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【研究目的】 

近年，教育の現場ではアクティブ・ラーニ

ング(ＡＬ)の重要性が高まっている．また，

教科書を使ってレクチャーを行い理解させる

方法が，効率が悪い教育方法であるという指

摘がある．一方，タブレット端末を教育現場

で活用する動きがある．さらにウェアラブル

デバイスの教育での活用可能性も模索されよ

うとしている．直観的な操作方法で体験型の

学習を可能とするＩＴ機器は，教育ツールと

して有用であると考えられる． 

近年，図学等の授業において学生の空間認
識能力の低下を感じる．学生の空間認識能力
の低下を解決するためには，立体的な視覚認

識を通じた３次元による教材ならびに教育ツ
ールが必要である．本研究は，ウェアラブル
デバイス等のＩＴツールを活用して，建設Ｉ
ＣＴに長けた技術者を育成するための教材
を，インストラクショナルデザインの理論を
踏まえて開発しようとするものである． 

 
【研究手順】 
本研究は，以下のような手順で進めた． 

１）タブレット端末等の教育ツールとしての

活用可能性を検討する． 

２）図法や設計製図に関する基礎的な技術習

得，ならびに空間認識能力の向上を図るため

の教材の内容について検討する． 

３）タブレット端末で動作する教材ソフトウ

ェアを開発する．さらに，ヘッドマウントデ

ィスプレイ（ＨＭＤ）の教育ツールとしての

可能性を検討する． 

４）教育現場（授業）に教材ソフトウェアを

使用し，これを評価して教材の改善について

検討する． 

 
【研究成果】 
(1) タブレット教材の開発 
タブレット端末を教育ツールとして教材を 

開発した．教材の開発には，ゲームエンジン
であるUnityを使用した．教材の開発にあたり
教材企画書を立案した．対象者は，函館工業

高等専門学校社会基盤工学科3年生とした．教
材を使用する目的は，物体の外観から三面図
の各面をイメージでき，設計図から物体の形
状をイメージできるようになることである． 
教材を使用する前後にテストを行い，その

結果から教材の効果を評価した．タブレット
教材を用いることで，評価テストの正答率が
高まることが判った．しかし，このタブレッ
ト教材による効果は一時的なものであり，永
続性があるとは言い難かった．継続的な教育
が必要であるといえる． 
(2) ＨＭＤ教材の開発 
タブレット教材と同様にＨＭＤ教材を開発

した．しかし，タブレット教材の内容をその
ままＨＭＤ教材に変換することは困難であっ
た．そのため，ＨＭＤで使用する教材は，仮
想空間の体験に内容を限定した．ＨＭＤ教材
の評価は，ビデオによる現実空間との比較に
より行った．その結果からは，ＨＭＤ教材の
ビデオに対する優位性は見いだせなかった． 
 
【研究の新規性，研究成果の活用】 
簡易な操作が可能なタブレット端末を教育

ツールとして採用し，仮想空間の物体を操作

することで，空間認識能力の向上に寄与する
教材を開発し，これを授業に適用して評価し
たことが，本研究の新規性であるといえる． 
ＡＬを進めるという視点からは，タブレッ

ト教材は能動的な学びを促すという点で優良
な教材であると考えられる．今後の活用が期

待できる教材であるといえる．ＨＭＤ教材に
ついては，仮想空間の体験に効果の重点を置
くべきと考えられる．ゴーグルを着用した状
態でのＶＲ体験は，授業としての統率を執り
にくい反面，現場見学に匹敵する体験を教室
において味わえる可能性を有する有用な教材
になり得るといえる． 
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   In recent years, the importance of active learning at the educational site is increasing. There is a 

movement to use tablet terminal at the educational site. I feel that student 's spatial cognitive ability in 

graphics education is declining. We need three-dimensional teaching materials and educational tools. In this 

research, we developed teaching materials to train excellent engineers in engineering ICT. We utilized IT 

tools such as wearable devices. 

   This research proceeded in the following procedure. 1) Consider the possibility of application as a 

teaching tool for tablet terminals etc. 2) Study basic acquisition skills related to drawing, design, and 

contents of materials to improve spatial recognition ability. 3) Develop teaching material software that works 

on tablet terminals. Furthermore, we examine the possibility of the head-mounted display as an educational 

tool. 4) Using teaching material software at the educational site, consider evaluation and improvement. 

   We have developed teaching materials for tablet terminals. For developing teaching materials, we used 

Unity, a game engine. I have prepared a teaching material plan for teaching material development. The 

subject is a 3rd grade of the Department of Infrastructure Engineering at Hakodate National College of 

Technology. The purpose of using teaching materials is to visualize each side of the three views from the 

object's appearance and to be able to image the shape of the object from the design drawing. 

   We conducted a test before and after using teaching materials and evaluated the effect of the teaching 

materials based on the results. Using the tablet teaching material, it turned out that the results of the 

evaluation test were high. However, the effect of this tablet teaching material was temporary, it was hard to 

say that it was sustainable. Continuing education is necessary. 

   We have developed HMD teaching materials and tablet teaching materials. However, it was difficult to 

convert the tablet teaching material as it was to HMD teaching materials. Therefore, the teaching materials 

used in HMD limited their contents to the virtual space experience. Evaluation of HMD teaching materials 

was done compared with real space of video. As a result, we could not find the superiority of HMD teaching 

materials. 

   We adopted a tablet terminal that is easy to operate as an educational tool. We developed teaching 

materials that contribute to the improvement of space recognition ability by manipulating objects in the 

virtual space. The novelty of this research is that it was evaluated by applying it to the lesson. 

   Tablet teaching materials are excellent teaching materials in that they encourage positive learning. It can 

be said that it is a teaching material expected to be used in the future. Regarding HMD teaching materials, it 

is thought that emphasis should be placed on the influence on the virtual space experience. The experience of 

VR wearing goggles is difficult to control as a lesson. On the other hand, it can be said that it is a useful 

teaching material that can taste experiences comparable to onsite visits in the classroom. 
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