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はじめに

 近年，世界各国で話題になっている「eスポーツ」

（electronic sports）は，国内においても注目されて

おり，日本のコンテンツ市場においても今後の成長分

野として期待されている（eスポーツを活性化させるた

めの方策に関する検討会

 

2020）。なお，eスポーツ

（esports）とは，「エレクトロニック・スポーツ」の

略で，広義には，電子機器を用いて行う娯楽，競技，

スポーツ全般を指す言葉であり，コンピューターゲー

ム，ビデオゲームを使った対戦をスポーツ競技として

捉える際の名称である（日本eスポーツ連合

 

2018）。

 日本では2019年，国民体育大会文化プログラムとし

て全国初の試みとなる「都道府県対抗で行うｅスポー

ツ大会」が茨城県で開催された（茨城県

 

2019）。

 eスポーツは教育界でも関心が持たれている。最近

では，ｅスポーツを学校の部活動に取り入れる動きが

出てきた。eスポーツを学習や部活動で採用した学校

数は，現在，285校であり増加傾向にある（東洋経済

 2021）。例えば，愛知県立城北つばさ高校ではｅスポ

ーツはスポーツなのか，という意見はあったが，「ｅ

スポーツ部」が誕生した（産経新聞

 

2019）。このよう

に教員らの間では反対意見も根強く，教育現場は揺れ

ているが現状である。

 望月（2019）は，eスポーツにおいて今後どのような

研究が必要なのか検討した。その結果，「ｅスポーツ

はスポーツか（概念論）」，「eスポーツに教育的価値

はあるか（教育学）」というテーマはシステマチック

にレビューされていないことから，優先して取り上げ

るべきテーマであると報告している。海外では，ｅス

ポーツを積極的に学校に導入する動きがある。例えば，

北米教育eスポーツ連盟(2021)は，主に高校生や中学生

に対して，ただeスポーツをさせるだけでなく，学習や

教育を促進するための効果的ツールとして活用し，次

世代を担う生徒たちの知能向上，さらには社会性・情

動性を育むソーシャル・エモーショナル・ラーニング

（社会的感情学習）などの教育を支援している。

 ところで，クラレ（2021）は，2021年3月に小学校を

卒業した子どもを対象に，「将来就きたい職業」のア

ンケート調査を実施した。その結果，男児が就きたい

職業の１位は，昨年に続き「スポーツ選手」であった。

その内訳を見ると，１番はサッカー，２番は野球，３

番目にeスポーツとなり，テニスやバスケットボールを

追い越した。また，４位にゲームクリエイターが入っ

ている。このように，小学生の就きたい職業に「e ス

ポーツ選手」が上位に登場してきた。しかし，多くの

現職教員や保護者は，勝つためには練習が必要であり，

ビデオゲームに過度に没頭するあまり，精神面や健康

面に悪影響を及ぼすと考え不安を抱いている。ビデオ

ゲームに対する不安や懸念は，情報モラル教育によっ

て緩和することができると考えられる。つまり，ただ

単に「ビデオゲームをするな」ではなく，ビデオゲー

ムの特性を知り，上手に付き合う方法を指導していく

情報モラル教育が必要である。

 教職志望大学生は「教育の方法及び技術」を履修す

る。「教育の方法及び技術」の教職課程コアカリキュ

ラムでは，「子供たちの情報活用能力（情報モラルを
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含む）を育成するための指導法を理解している」こと

が到達目標に挙げられている（文部科学省 2017）。今

後，ますますeスポーツが盛んになると考えられるので，

子どもが関心を持っているeスポーツについて説明し

た教職志望大学生のための情報モラル教育の指導法も

身に付けることが重要となる。 

現在，教職課程を履修している大学生がｅスポーツ

をどのように考えているのかを調査することは，今後，

ｅスポーツを学校に導入する際の有力な情報になると

考えられる。また，大学生が持っているビデオゲーム

に対する知識は，「ゲームを続けるとゲーム依存にな

る」など，世間一般で言われているようなステレオタ

イプを反映している可能性がある。それ故に教職志望

大学生のビデオゲームに関する指導に対して，どのよ

うな内容が必要であるのかを明らかにできる。また，

我が国ではｅスポーツを通した情報モラル教育の可能

性を検討した研究は，ほとんどないのが現状である。

そこで，本研究では教職志望大学生を対象にアンケー

ト調査を実施し，ｅスポーツに対する考え方やｅスポ

ーツを学校に導入する際の課題を明らかにする。また，

ｅスポーツについて説明した教職志望大学生の情報モ

ラル教育の指導法について検討することを目的とする。 

 

