振り返る機会を提供する 
財政（Finance）：組織単位での OER の利活
用は，学生や組織全体での教育コストを下げ
る 
基準（Indicator）：インフォーマル学習にお
いては，OER を選択する基準は非常に多様で
ある 
支援（Support）：インフォーマル学習をおこ
なう学生は，サポート体制の欠如を補うべく
巧みに学ぶ術を身につけている 
移行（Transition）：オープンエデュケーショ
ンは，正規教育（formal education）と競争
関係にあるのではなく，それを補う関係にあ
る 
政策（Policy）：OER 関連プログラムに参加し
ていくことで，組織レベルの政策変化をもた
らす 
評価（Assessment）：インフォーマルな評価
方法は学習者のモチベーションに繋がる 
OER Hub が扱う研究トピックは OER のみに

とどまらず，MOOC やオープン教科書，オープ
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ンアクセス，オープンスカラシップ，オープンペ
ダゴジーなどのトピックについても活動を行っ
ており，学術論文のみならず，学会発表資料，調
査データ，インフォグラフィックなどを全てオー
プンライセンスの下で提供している．また，活動
は広く認められており，これまでに数々の賞を受
賞している（“OER Hub”, n.d.）． 
定期刊行される年度レポートの最新版におい

ては，約 7,500 名の OER 利活用者を対象に調査
を行い，フォーマル学習者（正規教育課程に在籍），
インフォーマル学習者（正規教育課程に在籍して
いない），教育者に分類し，OER 利活用のきっか
けや利用後のインパクト，OER 選定方法などに
ついて報告している（de los Acros, et al., 2015）．
以下にその一部を紹介する． 

教育者の 62.1%，フォーマル学習者の 60.7%
が，OER の利用が学習者の満足度向上に貢献
したと回答 
教育者の 44.1%，フォーラム学習者の 38.9%
が，OER の利用が学習者のテスト成績向上に
繋がったと回答 
フォーマル学習者の 46.9%が，OER の利用が
自身の正規教育課程の授業を修了するのに役
立ったと回答 

 
2.2 ． Global OER Graduate Network 
(GOGN): http://go-gn.net/ 
 GOGN は，OER Hub が運営するプロジェクト
の一つで，OER について研究をおこなう博士課
程の学生が参加できる研究ネットワークである．
OER についての研究は未だ萌芽期にあり，また，
各国・地域の社会的文脈や文化に沿って研究や実
践が特色を帯びるため，国際的なネットワーク形
成の必要性はこれまでにも訴えられてきた
（“Global OER Graduate Network”, n.d.）． 
 GOGN に参加することで，定期的に開かれる
Webinar への参加や，関連学会へ参加するため
の資金援助が得られる可能性がある．また，ヨー
ロッパを中心とした OER の専門家によるメンタ
リングを受けることもできることもメリットと
して挙げられる．OER に関する主要な国際学会
の 一 つ で あ る Open Education Global 
Conference では，GOGNのメンバー専用の発表
セッションが設けられている． 
 現在，15 カ国（英国，米国，インド，オラン

ダ，南アフリカ，カナダ，ナイジェリア，ポルト
ガル，スペイン，オーストラリア，ブラジル，フ
ランス，スイス，アイルランド，中国）から 42
名の大学院生が参加しており，国際色の強さがう
かがえる（“Global OER Graduate Network”, 
n.d.）．メンバーのバックグランドの多様性に伴
って，OER の政策分析や実践研究など，研究関
心もさまざまである． 
 
2.3．Open Education Group: http://open 
edgroup.org/ 
 Open Education Group は，米国 Brigham 
Young University の研究者による研究グループ
で，Cost（費用），Outcomes（学習成果），Usage 
（利用），Perceptions（意識）の四要素を重要視
した COUP フレームワークを用いて研究をおこ
なっている．具体的には，大学等でオープン教科
書などの OER を導入し，上記の四要素に着目し
て調査・分析を行う．ゲイツ財団やヒューレット
財団等から支援を受けており，米国における
OER 研究の中心的な拠点の一つであるといえる．
所属するメンバーによる出版物は数多く，OER
研究の流れを作り出しているといえよう．OER
に関する先行研究についてもまとめてあり，本グ
ループによる成果は，各国の OER の研究者から
の注目を浴びることが多い（“Open Education 
Group”, n.d.）． 
 また，若手研究者を育てることにも力を入れて
おり，同大学の大学院生と研究をおこなうだけで
なく，OER Research Fellowship というプロジ
ェクトを通して，北米圏内で OER 研究に携わる
若手研究者・大学院生に資金面での支援をおこな
っている（“Open Education Group”, n.d.）． 
 最近では，COUP フレームワークを用いた
OER研究のガイドラインOER Research Toolkit）
と典型的な質問紙のテンプレートなどを集約し
た OER Research Toolkit を開発し，無料提供し
ている（“Open Education Group”, n.d.）． 
 
2.4．Babson Survey Research Group:  
http://www.onlinelearningsurvey.com/ 
 Babson Survey Research Group は，米国
Babson College 内に 2005 年に設立された組織
であり，これまでに教育に関する様々な大規模調
査を行っている．OER については，2012 年から
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隔年で国内の OER 関連調査レポートを刊行して
いる．本レポートでは，調査手法なども綿密に練
られているため，OER の研究者の多くが，米国
内における OER に対する意識や利用度合いの傾
向を把握するために活用している．2016 年に刊
行された最新のレポートでは，3000 人以上の教
員を対象に OER についての意識や導入の現状を
調査し，結果を報告している（Allen & Seaman, 
2016）．以下にその一部を紹介する． 

教員が新しい教材を検討する際にもっとも考
慮する要素は，学生へのコスト負担であり，
その後に教材のわかりやすさ，教材の見つけ
やすさ，と続く 
調査した授業のうち，5.3%の授業において，
オープンライセンスが付与された教科書を必
須の教科書として利用している 
教員の OER に対する意識は低く，6.6%の教
員が OER について「とてもよく知っている」
と回答し，19％の教員が「知っている」と回
答している 
OER導入の障壁となっている要素として，「科
目における十分な OER が揃っていない」
（49%），「必要な OER を探すのが難しい」
（48%），「わかりやすい OER の一覧が無い」
（45%）が挙げられている 

 
参考文献 
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3 章 
 
 

ゲーム学習分野の動向 
�

�

�

�

 本章では，ゲーム学習（Game-Based Learning）研究分野の最近の研究動向
や今後の課題について解説し，研究実践事例を紹介する．  
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ゲーム学習におけるモチベーション／エンゲージメントの動向 
福山佑樹（東京大学） 
 
�

1. はじめに 
 ゲームを教育や学習に用いる場合，その効果と
して最も多く言及されるのはモチベーションで
あろう．ゲーム学習の効果としてのモチベーショ
ン・学習意欲に関しては Prensky(2001)など多く
の研究者によって言及されている．たとえば，藤
本(2007)は，ゲーム学習の効果として「モチベー
ションの喚起・維持」を挙げ，ゲームを利用する
ことで生じる「新奇性」，「インタラクティブ性」
などいくつかの要因が，学習に対する興味や関心
を持たせると述べている． 
 本稿では，ゲームとモチベーションに関する動
向を 2012 年以降に書かれたレビュー論文・調査
報告を調査し紹介する．また近年注目されるよう
になったエンゲージメントという概念を紹介し，
関連する研究を紹介する． 
 
2.ゲームとモチベーション 
2.1. モチベーションとゲーム学習研究 
 Connoly ら(2012)は，2004-2009 年に書かれ
た論文を調査し，エンターテイメント用のゲーム
を用いた研究の４割がモチベーションの獲得を
第一の研究目的に挙げており，多くの研究で実際
に獲得されたことを示している．一方，学習ゲー
ム・シリアスゲームを用いた研究では，第一目的
としては知識獲得・内容理解が半数近くになる．
All ら(2014)はゲーム学習研究においては，いく
つかの教育・学習目標を持つことが多く，モチベ
ーションは第２の目標になることが多いことを
示している．例えば，数学のスキルを教えること
を目指すゲームは，プレイヤーに数学に対するよ
り積極的な態度を持たせる目標も設定すること
ができる．このように多くのゲーム学習研究とモ
チベーションは今も切り離せない関係にある． 
 
2.2. モチベーションの効果 
 McClarty ら(2012)は,先行研究を整理し，モチ
ベーションに関して以下の 3点を述べている． 
・モチベーションは興味やゴールへの価値観に影

響されるため，ゲーム目標への個人的な愛着を感
じるときプレイヤーはよりモチベーションを持
つ 
・ゲームの目標と学習目標が密接に結びついてい
る場合は，学生がより本質的なモチベーションを
持つ傾向がある 
・外発的動機に基づくゲームは実践の継続に一定
の効果をあげており，医療分野の成功事例では，
低レベルの内容暗記ではなく，深い理解を強化す
る事例も見られた 
 またAllら(2014)はゲーム学習におけるモチベ
ーションに関して先行研究を参照しながら内発
的・外発的に分けて以下のように述べている． 
・ゲームの力はプレイヤーにゲーム世界での活動
に従事したいという内発的な動機を与える 
・活動に従事したいという内発的な動機づけは，
高いレベルの楽しさ，興味，パフォーマンス，高
いクオリティの学習と自尊心に関連する 
・一方，授業でゲーム学習を利用する際には，外
発的な動機づけを与えるために外部環境を利用
することができる 
・外発的動機の例としては，ゲーム学習に取り組
むことに追加の単位や点数を与えること，教員か
らの評価や罰を与えることなどがある 
・外発的動機づけは，学習者の目的（プログラマ
ーになりたい等）や，学校の文脈などと一致し自
律的に行われる場合に効果が高くなり，高い学習
成果やドロップアウトの減少などの効果を得ら
れる 
 このように，双方の研究者ともにゲーム学習に
はモチベーションを高める効果があるが，それは
学習者の目的や学習目標とゲームが密接に関連
していることが重要であると指摘している．また，
学校などで用いる場合には，ゲームを他の学習活
動と独立させずに，その文脈に位置付けることも
重要になる． 
 
3.ゲームとエンゲージメント 
 近年，教育・学習の分野において，「エンゲー
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ジメント」という概念が注目されている．エンゲ
ージメントとは，簡潔に述べると「学習者がどれ
だけ学習に感情的・認知的にコミットメントして
いるか＝学習に夢中になっているか」ということ
である． 
 Jabbar & Felicia(2015)は，ゲーム学習におけ
る先行研究を整理し，楽しさとモチベーションが
学習へのエンゲージメントを維持するために重
要であることを述べている．本章では，Jabbar & 
Felicia(2015)が先行レビューを行って分析した，
学習成果とエンゲージメントに関連するゲーム
の要素を紹介する． 
 Jabbar & Felicia(2015)はエンゲージメントと
学習成果に関連する要素として以下を挙げてい
る． 
①仮想的なキャラクターと環境 
知的エージェントとしてのアバターや仮想環

