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＜あらまし＞ 現在筆者は、既存の教育マンガを、デジタル教材として利用するための支

援ソフト開発を計画している。具体的にはスキャンしたマンガを、コマごとに自動的に切

り分けるソフトである。しかしその機能を開発する価値があるのか、事前調査をする必要

があると考えた。そこで本研究では大学生を対象とし、映画史に関するマンガ教材を紙の

まま配布した紙群(20名)と、Power Pointファイル化し、エンターキーを押すごとに 1コマ
ずつ表示させる教材で学ぶデジタル群(20 名)の２群に分けて実験を行い、成績や読み終え
るまでの時間、印象などを比較した。研究仮説は、[1] 紙のマンガのほうが速く読める [2] 映
画史の知識を問う試験の成績は 1 コマずつ時間をかけて読んだデジタル群のほうが良い 
[3] マンガの登場人物などに関する設問の得点は大差ない、[4] 紙のマンガのほうが読みや
すいと被験者は感じる、というものである。実験の結果、[1]は有意差があり、[2][3]に関し
ては弱い有意差があり、[4]に関して有意差はなかった。 
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1. はじめに 
 
1.1. 背景 
マンガを教材として利用する研究は数多

い。たとえば山本ら（2009）や相場(2005)の
研究である。また韓国では、教科書のデジタ

ル化が国策として取り入れられ、日本でも教

科書のデジタル化が真剣に検討されている。 
デジタルな教材では、文章だけではなく画

像や音声も扱えるなど、紙のメディアと比べ

はるかに自由度が高い。たとえば重要な部分

を点滅させて強調する、クイズを出題して、

エンターキーを押すことで正解を示す、衝撃

的な部分で効果音を出すといったことを、紙

の教材で実現することは難しい。 
そこで筆者は、既存のマンガを、デジタル

教材として利用するための支援ソフト開発を

計画している。そのソフトにおいて最も開発

が困難な機能は、スキャンしたマンガを、コ

マごとに自動的に切り分ける機能であると考

えている。 
仮にその機能の実装に成功すれば、重要な

コマをフラッシュさせて強調させる、答えに

なるような重要なコマは隠して、エンターキ

ーとともに表示させるなど、教育場面で役立

つ、さまざまな機能へと応用可能とある。マ

ンガをコマごとに自動的に切り分けるのは、

文章認識における形態素解析にあたるという

言い方もできるかもしれない。 
しかし既存のマンガを、コマごとに切り分

けることは、かなり難しい。 
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図 1 マンガのコマ割り 

 
たとえば図 1における 2コマ目と 3コマ目
のように、コマ割りの枠線にまたがって背景

があったり、コマ割りが単純な長方形ではな

かったり、枠線を超えてキャラクターが登場



 

する場合があるからである。 
そこで筆者は、コマ割り機能の開発は、技

術的な困難が予想されるため、事前調査をす

る必要があると考えた。 
 

1.2. 研究目的 
本研究では大学生を対象とし、マンガ教材

を紙のまま配布した紙群(20 名)と、Power 
Point ファイル化し、エンターキーを押すご
とに 1コマずつ表示させる教材で学ぶデジタ
ル群(20名)の、成績や読み終えるまでの時間、
印象などを比較した。 

 
2. 実験方法 
実験は 2010年 9月 6日(月)14:15～16:25

に、東京・代々木の会議室で行った。 

 

2.1. 被験者の概要 
デジタル群と紙群の概要を表1に示す。 

表1 各群における被験者の概要 

デジタル群 紙群

20人 20人人数

実験日 2010年9月6日(月)
14:15-15:15時間

大学生被験者

被験者の
性別

男

女 10名

男

女

10名

10名

10名

15:25-16:25

デジタル群 紙群

20人 20人人数

実験日 2010年9月6日(月)
14:15-15:15時間

大学生被験者

被験者の
性別

男

女 10名

男

女

10名

10名

10名

15:25-16:25

 
被験者は、おおむね偏差値が同等になるよ

うに、デジタル群と紙群で均等に割り振った。 

 

2.2. 実験のスケジュール 
なおデジタル群は14:15-15:15に、紙群は

15:25-16:25に、同一の部屋で行った。実験

のスケジュールを表2に示す。 

表2 実験のスケジュール 

デジタル群 紙群

クラス名

実験説明

Power Pointで
マンガ読み

休憩

ペーパーテスト
Q01～Q30

～ 5分

～10分

～15分

～20分

～25分

～30分

～35分

～40分

～45分

～50分

紙で
マンガ読み

アンケート
Q31～Q51

デジタル群 紙群

クラス名

実験説明

Power Pointで
マンガ読み

休憩

ペーパーテスト
Q01～Q30

～ 5分

～10分

～15分

～20分

～25分

～30分

～35分

～40分

～45分

～50分

紙で
マンガ読み

アンケート
Q31～Q51  

 

また実験会場を写真1に示す。 

 