２ 方法 

2.1 調査対象者および質問項目 

対象者は，小学校教員免許状取得のために開講され

ている教育方法学を受講していた私立大学の教職志望

大学生269名（教育学部242名，文学部27名）であった。

なお，情報モラル教育は教育方法学の14回目に行い，

インターネットやSNSを介したトラブルや犯罪被害に

ついて説明すると共に，子ども達が関心を持っている

eスポーツの歴史やeスポーツは，性別や年齢，相手と

の距離を問わず多様なゲームジャンルでプレイできる

のが特徴で，海外では教育現場への広がりも見られる

などの現状について講義を行った。その後，調査を2021

年1月に実施した。また，目的や収集したデータは個人

が特定されない形で統計的に処理する等について説明

した。質問項目は，以下の通りである。 

(1)「eスポーツ」とは何かについて知っていたか 

①よく知っていた，②何となく知っていた，③言葉

は知っていた，④よく分からない・知らなかった 

(2)「eスポーツ」は，スポーツと考えるか 

①スポーツと考える，②スポーツとは考えない 

(3)「eスポーツ」は，スポーツと考えるか，考えない

かの理由を自由記述で求めた（150字程度）。 

(4)「eスポーツ」を教育現場（部活動等）に取り入れ

ることについての賛否（①賛成  ②反対） 

(5)「eスポーツ」を教育現場（部活動等）に取り入れ

ることについての賛否の理由を自由記述で求めた（150

字程度）。 

 

2.2 分析方法 

本研究は，テキスト型データを統計的に分析するた

めのソフトウェアである「KH Coder」（樋口 2020）を

用いて共起ネットワーク分析を行う。 

共起ネットワーク分析とは，２つの単語について同

じ文章中に同時に出現（共起）すると関連が強いと見

なす。今回，「サブグラフ検出」で表現した。サブグ

ラフ検出は，共起の程度が強いコードを線で結ぶこと

で関連性を把握できる。また，共起関係が大きい円ほ

ど出現数が多いことを示すなどの特徴がある。さらに，

Jaccard係数（２つの集合間の類似性を表す指標）を用

いることで，語と語の関連を比較的正確に示すことが

でき，関連が強いほど１に近づく（樋口 2020）。 

 

３ 結果 

3.1 ｅスポーツの認知 

 表１は，ｅスポーツの認知者数と割合（％）を示し

たものである。ｅスポーツを「何となく知っていた」

が 127 名（47.2％）で最も多かった。次いで「よく知

っていた」が 70 名（26.0％）であった。一方，ｅスポ

ーツという「言葉は知っていた」が 53 名（19.7％），

「知らなかった」が 19 名（7.1％）であった。 

 

表1 ｅスポーツの認知 ( )は％を示す 

      よく    何となく  言葉は    知らな     

知っていた 知っていた 知っていた かった 

      70(26.0)    127(47.2)   53(19.7)  19(7.1)     

                

3.2 ｅスポーツに対する考え方 

表２はｅスポーツを「スポーツと考える」，「スポ

ーツと考えない」と回答した人数と割合（％）を示し

たものである。「スポーツと考える」が158名（58.7％），

「スポーツとは考えない」が111名（41.3％）であった。 

 

表２ ｅスポーツに対する考え方 ( )は％を示す 

      スポーツと考える   スポーツと考えない 

           158(58.7)                111(41.3)          

               

3.3 eスポーツを教育現場に導入することの賛否 

 表３は，「eスポーツ」を教育現場（部活動等）に取

り入れることに関しての賛否者数と割合（％）を示し

たものである。賛成と回答した者（以下，賛成群）は

135名(50.2%)であった．一方，反対と回答した者（以

下，反対群）は134名(49.8%)であった。 
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表３ 教育現場へのeスポーツ導入 ( )は％を示す 