境は没入感やよりプレイしたいという感覚を与
え感情的なエンゲージメントに高い効果がある． 
②ナラティブ／ストーリーライン 
 ナラティブは学習者とゲーム世界を関連づけ
たり，理解を促進させたりする働きをし，学習者
を探索やミッションに向かわせる． 
③挑戦（チャレンジ） 
 挑戦の概念はゲーム学習で最も一般的な要素
であり，領域への興味や内容への理解を促す．挑
戦はゲームを難しいものだと感じさせるが，それ
故に楽しいものだと学習者に思わせる． 
④ロールプレイ 
 ロールプレイをすることで，学習者はゲーム世
界に没入し，エンゲージメントと学習成果の両方
に影響を与える．多くの研究でロールプレイによ
って知識や技術,モチベーションが獲得されたこ
とが示されている． 
④操作(コントロール)と選択 
 ゲーム上で何かを操作したり，選択したりする
活動も学習に影響する．たとえば，自分のキャラ
クターを選ぶ行為は楽しいし，直線的なゲームは
つまらないと感じる．また身体的な操作を伴うこ
とで，より学習者の興味を惹くことができる． 
⑤葛藤（コンフリクト） 
 障害や妨害，クエスト，シナリオや問題解決な
どの形で，プレイヤーに葛藤を与えることは学習
者に知識やスキルを使う機会を与え,それらを習
得させたり，問題について深く考えさせたりする

ために効果的である．ただし，ミニゲームを設け
ることは効果的ではない． 
⑥スキャフォルディング（足場かけ） 
 フィードバック／ヒント／後戻りなどの要素
を設けることは学習者のモチベーションを高め,
ゲームの進行を助ける．ゲーム学習のフィードバ
ックは,曖昧でなく即時に行うことが望ましい． 
⑦報酬 
 スコアなどの報酬を設けることは，学習者がよ
りゲーム世界を探索したり,ミッションを行った
りすることを促す効果がある． 
⑧学習ツール 
 ワークシートやゲーム日誌などの学習ツール
は,学習者が活動や自身の考えを振り返ったり,知
識や技術の獲得を助けたりする働きがある． 
 
４．まとめ 
 モチベーションは多くの研究者によってゲー
ム学習の効果として指摘されており,また現在で
も研究トピックとして多く挙げられている． 
 ゲームを用いて外発的な動機を高めることに
も知識取得などの効果があるが,ゲーム内での活
動への内発的な動機を高め,それを学習目標や学
習者の関心と一致させることでより効果をあげ
ることができる． 
 また近年では,エンゲージメントという学習へ
の感情的・認知的なコミットメントが注目されて
いる．ゲーム学習はエンゲージメントを高めやす
いため,エンゲージメントを学習自体の成果に加
えて測定するという研究も増えている．本稿では,
エンゲージメントと学習成果に関連するゲーム
要素を調べたレビュー論文を紹介した． 
 本稿では当初,各学習領域に対してゲーム学習
がどの程度モチベーションを与えるかを調査し
たかったが，そのようなレビュー論文はほとんど
存在しなかった．これらは今後の課題である． 
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ニュースゲームについて 
池尻良平（東京大学） 
 
�

1. 本稿の目的 
 本稿では，近年新しく生まれたゲームジャンル
である「ニュースゲーム（”newsgames”）」の概
要を紹介するとともに，教育ゲームのデザインに
対する示唆について考察する． 
 
2. ニュースゲームとは 
 デジタル技術が発達するにつれて，ニュースは
ウェブ上でも展開されていったが，映像データや
音声データを追加することなどを除けば従来の
新聞と同じ形態のままであり，一方通行なものが
多い状況であった． 
 そのような中，インタラクティブなウェブ上の
ニュースが開発されるようになった．例えば，ウ
ェブマガジンの”Wired” で 2009 年にリリース
された”Cutthroat Capitalism” はその代表例で
ある．このゲームはソマリア沖の海賊行為による
経済システムを「経験」させることで，それまで
政治的側面ばかり注目されていたこのニュース
に対し，別の側面の理解を促すことに成功したも
のであり，ビデオゲームが良いジャーナリズムを
行えることを示す先駆けとなった． 
 Bogost et al.（2010）はこのような状況を踏
まえ，「ビデオゲームとジャーナリズムが交差す
る部分に製作された幅広い作品群」をニュースゲ
ームと定義している．なお，Sicart（2008）は「公
の討論に参加させようとするメディアを使った
ゲーム」をニュースゲームと定義しているが，本
稿ではより広範囲に捉えられる Bogost et al.
（2010）の定義を採用する．また，彼らはニュ
ースゲームをいくつかのタイプに分類している．
以下では，その分類をもとに，各ニュースゲーム
の特徴と事例を紹介していく． 
 
3. ニュースゲームのタイプと事例 
（1）時事ゲーム 
 時事ゲームとは，ニュースの情報もしくは意見
の一部を伝えるインタラクティブなゲームであ
る．ゲームのコンテンツは実際の出来事から引き

出されなければならないとされている．一般的に
ゲーム時間は短く，軽い作品であり，ウェブ上の
ニュースに埋め込まれているものが多い． 
 このニュースゲームの例としては，Gonzalo 
Frasca が開発した，”September 12th”がある．
これは，9.11 のテロに対する戦争をテーマにし
たもので，プレイヤーはテロリストを排除するた
めにミサイルを撃つことができる．しかし，一般
市民にも犠牲が及んでしまうと，彼らはテロリス
トに変貌する．これらのゲーム経験を通して，ミ
サイルを撃つことでは問題が解決されないこと
を理解させるのである．なお，先述した”
Cutthroat Capitalism” もこのタイプに該当する． 
 
（2）インフォグラフィック・ニュースゲーム 
 インフォグラフィック・ニュースゲームとは，
プレイヤーが数的なデータを操作することで，情
報を可視的に変化させられるゲームである．可視
化の方法はグラフを変化させるもの，地図を変化
させるものなど様々である．隠された情報に対し
て積極的に参加させることができ，根底にあるロ
ジックや問題をより深く理解させられる点が特
徴である． 
 このニュースゲームの例としては，2007 年に
ウェブ上で掲載された New York Times の記
事”Is it Better to Buy or Rent ?”がある．これは，
様々な社会的なデータを自分で設定することで，
家を買うべきか，借りるべきかを判断できるゲー
ムである． 
 
（3）ドキュメンタリー・ニュースゲーム 
 ドキュメンタリー・ニュースゲームとは，ドキ
ュメンタリーの手法や映画の手法，レポート調査
の手法などを用いて，歴史的な出来事や現代の出
来事を記録しているゲームであり，プレイするこ
とでその出来事を経験することができる． 
 このニュースゲームの例としては，ケネディ大
統領の暗殺を再現した”JFK Reloaded”がある．
これは，3D モデルのシミュレーションを通して
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弾道のデータを比較できるものであり，当時の出
来事を様々な視点から再現することができるよ
うになっている． 
 
（4）パズル・ニュースゲーム 
 パズル・ニュースゲームとは，時事用語を用い
たパズルゲームである．形式としては，クロスワ
ードパズルと，クイズの 2 つが紹介されている．
ニュースの用語をゲーム内に持ち込んでいる点
と，プレイヤーがソースとして実際のニュースを
参照する点が特徴である． 
 このニュースゲームの例としては，クロスワー
ドパズルの形態を持つ “Scoop!”や，”Crickler”
がある．これらは，一部が空欄になった実際のニ
ュースの文面をクロスワードのヒントとして用
いており，その空白を埋める単語を入力していく
ことで，クロスワードを完成させるものである． 
 
（5）リテラシー・ニュースゲーム 
 リテラシー・ニュースゲームとは，良いジャー
ナリストになる方法を直接的もしくは間接的に
教育するゲーム，もしくはなぜジャーナリズムが
市民や市民のコミュニティにとって重要なのか
を理解させるためのゲームである．プレイヤーは
記者となり，ゲーム空間内で取材をしたり，写真
を撮ったり，記事を作成したりすることで，ジャ
ーナリストに必要なリテラシーを身につけてい
くものが一般的である． 
 このニュースゲームの例としては，”Global 
Conflicts: Palestine”がある．これは，パレスチ
ナ地方の記者として軍人や市民や政治家など
様々な立場の人にインタビューをし，複雑な相互
関係を踏まえながら，良い記事を書くことが目的
のゲームである． 
 
（6）コミュニティ・ニュースゲーム 
 コミュニティ・ニュースゲームとは，ローカル
な集団を創り，育てるゲームである．ゲーム全体
もしくは一部を現実世界に位置付ける方法がよ
く用いられる． 
 このニュースゲームの例としては，”World 
Without Oil”がある．これは，石油価格が高騰し
たという作り話のニュースに対し，それが彼らに
どう影響するかをブログ上で書いていくもので
あり，実世界での活動に対するディスコースまで

も生み出す点が特徴である． 
 
（7）ニュースゲーム・プラットフォーム 
 ニュースゲーム・プラットフォームとは，ゲー
ム・ベースド・ジャーナリズムの新しい形態を創
造するシステムであり，将来的に現在の報道に取
って代わる可能性まであるものと説明されてい
る． 
 このニュースゲームの例としては，”Play the 
News”がある．まず，プレイヤーはこのウェブサ
イトにアクセスして特定の出来事を選び，ゲーム
を通して背景情報や文脈，鍵となるステークホル
ダーを知る．その後，その出来事に関わるステー
クホルダーの中から 1つを選び，そのステークホ
ルダーにおける意思決定や未来予測を行う．その
後は，その出来事が実世界で進展するまで待ち，
予測の的確さによってゲームのオペレーターが
得点を付与するというものである． 
 
