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「成果報告書」刊行にあたって 

実施委員長  昼間 一彦 

 

2020 年度文部科学省委託事業である「VR を用いた美容・観光分野における職業教育実践

事業」の成果報告書をお届けいたします。 

当学園では 2014 年度より潜在保育士の顕在化・現役保育士の長期就労を目的に、また 2018

年度から部活動指導員養成を目的として文部科学省委託事業に取り組んで参りました。こ

れまで約 300 の e ラーニング教材の開発と効果検証を行ってきた経緯にあります。 

さて、美容・観光ブライダル分野では以前より「人材の確保」とともに「技術力・接客サ

ービスの向上」と「広告宣伝の強化」への取組が重要なテーマとなっております。感性によ

るところが大きい美容・観光ブライダル分野においては、その取組を進める上で「VR を用

いた職業教育の実践」が有用とのに思いに至り、これまでの事業にて得た知見も活かし本件

事業提案を行った次第です。 

本事業では先端技術（VR・360°動画）を活用した職業体験を目的とする教材開発及び学

習意欲喚起の検証実施を行います。また、講師・学生による VR・360°動画の制作スキル

獲得に取り組み、就業後の営業活動において当該技術を活用可能な人材の育成を目指しま

す。更に検証においては、視聴者の集中度が測定できる先端センシング技術も取り入れます。

教材開発・検証での先端技術活用、そして美容・観光ブライダル分野の講師・学生による VR

技術の習得と活用は、先行事例が未だ少ない状況にあり、本事業推進については産学連携の

もと、参画委員の皆様と共に取り組んで参りました。 

 本報告書では、本年度の取り組みの流れと、各分科会の活動に即して、実施成果を記載し

ております。本成果が専門学校教育及び職業教育の場で活用されることを願いつつ事業の

継続・発展にむけ、参画者一同、引き続き尽力する所存です。 

 最後に、関係各位の本事業に対するご理解とご指導に厚く御礼申し上げますとともに、皆

様の今後のご支援とご協力をお願い申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。 
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1. 事業実施背景 

1-1. 美容業界における現状の課題と先端映像技術の導入状況 

(1) 現状の課題 

平成 30 年 10 月 31 日に公開された『美容業の実態と経営改善の方策（抄）』1によれ

ば、経営上の課題は「客数の減少」が大半を占めており、「後継者・人手不足」も高い

数値となっている。これを受け今後の経営方針として「接客サービスの充実」や「広告・

宣伝等の強化」といった対応を取ると回答した割合が大半を占めている。 

 

 

  

                                                        
1 出典「美容業の実態と経営改善の方策（抄）（平成 30 年 10 月 31 日）」、厚生科学審議会

生活衛生適正化分科会（https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000453597.pdf） 

図 1 美容院における経営上の問題点別施設数の割合と今後の経営方針 

https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000453597.pdf
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(2) 新型コロナウイルスの影響 

さらに、新型コロナウイルスの影響で、美容サロンの経営者 4,232 名を対象に行っ

た美容業界誌『NEXT LEADER』による調査2では、令和 2 年 3 月・4 月の売上が下

図の通り大幅に減少していることが分かる。 

(3) 先端映像技術の導入 

先端映像技術の活用状況については、美容分野では既に技術トレーニング目的の VR

動画の活用が広がりつつある。例えば「hairVR」3は日本初の美容師の技術を VR で体

験することが可能な教育サービスである。このように既に美容専門の VR トレーニング

サービスを行っている企業もあり、以下の通り高い学習効果があるとの回答が多数あ

る。 

1. サロンの教育ツールとなれば育成力の強化が図れる。 

2. オンラインセミナー等では手元が見えず、臨場感も味わえないが、それらの点

を大いに補える可能性がある。 

3．実際に自分が施術者のように動画を見られるので、飲み込みも早く記憶定着率

も高い。 

  

                                                        
2 出典：「NEXT LEADER 令和 2 年 7 月号」、(株) 髪書房 
3 hairVR ホームページ（https://hair-vr.jp/#firstvr） 

