
Table 1: 先行研究の特徴． 

1 はじめに 

情報サービス産業は業界構造上，企業によって取り
得るキャリアパスや従事する業務が多様である．この
ため，業界やキャリアに関する知識，自身の価値観や
能力（適性）に関する自己分析が不十分であると，就
職した後に自身の価値観にそぐわないキャリアや職種
に従事する可能性がある． 

先行研究では上記の問題解決を図るため，自身の価
値観を考慮した情報サービス産業人材のキャリア学習
ゲームの開発 1)をしている．しかしながら，先行研究
ではゲームの学習効果に関しては十分な分析がなされ
ておらず，どのような学習者にどのような学習効果が
期待できるのか明らかではなかった． 

本研究では，ゲーミング実施や使用システムに関し
て改善を行った上で，ゲーム参加者のキャリア成熟度
に着目して学習効果の分析を行った． 

2 関連研究と本ゲームの位置づけ 

先行研究の関連研究として，SE出世双六 2)と Happy 

Academic Life 2006 (HAL2006)3)の 2つがある．SE出世
双六は，IT業界に就職したシステムエンジニアが体験
する様々なイベントを楽しめる双六であるが，情報サ
ービス産業における具体的なキャリアパスやキャリア
チェンジ，業務内容の多様性を十分に理解することを
意図したものではない．また，ゲーム内の全行動がサ
イコロの目に従い決定されるため，自身の考えや意思
決定を反映することができない．そのため，プレイヤ
はゲーム内で自己を投影することができないため，ゲ
ームプレイを通じた自己分析の促進には適していない
と考えられる． 

HAL2006 は研究者が自身の将来像におけるキャリ
アデザインを学ぶことを支援するためのゲーミング教
材で，キャリアパスに対する意識を高めることを狙っ
ている．プレイヤ自身が自身のキャリアを考える気づ
きを与えたことが明らかになっている．一方で，必ず
しも自身の志向・価値観を反映してゲームをプレイす
る必要はない． 

本研究関心から目的実現の度合いをふまえた関連研
究との比較内容を Table 1 に基づいて説明する．先行
研究のキャリア学習ゲームは情報サービス産業を対象
としており，キャリアパスの多様性を理解することが
目的の一つである．そのために，自身のキャリア理解
の現状を把握することで，情報サービス産業の業界研

究を促せると考える．そして，ゲームにおいて自身の
価値観が反映されることで，価値観に基づいた意思決
定がゲーム内で行われるため自己分析を促せると考え
る．また，ゲーム結果をふりかえることで，他プレイ
ヤとの比較で価値観の違いに気付き，より自己分析が
促せると考える． 

3 情報サービス産業のキャリア学習ゲーム 

3.1 ゲームの概要 

改善点の説明のため，先行研究で提案されている情
報サービス産業人材のキャリア学習ゲーム（以下，簡
単にゲームと表記することもある）1)を紹介する．ゲ
ームは，プレイヤのキャリアに関する自身の価値観で
あるキャリア・アンカー4)を反映し，情報サービス産
業への就職から退職までの企業選択・業務・職種変更・
昇進などのキャリアパスを実世界の 2年を 1ターンと
して全 20 ターン(40 年間)を擬似体験するものである．
複数プレイヤ型ゲームで，プレイヤは情報サービス産
業への就職希望者の大学生を想定している． 

このゲームは，自身の価値観に沿った行動を行うこ
とで「幸福値」と呼ばれる数値が上昇する．ゲームに
おけるプレイヤの目的は，自身の価値観に沿った行動
を行い「幸福値」を最大化することである． 

ゲームの構成について，ゲーム画面の例を Fig. 1に
示す．主な構成は以下の 4つである． 

 パラメーター：プレイヤ画面の左側に位置し，行動
した結果によってスキル値とプレイヤステータス
の数値が変化する 

 行動フェイズ：プレイヤ画面の右側に位置し，4つ
のフェイズから成り立っている．プレイヤは指定さ
れたターンで行動を選択する 

 幸福値グラフ：行動フェイズの右に位置し，他プレ
イヤと自身の算出された幸福値をリアルタイムで
比較できる． 
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 ふりかえり幸福値：グラフの下に位置し，他キャリ
ア・アンカーだった場合の幸福値を算出し，キャリ
ア・アンカーの比較ができる． 

