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タブレット端末で動作する	
 
デジタル学習パズル教材の開発	
 
清水健太郎†1	
  清水英典†2	
  堀田龍也†3
本研究では、小学校での学習活動に活用することで、児童の学習効果を高めることを目指した、パズル形式の学習用
アプリケーションを開発していく。急速に普及するタブレット端末を対象としており、本研究で開発している「デジタ
ル学習パズル」は、iPad や iPhone 等、Apple 社の iOS 上で動作するネイティブアプリケーションとして開発を行なって
いる。	
 
本論文では、教材設計、アプリケーションの仕様等を確定し、今後「デジタル学習パズルシリーズ」として、様々な学
習用教材をリリースしていく為の基礎固めとして、第一弾アプリケーションの開発とともに執筆する。

	
 
	
 

１．背景	
 
昨今、教育支援用途として情報端末や電子黒板等の活用が

	
 
この操作性に優れたタブレット端末を、学校教育や家庭学
習等で活用することの出来る有用なコンテンツが、今後は

進んできている。教育の現場に、このような情報機器を導入

様々な企業等から開発、提供されていくものと考えられる。	
 

することで、児童・生徒の理解力向上や創造力育成効果が期

	
 

待されており、コンピュータを利用したデジタル教材の開発、

２．目的 	
 

実践も行われている。文献	
 [1]は、小学校算数科の計算力向
上を目的に学習ソフトウェアを開発し、実験群、統制群での

本研究では、学校教育の教材として活用することができる

事前・事後テストを行ったところ、有意差が認められたと報

よう、タブレット端末で動作するデジタル学習パズル教材と

告している。本教材を利用した学習者への意識調査の結果か

して開発していく。最初に，小学校四年生の学習内容である

ら、学習意欲の向上と持続を促すことも分かっている。	
 

日本地図に絞り、各都道府県の位置関係等が学習できるアプ

また、文献	
 [2]では、文部科学省と経済産業省共管の、財

リケーションを開発する。本論文では，このようなアプリケ

団法人コンピュータ教育開発センター支援により、株式会社

ーション開発の考え方およびシステム設計について述べる。	
 

富士通研究所が五種類のタブレット PC を利用した手書き電

	
 

子教材を開発し，兵庫県の小学校で実証実験を行い、現場教
師や教育専門家の評価を受けている。	
 
尚、近年では 2010 年にアップル社が開発・販売した iPad

３．「デジタル学習パズル」の定義	
 
３.１	
  「パズル」の定義	
 

が新たな市場を広げたことを発端に、タブレット端末の普及

一般的にパズルとは、あらかじめ出された問題を、論理的

が急速に進んでいる。2012 年 10 月には、タブレット端末が

な考察と試行錯誤によって解くことを目的とした、ゲームや

デスクトップ PC の販売台数を超える程の普及を見せており、

クイズにも似た娯楽の一種である。本研究では、文章や図形

タブレット端末「iPad」を教育現場に取り入れる学校も多く

を用いたり、実際にその状況を作り出して出題し、学習者の

出てきた。iPad（及び iPod	
 touch/iPhone）は、従来のキー

論理的な思考をもって唯一解が出せるものをパズルとして定

ボードやマウス等の入力装置を必要とせず、画面をタップす

義する。	
 

ることで直接端末に命令を出せるシステムが採用されており、

	
 

端末の操作が容易である。その為、コンピュータ操作に慣れ

３．２	
  「学習パズル」の定義	
 
本研究では，論理的な思考で唯一解を導き出すことができ、

ていない児童でも、直感的に端末を操作することが可能であ
ると想定される。学習する為に、端末の操作方法を学習する

かつ娯楽という特性を持ち合わせたパズルを、学習用に利用

という手間がなく、タブレット端末とアプリケーションのみ

した教材のことを、
学習パズルと定義している。
漢字パズル、

で利用することが出来るのが大きな特徴の一つである。	
 

算数パズル、地図型の迷路、クロスワードパズルなど、非常

	
 