 

図 2 「複数店舗を経営している理美容室経営者の方へ、 

新型コロナウイルス経営危機のアンケート」の結果 

 

https://hair-vr.jp/#firstvr
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1-2. 観光業界における現状の課題と先端技術の導入状況 

(1) 現状の課題 

平成 31 年 1 月の観光庁資料『観光や宿泊業を取り巻く現状及び課題等について』4で

は、観光先進国となるために 3 つの視点から 10 の改革案を提示している。そのなかで、

観光街づくりの現状を踏まえ「効果的なブランディングやプロモーションといった民

間的手法の導入が不十分」「来訪客に関するデータの収集・分析が不十分」を課題とし

て挙げている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
4 出典：「観光や宿泊業を取り巻く現状及び課題等について（平成 31 年 1 月）」、観光庁 

（https://www.mlit.go.jp/common/001271444.pdf） 

図 3 観光まちづくりの現状と課題 

https://www.mlit.go.jp/common/001271444.pdf
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(2) 新型コロナウイルスの影響 

新型コロナウイルスの観光業への影響は甚大である。一例として札幌市を例に挙げ

れば、令和元年度に訪れた観光客数が下図の通り前年度比 3.7％減の 1526 万 4 千人と

5 年ぶりに減少している。5 

 

(3) 先端映像技術の導入 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため移動や集団での活動が抑えられているなか、

全国各地の観光地（ホテルや結婚式場等関連施設含む）による VR を使った施設紹介や

接客等のトレーニングを行う取り組みが急速に高まっている。直近では JTB グループ

がバーチャル修学旅行商品を開発し、本年 10 月 1 日から販売を開始することを発表し

ている。また観光庁の『観光ビジョン実現プログラム 2018』6において、観光業の振興

のため、「新たな観光資源の開拓」「文化財の観光資源としての開花」「通信環境の飛躍

的向上と誰もが一人歩きできる環境の実現」において VR・AR 等、最新技術の活用を

進める旨が記載されている。 

  

                                                        
5 出典：「札幌の観光客 1526 万人、5 年ぶり減少 19 年度（令和元年 6月 30日）」、北海道

新聞 
6 出典：「観光ビジョン実現プログラム 2018（平成 29 年 6 月）」、観光庁

（https://www.mlit.go.jp/common/001238096.pdf?_fsi=w1dFalB9&_fsi=w1dFalB9） 

図 4 札幌市内を訪れた 2019年度の月別観光客数 

https://www.mlit.go.jp/common/001238096.pdf?_fsi=w1dFalB9&_fsi=w1dFalB9
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2. 事業目的 

美容・観光の量分野で課題となっているのは「技術力・接客サービスの強化」と「広

告宣伝の強化」であり、新型コロナウイルスの影響でさらに遠のいてしまった顧客を呼

び戻すことである。 

これらの課題に対し、前項で述べた VR の特徴が有効に機能するといえる。即ち、サ

ービス向上に向けた人材育成において VR 研修コンテンツを活用することで、効率的か

つ効果的に技術継承が可能となり、トレーニング時間の短縮が可能となる。 

専門学校での学びの観点では、VR 教材を回数や時間が限られている実技授業等で活

用することで、授業内で一度しか体験できなかったものが、様々な視点で複数回体験・

視聴することができるようになる。また、授業内だけに限らず、授業前後で VR 教材を

活用することで相乗効果を高めた効果的な学習に繋がる。 

またブランディング・プロモーションにおいて広報に効果的な VR コンテンツ構成の

検討・作成及び露出をすることで、閲覧者の訪問意欲向上が期待できる。客数を増やし

て売り上げ向上につなげるため、アフターコロナの観光振興のためにも、VR を活用で

きる人材を育成し業界に輩出する必要があると考える。 

各業界の現状について触れたが、美容・観光分野に共通しているのは VR を活用した

サービスが普及し始めている点である。業界のニーズに応えるためにも、専門学校にお

いて学生に VR の知識・技術について教育する必要性・必然性がある。そして、専門学

校にて VR 教材を用いて学んだ学生が、自身も VR 教材の撮影・活用方法を習得するこ

とで、就業後も卒業生が主体となり、VR 教材を用いた効果的なプロモーションや人材

教育の実施に貢献することができる。 
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3. 3 か年の取り組み 