3.2 ゲームの流れ 

次に，Fig. 2 に基づいてゲームの全体の流れと初期
設定，各フェイズの詳細を説明する．ゲームの基本的
な流れとして，プレイヤはキャリア学習ゲームの初期
設定を行い，その後，自身の価値観に伴った業務の選
択行動を 20ターン行い，スキル値やプレイヤステータ
スといったパラメーターを上昇させ，それに伴って算
出される幸福値を 20 ターンまでに最大化させて終了
である． 

3.2.1 キャリア・アンカーの抽出 

初期設定として，ゲーム開始前にプレイヤの価値観
を抽出する．価値観を抽出するためにキャリア上の代
表的な価値観モデルの 1 つであるシャインのキャリ
ア・アンカー(以下，CA)の理論を用いて，プレイヤか
ら価値観を抽出する．CA とは，キャリアを選択する
際に自身にとって最も大切な他に譲れない価値観や欲
求のことである．CA は以下の 8 つのカテゴリーに分
類される． 

1) 専門・職能別コンピタンス：仕事の内容と自身の
アイデンティティを関連させ、更に高い能力をみ
につけていくことに価値を置く． 

2) 全般管理コンピタンス：責任ある地位に就くこと
に価値を置く． 

3) 自律・独立：仕事の詳細を自身の裁量で決められ
るような仕事に価値を置く． 

4) 保障・安定：職務への終身雇用がしっかりしてい
ることに価値を置く． 

5) 企業家的創造性：自身の会社や事業を起こすこと
に価値を置く． 

6) 奉仕・社会貢献：社会貢献の欲求を満たしてくれ
る仕事に価値を置く． 

7) 純粋な挑戦：常にキャリア上で自身を試す機会が
あることに価値を置く． 

8) 生活様式：私的な生活と職業生活をバランスよく
保つことに価値を置く． 

 以上，8 つのカテゴリーに応じて価値を置いている
ものが異なり，誰でもいずれかのカテゴリーに分類さ
れている．この理論を用いて，プレイヤの価値観をキ
ャリア指向質問票の入力結果から分類する．先行研究
では，CA をゲーム終了時まで教えていなかったが，
本研究ではゲーム内で自身の価値観を自覚し，反映し
てもらうために，CA はゲーム開始前に教えることに
した． 

3.2.2 企業選択 

次に，プレイヤはゲーム内で全 6種類の企業から現
時点で自身が入社したいと思う企業を 1つ選択する．
企業ごとにキャリアパスや給料，残業時間などが異な
るため，企業選択は幸福値の計算に大きく関係する．
そのため，プレイヤは企業選択が与えるキャリアへの
影響について理解を深めることが出来るようになって
いる．各企業の特徴は，企業規模，開発規模，職種，
対象業種，年収，昇進基準，平均残業時間の 7つの指
標から設定される． 

3.2.3 初期スキル値の決定 

企業選択後に，初期スキル値を設定する．プレイヤ
は現在の自身のスキル(能力や性格)を自己評価で考え
てもらい，初期スキル値を設定する．初期スキル値は，

Fig. 1: ゲーム画面の例． 

Fig. 2: ゲームのフローチャート． 
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値によって次の初期職種選択で就業可能な職種が変わ
る．スキル値は，問題解決・システムデザイン・マネ
ジメント・専門分野(データベース，ネットワーク，セ
キュリティ)・運用保守・コミュニケーション・専門業
種(金融，流通製造，医療，インフラ，自治体)・趣味
の 8種類から定義されている． 

3.2.4 初期職種の決定 

初期スキル値の決定後に，自身の希望に従いゲーム
内で最初に就く職種を選択してもらう．初期職種は，
初期スキル値によって就業可能な職種が異なる．初期
職種の選択でゲームの初期設定は終了である． 

3.2.5 業務・プライベート行動選択 

初期設定終了後，ゲーム開始となる．プレイヤは毎
ターンにおいて，業務フェイズで従事する業務を選択
し，プライベート行動フェイズでプライベートの行動
を選択する．業務選択では，専門業種・専門分野・難
易度を選択する．業務の成否はプレイヤのスキル値と
業務の難易度より，確率的に決定される．また，プラ
イベート行動フェイズでは自分が上げたいスキルを選
択し，スキル値を 3ポイント上昇させることが出来る． 

