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交通安全教育について
交通事故の状況

交通事故の死者数（5〜9歳，10〜14歳）
→10年間で減少傾向

1年間で40人（平成30年中） （警視庁交通局2019）
さらなる減少に向けた交通安全教育の充実の必要性

交通安全教育の課題

具体的な交通安全教育の実施が効果的である
学校における現状

新たな視点に立った交通安全教育の在り方を検討

数名の児童のみが
代表として体験 講話中心

（小畑ら2016）

→言語的な説明が多い傾向 （日本交通心理学会2019）

体験的な交通安全教育に伴う時間，危険による難しさを想定

家庭における現状



日本がこれから目指す社会の姿

（内閣府HP）

サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を
高度に融合させたシステムにより，経済発展と社会的課題の
解決を両立する，人間中心の社会（Society）

Society5.0

技術革新と価値創造の源となる
新たな社会を牽引する能力が求められる

（文部科学省2019）

先端技術の活用が効果的 （文部科学省2019）

VR・AR AIを活用した
ドリル

遠隔・オンライン
教育



VR技術を活用した学び

VR 教材を月の満ち欠けのしくみの学習に活用
→VR 教材が興味や態度を向上させる教材である（瀬⼾崎ら2009）

VR を用いて，まちの将来ビジョンを検討
→生活シーンの想像に効果的であった （有馬ら2007）

学習に対する興味や態度を向上させ，
具体的な実社会とのつながりについて思考させ得る可能性

CG 制作を通したバーチャル環境におけるものづくりを実践
→学習者の興味や意欲の高さ

小・中学生が大学生と同程度に制作に取り組める
（瀬⼾崎ら2019）

・Society5.0に向けた人材育成に寄与

・交通安全教育における新たな取り組みの一環



目的

バーチャル環境における交通安全施設の設置
を通した制作活動を実践



教材について

配置画面
素材

配置した素材
の調整

使用ツール…ゲームエンジン（Unity2018.2.3f1(64bit)）

視点（一人称視点可）



教材について

配置画面
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実践の流れ

３DCGモデルの制作(70分)
Unityの操作説明(30分)

【1日目】

街づくり(180分)

【2日目】
街づくり(40分)
交通安全施設の設置(145分)
発表・議論(40分)

警察署職員の話(10分)

事後アンケート(10分)

【1ヶ月後】

追跡アンケート

受講者13名（中学生7名，小学生6名)



バーチャル空間における街づくり

独自の街を制作

安全な街を制作

③交通安全施設の設置

協働で
制作

制作環境

交通安全施設について
調べるように指示



受講者が設置した交通安全施設



「歩行者横断禁止」
の道路標識を設置

カーブミラーを設置

横断歩道を設置

横断歩道を設置

信号機を設置



評価方法
アンケート
 事後アンケート
・3項目（全12問）→4件法による回答

 追跡アンケート（1ヶ月後）

交通安全施設設置時の発話抽出

・楽しかったこと，難しかったこと，感想（自由記述）
カテゴリに分類・集計

・2項目（全10問）→4件法による回答

・話したこと，考えたこと行動したこと（自由記述）
カテゴリに分類・集計

（N=11）

肯定回答（とてもそう思う，ややそう思う）

否定回答（あまりそう思わない，全くそう思わない）に分類
直接確率計算

肯定回答（とてもそう思う，ややそう思う）

否定回答（あまりそう思わない，全くそう思わない）に分類
直接確率計算



結果・考察（事後アンケート）
質問項目 肯定 否定 両側

3次元空間における制作活動は楽しかった 11 0 ＊＊
今後も3次元空間における制作活動をしたい 11 0 ＊＊
自分達がつくったCGの街で交通ルールに
ついて学ぶことは有効だ 11 0 ＊＊

３次元空間における制作活動は簡単だった ３ ８ n.s.
**:p<.01 n.s.:有意差なし

制作活動への興味の喚起
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結果・考察（事後アンケート）
質問項目 肯定 否定 両側