に多数の教材が、冊子や遊具等の形態で販売されている。い

___________________________	
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ずれの教材も、学習パズルに関する明確な定義は記載されて
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いないが、本研究ではパズルの特性を生かした学習用教材全
般を、学習パズルとして定義する。	
 
	
 
３．３	
  「デジタル学習パズル」の定義	
 
学習パズル教材をデジタル機器で扱えるように開発し、学
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校教育や家庭学習等で活用し、学習効果を高めることができ
るアプリケーションを、ここでは「デジタル学習パズル」と
して定義する。デジタル機器というとデスクトップ PC やガラ
パゴス携帯等、非常に広範が対象となるが、本研究では、普
及の進んでいるタブレット端末を対象としたアプリケーショ
ンに焦点を絞って開発を行う。	
 
	
 

４．教材の設計	
 
パズルは娯楽としての要素も持っているため、児童が楽し
みながら繰り返し学習を行いやすく、反復作業により知識が
定着しやすいことも想定している。また、デジタル教材の教
育現場への活用は、学習者のモチベーション維持や、児童・
生徒の興味関心の喚起につながることが、文献	
 [1]からも分
かっている。	
 
本教材「デジタル学習パズル」という教育用アプリケーシ
ョンでは、この「パズル」と「デジタル」を融合させている
点が、最も大きな特徴である。この特徴を活かすため、以下
に掲載する三点の概念から外れることがないよう、教材設計
の柱としている。	
 
また、本論文では一つの学習内容に限定したアプリケーシ
ョン開発を行なっているが、本研究で得られた結果を元に、
今後はシリーズ作品として複数作品のリリースを計画してい
る。上記概念はシリーズ作品すべてに共通させ、可能な限り

	
 
図 1	
  デジタル学習パズル	
  アプリケーションのトップ画面

インターフェース等もシリーズで共通化させ、同シリーズの
利用者が学習内容以外で戸惑うことがないような配慮が必要

（開発中）	
 
	
 

と考えている。	
 

イラスト等を多数使用した、華やかな子供向けアプリケー

	
 

ションも多数販売されているが、本アプリケーションは学校

４．１	
  シンプルなインターフェース	
 

教育で活用することを想定した、学習用の教材である。その

本教材の主対象は小学校で学習する児童としているため、

為、イラスト等は用いず、使用する色も三色程度に限定する

全てのインターフェースを可能な限りシンプルに構成するこ

ことで、児童が学習内容に集中できるものと想定し、設計し

とが必要と考えている。簡易的な画面構成ということではな

ている。	
 

く、余計な情報を排除し、必要不可欠な情報のみで構成する

	
 

ように心がけている。開発段階ではあるが、現時点でのトッ

４．２	
  タブレット端末の特徴を生かした、直感的なア

プ画面が、図 1 である。	
 

プリケーション操作の実現	
 

	
 

タブレット端末が登場するまでは、デジタル教材を扱える
主力端末は、文献	
 [3]のように Windows や Mac 等の OS で動作
するノートパソコン等であった。キーボード、マウス、スキ
ャナ等、複数の入力端末を備え、これらを交互に駆使しなが
らコンピュータに指示を与えていくことで処理を進めること
ができる。マウス操作では、アプリケーションを起動し、プ
ルダウンメニューやアプリケーション内部のメニューを選択。
さらに情報の入力や、コンピュータへの命令をショートカッ
トキーで指示するキーボード等を活用することで、全体的な
操作を行なっていくこととなる。コンピュータ操作に日常的
に慣れている者であれば問題はないが、普段コンピュータに
接する機会が少ない者にとっては、コンピュータスキルとし
ての敷居があり、それが苦手意識にも繋がっていることと想
定される。	
 
これに対しタブレット端末は、基本的には筐体一つでハー
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ドウェアが完結し、指一本、もしくは複数本の指のジェスチ

