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要旨： 近年，VR や AR の技術が身近になり，家庭でもゲームソフトやスマホアプリで体験できるほか，一般に
アプリ開発や CG の技術を修得すればオリジナル作品を作成できるようになってきた．一方，名古屋文理大学
では，高大連携を進め高校との連携事業の一環として，出前授業だけでなく高校生の大学体験や高校教諭の研
修会の実施を行っている．本稿では，VR/AR に関するシステム開発やアプリを，大学生の教育・研究のみならず，
高大連携によって高校生らに対しても活用してきた事例を報告する．
Abstract: In recent years, the development of the VR/AR technique makes VR/AR experience possible in game
software and smartphone apps and enables us to create original VR/AR works by use of tools for application
development and computer graphics. In addition, Nagoya Bunri University promotes educational collaborations with
neighboring high schools. As part of a joint project with high schools, the university sends professors to high schools
to give lectures, provides trial classes for high school students, and conducts training workshops for high school
teachers. In this paper, we report case studies where university students not only create new VR/AR works for their
own research, but also make the use of them at trial classes for high school students.
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(a) 味覚試験（官能検査）の６種類の試料（すべて無色透明で無臭の溶液）
．各試料にそれぞれマーカーを貼付．
(a)味覚試験（官能検査）の６種類の試料（すべて無色透明で無臭の溶液）
．各試料にそれぞれマーカーを貼付．

(b)「味覚試験の答えが見える AR」を起動して iPad のカメラを通して(a)を見ると CG アニメで答えが示される．

(b)「味覚試験の答えが見える AR」を起動して iPad のカメラを通して
(a) を見ると CG アニメで答えが示される．
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ＶＲ / ＡＲによる高大連携イベント

練の有用性の検討 : － virtual reality シミュレータ訓

特に，高大連携のイベントでは，イベントを実施する

練との比較－ , VR 医学 , 11 (1), 7-12, (2013).

大学生と体験する高校生の双方に，教育効果があると考
えられる．ただし，教育利用に際しては，VR における
28-32)

立体視の視機能への影響

6) 板宮朋基 : AR 災害疑似体験アプリ , 日本災害情報学
会誌 , 16, 149-152, (2018).

（とりわけ視機能が発達段

階にある児童への影響）や，映像への没入体験の生体影

7) 白鳥啓 , 向井丈視 , 他 : ARART, (2012), http://arart.

響，スマホや HMD などの利用端末のヒューマンインタ
フェースが児童から高齢者まで各年齢層で利用しやすく
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老天命反転 AR: 作品データベースの活用と AR 開発

かつ安全であるかどうか ，などの科学的知見を得て，
4,10)

それらを考慮して利用することが求められる

のためのプラットフォーム , 情報科学芸術大学院大

．

学紀要 , 10, 72-75, (2018).

筆者らは，今後も，VR/AR をはじめとする情報メディ
ア技術を，高大連携を含む教育研究分野に応用するとと
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