3次元空間における制作活動は楽しかった 11 0 ＊＊
今後も3次元空間における制作活動をしたい 11 0 ＊＊
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３次元空間における制作活動は簡単だった ３ ８ n.s.
**:p<.01 n.s.:有意差なし

制作活動への興味の喚起

簡単でないと感じる学習者

自ら制作した街で活動する良さ



結果・考察（事後アンケート）
質問項目 肯定 否定 両側

交通ルールについて意識するようになった 11 0 ＊＊
交通ルールについてもっと学びたい 11 0 ＊＊
道路標識を意識するようになった 11 0 ＊＊
道路標識についてもっと学びたい 11 0 ＊＊
道路標識が示す内容を理解できている 7 4 n.s.

**:p<.01 n.s.:有意差なし

交通ルールへの意識の醸成・学習意欲を促す
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制作に多くの時間

検索する場面 少



結果・考察（事後アンケート）
質問項目 肯定 否定 両側

交通ルールについて意識するようになった 11 0 ＊＊
交通ルールについてもっと学びたい 11 0 ＊＊
道路標識を意識するようになった 11 0 ＊＊
道路標識についてもっと学びたい 11 0 ＊＊
道路標識が示す内容を理解できている 7 4 n.s.

**:p<.01 n.s.:有意差なし

交通ルールへの意識の醸成・学習意欲を促す

道路標識への意識の醸成
学習意欲を促す
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受講者の知識の獲得を考慮した授業デザインの検討

制作に多くの時間

検索する場面 少



結果・考察（活動時の発話抽出）
発話者 発話内容＜補足説明＞
筆者
受講者A

受講者B

筆者

受講者A

受講者B

完璧な街になった？
はい．
他にも，児童とかがショートカットしたいって，渡りそ
うになるところに，横断禁止のところを置きました．

（省略）
何で子どもが＜ショートカットして＞渡りそうって思っ
たの？
家がいっぱいあったからです．
十字になってるところで，そこには，横断歩道を置いて
いないんですよ．なので，ショートカットしたい人たち
がいっきに行きそうだなと思って．そうなると安全な街
とは決して言えないので．

実社会における生活や歩行者の行動をイメージ



結果・考察（追跡アンケート）
カテゴリ名 回答数 記述回答例

道路標識に
関する知見 11

学校まで自転車で通学しているので、通学路の途中の
信号や道路標識などについて考える機会があった

自転車で街に行った時に駐車禁止の標識を見て意味が
分かりました

カーブミラーに
関する知見

5
実際に近所にあるカーブミラーを見るとまがった先が

見えた
家の近くの交差点の二股カーブミラーの役割を考えた

道路標識に
従った行動

1
「止まれ」の標識がある所はきちんと止まりました

仮想空間上で
学べないことに
関する気づき

1
VRで表せないことの一つに、歩行者と運転者のコミュ

ニケーションがあることに気づきました。横断歩道を
渡る時に手を挙げるなどです。これらもとても大切だ
と思います

無し 1 とくになし

合計 19
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意味が分かりました
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VRで表せないことの一つに、歩行者と運転者の
コミュニケーションがあることに気づきました。
横断歩道を渡る時に手を挙げるなどです。
これらもとても大切だと思います
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合計 19 実社会における交通安全施設の役割や
意味に関する思考，交通ルールを遵守
した行動に影響を及ぼした可能性



まとめ
【目的】
・バーチャル環境における交通安全施設の設置を通した制作活動

を実践

【結果・考察】

【今後の課題】
・知識の獲得を考慮した授業デザインの検討

・交通ルールや道路標識への意識の醸成，学習意欲を促す
・実社会における生活や歩行者の行動をイメージした活動
・実社会における交通安全施設の役割や意味に関する思考，

交通ルールを遵守した行動に影響を及ぼした可能性

・学習者の実社会における交通安全に対する思考や行動と本実践
との関わりを明らかにする