写真 1 実験会場 
 

2.3. マンガの概要 
各被験者に、森田信吾「栄光なき天才た

ち・７」集英社、1989年のうち、映画監督・

D・W・グリフィスの話(第29話[1]～第29話

[4])の全84ページを配布した。デジタル群と

紙群で見た目を揃えるために、デジタル群で

は見開きをPower Pointの横向き1ページと

して表示したので、スライド枚数は全42枚と

なった。また紙群は見開きでA4横の形式で配

布をしたので、全42枚となっている。デジタ

ル群のマンガ教材のイメージ図を図2に示す。 

 

図2 マンガ教材のイメージ図 

なお図2の左下が空白なのは、デジタル群

はエンターキーを押すたびに1コマずつ表示

されるようにしたからである。 

教材となるマンガは、25分以内で自由に読

ませた。デジタル群・紙群とも、マンガの読

み始め時刻と読み終え時刻を記録させたが、

特に速く読むようには指示しなかった。また、

後にテストとアンケートがあることは事前に

伝え、読み返してもよいと伝えた。 

 



 

2.4. テスト 
テストはマークシート用紙で行った。すべ

ての設問は4択である。設問は30問である。

それらの質問を問1から5問おきに示す。 

 

Q01. 映画がはじめて生まれたのは、だいた
いいつごろか。 
 (ｱ) 1800 年ごろ (ｲ) 1850 年ごろ (ｳ) 
1900年ごろ (ｴ) 1950年ごろ 
Q11. 同僚Ｃの仕事は何か。 

(ｱ) 映画俳優 (ｲ) 助監督 (ｳ) カメラマン 
(ｴ) 脚本家 
Q16. グリフィスが引っ越した後に最初に撮
った大作映画「Ｆ」の名前は何か。 

(ｱ) 国民の創世 (ｲ) シチリアの娘 (ｳ) 月宮
殿 (ｴ) 的の栄冠 
Q21. 映画「Ｈ」で、グリフィスの最大の理
解者であった女優Ｅがもらった役は何か。 

(ｱ) メイド (ｲ) 料理人 (ｳ) 泥棒 (ｴ) 女
神 
Q26. 映画「Ｈ」が公開されたころ、世界で
起きていた出来事は何か。 

(ｱ) 第一次世界大戦 (ｲ) 金融大恐慌 (ｳ) 
第二次世界大戦 (ｴ) ベトナム戦争 
 
2.5. アンケート 
アンケートもマークシート用紙で行った。

設問は Q31～Q51までの 21問である。問 51

以外は4択である。なお問45～問50までは、

マンガのキャラクターに関する設問である。

Q46を示す。 

Q46. 右の登場人物の役柄は何か。 
(ｱ) カメラマン 
(ｲ) 助監督 
(ｳ) 舞台俳優時代の友達 
(ｴ) グリフィスを俳優とし
て雇った映画監督 

 
3. 実験結果 
 テスト結果とアンケートの結果を示す。 

 
3.1. テスト結果 
映画史に関する設問(Q01～Q30)と、マンガ

のキャラクターに関する設問(Q45～Q50)の成

績の結果を表3に示す。なお表3中の「読む

時間」とは、マンガを最初に1回、通読する

までの時間である。ただし被験者は、マンガ

を読み始めてから25分間以内であれば、通読

した後に好きなだけ読み返してよいと指示し

ている。また「映画史成績」とは、Q01～Q30

までの30問(各1点の30点満点)の結果であ

り、「映画史成績誤差」とは、(映画史成績-

自分の予測得点)のことである。なお表3にお

いて、誤差とは絶対値のことではないが、絶

対値で計算しても「有意差なし」となる。「マ

ンガ成績」とはマンガの登場人物を示して、

それがどんな役割をしていたキャラクターか

を問うQ45～Q50までの6問(各1点の6点満

点)の成績である。 

表3 テストの結果 

メディア 読む時間
映画史
成績

映画史
予想成績

誤差

マンガ
成績

デジタル群 17.50 22.80 5.05 4.85
紙群 12.00 20.55 4.50 3.70

有意確率 0.00004 0.15110 0.24659 0.02535

結果 1%有意
弱い

有意傾向
有意差なし 5%有意

 

マンガを読む時間はデジタル群よりも紙

群のほうが早かった。おおむねデジタル群の

ほうが、紙群よりも1.5倍の時間がかかって

おり、1%有意である。デジタル群は1コマず

つエンターキーで読み進める必要がある分、

時間がかかったものと思われる。 

映画史に関する成績についても、30点満点

でデジタル群は22.8点、紙群は20.6点と、

デジタル群のほうがやや成績が良く、弱い有

意傾向があった。 

映画史に関する自分の成績予測と、実際の

成績に関する誤差については群間で大差なく、

両群とも平均して4.5～5点ほど、自分の成績

を過小評価する傾向があった。 

マンガのキャラクターに関する設問につ

いては、デジタル群は 4.85点、紙群は 3.70

点と、デジタル群のほうが成績が良かった(5%

有意)。 

 