         賛成群                反対群 

          135(50.2)               134(49.8)          

               

3.4 ｅスポーツはスポーツと考えるかの意識 

   質問の文章を用いることは，今回の分析で求める語

の一部に大きく影響を与えると考えられる。そこで本

研究では，質問で用いる語よりも，他の語を分析に加

えたほうが内容の把握に繋がると考え，ｅスポーツ，

スポーツ，考えるの語を除外した。 

図１は，ｅスポーツはスポーツと考える群（158名）

の意識の共起ネットワーク分析の結果を示したもので

ある。KH Coderの設定は，次の通りである。集計単位

は段落，最小出現数は10，Jaccard係数は0.28以上，共

起関係の検出方法はサブグラフ検出（random walks）

を用いた。実線で結ばれた語のグループは5つであった。 

①「体」，「身体」，「動かす」，「運動」，「競

技」，「思う」という6語のネットワークで構成されて

いる。特に「体」と「動かす」ではJaccard係数は0.61

でとても関連が強い。具体的な回答としては，「体を

動かすことだけがスポーツではないと考える」，「ス

ポーツは体を動かすと言うイメージが強いが，私はそ

うは思わない」，「eスポーツは身体を動かすことが中

心ではなく，頭脳を使い，それを楽しむものである」

などがあった。「身体運動だけではない競技」と解釈

できる。 

②「肉体」，「遊戯」，「競争」，「要素」，「含

む」，「脳」，「鍛錬」という7語のネットワークで構

成されている。特に「遊戯」と「鍛錬」ではJaccard係

数は0.60でとても関連が強い。具体的な回答としては，

「スポーツとは，遊戯・競争・肉体的鍛錬の要素を含

む身体運動であり，eスポーツはそれに該当する」，「肉

体的鍛錬の要素としてeスポーツでは脳の鍛錬が挙げ

られる」，「肉体的鍛錬については，eスポーツの場合，

脳がそれに該当すると考えられる」などがあった。「遊

戯・競争・肉体および脳の鍛錬」と解釈できる。 

③「勝敗」，「競う」，「一定」，「楽しみ」，「ル

ール」，「則る」という6語のネットワークで構成され

ている。具体的な回答としては，「スポーツの定義は，

一定のルールに則って勝敗を競ったり，楽しみを求め

たりする身体競技のことであるとされる」，「スポー

ツの定義として，一定のルールの従い勝敗を競うもの

とある。この定義から考えると，eスポーツも同様のも

のと考えられる」などがあった。「ルールに則って勝

敗を競う」と解釈できる。 

④「頭」，「使う」という2語のネットワークで構成

されている。具体的な回答としては，「eスポーツは手

を動かしたり頭を使ったり，互いに競争し合って勝敗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ ｅスポーツはスポーツと考える群の意識 

 

を決めたりして楽しむものである」，「身体を使うわ

けではないが，頭を使って戦略を練るという点におい

ては一緒であると考える。なのでeスポーツもスポーツ

だ」などがあった。「頭を使う」と解釈できる。 

⑤「世界」，「大会」という2語のネットワークで構成

されている。具体的な回答としては，「近年では世界

的な大会として行われていることから，どちらも立派

なスポーツである」，「eスポーツは現在，世界大会も

開かれており，オリンピック種目として認められるか

もしれないほど注目されているので，スポーツである」

などがあった。「世界大会」と解釈できる。 

図２は，ｅスポーツはスポーツと考えない群（111名）

の意識の共起ネットワーク分析の結果を示したもので

ある。KH Coderの設定は，次の通りである。集計単位

は段落，最小出現数は10，Jaccard係数は0.28以上，共

起関係の検出方法はサブグラフ検出（random walks）

を用いた。実線で結ばれた語のグループは5つであった。 

①「ルール」，「求める」，「勝敗」，「競う」，

「楽しみ」，「活動」という6語のネットワークで構成

されている。特に「ルール」と「求める」ではJaccard

係数は0.64，「勝敗」と「競う」ではJaccard係数は0.59

でとても関連が強い。具体的な回答としては，「スポ

ーツとは，一定のルールに則って勝敗を競ったり，楽

しみを求めたりする身体活動のことである」，「スポ

ーツの定義として，一定のルールに則って勝敗を競っ

たり，楽しみを求めたりする身体活動などであるとさ

れている」などがあった。「ルールに則って勝敗を競

い，楽しみを求める活動」と解釈できる。 

②「自分」，「自身」，「実際」，「画面」，「対

動かす 

④ 
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戦」という5語のネットワークで構成されている。具体