3.2.6 職種の変更 

職種選択フェイズでは，キャリアチェンジを行うこ
とが出来る．0・4・8・12 ターン目の計 4 回，プレイ
ヤのスキル値が各職種の値を満たしている場合に，そ
の職種に変更することが可能である． 

3.2.7 起業 

起業フェイズでは，5・10・15 ターン目の計 3 回で
起業を行うことが出来る．「(専門分野の一番高い数値
＋専門業種の一番高い数値)/2%」に応じて，確率的に
起業の成否が決定される． 

3.2.8 スキル値の変化 

スキル値とは，希望職種に就くための必要な要素で
ある．選択された行動によってパラメーターのスキル
値とプレイヤステータスの値が変化する．スキル値を
上昇させることでキャリアチェンジや職種のレベルア
ップが可能である．レベルアップに必要となるスキル
値は先行研究で定義されている． 

3.2.9 幸福値の計算 

ターン終了後に幸福値が算出される．幸福値とはプ
レイヤの行動をプレイヤの価値観に基づいて評価した
数値であり，幸福値の算出基準は，CA と職位・企業
規模・年収・職種・職種レベル・趣味スキル・起業経
験から成り立っている． 

3.3 ゲームの実行環境 

開発されたキャリア学習ゲームは，Microsoft Visual 

Basic for Applicationsを使用して実装した．プレイヤは
Excel上に実装されたインターフェース（Fig. 1参照）
を通して，意思決定内容を選択する．この時，各プレ
イヤの Excel ファイルはネットワーク上のパブリック
フォルダ内で共有され，相互にデータ参照ができるよ
うにしている．ターンごとに同期して他プレイヤの幸
福値の推移をリアルタイムでグラフに反映ができるよ
うにし，ゲームとしての盛り上がりや他プレイヤとの

比較を通じて，自己分析を促すようになっている． 

3.4 ゲームシステムの改善 

ゲーム進行の円滑化と有効な振り返りの実施のた
め，先行研究で開発されたシステムをキャリア志向質
問票入力とプレイヤの行動記録の 2点について改善し
た． 

キャリア指向質問票入力 

 先行研究では，CA を抽出する際に紙媒体でキャリ
ア指向質問票に記入し，ファシリテーターが手作業で
CA を抽出していたが，システム上での入力・受付・
判定を行えるようにした．キャリア指向質問票の入力
画面の例を Fig. 3に示す． 

プレイヤの行動の記録 

 先行研究では幸福値のみを参照してふりかえりを行
っていたが，システム上でプレイヤの毎ターンの行動
を表示できるようにし，ふりかえりの時に自身がとっ
た行動の確認を行えるようにした． 

4 キャリア成熟度とプレイヤのタイプ分け 

坂柳 5)はキャリア成熟について「キャリアの選択・
決定やその後の適応への個人のレディネスないし取り
組み姿勢」と定義している．本研究でもこの定義に基
づき，議論をすすめる． 

キャリア学習ゲームを通じた学習効果に関しては，
プレイヤのキャリア成熟度が学習効果に影響すると考
えることは自然であると思われる．ゲームにより実現
可能な知識習得やきづきの促進は，対象とするプレイ
ヤのキャリア成熟度が十分でないときには期待通りの
効果を実現できないと考えられる． 

本研究ではキャリア成熟度について，以下の 2研究
を参考にして尺度を定義して計測する．第 1に下山の
職業未決定尺度 6)で示されている6つのカテゴリー（安
直・決定・混乱・未熟・模索・猶予）から 41個のうち
因子負荷量が高い上位 4個を選択し，計 24尺度を用い
る．第 2 に大学生のキャリア成熟に関する研究 7)の人
生キャリア・レディネス尺度および職業キャリア・レ
ディネス尺度で示されている 3つのカテゴリー（関心
性[志向性，探索性，一体性]・計画性[展望性，目標性，
現実性]・自律性[主体性，責任性，向上性]）から 54