3.2. アンケート結果 
マンガの内容や、メディアの違いに関する

設問(Q31～Q44)の結果を表4に示す。表4は



 

群間に差が大きかった設問順にソートされて

いる。 

表 4 アンケートの結果 
質問 紙 デジタル 有意確率 備考

Q44. Power Pointでマンガを読む
とき、ときどきコマ表示時に効果
音をつけてくれると、もっと読みた
くなる。

0.550 0.317 0.041 5%有意

Q43. Power Pointでマンガを読む
とき、重要なコマは一瞬フラッシュ
させるなど、強調表示してくれると
勉強になると思う。

0.617 0.433 0.077 有意傾向

Q42. Power Pointでマンガを読む
なら、エンターキーを押すたびに1
コマずつ表示されるのではなく、1
ページずつ表示されたほうが良

0.783 0.600 0.089 有意傾向

Q39. マンガ教材で映画史を学ぶ
ほうが、教科書で映画史を学ぶ
よりも面白い。

0.667 0.800 0.181 弱い有意傾向

Q36. D・W・グリフィスの行き方に
あこがれる。

0.583 0.467 0.193 弱い有意傾向

Q41. Power Pointマンガ教材の
ほうが、紙のマンガ教材より勉強
になると思う。

0.367 0.250 0.201

Q40. Power Pointマンガ教材の
ほうが、紙のマンガ教材より読み
やすいと思う。

0.317 0.217 0.272

Q31. ふだんマンガは、単行本・週
刊誌を合わせて、どれくらい読む
ほうですか？

0.517 0.417 0.376

Q35. D・W・グリフィスの話はわか
りやすかった。

0.583 0.517 0.500

Q34. D・W・グリフィスの話は面白
かった。

0.500 0.450 0.606

Q33. 「栄光なき天才たち」のD・
W・グリフィスの話を、昨日までに
読んだことがある。

0.050 0.033 0.764

Q37. 「栄光なき天才たち」の絵柄
は自分の好みだ。

0.333 0.317 0.857

Q32. 「栄光なき天才たち」という
マンガの名前を聞いたことがあ

0.050 0.050 1.000

Q38. 同じ勉強時間なら、マンガ
教材のほうが、教科書で映画史
を学ぶよりも勉強になると思う。

0.617 0.617 1.000

 
表 4にある数値について説明する。Q31～

Q44の回答選択肢は、 
Q31. ふだんマンガは、単行本・週刊誌を合
わせて、どれくらい読むほうですか？ 
 (ｱ) ほぼ毎日 (ｲ) 週に数回程度 (ｳ) 月に
数回程度 (ｴ) ほとんど読まない 
以外は、すべて 

同意できる (ｲ) やや同意できる (ｳ) や

や同意できない (ｴ) 同意できない 

の 4択であるが、Q31も含め、(ｱ)1 (ｲ) 

0.667 (ｳ) 0.333 (ｴ) 0と変換した。つま

り表 4の値は、同意が 1、同意しないが 0に

なるように調整して、各群の平均値をとった

値である。 

表 4の Q40から、デジタル群と紙群では、

特に読みやすさの差はなかったことがわかる。 

また、デジタル群と紙群で大きな差があっ

たQ44, Q43から、デジタルでマンガを読む体

験をしなかった紙群ほど「音声をつける」「重

要なコマをフラッシュさせる」など、派手な

効果を期待するが、実際に体験したデジタル

群は、淡々と1コマずつ表示されるほうがよ

い、と考える傾向があることがわかる。 

 また紙群ほど、紙と同様に「1コマずつで

はなく、１ページごとに示してくれたほうが

よい」と考えるのに対して、実際に１コマず

つのデジタル・マンガを体験した群は、「1ペ

ージごとのほうが望ましいが、１コマずつで

もそれほど嫌ではない」と考えていることが

わかる。 
 
4. おわりに 
既存の教育マンガを、デジタル教材として

利用するための支援ソフトとして、マンガを、

コマごとに自動的に切り分けるソフトの開発

を計画している。その機能を開発する必要性

を調査するために、大学生 40名を対象とし、
映画史に関するマンガ教材を紙のまま配布し

た紙群(20名)と、Power Pointファイル化し、
エンターキーを押すごとに 1コマずつ表示さ
せる教材で学ぶデジタル群(20名)の２群に分
けて実験を行い、成績や読み終えるまでの時

間、印象などを比較した。 
その結果、紙のマンガのほうが速く読める 

が、映画史の知識を問う試験の成績は 1コマ
ずつ時間をかけて読んだデジタル群のほうが

やや良く、またマンガの登場人物などに関す

る設問の得点もややデジタル群のほうがよか

った 。読みやすさについては大差なかった。 
マンガをデジタル化し、1 コマずつ読ませ

ることは、じっくり時間をかけて読ませる分、

教育効果が高まると期待して良さそうである。

ゆえに筆者は、マンガのコマごとの切り分け

機能を開発する価値があると結論した。 
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