的な回答としては，「画面に向かって行う対戦は，自

身の身体を動かして対戦する野球やサッカーなどとは

異なるもので，eスポーツはスポーツではないと考え

る」，「本来のスポーツとは，実際に自分自身が体を

動かすことであり，画面上で操作して楽しむものでは

ないと思う」などがあった。「画面上の対戦」と解釈

できる。 

③「体」，「動かす」，「ゲーム」，「思う」とい

う4語のネットワークで構成されている。特に「体」と

「動かす」ではJaccard係数は0.72でとても関連が強い。

具体的な回答としては，「スポーツは体を動かすこと

であると考えるので，体を動かさず，対戦型のテレビ

ゲームで行うeスポーツはスポーツと言い難いと思っ

た」，「テレビゲームはスポーツではなく娯楽だと思

うからだ。体を動かさないeスポーツはスポーツではな

いと考える」などがあった。「スポーツは体を動かす

こと」と解釈できる。 

④「身体」，「運動」，「定義」という3語のネット

ワークで構成されている。具体的な回答としては，「ス

ポーツの定義は身体運動である」，「スポーツの定義

として，スポーツは身体活動のことであると示されて

いる」などがあった。「身体運動」と解釈できる。 

⑤「指」，「脳」，「使う」という3語のネットワー

クで構成されている。具体的な回答としては，「スポ

ーツの定義は身体運動である。eスポーツは脳や指を使

うため，身体運動には入らない」，「eスポーツは，脳

と指を使うだけのゲームであり体を動かすことはない。

ただゲームをしているように見えるだけで，スポーツ

とはかけ離れていると考える」などがあった。「脳と

指を使う」と解釈できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ ｅスポーツはスポーツと考えない群の意識 

3.5 教育現場へのeスポーツ導入の特徴語 

KH Coderの「外部変数と見出し」機能を用いて教育

現場へのｅスポーツ導入に賛成・反対群別の特徴語を

分析した．なお，質問で用いる語よりも，他の語を分

析に加えたほうが内容の把握に繋がると考え，ｅスポ

ーツ，スポーツ，教育，現場，部活動，取り入れる，

賛成，反対の語を除外した。外部変数としては「教育

現場へのｅスポーツ導入に賛成・反対」を用いた．集

計単位は段落であった．表４は，教育現場へのｅスポ

ーツ導入に賛成・反対群別の特徴語とJaccardの類似性

尺度の値を示している。 

「賛成群」では，特徴語として「人」，「生徒」，

「運動」，「苦手」，「良い」，「理由」，「大会」，

「得意」，「自分」，「将来」が見いだされた． 

具体的な回答としては，「eスポーツは運動スポーツ

が苦手な人や体が不自由で運動できない人も参加する

事ができる」，「運動が得意でない生徒がスポーツに

対して興味を持つきっかけになり得る」などがあった。

このように，運動が苦手や得意でない生徒も参加でき

ることに重点を置いていることが示唆される。 

また，「公式な大会もあり，世界的にもeスポーツが

認められている」，「eスポーツの部活動があることで，

将来，大会出場やプロゲーマーを目指すうえでのきっ

かけやサポートになる」などがあった。このことから，

eスポーツの将来性に期待していることが示唆される。 

一方，「反対」群では，「ゲーム」，「依存」，「学

校」，「可能」，「低下」，「行う」，「視力」，「影

響」，「時間」，「子ども」が見いだされた． 

具体的な回答としては，「部活動だからといってゲ

ームに依存することで，家庭学習にも影響を及ぼし負

の連鎖が生じると考える」，「ゲーム依存など問題に

挙がっていることもあるので，趣味として家で行うの

は問題ないが，学校で長時間テレビ画面と向き合わせ

てeスポーツの練習や学習の時間を設けるのは良くな

い」などがあった。このように，ゲーム依存や学習に 

 