台の端末を利用する状況も考えられる。そこで、タップによ

ャーのみで全ての処理を行なっていくことが可能である。傾

るタブレット端末の操作自体は、代表者となる一人がグルー

き検出機能や、カメラ機能、マイク機能を用いた情報入力も

プの意見をまとめ、一人のみで操作が完結する仕様とした。

可能ではあるが、いずれにせよ筐体は一つで、操作は極めて

そして、グループの中でも少し離れた位置からタブレット端

単純である。	
 

末を閲覧する児童がいることも想定し、各ボタンや図形等を

このタブレット端末で動作するアプリケーションであり、
何よりも児童・生徒を主対象とした教材である為、操作の簡

出来るだけ大きく表示し、ある程度遠方からでも視認しやす
いデザイン設計が必要と判断している。	
 

易性は必要不可欠と考えている。一般的に、アプリケーショ

何よりも重要なのは、チャレンジ終了後、ディスカッショ

ンの機能数増加は、メニューや選択ステップ数の増加に比例

ンにより振り返りが行えることであると考えている。一つの

してしまうため、本教材では、これを出来るだけ排除するよ

チャレンジ終了後、すぐにアプリケーションのトップへ遷移

うに努めている。例えばメインメニューは「チャレンジ」と

してしまうのではなく、回答に要した時間、不正回数等を確

「ヘルプ」のみの二つしか用意していない（図１）
。現在は開

認しながら児童が話し合えるよう、チャレンジ終了後の専用

発段階であるが、さらに「ヘルプ」すら不要ではないかと検

画面を設けることとしている。本画面は、ユーザの意図的な

討中である。メニューが少なければ、ユーザが困惑する可能

操作がない限り、自動遷移はしない仕様としている。	
 

性が減少し、より学習内容に集中することができる。また、

	
 

タイマー機能や不正回数カウント機能を実装しているが、本

４．４	
  本論文で扱う学習内容	
 

機能は ON/OFF 切り替えを排除し、強制的にバックグラウンド

以上の内容が、デジタル学習パズルシリーズ全体で共通す

で動作する仕様としている。さらに本アプリは、全操作を指

る仕様となる。本論文では、先行アプリケーションが既に存

一本の「タップ」のみで行うことが出来るように設計してい

在すること、必ず学習する内容であることから、小学校四年

る。フリック、ピンチ、二本指操作、マイク機能等を導入す

生で学習する「日本地図」を、シリーズ第一弾のアプリケー

ることもできるが、ユーザが一瞬でも迷うようなことがあれ

ションとして扱うこととした。	
 

ば、それは本来の学習内容から逸脱した思考となってしまう。
	
 

	
 

上述のように、アプリケーションを利用する上で、ユーザ

	
 

が学習内容以外で困惑することが皆無となるよう、直感的に
操作が行える設計を行なっている。	
 

５．開発	
 
５．１	
  対象端末	
 

	
 

対象端末に関してだが、操作時の反応速度によるストレス

４．３	
  グループ学習で利用可能な設計	
 
本教材は小学校で学習する児童を対象としているため、個

軽減や、
動作端末の絞込みという観点から、
iPad/iPhone（iPod	
 

別学習のみならず、グループ活動として利用することができ、

touch）を対象とする、iOS 向けネイティブアプリとして開発

かつ問題点をグループディスカッションし、能動的に考察す

を行っている。Google 社の Android 端末の普及率も非常に高

ることができるよう、アプリケーション設計をしている。タ

くなってきているが、各メーカーによってハードウェアやイ

ブレット端末は現在普及が始まったばかりであり、全児童が

ンターフェースが異なる等の理由から、本教材の対象端末は

一人一台のタブレットを教室で利用出来る環境というのは、

iOS としている。	
 

考えづらい。クラスに数台のタブレット端末が用意され、ク

	
 

