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360 度 VR 体験学習の評価手法の開発
李

凱†1

概要：360 度カメラ，スマートフォンの普及により，360 度全方位映像を使った VR 体験学習が容易となった。しかし，
体験者がヘッドマウントディスプレイ(HMD)を装着して，何を見ているかを周囲の⼈に見られないので，体験学習の
評価が困難になる。本研究はヒートマップを使って，体験者の注目位置及び視線の移動軌跡の可視化手法を検討する。
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VR Experiential Learning Analytics using Heat map
KAI LI†1
Abstract: 360 degree camera and smart phone are widely used recently. It is easy to experience VR learning contents with 360
degree videos. However, there is a question for VR experiential learning analytics, since it is difficult to know where the viewers
are looking in the 360 degree video with a HMD (Head Mounted Device) or a cardboard. This study aims to use heat map to
collect data on the inside of 360 degree videos, and map the records according to a rainbow color scale to analyze viewers’
attention and behavioral patterns of VR learning.
Keywords: Virtual Reality, experiential learning, learning analytics, 360-degree video, heat map

1.

はじめに

近年，情報通信技術の発達やハードウェア性能の向上に
より 360 度 VR（Virtual Reality）の利用が普及し始めた。
3DCG の VR コンテンツの開発は専門知識が必要であるが，

用いた授業の方が，生徒の理解度および知識の定着率が向
上し，学習意欲も高まったという報告があった[6]。田尻ら
が行った全天周型天体教材の開発では，理解を促進できた，
星の動きが分かったなどのンケート結果があった[7]。
しかし，VR 体験学習では，学習者は 360 度を見回すこ

360 度全方向カメラを使って誰でも簡単に 360 度動画を撮

とができるため，動画のどこを見ているか，順番がどのよ

影できる。身近な 360 度コンテンツとして Google のスト

うになっているかの視聴状況に関する客観的評価がほとん

リートビューなどが挙げられる。Oculus Rift を代表する

ど行われていない。授業内容・方法の改善につなぐため，

HMD（Head Mount Display）やスマートフォンに対応する

VR 体験学習の視聴状況の記録，可視化，及び評価手法の

カードボードさえ持っていれば誰でも手軽に 360 度空間の

開発が期待されている。

没入体験を楽しめる時代に入った。また， VR はエンタテ
イメント分野だけでなく，教育分野でも活用が広がり始め

2.

ている。特に体験者の感覚を刺激する事によって，実在し

本研究ではヒートマップを用いて VR 体験学習の視聴状

ない或いは本質的に同じような別の物を本物であると知覚

況を可視化するアプリを開発する。ヒートマップは色調の

させる体験学習に期待されている。VR 体験学習は時間・

変化により利用状況を区別する可視化グラフである。よく

場所を超越できる，スケール感が分かりやすい，実際に体

視線追跡，ウェブ解析などに利用される。 2017 年，YouTube

を動かせる，リアリティのある体験ができる，などメリッ

は視聴者が 360 度動画でどこを集中して見ているかを色で

トがある。例えば，安全教育（高所における作業転落体験）

表示するヒートマップ機能を新たに追加した [8]。360 度動

体験のため制約や危険を伴うような行動であっても手軽に

画を再生すると，ヒートマップがハイライトとして元の動

研究の目的

[1]

，大人数の前で臨場感や緊張感を味わうこ

画の上に重なって表示される。そのため，視聴者が動画の

とが可能な VR

スピーチ体験 [2]，中高生の自転車事故を未

各フレームのどの部分に注目していたかがわかる。しかし，

VR 体験学習

然に防ぐための安全教育[3]など体験学習に活用されている。

ヒートマップ表示の対象となるのは，1,000 回以上視聴さ

また，360 度カメラを使って全方位映像作品の開発も行わ

れた公開設定の 360 度動画，また動画が視聴されてからヒ

れている[4][5]。

ートマップレポートが表示されるまでには 2～3 日程度の

VR 体験学習に関する評価は主に主観的評価が行われて
いる。中国で行った天体物理学習に関する研究では VR を

遅延があり，さらに，ユーザーを特定できないため，教育
評価ツールとしての利用が不可能である。
Unity は複数のプラットホームに対応するゲーム開発エ
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ンジンであり，多くの開発者が利用している。ゲーム空間
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で何が起きているかを把握するための分析ツールが提供さ

球体の中心に置かれた。カメラが HDM のジャイロセンサ

れている。X/Y/Z の 3 次元座標，時間の変化，Platform な

ーの動きによって， Skybox 球体内部のパノラマ全体像を

どの情報により，開発者はユーザーがどこでプレイしてい

視聴できる。そして，カメラ動きの X/Y/Z の 3 次元データ

るのか，どこのルートが最も探索されているのかを，ゲー

及び時間変化など情報を Unity のクラウドに記録される。

ムのチューニングを行ない，ゲーム内課金や難易度調整を

3.4 可視化開発

実施することで，プレイヤーにより良いゲーム体験を届け
ることができる。本研究では，Unity

Analytics[9]を用いて，

カメラの動き情報をクラウドからダウンロードしてか
ら，ヒートマップの可視化用データとして再利用される。

視聴者がどこを見ているか，どこに最も興味を持つかを可

本研究ではフォールオフ曲線を用いて色調の変化により視

視化するヒートマップを構築する。

聴状況を区別する。例えば，青色から赤色までの色調を使

3.