表４ 教育現場へのeスポーツ導入の特徴語 

賛成群   反対群 

人 0.215  ゲーム 0.458 

生徒 0.198  依存 0.358 

運動 0.196  学校 0.250 

苦手 0.185  可能 0.226 

良い 0.177  低下 0.210 

理由 0.172  行う 0.183 

大会 0.148  視力 0.170 

得意 0.111  影響 0.161 

自分 0.106  時間 0.159 

将来 0.101   子ども 0.154 

身体 

① 

定義 

運動 

使う 

動かす 
体

動 

思う 

ゲーム 

指

動 

脳

動 

実際 

対戦 

自分 

自身 

画面 

勝敗 

競う 

楽しみ 

求める 

活動 

ルール 

② 

③ 

④ 

⑤ 
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影響を及ぼす可能性があると考え，教育現場にｅスポ

ーツを導入することに危惧していることが示唆された。 

また，「座りながら行われるeスポーツは骨格に影響を

与えたり視力・聴力にも影響を与えたりゲーム依存に

なる可能性も考えられ，睡眠や学習面への影響が考え

られる」，「ゲーム依存や視力の低下も考えられるた

めに学校関係で取り入れるのは反対である」からもわ

かるように，視力低下を心配していることが明らかに

なった。 

 

４ 考察 

4.1 ｅスポーツの認知 

「eスポーツ」とは何かについて，「よく知っていた」

（70名，26.0％）と「何となく知っていた」（127名，

47.2％）を合わせた群を認知群とする（表１）。本研

究の結果，認知群では73.2％であった。教職志望大学

生218名を対象とした小孫（2020）の研究によると，認

知群では47.2％であった。eスポーツに対する認知率が

急速に上がってきていることが示唆された。 

2018年に日本eスポーツ連合が設立されて以降，日本

代表選手の国際大会への派遣や行政との連携による法

的課題の整理など，eスポーツの発展と地位向上に向け

た環境整備が行われてきた（大谷 2020）。これらの理

由により，認知度が急速に進んだと考えられる。 

4.2 ｅスポーツに対する考え方 

次に，eスポーツは，スポーツと考えるかどうかにつ

いて尋ねたところ，全体の58.7％が「スポーツと考え

る」と回答した。一方，41.3％が「スポーツと考えな

い」と回答した（表２）。 

ｅスポーツは，スポーツと考える・考えない群の意

識に関して共起ネットワーク分析を行った結果，ｅス

ポーツはスポーツと考える群では，「身体運動だけで

はなく，頭を使い，一般のスポーツと同様に大会が実

施され，勝敗を競うというスポーツの定義に沿ってい

る」から，eスポーツはスポーツと考えられると認識し

ている（図１）。一方，ｅスポーツはスポーツと考え

ない群では，「スポーツは体を動かすことであり，脳

と指を使った画面上の対戦ではスポーツとはいえない」

と捉えていることが示唆された（図２）。 

伊藤, 楢林, 川端ら（2020）は，大学生215 名を対

象にeスポーツに対する意識について調査を行った。そ

の結果，「eスポーツに対しては，マインドスポーツや

頭脳スポーツというイメージよりも遊びやゲームとい

うイメージを有している」と報告している。また，Parry

（2018）は，スポーツとは，「人間の身体技能に関す

る，組織化されルールに統御された競争」であり，ｅ

スポーツはスポーツではないと指摘している。 

これに対して，岡本（2021）は，Parryの主張につい

ては反論の余地が多分にあると主張している。特に，

ビデオゲームで早解きを競う競技であるスピードラン

に限れば，組織化されたスポーツとしての条件を満た

しつつあると述べている。 

4.3 教育現場へのeスポーツ導入に対する考え方 

eスポーツを教育現場（部活動等）に取り入れること

に賛成した群は，135名(50.2%)であった。一方，反対

した群は134名(49.8%)であった（表３）。時事通信社