個のうち因子負荷量が高い上位 1 個を選択し，計 18

個を選択した．以上により，多方面からキャリア成熟
度を捉えるようにし，キャリア成熟度の各計測項目の
高低でプレイヤを分類する． 

5 ゲームの効果分析枠組み 

 本研究では，キャリア成熟度が異なる被験者を対象
として実験を行うために，プレイヤはゲーム開始前と
ふりかえり後に「キャリア意識に関するアンケート」
に回答する．本アンケートは先に定義したキャリア成

Fig. 3: キャリア指向質問票の入力画面の例． 
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熟度に関する 9項目（安直・決定・混乱・未熟・模索・
猶予・関心性・計画性・自律性）42 尺度（24+18）に
加えて，ゲームの効果に関する 8尺度を加えた 50尺度
から構成される． 

ゲーム実施前のアンケート結果からプレイヤのキャ
リア成熟度の各計測項目の高低でプレイヤを分類する．
そして，ゲーム実施の前後のアンケート結果を比較す
ることで，ゲーム効果に関する変化を分析する． 

6 ゲーミング実験 

6.1 実験の概要 

 ゲームの効果を分析するために，情報系学部・大学
院に所属する学生 37 名を対象として 2016 年 12 月 2

日~12月 22日において実験を行った．被験者の内訳は
学部生（男性 20 名，女性 14 名）と大学院生（男性 3

名）である．実験は 1組 3名程度で実施した．プレイ
ヤは，ゲーム開始前とゲームのふりかえり後に「キャ
リア意識に関するアンケート」に回答する．前後での
回答結果の変化に着目してゲーミングの効果分析を行
う．実施に要した時間は 120分である．実験の流れを
Fig. 4に示す． 

I 事前の説明・準備 

プレイヤは「キャリアに関するアンケート」を記入
する．その後，ファシリテーターはゲームの説明やプ
レイヤの役割等のゲームの概要を説明する． 

II ゲームのプレイ 

初期設定として，プレイヤはキャリア指向質問票に
入力し，CA を抽出する．その後，ファシリテーター
が逐次ゲームのルールを説明しながら，プレイヤは初
期設定が終わり次第，幸福値の最大化を目的として業
務・プライベート行動選択を全 20ターン行う． 

III ふりかえり 

 ゲーム終了後に，プレイヤはゲームを通じて気づい
た事・感じた事を「ふりかえりシート」に記入し，発
表形式で他プレイヤと共有する．ふりかえりシートに
記入する内容は，（1）CA について，（2）起業選択
について，（3）ゲームの結果（幸福値）に関しての 3

点である．(1)については，自身の CAを再確認し，CA

を意識してゲームをプレイしたかしていないか，結果
どうなったか，CA に関する事で気づいた事，感じた
ことを記入する．次に，(2)企業選択については，ゲー
ム内で選択した企業は自身に合っていたか，理由と企
業選択に関して気づいた事，感じた事を記入する．最
後に，(3)ゲーム結果(幸福値)については，ゲーム結果
について満足か不満足か，理由とどうすればゲーム結
果が良くなったかを具体的に記入する．また，(3)の記

入終了後に他プレイヤとの共有はしないが，ゲーム全
体を通して気づいた事，感じたことを自由に記入する．
そして，ふりかえり終了後に，再度「キャリアに関す
るアンケート」に記入し，実験は終了である． 

6.2 実験結果と効果分析 

6.2.1 全体の学習効果の傾向 

 ゲーム効果を表す下記 8つの尺度に対する全被験者
の回答結果のゲーム前後での平均値を Fig. 5に示す． 

(1) キャリアに関しての自己分析の重要性： 

質問は「キャリアに関する自分の考え方や適性，
大切な事を認識することは大切だ」 

(2) 企業選択の基準の理解： 

質問は「自分が就職する企業を選ぶ時の基準はま
だ明確ではない（反転項目．分析時に数値は反転
させて分析している）」 

(3) 自身の価値観に合った企業や仕事内容の理解： 

質問は「自分のキャリア上の価値観にあった企業
や仕事の仕方が分かる」 

(4) 自身の CAの十分な理解： 

質問は「自分のキャリア上の価値観の特徴を十分
に理解している」 

(5) 企業選択に関わる自己分析の重要性： 

質問は「情報サービス産業では就職する企業を選
ぶ時に自分のキャリア上の価値観を考慮した方
が良いと思う」 

(6) 職種のキャリアパスの理解： 

質問は「情報サービス産業においてなりたい職種
に就くためにどんな職種を経験する必要がある
か分かる」 

(7) 職種の特徴の理解： 

質問は「情報サービス産業における職種にはどん
なものがあるか分かる」 

(8) 企業選択に関わる自身のキャリア影響の理解： 

質問は「情報サービス産業では自分のキャリアは
就職する企業によい大きな影響を受けると思う」 

 (1: まったくあてはまらない，2: あまりあてはまらない，

3:ややあてはまらない，4: どちらともいえない，5: ややあ

てはまる，6: よくあてはまる，7: とてもよくあてはまる) 