4. 教育ゲームのデザインに対する示唆 
 以上のうち，特に「時事ゲーム」，「パズル・ニ
ュースゲーム」，「ニュースゲーム・プラットフォ
ーム」の 3つは教育ゲームのデザインに対して示
唆に富んでいる．なぜなら，近年教育ゲームでは
真正な学びが重視されているが，この 3つのニュ
ースゲームは「時事要素」をゲームに取り入れる
ことに成功しており，真正な学びにつながるデザ
イン方法を持っているからである． 
 「パズル・ニュースゲーム」は知識レベルの時
事要素を取り入れつつゲーム性を確保するとい
う，比較的簡単な方法を用いている点が長所であ
る．また，正解を探すために，実際のニュースへ
のアクセスを促す点も長所である．ただし，知識
レベルの学習にとどまってしまう点が短所とい
える．一方，「時事ゲーム」はシステムレベルで
時事要素を取り込んだ上で，その時事問題を経験
させられるため，より深い理解や議論を促すこと
ができ，高次能力の育成まで見込める．ただし，
開発に数ヶ月以上かかってしまう点が短所であ
る．「ニュースゲーム・プラットフォーム」はゲ
ームの文脈，ステークホルダー，資料，ゲームの
進展など多くのゲーム要素を現実世界に即して
いる点が特徴的であり，真正な状況下で高次能力
を育成できる長所を持っている．ただし，ゲーム
の進展に時間がかかる点，即時フィードバックが
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できない点，ゲームのゴールが曖昧になってしま
う点が短所といえる． 
 このように課題はあるものの，ニュースゲーム
は真正性と相性の良い「ジャーナリズム」を重視
しているからこそ，真正な学びにつながる独自の
ゲームデザインの方法を生み出していく可能性
がある．現在はまだ先行研究が少なく，デザイン
方法に関する知見も少ないが，今後も注目すべき
領域であるといえるだろう． 
 
参考文献 
Bogost, I., Ferrari, S., Schweizer, B. (2010) 
Newsgames ‒Journalism at Play. The MIT 
Press. 
Sicart, M. (2008) Newsgames: Theory and 
Design. International Conference on 
Entertainment Computing. Pittsburgh, PA. 
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学生コースバトル －授業評価をゲームで－ 
辻 高明（秋田大学） 
 
�

1．学生コースバトルの概要 
 本節では，ゲーム要素を取り入れた大学教育の
取組として，筆者が設計，実践している「学生コ
ースバトル」について報告する．学生コースバト
ルは，学生が「自分が良いと思う授業（以下，お
薦め授業）」をプレゼンし，その中から全員の投
票で「チャンプ授業」を選定するゲームである．
それは「人を通して授業を知る，授業を通して人
を知る」，授業を媒介とした学生間のコミュニケ
ーションの場である．また実践を通じて，ゲーム
としてのルールを設計・再設計している．実施手
順は以下の通りである（表 1）． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2．学生コースバトルを着想するに至る経緯 
2.1. ビブリオバトルのゲームスタイル 
 学生コースバトルは，書評合戦「ビブリオバト
ル」のゲームスタイルを応用している．ビブリオ
バトルでは，登壇者が「面白いと思った本」を紹
介し，それぞれの発表後にディスカッションをし
て，全ての発表が終了した後，参加者全員の投票
でチャンプ本が決定される（谷口他 2010）．現
在までに全国の様々な大学で開催され，多くの図
書館や書店にも拡がりを見せている．そして，ビ
ブリオバトルのコミュニケーション方式を応用
し，「本」を「授業（course）」に，書評を授業紹
介に置き換えて設計したのが学生コースバトル

である． 
 大学には，図書館に様々な分野の本が多数ある
のと同時に，沢山の「授業」が教養から専門まで
多様に存在している．「本」と「授業」は，大学
の教員や学生にとって身近なものである点，しか
も，データベース化できるほど沢山存在している
点，そして，全体の中から自身の趣向や関心等に
合わせて一部を選んでいる点が共通している． 
 そのため，ビブリオバトルのゲームスタイルを
応用して，大学に「授業」を媒介としたコミュニ
ケーションの場を創造できるとよいと考えた．そ
して，その実践を，登壇者のプレゼン行為とオー
ディエンスの投票行為からなる「授業」を媒介と
したゲーミフィケーションとして構築しようと
した． 
 
2.2. FD コースバトルの実践 
（1）実施の背景と手順 
 最初は，学生ではなく教員をターゲットとし，
教員参加の企画として「FD のためのコースバト
ル」（FD コースバトル）を実施していた（辻 
2012）．背景として，大学・大学院で FD（Faculty 
Development）が義務化されて以降，各大学・
大学院において，授業評価アンケートだけでなく，
他の授業改善の取組が模索されていたためであ
る．一方で，FD の義務化という外圧や，授業改
善という「問題点」の指摘に対して抵抗感，反発
心を抱く教員も少なくなかった．そこで筆者は，
「FD をゲームで」をモットーに，授業の問題点
ではなく「長所」を探して，それらを競い合う
FD方式として FDコースバトルを考案した． 
 FD コースバトルの手順は，1）登壇者は「自
分が良いと思う授業（お薦め授業）」を一つ選択
する，2）順番に一人 10 分で，独自の表現方法
により，その授業の魅力をプレゼンする（各プレ
ゼン後に 5分の質疑応答を設ける），3）「どの授
業が最も魅力に感じたか？」で投票を行い，登壇
者とオーディエンス全員で「チャンプ授業」を選
定する（終了後，それぞれが投票理由を説明する）

	 2

3

	

0

1
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1  
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の 3 ステップから構成される．FDコースバトル
は，登壇者，オーディエンス両方が教員である場
合と，その中に学生も入る場合がある．ただし，
FD と銘打っている以上，教員にもたらされる効
果を重視する． 
 
（2）実践の結果 
 FD コースバトルの規模は，毎回 20 名以内で
ある．登壇者は 4名と決めており，オーディエン
スは 10 名～15 名からなる．そのぐらいの人数に
して，プレゼン，質疑応答，投票理由の説明のど
こかで，全員が一度は発言できるようにし，参加
性を高めることが望ましい．参加者は，筆者の知
己の教員，案内をして参加を希望した教員，そし
て，それら教員の指導学生などである．  
 これまでの実践研究から，FDコースバトルは，
教員間における授業に関する実践的な「知識」の
共有，授業に対する「価値観」（授業観）の相互
理解が促進されることが示唆されている（辻 
2013）． 
 まず，1つ目の「知識」の共有は，参加した教
員が登壇者のプレゼンを聴くことで，「お薦め授
業」に出てくる教員が行っている教育方法の斬新
さや，課題を出す際の工夫点，学生のモチベーシ
ョンの上げ方等を知る機会になるということで
ある． 
 次に，2つ目の「授業観」の相互理解は，参加
した教員が登壇者のプレゼンを聴いたり，オーデ
ィエンスの投票傾向や投票理由を知ったりする
ことで，自分とは異なる授業観の存在を理解する
ということである．特に，教員にとって学生のプ
レゼンを聴いたり，学生の投票傾向を知ったりす
ることは，学生らの内在的な授業に対する考え方
に触れる機会になる． 
 なお，プレゼン形式は，大部分はパワーポイン
トを用いたスライドショーであるが，それ以外に
紙芝居に仕立てたもの，模造紙を使用したものな
どが見られる．また投票は，挙手式を採用してい
る． 
 そのように FD コースバトルを実践する中で，
その学生版（登壇者もオーディエンスも全て学生
から構成されるバージョン）を構想した．それに
より，大学教育を題材とした一つのアクティブ・
ラーニングの実践が実現できるのではないかと
考えた．また，学生たちのプレゼン力，質問力な

どのコミュニケーション能力を高めることがで
きると期待した．そして，自身の担当する授業で
学生版のコースバトル（学生コースバトル）を設
計，実践することにした． 
 
3．学生コースバトルの実践 
3.1. 実践の対象 
 学生コースバトルは，先述の通り，登壇者，オ
ーディエンスの全員が学生から構成される（図
1）．筆者が担当する授業の中で 2013 年度から取
り入れ始め，これまで合計 20 回以上実践してい
る．具体的には，秋田大学の教養教育科目「大学
の明日をみんなで創る」等の中で学部 1，2 年生
を対象に，非常勤講師先の京都大学の大学院科目
「戦略的コミュニケーションセミナ」の中で大学
院生を対象に実践している． 
 上記の科目はおおよそ受講者数が 20 名以内で
あり，学生コースバトルを実施する際には，多く
の場合，4名程度が登壇者，8名～15 名がオーデ
ィエンスという構成で行っている．それらの科目
はアクティブ・ラーニング形式の授業であり，ど
ちらもゲームの要素を取り入れた演習を 3 つほ
ど行っているが，そのうちの 1つが学生コースバ
トルである． 
 現在までに，秋田大学と京都大学での実践で
100 近い「お薦め授業」がプレゼンされている．
また，秋田大学での学生コースバトルの取組は，
地元新聞社•秋田魁新報に「お薦め授業，学生が
PR －評価能力を養う・教育の質向上も－」（2014
年 2 月 12 日朝刊）として記事でも紹介された． 
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3.2. 実践の様子 
 学生コースバトルは，1.の表 1 で示した手順で
行っている．それは，登壇学生の「お薦め授業」
のプレゼン行為，オーディエンス学生との質疑応
答，参加者全員による投票行為，そして，投票理
由の説明から構成される．写真 1に実践の様子を
示す． 
（1）プレゼン形式と投票方式 
プレゼン行為は表 1の手順で示したように「独

自に表現方法により」としている．とはいえ，学
生コースバトルの場合，通常はパワーポイントを
用いたスライドショー形式である．また，投票行
為は，「挙手式」と「紙による記名式」がある．
挙手式の場合は，一目でそれぞれの得票結果が分
かるという長所があるが，オーディエンス学生の
誰がどの授業に投票したかを瞬時かつ正確に把
握することが困難であり，その後，投票理由の説
明を求める時に苦労する．その点，紙による記名
式は，その場で収集・集計するのが手間ではある
が，そうした心配はない．また，投票用紙には投
票理由も書くよう求めており，その後，各学生に
踏み込んで投票理由を尋ねることができる．なお，
紙による「無記名」での投票は，「お薦め授業」
それぞれの得票数という結果だけしか分からな
いため避けている．ちなみに，登壇学生も自分以
外の者が紹介した「お薦め授業」のどれかに投票
できる．また，司会進行役である筆者は基本的に
は投票しないが，得票数が 0 票の「お薦め授業」
が出そうな場合には，登壇学生への気遣いと場の
雰囲気への配慮から，その場で瞬時にそれに投票
することがある． 
 
（2）時間配分 
 これまでの実践の蓄積から，登壇者のプレゼン
行為は 10 分間，オーディエンスとの質疑応答は
5分間が最適な制限時間であると考えている．な
お，それぞれ時間は使い切ることとしている．さ
らに，出来る限り多くのオーディエンス学生に投
票理由の説明を求め，また登壇学生にも得票結果
を受けて感想を述べるよう要求している．そうし
た一連の活動は，90 分間という授業時間の中で
十分収めることができる． 
 