（2019）は，全国の18歳以上の男女2000名を対象に，

ｅスポーツに関する調査を実施した。その結果，ｅス

ポーツを学校の部活動として認めるべきではないとの

意見は42.6％を占め，本研究とほぼ同じような傾向を

示した。教育現場へのｅスポーツ導入に賛成・反対別

における特徴語を分析した結果（表４），「賛成」群

では，運動が苦手や得意でない生徒も参加できること

に重点を置いていることが示唆された。実際，運動が

苦手な生徒が体育祭のeスポーツの部門で準優勝し，他

の生徒から認められた結果，「こんなに楽しい体育祭

は初めて」と感想を述べた事例が報道された（テレビ

静岡 2021）。また，大会出場やプロゲーマーを目指す

上でのきっかけとなると考え，eスポーツの将来性に期

待していることが示唆された。 

一方，「反対」群では，ゲーム依存や学習に影響を

及ぼす可能性があると考え，教育現場にｅスポーツを

導入することに危惧していることが示唆された。また，

視力低下を心配していることが明らかになった。 

4.4 ｅスポーツの説明を通した情報モラル教育 

eスポーツを教育現場（部活動等）に取り入れること

に反対した者は約半数であった。主な理由として，ゲ

ーム依存や学習に影響を及ぼす可能性があると考えて

いる。このことから，eスポーツにおけるビデオゲーム

に対する不安や懸念は根強いものがある。 

この点に関して，eスポーツがもたらす教育的価値を

啓発することを目的として設立された全国高等学校e

スポーツ連盟（2020）は，「eスポーツにはまだまだ社

会の理解が薄く，一方でゲーム依存など，克服すべき

課題があるのも事実である」と指摘している。eスポー

ツを活性化させるための方策に関する検討会（2020）

は，小学校，中学校の義務教育課程においては，「eス

ポーツの普及に向けて，課外活動や地域コミュニティ

における活動の定着，促進が欠かせない」と考えてい

る。また，授業の展開では，「eスポーツを通じて，思

考力や判断力，表現力等の養成に役立つ事が期待され

ると指摘している。さらに，eスポーツの持つ競技性や

ゲーミフィケーションの要素は，主体的・対話的で深

い学び（アクティブラーニング）に繋がり，大きな役

割が期待できる可能性がある」と述べている。 

群馬県（2021）では，教育分野において「教育的ｅ
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スポーツ」を活用した取組を推進するため，アメリカ

の研究者と教育者，群馬県知事及び教育長が参加し，

「教育的ｅスポーツ」に関するフォーラムを開催した。

「教育的eスポーツ」とは，スポーツ要素の強いゲーム

を学習や教育を促進するための効果的なツールとして

活用することとして捉える際の名称である。このよう

に，eスポーツを積極的に学校現場に導入する動きがあ

る。また，ゲーム依存対策では，北米教育ｅスポーツ

連盟日本本部（NASEF JAPAN）と連携し，心身の健康の

ためのチェックシートとして「NASEF G.A.M.E.R.S 」

の日本語版を活用した取組を推進している（群馬県産

業経済部 2021）。今後，ｅスポーツが学校に導入され

る可能性が大きいと考えられる。したがって，ｅスポ

ーツの説明を通して，ビデオゲームと上手に付き合う

方法やゲーム依存対策などの情報モラル教育を教職志

望大学生に指導する必要がある 

 

５ まとめ 

本研究では，教職志望大学生269名を対象にアンケー

ト調査を実施した。その結果，約半数の者がeスポーツ

を学校に導入することに反対であった。反対の理由と

して，ゲーム依存や学習に影響を及ぼす可能性があり，

視力低下を心配していることが明らかになった。この

ように，eスポーツにおけるビデオゲームに対する不安

や懸念は根強いものがあるので，eスポーツの説明を通

して教職志望大学生のための情報モラル教育を指導す

る必要があることが示唆された。今後は，教育現場の

教員を対象にｅスポーツに対する考え方を明らかにす

る必要がある。。 
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