3-1. 令和 2 年度の取り組み 

初年度は、VR 事業者による VR 職業体験コンテンツの開発、VR 技術教育事業者によ

る当学園講師への VR 技術教育、受講した講師によるコンテンツ開発、及びそれらを用

いた学習意欲喚起の実証が取り組み内容である。 

(1) VR 職業体験コンテンツの開発（VR 事業者） 

学生の就労イメージを明確化し、学習意欲の喚起を行うことを目的とした、VR 職

業体験コンテンツを開発する。開発に際し、コンテンツの基本構成を定めた「VR 職

業体験コンテンツ開発用テンプレート」と、コンテンツに紐づける学習テーマや視点

（体験者の目線）を設計する「VR 職業体験コンテンツ設計シート」を作成する。 

美容師・エステティシャン・ウエディングプランナー・旅行に関わるお仕事の 4 つ

の職種で各 5 分程度のコンテンツを開発する。 

(2) VR 技術教育の実施 

講師が VR 職業体験コンテンツを開発できるよう、VR 技術教育事業者から講師に

360°動画の撮影・編集・配信方法の手順、VR 技術教育の仕方、コンテンツの評価方

法を教育する。 

(3) VR 職業体験コンテンツの開発（講師） 

VR 技術教育を受講した講師が VR 事業者と同等の職種・業務シーンでコンテンツ

開発を行う。 

(4) 学習意欲喚起の実証（PC） 

VR 事業者・講師が開発した VR 職業体験コンテンツを用いて学生の学習意欲喚起

の実証を行う。体験媒体は PC とし、専門学校在学生・当学園内外の高校生を対象に、

VR 職業体験コンテンツ・理解度テスト・アンケートを用い、客観的なデータとして

集中度データを取得して検証を行う。  

図 5 令和 2 年度の取り組み内容の図式化 
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3-2. 令和 3 年度の取り組み 

2 年目は、初年度の VR 技術教育受講講師から学生への VR 技術教育の実施、及び初年

度開発したコンテンツを用い、HMD（ヘッドマウントディスプレイ）を体験媒体とした

学習欲喚起の実証が取り組み内容である。 

(1) 講師から学生への VR 技術教育の実施 

学生を対象とした仕様にカスタマイズさせた VR 技術教育カリキュラムを元に、講

師から学生へ VR 技術教育を実施し、学生が VR 広報コンテンツ（試作品）を開発す

る。開発したコンテンツから、VR 技術の理解度を評価する。 

(2) 学習意欲喚起の実証（HMD） 

初年度行った実証を、HMD を用いて行うことでアイトラッキング技術による視線

ログを取得し、受講者の目線の動きや体験媒体による検証項目の違いを分析する。 

 

3-3. 令和 4 年度の取り組み 

最終年度は、2 年目に VR 技術教育を受講した学生が VR 広報コンテンツ作品を開発

し、開発コンテンツを集めたコンテスト形式の評価の場を設けることが主な取り組み内

容である。 

(1) VR 広報コンテンツ作品の開発（学生） 

学生ごとに広報対象となる地域や店を選び、広報コンテンツの開発を行う。 

(2) VR 広報コンテンツ作品を用いたコンテストの実施 

学生が各業界の評価者から現場目線でのフィードバックを得ることで、360°動画を

用いた効果的広報活動ができる人材となることを目的に、学生が開発した VR 広報コ

ンテンツ作品を用いてコンテストを実施する。学生は評価者（VR 事業者・VR 技術教

育事業者・講師・連携機関・就業希望先等）から、VR 技術の理解度・活用度、広報

対象物の魅力の伝え方等についてフィードバックを得る。  
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4. 今年度の取り組み 