 

ゲーミングの前後で比較すると全項目でキャリア成
熟度が改善し，事後では基準となる「どちらともいえ
ない」を事前よりも上回った．特に，(4)自身の CAの
十分な理解について 0.6ポイント上昇し，CAを認識し
てからゲームをプレイするというキャリア学習ゲーム
の特徴から効果が表れていると考える．次いで，(3)自
身の価値観に合った企業や仕事内容の理解について
0.58ポイント上昇し，自身の価値観や能力が実際に反

 

Fig. 4: ゲーミングの流れ． 

 

Fig. 5: ゲーム効果の分析． 
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映されるゲームの特徴が自己分析を踏まえた業界研究
の重要性への気づきを促せたのではないかと考える．  

6.2.2 キャリア成熟度とゲーム効果の関係 

キャリア成熟度に関する 9項目（安直・決定・混乱・
未熟・模索・猶予・関心性・計画性・自律性）それぞ
れについて，事前アンケートにおける「どちらともい
えない」を基準としてプレイヤを分類し，ゲームの効
果を比較した．結果として，I. タイプに関わらずゲー
ム効果が同じ，Ⅱ.タイプに関わってゲーム効果が異な
る，2つのパターンに各キャリア成熟度が分類された．  

 

I. タイプに関わらずゲーム効果が同じ 

 キャリア成熟度の高低に関わらず，ゲーム効果が同
じだった項目は混乱と猶予の 2項目であった． 

混乱とは，職業決定に直面して不安になり，情緒的
に混乱している状態である．アンケートの混乱の項目
で回答の指標が 5以上を混乱の度合いが高いタイプと
し，3 以下を混乱の度合いが低いタイプとする．混乱
の度合いが高いタイプとは，職業決定に関して混乱し
ている状態が強いタイプである．混乱に関するゲーム
の分析結果を Fig. 6に示す．混乱の度合いが高いタイ
プは，特に(4)自身の CAの十分な理解が事前では 3.59

だったが，0.84ポイント上昇し，4.43となった．次い
で(8)企業選択に関わる自身のキャリア理解が事前で
は 4.44 だったが，0.81 ポイント上昇し，5.25 となり，
2 つのゲームの効果で 1 段階以上の上昇が見られた．
また，度合いが低いタイプと同じ項目を比較すると，
低いタイプの(4)の事後は 4.56 で，(8)は 4.94 と高いタ
イプと同等な値となっている．  

猶予とは，職業決定を猶予して当面のところは職業
について考えたくないという状態である．猶予の度合
いが高いタイプとは職業に関心が無い状態が強いタイ
プである．猶予に関するゲーム効果の分析を Fig. 7に
示す．猶予の度合いが高いタイプは、(4)についての事
前は 3.54だったが，0.56ポイント上昇し，事後では 4.10

となった．(8)については事前が 3.96 だったが，1.39

ポイント上昇し，事後では 5.35となり，混乱と同様 1

段階以上の向上が見られた．また，高いタイプの事後
と同じ項目を比較すると，(4)の事後は 4.65 で，(8)は
5.46と高いタイプとほぼ同等な値となっていると言え
そうである． 

以上の結果から，ゲームを通して混乱と猶予の度合
いが高いタイプは，(4)自身の CAの十分な理解度と(8)