（3）設備・道具 
 学生コースバトルは，プロジェクターとスクリ

ーンがある通常の教室やセミナー室で十分に実
施できる．ただし，別途必要な道具として，アラ
ーム付のカウントダウンタイマーがある．ビブリ
オバトルでは，スクリーンに残り時間を表示して
実施されているが，学生コースバトルでは，プレ
ゼンのスライドショーのためにスクリーンは塞
がることが多い．また，スクリーンが 2つ設備さ
れている教室は稀である．従って，別途カウント
ダウンタイマーが必要となる．特に，アラーム付
のものを使って，プレゼンや質疑応答の制限時間
を管理することで，場のゲーム感を高めるように
している． 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

      
 
 
 
 
3.3. 実践の結果 
 これまでの実践研究から，学生コースバトルは，
以下の 4 つの効果が得られることが分かってい
る．（1），（2）は，学生にとっての効果，（3）は
学生及び教員にとっての効果，（4）は教員にとっ
ての効果である． 
（1）プレゼンテーションの訓練になる 
 登壇学生は自身の「お薦め授業」をプレゼンす

1  
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るが，自分が良いと思っているだけでは，「チャ
ンプ授業」はとれない．従って，票を持っている
オーディエンス学生たちに分かってもらえるよ
う，「伝える」ための努力をするようになる．実
際，チャンプ授業は，紹介された「お薦め授業の
良し悪し」の他に，登壇学生の「プレゼンの良し
悪し」も影響する．特に，最少得票数に終わった
登壇学生はプレゼンにも問題があったと振り返
るケースが多い．オーディエンス学生もまた，自
分の一票がチャンプ授業の決定を左右するかも
しれないため，ただ聴くのではなく，能動的に登
壇学生のプレゼンに耳を傾けるようになる．その
ように「チャンプ授業」を決めるというゲームの
仕組みにより，場に緊張感を持たせることができ
る． 
 
（2）面白い授業の存在を知る 
学生コースバトルは，学生たちにとって面白い

授業を知る機会になる．実践終了後のリフレクシ
ョンシートではしばしば「紹介授業を来年度，受
講してみたい」，「興味深い授業があることを知っ
た」などのコメントが見られる．特に，様々な分
野，多様な形態の授業が並立する教養教育におい
て顕著である．それはビブリオバトルで，参加者
が面白い本の存在を知り，図書館や書店でその本
を手に入れたいと思うことと同様の傾向である． 
 
（3）学生の「授業の評価視点」が外在化される 
学生コースバトルでは，登壇学生は多数ある授

業の中からプレゼン用の「お薦め授業」を 1つ“選
択”し，オーディエンス学生もプレゼンされた「お
薦め授業」の中から投票する授業を 1 つ“選定”
する．そのように多くの中から 1つを“選ぶ”とい
う営みには，必然的に本人の価値基準や視点が反
映される．つまり，登壇学生はプレゼンでの「そ
れを“お薦め授業”に選択した理由」の説明により，
また，オーディエンス学生も投票後の「その“お
薦め授業”に投票した理由」の説明により，自身
の「授業の評価視点」を外在化させることになる．
その意味で本実践は，学生たちがそれぞれの「授
業の評価視点」を共有し合い，授業評価能力を高
める場であるといえる（辻 2014）．特に，得票
結果や，他者の投票理由の説明により，学生たち
は自分とは異なる他者の「授業の評価視点」を知
る．思わぬ授業が「チャンプ授業」に選定された

という感想を持つ学生も少なくない．そのように，
「お薦め授業」を選択する，「チャンプ授業」を
選定するという“選ぶ”というゲームの仕組みが，
学生の多様な「授業の評価視点」を顕在化させる
上で機能する． 
 
（4）学生参加型質保証の方法の展望が開ける 
（3）で述べたように，学生の「授業の評価視

点」が外在化されることは，学生参加型の教育の
質保証を考える上で有益である．昨今，各大学で
実施されている授業評価アンケート及び IR
（Institutional Research）を含む学生調査では，
多くの場合，評価担当，教務担当の教職員により
評価項目，調査項目が設定されている．そこでは
学生は，専らそれらアンケート調査に回答する受
身的な存在に過ぎない．そうした状況の中で，例
えば，学生コースバトルで引き出された学生の大
学授業への評価視点やニーズを活かした評価項
目，調査項目を設計することは，大学教育の質保
証への学生参加を可能にする一つの方法である
と考えている．現在，筆者は科研費・基盤研究（C）
でそうした研究課題を推し進めており，またの機
会に報告したい． 
 
謝辞 
本研究の一部は，科学研究費補助金・若手研究

(B)「授業紹介をゲームとした FDコースバトルの
設計と実践」（研究課題番号：25750078，代表
者：辻 高明）の支援を受けている． 
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4章 
 
 

国内実践事例紹介 
�

�

�

�

 本章では，国内におけるゲーム学習およびオープンエデュケーション分野の
実践事例を７つ紹介する．  
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事例 1 
ソーシャルスキル開発（企業） 
高橋興史 
カレイドソリューションズ株式会社 
 
はじめに 
 企業では経営シミュレーションを用いた研修
が多いと思われがちだが，弊社ではソーシャルス
キルをゲームで開発する取り組みも行っている．
ソーシャルスキルの中で，主張に関するスキルで
あるアサーションをテーマにしたカードゲーム
「イエナイヨ」を 2013 年 9 月に開発した．数十
の企業で導入された中での１事例を紹介する． 
ゲームの概要 
 弊社が「投票のメカニクス」と呼ぶ仕組みを取
り入れた反復訓練型のゲームである． 
 研修参加者は，カードに記載された発言しにく
い状況に，「自分であればどのように言うか」を
考え，左隣の参加者に発表する．その様子を周囲
の参加者が観察し，アサーティブ，ノンアサーテ
ィブ，アグレッシブを表現したチップを投票し，
最後に投票理由を発表者にフィードバックする．
この活動を，徐々に自己の習熟度が上がり，それ
に合わせて難易度も高まる中で反復する． 
 ソーシャルスキルの開発では，言語的説得，オ
ペラント条件づけ，モデリング，リハーサル，の
4点が重要で，そのいずれもがゲーム内で行える
設計である． 
実施の結果 
 某労働組合では，相手からの見られ方を意識さ
せる，相手のことを考える，を学習目標に，34
名の組合員を対象にした研修で実施した．５段階
評価での総合満足度は 4.59 であった．参加者の
コメントには，「自分の考えが他人から見るとど
う映るかを知ることができてよかった」，「同じ内
容を聞いても人によって捉え方が違うことを感
じられ，気持ちの伝え方を見直す良い機会でした」
などがあった． 
参考リンク 
http://www.kaleidosolutions.com/support/ass
ertion.php 

�
事例 2 
財務会計の能力開発（企業） 
高橋興史 
カレイドソリューションズ株式会社 
 
はじめに 
 企業では，経営シミュレーションによる経営ス
キル習得のニーズが根強い．一方で，コンピュー
タを用いることで演算がブラックボックス化し
ていたり，他者の行動の読み合いで結果が決まっ
たり，運の要素が強く，勝敗を運に帰結させるよ
うな事例が多い．弊社では運が介在しないことを
コンセプトにした財務会計研修「パースペクティ
ブ」を 2009 年に開発した．研修の教材として，
10,000 名以上が参加した中での１事例を紹介す
る． 
ゲームの概要 
 運の要素を排し，確実性の下での意思決定を行
ない，意思決定内容を財務３表に落としこみ，経
営結果を記録するグループ対抗戦である．運がな
いため，時間内であれば経営結果を見ながら意思
決定からやり直せる．その過程で財務３表のつな
がりが自然とわかり，議論の過程で財務３表の用
語を口に出すことで財務に馴染んでいく．企業の
ニーズは，財務の用語に馴染むことと，日常活動
と経営のつながりを体験から理解させることで
あり，本研修ではそれが半日で実現できる． 
実施の結果 
 某医療機器メーカーでは，社員の財務リテラシ
ーを向上させることを目的に研修を実施してい
る．2014 年より６回の公募型研修を実施し，103
名が参加した５段階評価での総合満足度は 4.65
であった．参加者のコメントには，「会社の状態
を財務三表がどのような切り口で表しているか
が分かった」，「会社のお金を回すことの大切さが
理解できた」などがあった． 
 本企業では，これまでの実施の結果，目標が達
成できているため，2016 年度も５回の実施を行
う予定である． 
参考リンク 
http://www.kaleidosolutions.com/support/per
spective.php 
�
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事例 3 
博報堂によるマーケティング
担当者の能力開発の取り組み 
楠本和矢 
博報堂コンサルティング株式会社 
 
はじめに 
企業のマーケティング部門では，分業がすすみ，

部分最適な施策を選択しがちである．マーケティ
ングへの熟達は，専門的知識の習熟ではなく，マ
ーケティング活動全般を俯瞰し，競合との相互作
用の中で利益とブランド価値を向上するメカニ
ズムを把握することでなされる．弊社は，ゲーム
を用い，参加者の記憶に残る粘り気のある学びを
促したいと考え，マーケティングをテーマに
「Marketing JAM」を 2014 年に開発した． 
ゲームの概要 
 チーム対抗で，架空の企業のマーケティングを
行う．各チームは，４セグメントに向けて，４施
策（ターゲット市場の選定，広告宣伝，ブランデ
ィング，製品開発）を実行する．各セグメントへ
の影響力順に売上が決定され，売上額が目標に到
達した時点でサドンデスとなり，その時点で売上
最大のチームが優勝する．市場の推移や競合の動
向，自社のコンピタンスを踏まえて，短期施策と
長期施策を決定する動的なゲームである． 
 研修参加者は，カードの名称や効果から施策の
費用や効果を知り，市場と競合から顧客ニーズと
市場原理を学ぶ．正解のあるゲームではないが，
チーム内外でのゲーム内外の議論を通じて，マー
ケティングの要諦が内化される． 
実践の結果 
 リリース直前のテストでは，23 名の対象者を
学習目標として定めた重要性を認知させたい 6
項目のうち，4項目（戦略・ブランド・時間軸・
環境適応）は95％の参加者が，残る2項目も85％
の参加者が重要性を認知した． 
 また，参加者の 96%が主体的に参加できたと
回答し，91%が今後職場で活用したいと答えてい
る．また，本研修に参加して，実務に役立てる自
信があると 82%が回答した． 
 