4-1. VR 職業体験コンテンツのテンプレート及び設計シートの作成 

(1) VR 職業体験コンテンツ開発用テンプレート 

本年度は、VR 事業者と講師の双方が VR 職業体験コンテンツを開発するため、両

コンテンツを用いた実証講座にて、VR 事業者と講師間で学習意欲喚起度を比較検

証できるよう、コンテンツの構成・枠組みを定めた「VR 職業体験コンテンツ開発

用テンプレート」を作成した。 

(2) VR 職業体験コンテンツ設計シート 

複数職種の VR 職業体験コンテンツ開発に伴い、事務局と各分野の専門学校、VR

事業者、講師、参画委員、撮影協力企業等、多方面での連携が非常に重要となるた

め、コンテンツを通して学ばせたい学習テーマを設計するための「VR 職業体験コ

ンテンツ設計シート」を作成した。 

設計シートでは、以下の内容について記載した。 

・VR 職業体験コンテンツの概要及び開発目的 

・VR 職業体験コンテンツの構成 

…テンプレートを用い、学習テーマの提示方法を明記 

・コンテンツ化する業務現場シーン・カットの想定 

・コンテンツ全体を通した学習テーマの設計方法 

・カットごとに紐づける学習テーマと視点の設計 

 …どの視点で撮影すれば学習テーマが伝わるのかを思考する必要性について明

記し、体験者の目線となる視点を設定した上で、その視点に設定した理由及び

シーンごとに視点を変更する場合の意図を明確化する 

・登場人物の設計 

次項にて、設計シートのフォーマット（図 7）と学習テーマ・視点の記入例(図 8)

を記載する。  

図 6  VR 職業体験コンテンツ開発用テンプレート 
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図 7  VR 職業体験コンテンツ設計シートのテンプレート 
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図 8 学習テーマ・視点（体験者の目線）の記入例 

VR 職業体験コンテンツ（エステティシャン編 VR 事業者開発分） 
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4-2. VR 技術教育カリキュラムの制作 

4-2-1. 受講対象者と受講後の学習者像について  

受講者は、東京ビューティーアート専門学校及び、札幌ブライダルアンドホテル観

光専門学校において「美容（美容師／エステティシャン）」「観光」「ブライダル」分

野で講義を行う講師を対象とした。VR 関連機材（360°カメラ、映像編集ソフトウェ

ア等）を扱う本カリキュラムの性質上、映像制作や先端技術に対して興味がある、オ

ンデマンド教材制作をする上でのスキル獲得を望む講師を対象に希望者を募り、比

較的 IT リテラシーが高いと判断された４名を受講者として選定した。 

VR 技術教育カリキュラムの到達目標を、「講師が VR 職業体験コンテンツ開発用

テンプレートに沿って、今年度 VR 事業者の開発したコンテンツと同等の業務シーン

図 9  VR 技術教育を受講した講師について 

図 10  VR 技術教育用レクチャー教材の位置づけ・対象者層について 
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を撮影し、学習意欲喚起度が比較検証できるように開発ができる」と設定し、本カリ

キュラムの設計を行った。 

受講後の学習者像としては、本カリキュラムを受講後、VR 事業者の開発したコン

テンツと遜色なく学習意欲が喚起でき、業務理解度も高い VR 職業体験コンテンツを

開発できるようになることを第一の目的に教育を進めた。 

また、第二の目的として、受講者が次年度以降生徒へ、生徒を対象とした使用にカ

スタマイズさせて VR 技術教育ができる講師となることを目指した。 

 

4-2-2. VR 技術教育カリキュラムの全体像 

(1) VR 技術教育教材の開発 

VR 事業者・VR 技術教育事業者が連携をとり、コンテンツ開発に必要な教育要

素を検討し、VR 教材開発経験や VR に対する知識がない者でも最低限の負担・時

間数で VR コンテンツ開発に必要な知識・技術を習得可能な VR 技術教育用オンデ

マンド教材を設計・開発した。 

VR 技術教育事業者は、本カリキュラム用の教材を開発する為、分科会にて作成

した「VR 職業体験コンテンツ開発用テンプレート」の内容を含んだ「VR 職業体

験コンテンツ設計シート（ヘアメイクアップアーティスト編）」を当学園と協議の

上作成し、「VR 職業体験コンテンツ（ヘアメイクアップアーティスト編）」を開発

した。その開発工程を、教材化した。 

 