ラスを複数のグループに分け、グループに一台の端末で作業

５．２	
  開発環境	
 

に当たるというのが、現時点で可能な利用状況であると考え

開発は、2012 年より iPad/iPhone（iPod	
 touch）向けの無

ている。この現実的な物理的制約から考えても、グループ利

料・有料アプリケーションを多数リリースしているシャフト

用ができるアプリケーション設計は必要な要素であると判断

株式会社（http://www.schaft-japan.com）が担当している。

した。	
 

同社は「こどもパズル」等のアプリケーションが、AppStore

まず、マイクによる音声入力機能は除外した。特定のタイ

教育無料カテゴリで一位を取るなど、教育カテゴリでの実績

ミングで音を発し、タブレット端末に命令を送る仕様は技術

が既に複数あるため、このノウハウをデジタル学習パズルに

的には問題がない。但し、小学校で学習する児童が、教室内

も応用することができると考えたためである。	
 

で一切の音を立てず、タブレット端末に命令を送る時だけ音

また、本論文では一つの学習目標を達成することが出来る

を発する、という状況は極めて難しいであろう。何より、音

内容に限定しているが、今後同様の理念を持って複数のアプ

を発せないという環境そのものが、グループディスカッショ

リケーション開発を行い、学校教育、家庭教育での補助教材

ンという概念から外れてしまうため、マイク機能は本教材か

として活用できることを目標としている。そのため、二作目

らは除外した。	
 

以降の開発時間を少しでも軽減することができるよう、開発

また、グループ活動といっても利用する人数の特定はでき

ツールには NEXTBOOK 社が無償公開している Nextscript2.0

ない。ある特定された人数での利用であれば、また設計思想

を利用している。	
 

も変わってくるが、二名で利用することもあれば、十名で一

（http://www2.nxtbk.com/nextscript_support/2.0/）	
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同ツールは JSON（JavaScript	
 Object	
 Notation）という、
JavaScript から派生したデータ記述形式でファイルを作成
していくことで、最終的に iOS で動作するアプリケーション
を構築することが出来るものである。開発した json ファイル
内のロジックを別アプリケーションでも再利用しやすいとい
う特徴がある。Nextscript は、NEXTBOOK 株式会社の公式サイ
ト上で、Android や HTML5 への変換コンバーター開発も検討
していると記載されている。コンバーターが実装された際に
は、iOS に限定せず、様々な環境で動作可能なアプリケーシ
ョンとして公開が検討できる点も、本ツールを選定した理由
の一つである。	
 
	
 
５．３	
  メニュー項目の実装	
 
本論文で開発する、日本地図学習用アプリケーションとし
て必要な機能の選定を行った。主な点を列挙すると、以下に
挙げた項目となる。	
 
	
 
・ 各都道府県を地方別に理解できる	
 
・ 日本地図上で指摘された特定の都道府県名を回答できる	
 
・ 各都道府県の近隣の位置関係を理解できる問題の出題順
と解答欄をランダムに設定	
 
・ 不正回数のカウント機能とタイマー機能を付与し、学習者
に達成感を与える	
 

	
 
図 2	
  出題を地方別等、ユーザが選択可能（開発中）	
 

	
 
これらのうち、各都道府県を地方別に理解させるためには、

	
 

出題方式も地方別という選択肢が必要となる。そのため、チ

メニューの中から、例えば「関東地方」を選択した場合に

ャレンジメニューをタップしあたと、学習したい内容に合わ

は、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神

せて選択可能なメニュー項目の実装を行った（表 1）
（図 2）
。
	
 

奈川県という七都県全てが、出題対象となる。地方別に理解
させるだけではなく、日本地図全体の位置関係を把握するこ

	
 
表 1	
  チャレンジメニュー一覧	
 

ともできるよう、全都道府県を対象としたり、ランダムに選

ランダム	
 

ランダムで 10 問選出	
 

出した１０都道府県だけを出題するメニューも実装している。
	
 

全都道府県	
 

47 都道府県	
 

	
 

東北地方	
 

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、

５．４	
  ランダム出題	
 
メニュー選択後、本教材のチャレンジが開始される。出題

福島県	
 
関東地方	
 
中部地方	
 
近畿地方	
 

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、

方式に関してだが、メニューごとに出題順が決まっていると、

東京都、神奈川県	
 

繰り返し学習を行なっている間に、次の出題内容と回答まで

新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、

予測がついてしまう可能性が考えられる。そのため、選んだ

長野県、岐阜県、静岡県、愛知県	
 

メニュー全てにおいて、ランダムに出題させるプログラムを

三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、

組んでいる。	
 
また、解答欄は四択として画面下部に表示されている。解

奈良県、和歌山県	
 
中国地方	
 

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県	
 

答欄に全都道府県名を表示させることも可能ではあるが、ユ

四国地方	
 

徳島県、香川県、愛媛県、高知県	
 

ーザの認知負荷が高すぎることと、先述のグループ活動にお

九州地方	
 

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、
宮崎県、鹿児島県、
、沖縄県	
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ける視認しやすさの観点から、四択を採用した。この四択の
解答表示位置も、毎回ランダムに変更させている（図３）
。	
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５．６	
  問題ページの遷移	
 