企業選択に関わる自身のキャリアへの影響の理解度が，
度合いが低いタイプと同等な値になったと言えそうで
ある．このことから，自身の CA を意識して選択した
企業でキャリアパスが異なり，幸福値にも差が出ると
いったゲームの特徴が混乱と猶予の度合いが高いタイ
プにとって，自身の CA の十分な理解度と選択した企
業によって自身のキャリアが影響する事の理解度を向
上させるのに，キャリア学習ゲームは有効だったこと
がうかがえる．また，2 つのタイプは高低に関わらず
ゲームの効果が同等な値となったと言えそうで，ゲー
ムの学習効果はキャリア成熟度の高低に影響しないこ
とがわかった．  

 

II. タイプによりゲーム効果が変化 

キャリア成熟度の高低により，ゲーム効果が変化し
た項目は，安直・未熟・模索・決定・関心性・計画性
自律性の 7つであった． 

安直とは，自らの関心や興味を職業選択に結び付け
ていこうとする努力をしない容易な職業決定をする状
態である．安直の高低のタイプも混乱と同様で，安直
の高いタイプとは，容易な職業決定をする状態が強い
タイプである．安直に関するゲーム効果の分析結果を
Fig. 8に示す．安直の度合いが高いタイプでは(2)企業

Fig. 7: 猶予とゲーム効果の関係． 

Fig. 8: 安直とゲーム効果の関係． 

Fig. 6: 混乱とゲーム効果の関係． 
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選択の基準の理解が事前では3.22だったが0.34ポイン
ト低下し，2.88となった．(3)についても事前では 3.89

で，0.17ポイントとあまり上昇せず，事後では 4.06と
なった．(4)は事前と事後で 4.00とまったく変化が無か
った．また，度合いが低いタイプの事後と同じ項目を
比較すると，(2)は 0.36ポイント低下し，4.52となって
いるが基準は上回っている．(3)は 0.85ポイント上昇し，
5.17 となり，(4)も 0.59 ポイント上昇し，4.83 となり，
度合いが高いタイプと事後を比較すると，約 1段階以
上理解度に差があることがわかった．このことから，
同等な理解度は得られなかった． 

未熟とは，職業意識が未熟なため，将来の見通しが
なく，職業選択に取り組めないでいる状態である．未
熟の高低のタイプも混乱と同様で，未熟の度合いが高
いタイプは職業意識が未熟で職業選択に取り組めない
でいる状態が強いタイプである．未熟に関するゲーム
効果の分析結果を Fig. 9に示す．未熟の度合いが高い
タイプでも(2)が事前では 3.95だったが，0.31ポイント
低下し，3.64となった．しかし，(4)について事前では
3.76だったが，0.51ポイント上昇し，事後では 4.27と
なった．また，度合いが低いタイプの事後と同じ項目
を比較すると，(2)は 0.07 ポイントとあまり上昇せず
4.82 となり，(4)は 0.66 ポイント上昇し，4.91 となり，
度合いが高いタイプと約 1段階以上理解度に差があっ
たことがわかる．  

決定とは，職業の既決の状態である．決定の高低のタ
イプは，決定の項目で解答アンケートの決定の項目で
回答の指標が 5以上を決定の度合いが高いタイプとし，
3 以下を決定の度合いが低いタイプとする．決定の度
合いが高いタイプとは，職業決定の既決の意識が強い
タイプである．決定に関するゲーム効果の分析結果を
Fig. 10に示す．決定の度合いが低いタイプも(2)が事前
では，3.48だったが，0.17ポイント低下し，3.31とな
った．また，(3)や(4)も事後の値が 4.00 と基準を上回
らなかった．度合いが高いタイプの同じ項目の事後を
比較すると，(2)について事前では 4.75 で 0.32 ポイン
ト低下し，4.43となっているが低タイプの事後と 1段
階以上の差があり，理解度が異なっていることがわか
る．(3)と(4)についても同様な結果が見られる．  

 模索とは，職業決定に向かって積極的に模索してい
る状態である．模索の高低のタイプは決定と同様で，
積極的に職業決定を模索している状態が模索の度合い
が強いタイプである．模索に関するゲームの効果の分
析結果を Fig. 11に示す．模索の度合いが低タイプも(2)

が事前では 4.92だったが，1.19ポイントと大幅に低下
し 3.73 となった．(3)は事前から 0.69 ポイント低下し
3.64 となり，(4)も 0.07 ポイント低下し 3.18 となって
いる．度合いが高いタイプの同じ項目の事後と比較す
ると，高いタイプはどの項目も向上している．特に(3)

