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学校におけるICT機器の普及

2023年度までに1人1台コンピュータを実現（文部科学省 2019)

→ICT機器の効果的な活用が期待される

教育への活用が期待

カメラ搭載機器の活用 全天球カメラの登場

→視覚的な理解による
学習の効率化

→簡易的なVR環境を体験可能

https://theta360.com





全天球VRコンテンツの活用

全天球VRコンテンツ

平和学習における探索的な学びを実現（瀬戸崎ら 2015）

→四季の変化を学ぶ教材を開発（関 2018)

→発電所を学ぶ教材を開発（藤本ら 2019）

教師自身が作成できる

→学習者の実態や学習内容に応じた効果的な教材提供が可能

ゲーム開発ソフト（Unity）を利用

→専門的な知識や技術が必要

制作手順をまとめた教材の必要性

https://unity.com



最適な学習環境の提供

オンデマンド教育

衛星予備校，オンラインスクール（MOOC，edX等）

→学びやすい環境で学べる，いつでも誰でも学べる

動画教材

・学習者が自分のペースで学べる（山本ら 2014)

・教師の直接指導と同程度の学習効果が得られる

（三井 2015)

オンデマンド型動画教材の開発を検討



本研究の目的

・全天球VRコンテンツの制作活動を実践

・動画教材の有用性を評価

全天球VRコンテンツ作成のための
オンデマンド型動画教材の開発



動画教材の開発

PowerPointの記録機能を利用

画面録画や音声録音

スライドを動画に変換

→YouTubeにアップロード

↑動画一覧（全７つ）





教材開発における工夫

（表）工夫した点とそのねらい

工夫した点 ねらい

授業者の顔の提示 対面の授業に近い環境で学習できる

操作目的の言語化 学習者が操作の目的を理解できる

視覚的な操作説明 操作手順を視覚的に理解できる

専門用語を用いない
Unityの操作説明

初学者でも内容を理解できる

制作段階別における
チャプターの分類

学習者の活動を効率化できる

オンデマンド利用のためにYouTubeにアップロード



活動の流れ

事前アンケート調査（約5分）

全天球VRコンテンツの制作活動（約60分）

事後アンケート調査（10分）

対象：教育学部生17名（4年生：11名，3年生：6名）



評価方法

「とてもそう思う」4点,「ややそう思う」3点,
「あまりそう思わない」2点,「まったくそう思わない」1点

○動画教材の評価（4件法）

○共通質問項目の比較（4件法）

○自由記述による回答

→カテゴリに分類し集計

肯定評価：「とてもそう思う」,「ややそう思う」

否定評価：「あまりそう思わない」,「まったくそう思わない」

→肯定と否定に分類→直接確率計算

→平均値を算出→ｔ検定

アンケート調査（事前と事後）



質問項目
肯定回答（人） 否定回答（人）

結果
とてもそ
う思う

ややそう
思う

あまり
そう思わ
ない

まったく
そう思わ
ない

動画教材は視覚的にみやすかった 15 2 0 0 ＊＊

音声ナレーションによる説明は
聞き取りやすかった

15 2 0 0 ＊＊

音声ナレーションの速さは適切だった 15 2 0 0 ＊＊

動画教材が進む速さは適切だった 12 5 0 0 ＊＊

結果・考察/アンケート調査（4件法）

** p<.01

動画教材について肯定的な評価が得られた



質問項目
肯定回答（人） 否定回答（人）

結果
とてもそ
う思う

ややそう
思う

あまり
そう思わ
ない

まったく
そう思わ
ない

全天球VRコンテンツ作成の活動は
楽しかった

14 3 0 0 ＊＊

全天球VRコンテンツ作成の
活動時間の長さは適切だった

7 9 1 0 ＊＊

全天球VRコンテンツ作成の活動は
スムーズにできた

5 8 4 0 n.s.

全天球VRコンテンツ作成の活動は
難しかった

3 9 4 1 n.s.

結果・考察/アンケート調査（4件法）

** p<.01, n.s. 有意差なし

活動の楽しさ 適切な活動時間 難しいと感じる
学習者も



結果・考察/アンケート調査（4件法）
～事前と事後の比較～

4

3.9

3.7

2.7

3.2

3

2.6

2.2

1 2 3 4

全天球VRコンテンツは学習者が興味をもつ

教材である

全天球VRコンテンツは学校現場での活用が

期待される

全天球VRコンテンツに興味がある

ICT機器を活用した授業が展開できる

平均値
事前 事後

全天球VRコンテンツへの
興味関心が向上した

ICT機器を活用した授業展開
における自信につながった

**

**

**

**

**:p<.01  



結果・考察/自由記述（動画教材の良かった点）

カテゴリ名 回答数 記述回答例

説明の明瞭性 ５
・丁寧な説明の仕方で分かりやすかった
・ファイルを「下から何番目」と言ってくれる

動画特有の利点 ５

・文字だけでなく，音声や動作も入っているので
操作を理解しやすい

・YouTubeを使うと再生速度や画質を個人で
変えられるのでよい

再生速度の妥当性 ４
・作業をする時間もしっかりとられていた
・再生速度がちょうどよい

音声の聞き
取りやすさ

３
・聞き取りやすい声で分かりやすかった
・音声が聞き取りやすい

動画の構成 １
・作業ごとに動画が分かれているので
作業もしやすい
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カテゴリ名 回答数 記述回答例

作業手順の明確化 ３
・手順をまとめた表示があるとスムーズ
に作業できたかも

・後に手順を箇条書きしてくれたら…

画像や音声データの取り
込みにおける説明不足

３
・そもそもの画像と音声はどこから
インストールするのか知りたい

言い間違い ２
・チャプター６の中の上から7番目と
言っていたものが上から8番目だった

シーンの保存を促す
必要性

２
・チャプターが終わるごとにセーブを
促してもいいと思った

結果・考察/自由記述（動画教材の改善点）
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まとめ

目的

・全天球VRコンテンツ作成のためのオンデマンド型動画教材の開発

・全天球VRコンテンツ作成活動を実践し，動画教材の有用性を検討

結果／考察
・参加者全員が本教材を用いて全天球VRコンテンツを作成できた

・制作活動は簡単ではなかったが，楽しかったと感じる学習者

・ICT機器を活用した授業展開における自信につながった可能性

・Unityの基礎的な知識の獲得は達成できたが，応用に課題

今後の課題

・Unity操作の応用に課題→本教材の拡充を検討