出題された問題に正当すると、大きな丸が表示されたあと、
すぐに次の問題へと遷移する（図４）
。	
 
	
 

	
 
図 3	
  都道府県の形状から、四択で考察（開発中）	
 
	
 
本教材は「パズル」を一つのテーマとしてはいるものの、
既にリリースされている別アプリケーションのように、都道

	
 

府県の形状を白地図に当てはめていくスタイルは取っていな

図 4	
  正解時は、自動的に次の問題へ遷移（開発中）	
 

い。このアプリケーション形態だと、学習教材ではなくゲー

	
 

ムとしての特徴が強く出てしまうため、本教材では、都道府

さらに正答した都道府県を常にアプリケーションに記憶さ

県の形状から都道府県名を考察できるように構築している。	
 

せておき、出題が被るのを防ぐだけではなく、正当地域は色

そして、都道府県の形状が単独で示されるわけではなく、

を変えて、回答済み地域であることが明確になるようなプロ

日本地図全体の中から点滅で問題が提示されるため、現在考

グラムを行なっている。このため、問題を重ねるごとに白地

察している地域が、日本地図のどの位置にあるかも把握する

図がどんどん埋まっていき、ジグソーパズルを連想するよう

ことが出来るようになっている。	
 

なアプリケーションとして構築してある。	
 

	
 

本機能は、回答者側にとって、次々と埋まっていく白地図

５．５	
  正誤判定とタイマー機能	
 
本教材ではチャレンジ開始後、自動的にタイマーが作動す

を見ることで達成感を与える効果を狙っているだけではなく、
一旦回答した地域が一目瞭然となるため、都道府県ごとの位

るようにプログラムを組んである。タイマーは常に画面の右

置関係を学習する効果が期待できるものと想定している。	
 

上部分に表示されており、問題ページが次々と遷移していく

	
 

際には、合計時間が計上されていく設計となっている。タイ

５．７	
  クリア後画面の実装	
 

マーが停止するのは、強制的にトップ画面へ戻るか、チャレ

挑戦するコースにより問題数は異なるが、該当する地域す

ンジを全て終えたクリア画面へ遷移した時のみで、チャレン

べての問題に正答すると、クリア画面に遷移する（図 5）
。	
 

ジ中は常にタイマープログラムを作動させている。	
 

	
 

さらにタイマーの左側には、正答数と誤答数の表示欄を設
置している。こちらもタイマーと同じく、解答欄をタップす
るごとに計上され、最終的にクリア画面に達した際、誤答数
の確認を行うことが出来る設計としている。	
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う、間違った都道府県名が表示され、苦手な箇所の復習が
できるようにする	
 
・ 既存メニューを進めているいずれかの段階、もしくは別メ
ニューにて、県庁所在地についてもパズル形式の学習が行
えるようにする	
 
・ アプリケーション全体の反応速度を高めるため、プログラ
ムの軽量化を図る	
 
・ プログラムの軽量化に加え、ユーザのタップ操作にアクテ
ィブに反応する仕掛けを追加し、リアルタイムな反応を増
やすことで、ユーザの不快感を限りなく排除する	
 
	
 
上記はすべて開発側で検討している内容であり、優先順位
を決めてリリースまでに可能な限り改善していきたいと考え
ている。	
 
また、近日中に実際の小学校の授業で、本アプリケーショ
ンを活用して頂くことも検討している。iPad を複数台導入し
ている小学校で、特定のクラスを複数グループに分けて利用
して頂き、学習効果の検証結果から本教材を修正する。この
作業をもって、学校や各家庭向けに、より学習効果の高いア
プリケーションを提供できるように調整していく予定でいる。
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