評価手法の開発

って，赤色(1)は視聴回数が多い，青(0)は少ないことを表し
ている。

3.1 360 度動画の作成
ResultColor = 1 −

本研究は 2008 年から 2017 年まで，筆者が取り込んでい
た植物工場人材育成プログラムで行った研究である。植物
工場とは，植物生育の環境を人工的にコントロールした生

𝑇𝑖𝑚𝑒𝑠
𝑇𝑖𝑚𝑒𝑠𝑚𝑎𝑥

また異なる点を平滑に繋ぐため，isosurface 等値面を用い
て可視化した。

産システムである。近年，安全な食料の供給，食材の周年

ResultColor = ∑𝑁
1 (1 −

栽培，土を必要としない新しい栽培法として注目されてい

1
𝑇𝑖𝑚𝑒𝑠𝑚𝑎𝑥

)2

(N は点の数)

る。安全生産のため，生産者以外の一般者が植物工場に入

ヒートマップを用いて，視聴頻度の最大値および最小値

ることが困難である。今研究は植物工場に関する体験学習

を特定することができる。またヒートマップがフレームご

の教材として， 360 度動画を作成した。360 度動画は，横

とに表示され，視線の時間変化を追跡できる。さらに，

360 度のリコーTHETA 全方位カメラで撮影したものであ

Skybox 球体の動画とヒートマップを展開し，正距円筒図と

る。専用ビューワー上ではパノラマ映像の一部が表示され，

して表示できるので，評価する時にカメラを移動しなくて

HMD やスマートフォンのジャイロセンサーで動かすこと

も視線変化の全体図を把握できる。

によってパノラマの全体像を視聴できる。撮影場所は豊橋
に あ る ト マ ト と イ チゴ の 植物 工 場 で 行 っ た 。 編集 に は
Adobe Premiere を使用した。
3.2 実施概要
データ収集の実施はものづくり博 in 東三河で行った[10]。
本展示会は地域に向けて，最先端技術の強さや魅力を発信
し，次世代のものづくり人材の育成を目的として毎年開催
される。来場者が Oculus HMD を装着し 360 度動画を自由

Fig. 2

視聴状況を表示するヒートマップ

に見渡せる。音声説明を聞きながら様々な角度から植物工
場を体験できる。長時間 VR を視聴すると眩暈の恐れがあ
るため，動画の長さは 1 分間に設定されている。

4.

結果

360 度動画の視聴状況をヒートマップした結果として，
多くの視聴者が前方に見ていることが分かった。VR 教材
を作成する時，前方画面に重点を置くことが示唆された。
また，視聴者は動きのある個所に着目する傾向がある。ア
ニメーションやマーカーを用いて効果的に動画の様々な場
所に視線を誘導することが示唆された。視点がばらつくシ
ーンは，視聴者の興味の違いによって，注目点が様々であ
ることを示している。
また，インタビューの結果として，360 度自分で見回し
Fig. 1

360 度 VR 植物工場体験学習

3.3 360 度動画の表示
HMD を用いて 360 度動画を視聴するため， Unity でア

て，現場にいるような体験ができた。植物工場のスケール
を感じできた。時間が短かったが，楽しく体験ができたな
ど感想が寄せられた。

プリを作成した。正距円筒図法による撮影した 360 度動画
を Skybox 球体の内部に Texture として表示され，カメラを
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まとめと今後の課題

教育分野での VR 利用は進んでいるものの，教材開発及
び学習効果の評価が課題となっている。本研究では，体験
学習者が 360 度動画のどこかを視聴しているかを表示す
るヒートマップを構築した。可視化により客観的に視聴者
の注目箇所，時間の変化を把握できた。
本研究で用いた Oculus HMD は視線追跡機能が搭載され
なく，カメラ前方の中心点の移動を基準として記録・表示
を行った。今後，視線追跡機能を搭載する HMD を用いて，
アイトラッキングを通してもっと自然的に人間的な視線行
動解析を行う。また，様々な VR 体験学習場面において，
臨場感，緊張感，理解度の変化を検証する。ベテラン/新人
による目線の違いの比較，大型ディスプレイと印象の違い
などを比較し，より良い 360 度 VR 体験学習教材を制作で
きる客観的な理論を示す予定である．
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