 
 

 
事例 4 
ビジネス実務 
片瀬拓弥 
清泉女学院短期大学 
 
実践概要 
 本実践は，女子短大 1年生を対象としたビジネ
ス教育において，YouTube を活用した反転授業
(1)と協同学習（グループ学習による仮想企業経
営ゲーム）によるアクティブ・ラーニング型授業
(2)を実施したものである．学習効果指標として，
事前，事後，9週間後テストを行い，どのような
認知プロセスの外化要素が，9週間後テスト（長
期記憶保持）に有効なのか分析を行った． 
方法 
 受講生は，女子短大 1年生 42 名である．本科
目は，前半 9回・後半 6回で授業目的・内容が
明確に異なるよう設計されている．本実践は，前
半 9回分を指す．前半は，ビジネス専門用語の習
得を目的とし，仮想企業経営ゲームを体験しなが
ら協同学習する．協同学習の目標は，グループご
とに設定した売上目標の達成である．1グループ
6～8 名で構成し，8回目には全グループが売上
目標を達成した．授業後半は，ファイリングデザ
イナー検定取得を目的とした演習授業である．学
習効果指標となる事前，事後，9週間後の各テス
トは，15 分間にビジネス専門用語を記述する 34
項目で構成した．事前テストは 1回目，事後テス
トは 10 回目，9週間後テストは，長期休暇後の
16 回目に行った． 
結果  
 9 週間後テスト（長期）の記憶保持率は，平均
60.7%であった．また，長期記憶保持に有効な認
知プロセスの外化要素として，事後テスト点
(R2=0.64, p<.001)，事後テスト直前の感想文字
数(R2=0.12, p<.05)が統計的に有意となった． 
参考文献 
重田勝介(2014) 反転授業 ICT による教育改革
の進展．国立研究開発法人 科学技術振興機構，
情報管理，56(10):677-684 
溝上慎一(2014) アクティブ・ラーニングと教授
学習パラダイムの転換．東信堂，東京． 
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事例 5 
大学生活喜怒哀楽カルタ作成
ワークショップ 
古賀暁彦 
産業能率大学 
 
実践概要 
 本実践は，2年生前期の「チーム学習ゼミ」と
いう必修科目（学生数 32 人）で行っている． 
本科目では，２年次後期よりの専門科目やゼミの
中で実施するチーム活動を効率的・効果的に推進
していくための方法や考え方を修得する． 
 授業は大きく３つのステージで構成されてい
る．第 1ステージ（1～4 週）では「対話する力」
と「チームで考える力」の 2つに関し，「できる」
レベルのスキル獲得を目指す．続く第 2ステージ
（5～10 週）では，特定のテーマの検討を通じて
スキルのブラッシュアップを図る．最後の第 3ス
テージ（11～14 週）では，STSS の「発表する
力」と「活動を振り返る力」を育成するため，2
回の発表と振り返りを実施している．この「大学
生活喜怒哀楽カルタ作成ワークショップ」は第２
～３ステージの課題として実施している． 
 具体的には，まず大学の先輩やアルバイト先の
先輩，兄弟などにインタビューし，大学時代に成
長したと思う経験（エピソード）を聞き出してく
る．インタビューの際は，ステージ１で学習した
「対話する力」を活用する． 
 その体験にもとづき，各チームで，44 枚のか
るたを作成（字札，絵札）する．あわせてインタ
ビュー内容を分析し，どんな体験が学生の成長を
促しているのかを探求する． 
 第三ステージでは出来上がったカルタの品評
会の実施と，インタビューから浮かび上がった成
長体験の特徴をグループで発表を行う． 
参考文献 
古賀暁彦(2012)「「する」ゲームから「創る」ゲ
ームへ -ゲーム制作による学びの可能性-」CICE 
PC カンファレンス 2012 ポスターセッション． 
http://gakkai.univcoop.or.jp/pcc/2012/papers
/pdf/pcc065.pdf 
 
 

 
事例 6 
ゲーミフィケーションを利用
した授業 
増崎武次 
久留米大学・祐誠高等学校 
 
実践概要 
 私は九州大学大学院芸術工学府にＤ２として
在籍している．任天堂の「Wii」をヒントに高校
生向けのデジタル教材を開発し，２００７年１１
月に福岡県立三池工業高校の実習にデジタル教
材として導入した． 
 同校電気科２年の生徒３８名が１班 10 名ずつ
に分かれて，１１月７日から２８日までの毎週水
曜日（合計４回），教師２名による研究授業を実
践．場所は校内の CALL 教室を利用した． 
 実習は３時間目から６時間目までの４時間授
業である．３時間目は加速度センサの仕組みにつ
いて解説し，４時間目はゲームの演習，５時間目
はデザインを通してゲームを制作した．ここでは
二人一組のペア学習を採用し，CALL システムを
駆使しながら生徒たちの変容についても逐次観
測した．６時間目は制作したゲームを生徒どうし
でプレイし合い，斬新でギミックなゲームを制作
した． 
 事後アンケートを形態素解析したところ，ポジ
ティブな意見とネガティブな意見に分類され，さ
らにキーグラフを用いて生徒の変容を可視化す
ることで高校生のインタラクションを確認でき
た．６時間目は生徒同士がおたがいに教え合いな
がら学び合う「協働教育」も観測された． 
参考文献 
増崎武次, 馬場哲晃, 藤木淳, 横尾誠, 牛尼剛聡, 
富松潔. (2009). 加速度センサのコントローラを
用いたゲームの制作および高校生のインタラク
ション分析. 日本感性工学会論文誌, 8(3), 
867-875. 
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事例 7 
哲学対話 
八重樫徹 
東京大学 
 
実践概要 
 文京区青少年プラザ（b-lab）で，中高生対象
の哲学対話イベント「放課後フィロソフィー」を
過去 2回（2015 年 12 月 13 日，2016 年 2 月 21
日）開催した．教材として，東大 TV（todai.tv）
で公開しているマイケル・サンデルの講義動画
「ハーバード白熱教室 in JAPAN」を用いた． 
 各回の参加者は 10 名ほどで，その多くは文京
区内の学校に通う中学 1年生から高校 3年生ま
での生徒である．「特別扱いはどんな場合に許さ
れるのか」「どこまで自分の好きにしてよいか」
というテーマで，はじめは参加者が自由に意見を
述べ合った後，講義動画の関連する部分を視聴し
た．動画内でサンデルと東京大学の学生が議論し
た内容を進行役の八重樫が簡単に要約し，参加者
がそれに対する感想や意見を述べ，テーマについ
て議論を深めた．動画内で出た意見に対する反論
や，動画内では出なかった新たな意見が参加者か
ら多数表明された．参加者が身近で具体的な話題
からより抽象的な議論に進むためのスプリング
ボードとして，また異なる意見を受け入れて自ら
の思考を深める契機として，動画の視聴が役立っ
た．今後は b-lab 以外の場所でも同様の実践を広
げていきたい． 
参考文献 
マイケル・サンデル「ハーバード白熱教室 in 
JAPAN」（東大 TV）
http://todai.tv/contents-list/events/ujv9zy/ujv
9zy  
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ゲーム学習・オープンエデュケーション 
分野の研究・実践リソース集 
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ゲーム学習分野 
 
表 1 ゲーム学習分野の研究・実践拠点一覧 
地域 設置機関 研究拠点名称 所在地 設立年 活動内容など 
北米 MIT MIT Education 

Arcade 
米国・マサ
チューセッ
ツ州・ボス
トン 

2003 MIT がマイクロソフトなどから
の助成を受けて設置され，学校の
授業で利用できるデジタルゲー
ムの研究開発を進めている． 
http://education.mit.edu/ 

北米 University of 
Wisconsin, 
Madison 

Games Learning 
Society 

米国・ウィ
スコンシン
州 

2005 ウィスコンシン大学教育学大学
院に設置されたゲーム研究拠点．
国際会議 GLS Conference の開
催や STEM 教育等多様な分野の
学習ゲーム開発を行っている． 
http://www.gameslearningsoci
ety.org/ 

北米 Games for 
Change 
(NPO) 

Games for 
Change 

米国・ニュ
ーヨーク州 

2004 ニューヨーク市に設立された社
会活動へのゲーム利用を推進す
る非営利組織．Games for 
Change Conference を開催． 
http://www.gamesforchange.or
g/ 

北米 Arizona 
State 
University 

Center for 
Games & Impact 
(CGI) 

米国・アリ
ゾナ州 

2012 アリゾナ州立大学教育学大学院
に設置された研究センター．教員
養 成 の た め の 学 習 ゲ ー ム
Quest2Teach や，多様な分野の
学習，コミュニケーションのため
のゲームを開発しており，
Minecraft や Portal2 などの市販
の娯楽ゲームの遊び方や効果の
ガイド制作やゲームの教育評価
を行っている． 
http://gamesandimpact.org/ 

北米 University of 
Washington 

Center for Game 
Science (CGS) 

米国・ワシ
ントン州・
シアトル 

2010 ワシントン大学コンピュータ理
工学部に設置されたゲーム研究
開発拠点．ゲイツ財団などの助成
を受けて科学的発見ゲーム，タン
パク質解析ゲーム Foldit など，Ｓ
ＴＥＭ教育のための最適学習経
路を発見するゲーム，認知スキル
トレーニングゲーム，想像力向上
ゲームを開発している． 
http://centerforgamescience.or
g/ 

北米 City 
University of 
New York 

The CUNY 
Games Network 

米国・ニュ
ーヨーク州 

－ ニューヨーク市立大学に設置さ
れたゲーム学習研究センター．ゲ
ームの教育利用のためのガイド
ラインや教室で利用されるゲー
ムの研究を行っている． 
http://games.commons.gc.cun
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y.edu/ 

北米 Northeaster
n University  

PLAIT Lab 米国・マサ
チューセッ
ツ州・ボス
トン 

－ ノースイースタン大学に設置さ
れ，ゲームデザイン，インタラク
ティブメディア，プレイアブルテ
クノロジーとしてのゲームに焦
点を当てて教育やトレーニング，
健康のためのゲームの効果を研
究している． 
http://www.northeastern.edu/g
ames/ 

北米 New York 
University 
(NYU) 

NYU Games for 
Learning 
Institute (G4LI) 

米国・ニュ
ーヨーク州 

2008 マイクロソフトリサーチなどの
助成を受けて，ニューヨーク大学
をはじめ複数の大学が連携して
設置された産学官連携コンソー
シアム．ニューヨーク大学教育学
大学院で Games for Learning の
修士課程を開設． 
http://g4li.org/ 
http://steinhardt.nyu.edu/alt/e
ct/ms/ 

