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Abstract: Iterative learning materials are used in a variety of settings. However, there is a problem of low Learning completion rates. The 

introduction of "difficulty adjustment theory," a motivation maintenance theory used primarily in games, was considered, but there is no 

precedent. Therefore, we designed new "difficulty adjustment system" based on this theory. A prototype game equipped with the system was 

developed, and the difficulty adjustment function was confirmed to match the learner's ability. We will also describe the experimental methods 

used to verify the effectiveness of this system. 

 

１． はじめに 

 反復学習は，英単語や漢字学習，作業手順の暗記の

際に用いられる一般的な学習法である．近年では，反

復学習を積極的に行う e ラーニング形式の教材が開発

されている．しかし，反復学習教材は修了されること

を前提として設計されているのに対して，修了率が低

いという問題がある[1]．本研究は，この問題を解消す

るために，ゲームに用いられるモチベーション維持理

論の一つである難易度調節理論[2]を，学習教材へ導入

する．本稿では，理論に基づいて設計したシステムの

提案，システムの有効性確認のために開発した試作ゲ

ームの説明を行う．  

 

２． モチベーション維持手法 

・反復学習手法 

反復学習の学習効果に主軸をおいた研究は数多く行

われている．教材の学習効果は，動機付け，及びモチ

ベーション維持効果によって引き起こされるという研

究結果があり，Low-First 方式[3]として実証されている．

しかし本方式は，学習効果の原理は十分考察されてい

るものの，モチベーション維持に関しては考察が十分

ではない．よって，反復学習教材に導入するシステム

には，Low-First方式とともに，別途モチベーション持

続効果に焦点を置いた機能が必要である． 

・難易度調節理論 

娯楽用ゲームは，e ラーニング教材と比較して，モ

チベーション維持の効果が高いことで知られている．

ゲームのモチベーション研究のひとつに難易度調節理

論が挙げられる．この理論は，ゲームの難易度をプレ

イヤーに適したものに自動で調節する手法として用い

られる．理論のモチベーション維持効果の根拠として

，一般的にフロー理論が利用される．フロー(Flow)と 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Flow theory and ideal relationship 

 

は，活動に完全に没頭している状態のこと言う[4]．こ

の状態に至る条件としては，個人の「能力(SKILL)」

と課題の「難易度(CHALLENGE)」この二要素が最適

なバランスでなければならない．それを図で表したも

のが Figure1．である．難易度調節理論のモチベーシ

ョン維持効果は，プレイヤーの「能力」が変動した際

に行われる，フロー状態となるような「難易度」調節

が要因であると予想されている．ただし，この予想に

対する実証実験は，学習教材分野では行われていない．

よって，反復学習教材に適用できる具体的な難易度調

節システムの確立が必要である． 

 

３． 難易度調節システムの提案 

本章では，難易度調節理論の反復学習教材への導入

を可能とするためのシステムを提案する．以下にシス

テムの機能について述べてゆく． 

・能力の測定 

二つの変数①問題ごとの正誤判定② サイクルごと

の正答率，を用いて「学習者の知識量（能力）」を測

定する．サイクルとは，学習教材における，問題出題，

解答結果の，一連の流れを表す．変数①では，学習者

ごとに各問題の重み付けを行っている．サイクルを経
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るごとに加算され，学習者の知識の定着度を表す値と

なる．変数②では，サイクルごとの問題正答率を測定

している．これは，リアルタイムな学習者のモチベー

ション状態として扱っており，例えば測定の結果，正

答率が前回サイクルより低かった場合は，学習者にと

って「難易度」が高く，フロー理論的に，Figure1．の

上方，「不安」な状態であることを表す． 

・難易度の調節 

上記の能力の測定で得られた①②変数の重みを根拠

として，「難易度」の調整を行う．以下の三要素を難

易度要素とする．(1)問題の出題数 (2)問題の選択(3)問

題の出題順．まず，変数(3)より，学習者が「不安」に

近いと予測される場合は，(1)問題の出題数，つまり一

サイクル内で出題される問題の数を少なくし，変数①

を参考に，学習者の知識の定着度が高い(2)問題の選択

を行い，さらに，(3)問題の出題順を定着度の高い順に

並び替える．反対に，変数②より，学習者が「退屈」

に近いと予測される場合は，(1)(2)(3)要素それぞれに

対して，逆の操作を行う．このシステムが理想的に作

用した場合，Figure1．に示すような曲線 (difficulty 

adjustment ideal curve diagram)が得られると予想される． 

 

４． 試作ゲームの概要 

 難易度調節システムの有用性確認のため，Excel マ

クロによる五択クイズゲームを試作した．本試作ゲー

ムでは，学習内容を「ロボットに関する用語」とした．  

 次に，ゲーム内容の説明を行う．「五択クイズ出題」，

「解答結果」以上の二部構成を 1 サイクルとしてルー

プさせる．サイクル Figure2．に「五択クイズ出題」，

Figure3．「解答結果」のゲームにおける画面を示す．

毎サイクルの初めには，提案した難易度調節システム

の機能によって，「出題問題リスト作成」が行われる． 

まず「五択クイズ出題」では，出題問題リストに従

って，問題を連続出題する．出題問題リストをすべて

消化すると，その後，「解答結果」に移行する．ここ

では，学習者の解答の正誤，正しい解答の表示を行う．

そして，再び「五択クイズ出題」に戻る．これを全問

題の問題ごとの正誤判定の重み（変数①）が一定水準

を超えるまで繰り返す． 

 

 

 

 

 

Figure 2. game screen “五択クイズ出題” 

 

 

 

 

 

Figure 3. game screen “解答結果” 

 

５． 評価方法 

 難易度調節システムの評価について説明する．試作

ゲームを利用し，システム内に記録される「能力の測

定」で用いた変数の変化の分析と，その分析結果とア

ンケート結果の比較により評価を行う． 評価点とし

ては，まず，「能力の測定」を基に調節した「難易

度」によって，理想的なフロー状態に導けているかを

確認する． また，アンケートで得られた学習者のモ

チベーション変化と，能力変化の関連性を分析する． 

  

６． まとめ 

 本稿では，反復学習教材に対するモチベーション維

持を目的とした難易度調節システムについて提案した．

難易度調節システムの改善は，モチベーション維持及

び，修了率の向上を目標として試作を進め，ほかの問

題を対象にした際の有効性についても評価を行う．今

後，試作ゲームを用いた検証実験によって，本提案シ

ステムの有用性を証明するとともに，問題の改善，性

能の向上に努める． 

また，本研究は，社会における様々な課題の解決の

ためのシリアスゲーム[5]として，学習システムの構築

を目指している．本稿で述べた難易度調節システムは，

シリアスゲーム型学習システムの出題機能の一部で利

用する．  
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