が事前から 1.07ポイント上昇し事後では 5.00と，低い

Fig. 10: 決定とゲーム効果の関係． 

Fig. 9: 未熟とゲーム効果の関係． 

Fig. 11: 模索とゲーム効果の関係． 

Fig. 12: 関心性とゲーム効果の関係． 
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タイプの事後とほぼ 2段階以上理解度に差がある． 

関心性とは，自己のキャリアに対して，積極的な関
心を持っている状態である．関心性の高低のタイプは
決定と同様で，関心性の強いタイプは自己のキャリア
に対して積極的な関心を持っている状態が強いタイプ
である．関心性に関するゲーム効果の分析結果を Fig. 

12に示す．関心性の度合いが低いタイプも(2)が事前で
は 4.20だったが 0.8ポイント低下し，事後では 3.40と
なった．また，(3)についても事前から 0.3 ポイント低
下し，3.80となっている．度合いが高いタイプと同じ
項目を比較すると，(2)は事前から 0.01ポイント低下し，
4.07 とあまり変化が無かったが，(3)は事前より 0.75

ポイント上昇し 4.88となり，事後の数値に 1ポイント
以上の差があることがわかる．  

 

 計画性とは，将来展望を持ち，自己のキャリアに対
して計画的である状態である．計画性の高低のタイプ
も決定と同様で，自己のキャリアに対して計画的であ
る状態が強いタイプである．計画性に関するゲーム効
果の分析結果を Fig. 13に示す．計画性の度合いが低い
タイプは(4)が 0.77 ポイント上昇し，事後では 4.29 と
なっている．また，(3)や(2)もあまり変化はないが値の
上昇がある．しかし，度合いが高いタイプと比較する
と，(2)が 0.53ポイント低下し事後では 4.94となり，(3)

は 0.99ポイント上昇し事後では 5.55となっており，(4)

は 0.7ポイント上昇し 5.09と約 1段階以上の向上が見
られ，低いタイプと高いタイプでは理解度に大幅な差
がみられた． 

 自律性とは，就業やキャリアに関しての取り組み姿
勢が自律的な状態である．自律性の高低のタイプも決
定と同様であり，自律性の高いタイプは，自己のキャ
リアに関しての取り組み姿勢が自律的である状態が高
いタイプである．自律性に関するゲーム効果の分析結
果を Fig.14に示す．自律性の度合いが低いタイプは(1)

～(6)の項目で値が低下している．特に(3)は事前では
5.5 だったが，1.5 ポイント低下し，事後では 4.0 とな
っている．また，度合いの高いタイプと比較すると，
度合いの高いタイプ(1)～(6) の項目で値の上昇が見ら
れ，度合いの低いタイプと大きいもので 3段階以上の
理解度に差があることがうかがえる． 

以上 7つの項目から，(2)，(3)，(4)について，度合い
が高いタイプと低いタイプの事前と事後を比較すると，
1 段階以上理解度に差があり，低いタイプは高いタイ
プと同等な理解度を得ることができなかった．度合い
が低いタイプにとっては，(2)企業選択の基準の理解度
を向上させることができず，理由としてはゲームの中
で企業選択自身の価値観に合っていたかは幸福値の結
果で理解することが出来るが，企業選択の方法につい
て明確に示す説明や仕組みがなされておらず，選択基
準の理解度が向上しなかったのではないかと考える．
このことから，上記 7つの度合いが低いタイプにとっ
ては，自身の価値観を踏まえた企業選択基準の理解度
を向上させるのにキャリア学習ゲームは不適当だと言
えそうである． 

 

6.2.3 ゲーミングの実施とキャリア成熟度の変化 

キャリア成熟度とゲーム効果の各項目の回答結果を
平均した値を Fig. 15に示す．ゲーミングの前後で比較
すると，全項目での上昇がみられ，安直と混乱と未熟
と猶予以外は基準を上回る結果になった．また，項目
ごとに着目すると，特に未熟に関して 0.37ポイント低
下し，関心性の度合いも 0.32 ポイント上昇している．
このことから，職業意識が向上し，将来の見通しが見
え，職業選択に取り組もうとする意識が高まったので
はないかと考える．以上から，キャリア学習ゲームを
通じて，キャリア成熟度にも変化が現れうることがわ
かった． 