北米 Wheeling 
Jesuit 
University 

CyGaMEs 米国・ウェ
ストバージ
ニア州 

2009 ウィーリンジーザス大学の教育
工学センターに設置されたシリ
アスゲーム研究プロジェクト．
NSF の助成を受けて，惑星地質学
のゲームなどを開発． 
http://cygames.cet.edu/ 

北米 Miami 
University 

Persuasive Play 
Lab 

米国・フロ
リダ州・マ
イアミ 

－ マイアミ大学のクリエイティブ
アーツスクールに設置されたラ
ボ．広告，マーケティングのため
のゲームを開発． 
http://aims.muohio.edu/persua
siveplay/wp/ 

北米 New Mexico 
State 
University 

Media & 
Learning Games 
Lab 

米国・ニュ
ーメキシコ
州 

－ ニューメキシコ州立大学メディ
ア開発学部に設置されたラボ．ゲ
ームやアニメーションを用いて，
科学や数学，食の安全性，馬の調
教，研究員の仮想体験等の教育的
なゲームの開発や研究を行って
いる． 
http://learninggames.nmsu.edu
/ 

北米 Michigan 
State 
University 

Games for 
Entertainment 
and Learning 
(GEL) Lab 

米国・ミシ
ガン州 

2012 ミシガン州立大学に設置され，シ
リアスゲーム開発の大学院プロ
グラムを提供しており，多様な分
野の学習ゲームを開発している．
国 際 会 議 Meaningful Play 
Conference を開催． 
http://www.gel.msu.edu/ 
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北米 Boise State 
University 

GameStudio 米国・アイ
ダホ州 

2010 ボイシ州立大学の教育工学研究
科に設置された研究拠点．同研究
科の教員を中心に，クエスト授業
を実施するためのプラットフォ
ーム 3D Game Lab を開発し，事
業会社が設立されてサービス展
開中． 
http://gamestudio.boisestate.e
du/ 
http://3dgamelab.com/ 

北米 UNC-Charlo
tte 

Games + 
Learning 
Laboratory 

米国・ノー
スカロライ
ナ州 

－ ノースカロライナ大学シャーロ
ット校に設置され，教育のための
ゲームの効果研究やゲーム開発
を行っている． 
http://www.game2learn.com/ 

北米 Emerson 
College 

Engagement 
Game Lab 

米国・マサ
チューセッ
ツ州 

－ エマーソン大学に設置された
Engagement Lab は市民生活を
高めるためにゲーム，テクノロジ
ー，新しいメディアに関する研究
や開発をしている．コミュニティ
での参加型学習のためのマルチ
プレイヤーゲーム Civic Seed な
どを開発． 
http://engagementgamelab.org
/ 

北米 Institute of 
Play (NPO) 

GLASS Lab 米国・ニュ
ーヨーク州 

2012 Institute of Play はニューヨーク
市に拠点を置くゲーム開発者を
中心に2006年に設立された非営
利組織で，学習ゲーム開発やゲー
ムの学校導入支援を行う．Glass 
Lab は EA と共同で設立され，
SimCity などの市販ゲームの教
育利用支援や教育効果研究を推
進している． 
http://www.instituteofplay.org/ 
http://www.glasslabgames.org/ 

北米 Serious 
Games 
Association
（業界団体） 

Serious Games 
Association 

米国・ワシ
ントン州・
シアトル 

2012 シリアスゲーム産業振興を目的
に設置された交流団体．国際会議
Serious Play Conference を主
催． 
http://www.seriousgamesassoc
iation.com/ 

北米 University of 
California, 
Santa 
Barbara 

Health Games 
Research 

米国・カリ
フォルニア
州 

2007 ジョンソン財団の 825 万ドルの
助成でカリフォルニア大学サン
タバーバラ校に設置されたヘル
スケア関連のゲーム研究拠点．助
成期間後は Center for Digital 
Games Research が承継． 
http://www.healthgamesresear
ch.org/ 
http://www.cdgr.ucsb.edu/ 
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北米 Game Desk 
(NPO) 

Game Desk 
Institute 

米国・カリ
フォルニア
州 

2009 南カリフォルニア大のゲーム研
究者を中心に設立された非営利
組織のラボ．STEM教育向けの学
習 ゲ ー ム 開 発 や Playmaker 
School のカリキュラム開発や学
習ゲーム学校導入に取り組む． 
http://gamedesk.org/ 

北米 Rochester 
Institute of 
Technology 

Center for 
Media, Arts, 
Games, 
Interaction and 
Creativity 
(MAGIC)  

米国・ニュ
ーヨーク州 

2013 ロチェスター工科大学に設置さ
れたメディア研究センター．ゲー
ミフィケーションなどのテーマ
で多様なゲーム研究を推進． 
https://magic.rit.edu/ 

北米 Higher 
Education 
Video Game 
Alliance 
(HEVGA) 

Higher 
Education Video 
Game Alliance 
(HEVGA) 

米国・マデ
ィソン州 

2014 米国を中心としたビデオゲーム
研究者のネットワーク組織．政策
提言や研究支援などを組織的に
支援するために活動している． 
http://higheredgames.org/hom
e-page/ 

欧州 GALA 
Network 

Serious Games 
Society (SGS) 

イ タ リ ア 
ジェノヴァ 

2011 欧州委員会の助成プログラムを
受けて欧州の産学官連携広域コ
ンソーシアム．シリアスゲームの
研究や開発をしている企業，研究
機関，個人の連携を促進し，シリ
アスゲームの市場拡大と応用領
域を広げることを目指している．
2014 年 よ り シ ン ク タ ン ク
Serious Games Society に発展． 
http://www.galanoe.eu/ 
http://seriousgamessociety.org
/ 

欧州 Coventry 
University 

Serious Games 
Institute (SGI) 

英国・コベ
ントリー 

2007 SGI は研究，ビジネス，学問に適
応されるシリアスゲームに関す
る国際研究センターで，シリアス
ゲームの研究開発や大学院教育
を行っている．研究は認知科学，
学習デザイン，シリアスゲームデ
ザインと評価等を行い．ビジネ
ス，科学，考古学教育などのゲー
ムを開発している． 
http://www.seriousgamesinstit
ute.co.uk/ 

欧州 Bremen 
University 

BIBA GAMING 
LAB 

ドイツ・ブ
レーメン 

1981 ブレーメン大学に設置され，エン
ジニアの教育に関するシリアス
ゲーム研究を行っている．ボード
ゲームやマルチタッチスクリー
ンを用いたフィジカル面，オンラ
インのヴァーチャル環境での研
究を行う． 
http://gaminglab.biba.uni-bre
men.de/en/home/ 
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欧州 University of 
Tampere 

Game Research 
Lab 

フィンラン
ド・タンペ
レ 

2006 フィンランドのタンペレ大学に
設置されたゲーム研究ラボ．ゲー
ム産業研究やゲームデザイン研
究などとともにゲーム学習関連
の研究プロジェクトに取り組ん
でいる． 
http://gameresearchlab.uta.fi/ 

 
 
 
表 2 ゲーム学習をテーマとした国際会議一覧（2014～2015 年に開催実績のあるものを集約） 
地域 国際会議名称 開催場所* 開催日数* 発表件数* 
北米 GLS Conference 

http://glsconference.org/ 
米国 ウィスコ
ンシン州 マデ
ィソン 

3 72 

北米 Games for Change Festival 
http://gamesforchange.org/festival/ 

米国 ニューヨ
ーク 

4 46 

北米 Games for Health Conference 
http://gamesforhealth.org/conferences/ 

米国 ボストン 3 47 

北米 Serious Play Conference 
http://www.seriousplayconference.com/ 

米国 ペンシル
ベニア州 ピッ
ツバーグ 

3 74 

欧州 GALA conference 
http://www.galaconf.org/2015/ 

イタリア ロー
マ 

3 23 

欧州 Games for Health Europe Conference 
http://www.gamesforhealtheurope.org/ 

オランダ ユト
レヒト 

3 86 

欧州 ISAGA conference 
http://www.isaga2014.com/ 

オーストリア
ドルンビルン 

5 153 

欧州 European Conference on Games Based 
Learning (ECGBL) 
http://academic-conferences.org/ecgbl/ecgbl
2014/ecgbl14-home.htm 

ドイツ ベルリ
ン 

2 122 

欧州 Serious Games Development and Applications 
Confernce 
http://ddsgsa.net/sgda/index.html 

ドイツ ベルリ
ン 

2 19 

欧州 Irish Symposium on Game Based Learning 
Conference 
https://igblconference.wordpress.com/ 

アイルランド 
ダブリン 

2 23 

ア ジ
ア 

Serious Games Conference 
http://2015conf.seriousgamesconference.org/ 

シンガポール 
ナンヤン 

4 35 

* 直近の開催実績を参照して集計 
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表 3 学習ゲーム・シリアスゲーム事例データベース一覧 
サイト名 内容 URL 
Games for 
Change 

2004 年に米国ニューヨーク市で設立され
た非営利組織 Games for Change が提供す
るゲーム事例集．教育や社会活動のための
シリアスゲーム事例が紹介されている． 

http://www.gamesforchange.o
rg/play/ 

Serious Game 
Classification  

世界中のシリアスゲームを分類して登録し
た事例データベース．3000 以上のゲームが
登録されており，用途や分野，対象年齢な
どで検索できる． 

http://serious.gameclassificati
on.com/ 

Science Game 
Center 

科学教育，数学教育のための学習ゲーム事
例サイト． 

http://www.sciencegamecente
r.org/ 

Health Games 
Database 

カリフォルニア大学サンタバーバラ校の
Center for Digital Games Research が提供
するヘルスケア関連のゲームと研究事例デ
ータベース． 

http://www.cdgr.ucsb.edu/db 

Impact Guides アリゾナ州立大学の Center for Games & 
Impact が提供する，市販ゲームの教育意義
や教育効果を高める利用方法のガイド集． 

http://gamesandimpact.org/im
pact-guides/ 

 
表 4 学習ゲーム事例集 
タイトル 内容 受賞など URL 
Writing 
Games for 
Career 
Readiness 
and Student 
Success 