(2) 教育要素 

 

VR 教材開発経験のない者でもコンテンツの開発ができるよう、VR 関連用語の

定義、企画から公開までのプロセスを解説したレクチャー資料及び、360°カメラ

や動画編集ソフトウェア等の各ツールの使い方を解説したレクチャー動画を制作

した。 

  

図 11 教育要素とタスク 
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(3) VR 技術教育カリキュラムの進め方 

講師の負担軽減のため、在宅・リモートでも学習可能なオンデマンド教材を準備

し、コンテンツ制作が滞らないよう、講師からの疑問点については別途オンライン

会議等で質疑応答の時間を設けた。VR 技術教育事業者と受講者のコミュニーショ

ンは Web 会議ツールやコミュニケーションツールを活用し、すべてオンラインで

行った。 

 

(4) 教育スケジュール 

 

① 講師個々人でのレクチャー資料・レクチャー動画内容のインプット 

期間：11 月 9 日～11 月 13 日 

② 集合教育（活用した Web 会議ツール：GoogleMeet） 

第 1 回 

日程：11 月 18 日・11 月 20 日 約 2 時間・2 名ずつ同時に実施 

内容：レクチャー資料を用いた基礎知識・教材作成プロセスの説明、 

VR 職業体験コンテンツ設計シートの説明、1 分の VR 教材制作依頼 

第 2 回 

日程：11 月 27 日 約 2 時間・2 名ずつ同時に実施 

内容：第 1 回集合教育にて依頼した教材の開発状況の確認及び評価の実施、 

ツール操作等の質疑応答 

③ 講師個々人での教材開発 

期間：11 月 29 日～1 月 15 日 

内容：日々の質疑に対するフォロー（活用したコミュニケーションツール：Slack）  

図 12 教育の進め方 
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 (5) 教育期間内で行った工夫・改善 

VR/動画編集やソフトの基礎知識に対する質疑が多く見受けられたため、当初

制作したレクチャー資料の以下内容について加筆し、改善した。 

 

① 撮影時の工夫・注意 

 

撮影当日に設定や準備に時間を割くことが無いよう、SD カードの

残量、録画画質等について事前に確認や設定を済ませておくことを明

記し、編集作業を増やさないようカメラ設置時の注意点を示した。 

 

② 利用ソフトの補足 

利用するソフトウェアの使い分けや各ソフトウェアが何をする為

に必要なのかが不明瞭だったため、各ソフトウェアの利用目的を明

確化させた。  

図 13  VR 技術教育レクチャー資料 撮影プロセスでの注意事項 

図 14  VR 技術教育レクチャー資料 利用ソフトの説明 
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4-2-3. 次年度の生徒への VR 技術教育へ向けた課題  

カリキュラムの振り返りとして全体の進行に加え、進行途中で感じた問題などを分

析し、次年度へ向けた課題を抽出。解決法を考察した。 

  

課題 1) 受講者同士のコミュニケーションが少ない 

2 か月の間にコミュニケーションツール内で発生した約 2,000 件のパブリックチ

ャンネルとダイレクトメッセージでのやり取りを集計した結果、各人の制作開始以

降、個々の問い合わせの大半は教育者（VR 技術教育事業者）に向けたダイレクトメ

ッセージによるものであり、受講者間でのコミュニケーションが減り、回答する教

育者の負荷も大きくなった。 今後は、コミュニケーションツール内の受講者をグ

ループ化し互助を促すなど、教育者に頼りすぎず受講者同士が相互に学べる環境を

つくり、質問やノウハウがたまる仕組みを考慮する必要がある。 

 