6.2.4 就職活動とキャリア成熟度の関係 

 ゲーミング実験の被験者に関して，就職活動前と就
職活動後で分類し，就職活動とキャリア成熟度の関係
を分析した．Fig16 から，就職活動未経験者と経験者

Fig. 15:ゲーミングの実施とキャリア成熟度の変化． 

Fig. 13: 計画性とゲーム効果の関係 

Fig. 14: 自律性とゲーム効果の関係 
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で特に違いが現れた項目は安直，未熟，計画性，自律
性の 4項目である． 

安直について，就職活動未経験者の平均値が 4.08，
経験者の平均値が 3.38で 0.7ポイントの差があった．
同様に比較すると，未熟は 1.25 ポイントの差があり，
計画性は 0.52ポイント，自律性は 0.75ポイントの差が
あることがわかる．就職活動未経験者は，就職活動を
行っていないため，職業や自身のキャリアについて考
える機会がないことから，職業意識が未熟で，職業に
関して容易な考えを持っている事がうかがえる．しか
し，就職活動経験者は，就職活動を行ったことで，就
業や自己のキャリアに関して考える機会が増えたため，
就業やキャリアに関して取り組み姿勢の自律意識が強
く計画的であると言えそうである． 

6.2.5 性差とキャリア成熟度の関係 

 性別の違いによるキャリア成熟度の違いを分析し
た．Fig17 から特に違いがあらわれた項目は，未熟と
猶予と関心性と計画性である． 

 未熟は，男性が 4.11 であるのに対し，女性は 4.49

と 0.38ポイント女性の方が高かった．猶予は女性の方
が 0.49高く，関心性は 0.38，計画性は 0.39ポイント男
性の方が高かった．女性の方が未熟と猶予が高いこと
から，女性は職業意識が未熟なために職業決定の意識
が男性に比べて低い傾向に有ることがわかる．また，
男性は職業決定に関して積極的な関心を持っており，
職業の決定度合いが高いことが納得できる． 

キャリア成熟とゲーム効果の関連について，未熟の
キャリア成熟度が高いタイプは女性が多いと言えそう
であり，未熟の高い女性にとって，ゲーム効果項目(2)

職業選択の基準の理解度を向上させる事は難しいので
はないかと考える． 

6.2.6 実験結果に関する考察 

 上記のキャリア成熟度の関係は，下山の研究 6)で明
らかにされていることと整合している．下山の研究で
は，学年によって未熟，安直，模索，決定の 4つに有
意差が現れたこと，女性が男性よりも職業決定が未熟

で未決定であることが示されている． 

本研究の実験結果からは，Table2から就職活動の有
無で安直，未熟に有意差が表れたこと，Table3から女
性は男性よりも職業意識が未熟であることがわかった．
本実験のサンプル数は 50名と大変少なく，分析結果と
して統計的な信頼性は十分ではないが，被験者のキャ
リア成熟度の傾向は関連研究の知見と整合すると言え
そうである． 

7 まとめ 

本研究では，キャリア成熟度の高低で被験者を分類
し，キャリア成熟度に着目した情報サービス産業のキ
ャリア学習ゲームの効果分析を行った．ゲーム効果と
して，自身の CA の十分な理解と自身の価値観にあっ
た企業や仕事内容の理解において顕著な効果が期待で
きることがわかった．プレイヤのキャリア成熟度に関
して混乱や猶予の項目の高低の違いにはゲーム効果の
違いが見られない一方で，安直，未熟，模索・決定，
関心性や計画性，自律性の項目でキャリア成熟度が異
なる場合，特に(2)企業選択の基準の理解について，成
熟度が低いタイプは事後で成熟度が高いタイプと同等
な理解度を得ることができず，基準を下回る結果とな
ることがわかった．また，学年及び性差によるキャリ
ア成熟度の関係を分析し，就職活動前と就職活動後で
は安直・未熟・計画性・自律性のキャリア成熟度に差
があったが，性差に関しては未熟・猶予・関心性・計
画性が大きく異なることが確認でき，性差・学年によ
るゲーム効果の推定の一助となりうる結果が明らかに
なった． 
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Fig.16:就職活動とキャリア成熟度の関係． 

Fig.17 :性差とキャリア成熟度の関係． 
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