ジャンル：シミュレーション 
対象：大学生 
トピック：ライティング 
内容：大学のライティングの授業用に開発
された，ライティングスキルの向上を支援
するためのシミュレーションゲーム形式で
学ぶ教材． 

 http://www.t
oolwire.com
/products/w
riting/ 

Quest2Teach ジャンル：教員シミュレーション 
対象層：教員を目指している大学生，若手
教員 
トピック：教員教育 
プレイ環境：PC，アカウント登録 
内容：教員教育のためにデザインされたゲ
ーム要素を含んだ 3D仮想学習ゲーム．プレ
イヤーはアバターを創り， Teachers 
College の教員になって，物語の中で様々な
複雑な問題に取り組み，安全に失敗しなが
ら，自身の決定の影響を考えることができ
る． 

- GAMES 
LEARNING 
SOCIETY 10 
showcase 3rd 
Place 

http://quest
2teach.striki
ngly.com/ 
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Reach for the 
Sun 

ジャンル：植物育成シミュレーション 
対象層：小学生～高校生 
トピック：植物学，資源管理 
プレイ環境：PC，有料 
内容：Reach for the Sun はプレイヤーが水，
栄養分，デンプンの 3 つの主要な資源を管
理することによって，植物を育て，冬が来
る前にどれだけ種を多く作れるかを競う資
源管理ゲームである．このゲームを通して，
プレイヤーは植物の構造，光合成，受粉，
生死に関わるサイクルを学べ，資源管理能
力を得ることができる． 

- GAMES 
LEARNING 
SOCIETY 10 
showcase 
winner 

- GAMES FOR 
CHANGE (G4C) 
2013 Winner for 
Best Gameplay 

- SIIA 
INNOVATION 
INCUBATOR 
First Place for 
Most Innovative 
Ed Tech Product 
or Service 

https://www
.filamentga
mes.com/pl
ant-structure
-and-process
es-unit-reac
h-for-the-su
n 

DragonBox 
Algebra 

ジャンル：パズル 
対象層：5才～ 
トピック：数学，代数方程式 
プレイ環境：PC，Android，iOS，有料 
内容：数字や数式表現を使わずに数学や代
数に対する苦手意識のある学習者が数学を
学ぶためのゲーム．物体は徐々に数字や変
数に変化し，最終的に複雑な代数方程式を
解けるようになる．数学の力を向上させる
イベントで用いられ，1 時間で 83％の学生
達が基礎的な代数学を習得した． 

- GAME 
FESTIVAL Fun & 
Serious Best 
Educational 
Game 

- Common sense 
media 2013 
Learning award 
winners 

- INTERNATION
AL MOBILE 
GAMING 
AWARDS 
(IMGA) 9th Best 
Serious Game 

- Serious Play 
Awards 2013 
Gold 

http://www.
dragonboxa
pp.com/ 

ECONAUTS ジャンル：シミュレーション 
対象層：小学生～ 
トピック：環境科学 
プレイ環境：PC，無料 
内容：資源豊富な環境の中で林業，鉱業，
農業を行い，収穫物を加工し，加工品を売
って，一定のお金を稼ぐ時間を競うゲーム．
木を伐採したり，工場を建てたりすると，
周囲の環境が汚染されていく様子が可視化
され，人間が行う選択と環境の結果間の関
係を学ぶことができる． 

 http://www.
gameslearni
ngsociety.or
g/econauts_
microsite/ 
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One Ocean 
The 
Biosphere 

ジャンル：海底探索シミュレーション 
対象層：小学生～ 
トピック：海洋生物 
プレイ環境：PC，無料 
内容：海域探索して，見つけた生物の詳細
を実際の画像や映像を見ることができる
3Dゲーム．汚染された海をきれいにするミ
ッションや，サンゴ礁を守るミッションで
海に関する問題を学び，潜水艇で深海に潜
るミッションで潜水艇の構造や深海生物を
学ぶことができる． 

- G4C 2011 
Learning and 
Education 

http://oneoc
ean.cbc.ca/s
eries/episod
es 

VAX! ジャンル：パズル 
対象層：中学生～ 
トピック：ネットワーク，伝染病予防 
プレイ環境：PC，無料 
内容：ネットワーク状に広がったノード（人
間）に対してワクチンを提供し，感染の危
機にさらされているノードを隔離して，伝
染病に感染したノードを小さなネットワー
ク内に分離する伝染病予防に関するパズル
ゲーム．伝染病や隔離最適化法を学ぶこと
ができる． 

 http://vax.h
erokuapp.co
m/ 

Auditorium ジャンル：パズル 
対象層：中学生～高校生 
トピック：物理学 
プレイ環境：PC，無料 
内容：簡単な科学概念の興味や認識を引き
起こすことができるパズルゲーム． 

- The Interactive 
Media Awards 
Best in class, 
Games-Playing 

http://www.
cipherprime
.com/games
/auditorium/ 

Bond Breaker ジャンル：パズル 
対象層：中学生～高校生 
トピック：原子物理学 
プレイ環境：PC，無料 
内容：陽子の様々な特性（陽子同士の反発，
電子結合，電子放出等）を利用して謎を解
くゲーム．事前知識が無くても原子エネル
ギー準位や光吸収等の原子物理学に関する
知識を楽しく学ぶことができる． 

 http://www.
castl.uci.edu
/games/bon
dbreaker 
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Meta!Blast ジャンル：アクションアドベンチャー 
対象層：高校生～ 
トピック：生物学，細胞器官 
プレイ環境：PC，無料 
内容：病気にかかった植物を治すために細
胞レベルのマシーンを植物に入れて原因を
究明し，病原体を退けるアクションアドベ
ンチャーゲーム．植物内のビジュアルはき
れいな 3Dで構成され，様々な細胞器官の構
成を視覚的に学ぶことができる． 

 http://www.
sciencegame
center.org/g
ames/meta-
blast 

math lands ジャンル：パズル 
対象層：幼稚園～小学生 
トピック：算数，論理 
プレイ環境：iOS，無料 
内容：6つの算数，論理，パズルゲームをプ
レイすることができ，楽しく，インタラク
ティブな子ども向けゲーム．問題解決能力，
論理，批判的思考，数学的な直観力といっ
た数学スキルを遊びながら学習でき，算数
に対する態度を変えるようにデザインされ
ている． 

 https://itune
s.apple.com
/us/app/mat
hlands/id48
9905188?mt
=8 

PeaceMaker ジャンル：シミュレーション 
対象層：中学生～ 
トピック：平和，パレスチナ問題 
プレイ環境：PC，無料 
内容：パレスチナ・イスラエル問題を扱っ
たシミュレーションゲーム．パレスチナ，
イスラエルどちらかのリーダーとなって，
様々な実際の出来事や歴史を通して情勢を
判断し，スピーチや武装といった行動を起
こし，最終的に平和を目指すゲーム．パレ
スチナ・イスラエル問題について詳しく知
り，考えるようになる．  

- G4C 2007 Best 
Transformation 
Game 

- Serious Games 
Showcase & 
Challenge 2007 
Finalist 

http://www.
peacemaker
game.com/ 

Slice 
Fractions（分
数マンモス） 

ジャンル：パズル 
対象層：小学生 
トピック：算数，分数 
プレイ環境：Android，iOS，有料 
内容：分数の概念を説明なしで楽しく学べ
るゲームである．障害物をスライスして取
り除き，マンモスをゴールへ導くゲームを
通して，分数の概念を直観的に学べるよう
にデザインされている． 

- International 
Serious Play 
Awards 2014 
Gold Winner 
(Edu) 

http://ululab
.com/slice-fr
actions/ 

MinecraftEdu ジャンル:サンドボックス 
対象層：小学生～ 
トピック：STEM，アート，歴史 

 https://mine
craftedu.co
m/ 
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プレイ環境：PC,有料 
内容：授業で使いやすいように改良した
Minecraft の教育版．40 以上の国で 3000
人程の教員が授業で用いられた．都市計画，
環境問題，未来の計画の仕方を学んだり，
旧石器時代の文明を発達させる過程を学ん
だりする授業に取り入れられている．チュ
ートリアルや授業での利用方法を共有する
コミュニティが提供されている． 

SimCityEDU ジャンル：ストラテジーシミュレーション 
対象層：中学生～ 
トピック：都市経営 
プレイ環境：PC，有料 
内容：市販ゲームの SimCity を学校教育に
導入するために改良した教育版 SimCity． 
SimCity を使った授業プランを教員同士で
共有することができる．米国のカリキュラ
ム標準に準拠し，環境汚染と都市計画の複
雑な問題を解決するミッション Pollution 
Challenge!を提供． 

 http://www.
simcity.com
/en_US/simc
ityedu 

Fate of the 
World 

ジャンル：ストラテジーシミュレーション 
対象層：中学生～ 
トピック：環境問題，社会問題 
プレイ環境：PC，有料 
内容：政府の一員として気候変動や人口増
加，エネルギー政策といった現実に抱えて
いる様々な世界的な問題を解決するゲー
ム．問題は現実の科学に忠実に再現され，
世界的な資源戦争や火災，飢餓などの 1000
以上の現実問題に対し政策決定を行うゲー
ムを通して，現実の様々な問題を知り，解
決法等をより深く考えられるようになる． 

- G4C 8th Knight 
News Award 

- Serious Play 
Awards 2011 
Silver 

http://fateoft
heworld.net
/ 

The Blood 
Typing Game 

ジャンル：シミュレーション 
対象層：中学生～高校生 
トピック：血液型，輸血 
プレイ環境：PC，無料 
内容：患者の血液を採血し，血液型を判別
して，血液型にあった血を輸血するシミュ
レーションゲーム．血を見るのが苦手なプ
レイヤーも安全で簡単に人間の血液，輸血
の知識について学ぶことができる． 

 http://www.
nobelprize.o
rg/education
al/medicine/
bloodtyping
game/game/
index.html 
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CRAYON 
PHYSICS 

ジャンル：パズル，サンドボックス 
対象層：幼稚園～ 
トピック：物理演算，描画 
プレイ環境：PC，有料，体験版有り 
内容：クレヨンで線や物体を書くと物理演
算が働いた物体を創ることができ，それを
用いて赤いボールをスターに導くパズルゲ
ーム．シーソーや滑車等を創りながら簡単
な物理法則を学ぶことができる． 

- 2008 
Independent 
Games Festival 
Winners 

http://www.
crayonphysi
cs.com/ 

DragonBox 
Elements 

ジャンル：パズル 
対象層：小学生～ 
トピック：幾何学 
プレイ環境：Android，iOS，有料 
内容：学んでいることを意識せずに幾何学
を学べるパズルゲーム．100 種類以上のパ
ズルに挑戦し，面白い探索や発見を通して，
円や三角形等の特徴やそれに関する定理を
自然に学び，幾何学の論理の深い理解を得
ることができる．保護者，教員向けガイド
を提供． 

- GAME 
FESTIVAL Fun & 
Serious Best 
Educational 
Game 

- Serious Play 
Awards 2014 
Silver 

http://wewa
nttoknow.co
m/elements/ 

Gate ジャンル：算数 
対象層：小学生 
トピック：数の大きさ 
プレイ条件：PC，無料 
内容：Gate は数の桁を深く理解するように
デザインされたゲームである．プレイヤー
は 0.1，1，10，・・・といった桁が異なる
10 個の数と簡単な四則演算を用いて敵が掲
げる数字を素早く作り出して，敵を倒すこ
とで，ある値の数字を作り出す力や数の大
きさの概念を学ぶことができる．また，当
サイトでは教員に対するマニュアルガイド
を見ることができる． 

- Serious Play 
Awards 2014 
Best of Show 

http://maths
nacks.com/g
ate-en.html 

That’s Your 
Right 

ジャンル：カードゲーム 
対象層：中学生～高校生 
トピック：権利章典 
プレイ条件：PC，無料 
内容：権利章典を学ぶ対戦型デジタルカー
ドゲーム．様々な権利に関するシナリオが
書かれたカードと権利章典の10箇条が書か
れたトークンを正しく組み合わせるゲーム
を通して，権利に関して楽しく学べる． 

- G4C 2015 BEST 
GAMEPLAY 

http://www.
annenbergcl
assroom.org
/page/thats-
your-right 

Ratio Rumble ジャンル：パズルゲーム 
対象層：小学生 
トピック：比率，等価比率 

- Serious Play 
Awards 2013 
Gold 

http://maths
nacks.com/r
atio-rumble-
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プレイ条件：PC，無料 
内容：比率を学ぶパズルゲーム．配合表の
比率を使って組み合わせて，敵に攻撃して
得点を得るゲームを通して小数や複数個の
比率を学べる．教員用ガイドも提供． 

en.html 

Quandary ジャンル：シミュレーションゲーム  
対象層：小学生～中学生 
トピック：倫理問題 
プレイ条件：PC，無料 
内容：倫理問題を扱うシミュレーションゲ
ーム．コロニーの先導者として 3 つの問題
を解決するために，事実や意見を考慮して
様々な決定を行い，批判的思考や意思決定
を習得する．教員用ガイドも提供している． 

- G4C 2013 Game 
of the year 

http://www.
quandaryga
me.org/ 
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表 5 ゲーミフィケーションを取り入れたプログラミング教育サービス 
サイト名 サイト概要 学習内容 対象 料金 URL 
Codecade
my 

HTML や JavaScript 等プログ
ラミングスキルを独習できる
オンライン講座．教員向けガイ
ドや学習者のトラッキングシ
ステムを提供． 

HTML & CSS, 
JavaScript, 
jQuery, PHP, 
Python, Ruby 

全年齢，初
心者向け 

無料，
アカウ
ント登
録必要 

https://ww
w.codecad
emy.com/ 

CodinGam
e 

ゲームプログラムを変更・追加
してゲーム内のスコアを上げ
る課題や，パズルを解く課題を
通して楽しく学ぶことができ
る．プログラミング技術を競う
コンテストを実施． 

Bash, C, C#, 
C++, Clojure, 
Dart, Go, 
Groovy, 
Haskell, Java, 
Javascript, 
Lua, 
ObjectiveC, 
OCaml, 
Pascal, Perl, 
PHP, Python, 
Python3, 
Ruby, Scala, 
VB.NET 

ある程度
知識を持
っている
人 

無料 https://ww
w.codinga
me.com/st
art 

CodeComb
at 

初心者でもプログラミングを
楽しく学べるオンラインゲー
ムである．ゲーム内のキャラク
ターを正しく動かすために，プ
ログラミングすることで，構文
やメソッド，条件分岐や入力処
理といった基本技術を楽しく
学ぶ．教育関係者は無料で追加
コンテンツや学習者管理機能
を利用できる． 

Python, 
JavaScript, 
CoffeeScript, 
Clojure, Lua 

9 才以上，
初心者向
け 

基本無
料，追
加コン
テンツ
（月額
$9.99
） 

https://cod
ecombat.c
om/ 

Code Hunt 教育向けコーディングゲーム
である．プログラムの間違った
箇所を修正することで，算術演
算子や条件文，ループといった
基本を楽しく学ぶことができ，
自動的なレベル設定で効率的
に学習できる． 

Java, C# 初心者向
け 

無料 https://ww
w.codehun
t.com/ 
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CodeMonk
ey 

子ども向けのプログラミング
教育のためのオンラインゲー
ム．猿をバナナがある場所へ動
かすようにプログラミングし
て簡単な技術を学ぶことがで
きる．有料の製品版では教育者
向け学習管理機能等を提供． 

CoffeeScript 9 才くら
いから，初
心者向け 

体験版
無料，
年間ラ
イセン
ス $29
～ 

https://ww
w.playcod
emonkey.c
om/ 

アルゴリズ
ム体験ゲー
ム・アルゴ
ロジック 

電 子 情 報 技 術 産 業 協 会
（JEITA）が開発した，プログ
ラミングの基本となる論理的
思考(アルゴリズム)をゲーム感
覚で習得するための課題解決
型ゲーム． 

アルゴリズム
（「順次」「繰り
返し」「分岐」
などプログラ
ムの制御構造） 

小学生～
大人（主に
中学生，高
校生） 

無料 http://hom
e.jeita.or.j
p/is/highsc
hool/algo/ 

コードガー
ルこれくし
ょん 

プログラミング力が鍛えられ
るクエスト形式でストーリー
を進行させてプログラミング
学ぶゲーム． 

PHP, Ruby, 
Java, Python 

プログラ
ミング初
心者 

登録無
料 

https://pai
za.jp/cgc 
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オープンエデュケーション分野 
 
表 1 オープンエデュケーション分野の研究・実践拠点一覧 
地域 設置機関 研究拠点名称 所在地 設立年 活動内容など 
英国 Open 

Universit
y 

Open Education 
Research Hub 

英国 2012 OER の効果に関する 11 の仮説の
検証に取り組むことで，OER のイ
ンパクトを明らかにする研究を実
施している． 
http://oerhub.net/ 

米国 
英国 
など 
15カ国 

 Global OER 
Graduate 
Network 
(GOGN) 

  OER についての研究を行う博士
課程の学生が参加できる研究ネッ
トワーク． 
http://go-gn.net/ 
 

米国 米国
Brigham 
Young 
Universit
y 

Open Education 
Group 

米国 2015 Cost（費用），Outcomes（学習成
果），Usage （利用），Perceptions
（意識）の四要素を重要視した
COUP フレームワークを用いて研
究を行っている． 
http://openedgroup.org/ 

米国 Babson 
College 

Babson Survey 
Research Group 

米国  OER の利活用やオンライン教育
の導入など，教育に関する様々な
大規模調査を行っている． 
http://www.onlinelearningsurve
y.com/ 

 
 
 
 
表 2 MOOC・オンライン教育情報サイト集 
サイト名称 サイト概要 URL 
Class Central Coursera，Udacity，edX などで提供される MOOC の情

報を統合して提供するアグリゲーションサイト．コース開
始日，カテゴリ，言語，プロバイダ，提供機関などからコ
ースを検索でき，受講者のレビュー，MOOCに関する研究
報告，インタビュー，ニュースなどの記事が充実している． 

https://www.clas
s-central.com/ 

CourseTalk MOOC などのオンライン講座の学習者によるレビューサ
イト．さまざまな検索条件で検索が可能．学習内容，講師，
提供者を受講者が評価した感想コメントが充実． 

http://www.cour
setalk.com/ 

MOOCs - Think 
Massively 

MOOC についての情報提供サイト．MOOC に関するニュ
ース記事が中心． 

http://moocs.co
m/ 

Mooctivity オンラインコースへのナビゲーションサイト．コース検索
機能やコース情報，受講者レビューなどを掲載． 

http://www.moo
ctivity.com/ 

MOOC NEWS & 
Reviews 

MOOC に関する批評記事や動向を議論するブログサイト．
各コースの受講レポートや MOOC に関するニュース，記
事を豊富に掲載している． 

http://moocnews
andreviews.com/ 
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Learning 
Advisor 

オンラインコースの概要や提供機関，使用言語，学習時間
数などコースに関する情報を細かく紹介，受講者評価を 5
項目（全体，コンテンツ，相互作用，インストラクター，
プロバイダ）で表示．コースのカテゴリ検索，大学ごとの
提供コースリストなども掲載．奨学金に関する情報や最新
ニュース，受講ガイドなどが提供されている． 

http://www.learn
ingadvisor.com/ 

MOOC Research MOOC の教育・学習方法の効果についての研究情報サイ
ト． ビル·アンド·メリンダ·ゲイツ財団が資金を提供してい
る．MOOC 研究会議の報告書を掲載し，ブログで MOOC
研究イニシアティブ（MRI）の活動状況を発信している． 

http://www.moo
cresearch.com/ 

EducationXPres
s 

MOOC をはじめオンライン教育に関する情報提供や交流
を行うコミュニティサイト．専門家による特集記事や，コ
ースレビュー記事などを掲載．オンライン教育に関するニ
ュースや，世界中の国際会議，研究会情報なども提供． 

http://education
xpress.mit.edu/ 

MOOC LIST 異なるプロバイダが提供する MOOC のアグリゲータさい
と．毎月の開講コースを紹介し，コース概要や提供機関，
使用言語，学習時間数など，コースに関する情報を細かく
紹介し，受講者レビューを掲載．ニュースレターも配信し
ている． 

https://www.mo
oc-list.com/ 

MOOCSE.COM MOOC検索エンジンを提供しているサイト．13のMOOCs
プラットフォームから検索をかけることが可能で，検索結
果から直接該当のコースページを表示できる． 

http://moocse.co
m/ 

 
表 2 オープンエデュケーションをテーマとした国際会議一覧（2014～2015 年に開催実績のあるもの
を集約） 
地域 国際会議名称 概要 
世界
各地 

Open Education Conference OER の利活用やオープンエデュケーシ
ョン全般にわたる国際会議． 

米国 edX Global Forum edX 加盟校が主に参加する国際会議． 

北米 Open edX Conference 
 

Open edX の利用者向け国際会議． 

世界
各地 

OE Global OCWやOER等を利活用する機関や大学
が参加する会議．旧 OCW Conference． 

米国 Learning at Scale MOOC などの大規模な学習環境に関わ
る研究を扱う国際会議． 

世界
各地 

LAK 学習分析に関わる研究を扱う国際会議． 
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