課題 2) 企画フェーズで映像の具体化を検討する時間の確保不足 

本年度は時間の都合上、企画の大半を運営側があらかじめ設定したため、開発す

る受講者の学習テーマに対する納得感が少なかったと考えられる。そのため、撮影

した映像への愛着が強まり不要箇所をカットしにくくなる等、成果物の動画が長編

になりがちであった。今後は、企画フェーズでのテスト撮影、映り込みを考えた撮

影準備等、制作したい映像の具体化を検討する時間を確保することで、開発する受

講者の企画内容への納得感につなげるとともに、ぼかし処理や映像の正面の変更等、

事前に解決できるはずの編集作業の削減が可能と考える。 

 

課題 3) エンドロールの作成に時間を要する 

本年度は、VR 事業者と同様のエンドロールが作成できるよう、フォーマットを準

備したが、既に決まった枠の中に必要な情報を入れ込むのが難しかったという声が

多かった。その為、今後エンドロールの骨組みを簡易的に変更する必要があると考

えられる。 

 

課題 4) 登場人物像の設計不足と、各関係者との企画趣旨の共有不足 

本年度開発したコンテンツは、一人称視点と三人称視点が混在しており、制作プ

ロセスにおける「登場人物の設計」にやや明確さが欠けた。今後、設計段階から主

人公の属性やプロフィールを明確化するなど、登場人物への親近感を意識したコン

テンツ設計が、生徒の学習意欲の向上や開発する講師の企画への納得につながる要

素になると考える。また、撮影協力交渉を円滑化するためにも、協力者・主演者・

撮影場所など、各関係者に企画趣旨や、それぞれが受けるメリットを事前共有する

フェーズを追加し、より信頼関係を築くことも必要と考える。 
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4-3. 法的観点での取り組み 

 本事業では VR 技術教育カリキュラムを講師・生徒に順次展開していくため、適切な権

利処理を技術教育カリキュラムに盛り込むことは、制作者となる講師・生徒、ひいてはコ

ンテンツ制作に関わる諸機関の信頼性に影響しかねない。そのためコンテンツ開発の基

準として同意取得・エンドロール挿入を技術教育カリキュラムに反映し、創造性を活かせ

るよう道筋を整える必要があると考えた。 

業務現場シーンの撮影・コンテンツ制作の際には、撮影目的や使用範囲をわかりやすく

出演者に伝えて同意を得ることが不可欠である。またコンテンツの利用促進の際には、意

図的にカットされず原状の状態でコンテンツが利用されることを保証する必要がある。

これらの観点から、同意文の準備とエンドロールのひな形作成に取り組んだ。 

また検証においては顔認証システムを活用するため、受講者に対し取得するデータの

種類や活用範囲を明示する必要があった。これに伴い、コンテンツ制作時と同様に同意文

を作成し、検証時に受講者の同意を得た。 

 

4-3-1. 同意文の準備 

 同意文は主に「教材制作時」及び「検証実施時」に備えて作成した。 

 本事業で制作した VR（360°）動画教材は主幹校・姉妹校での教育目的での利用に加

え、先端的取り組みの認知普及に向けホームページ等での掲載が想定された。そのため

教材化及び公衆送信の有無を含めた使用目的・使用範囲を明記したうえで、出演者に対

し動画撮影の同意を伺った。  
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図 15 出演者向け同意書 
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図 16 撮影地向け同意書 
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尚、教材制作にあたり業務現場シーンを撮影したため、業務内容によっては雑誌や

協力機関の情報等が大きく映り込んでしまうシーン、また関係者以外の人物が個人を

特定できる程度まで映り込んでしまうシーンがあった。このような場合には、著作権

や機密情報、肖像権保護のため、撮影後にぼかし加工を施し、意図しない形での映り

込みに対応した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 17 撮影協力機関情報の映り込みに対するぼかし加工 

図 18 雑誌の映り込みに対するぼかし加工 

図 19 関係者以外の映り込みに対するぼかし加工 
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 本事業の検証では先端センシング技術である CLMS を活用した。CLMS は眉・目・

鼻などの特徴点を Web カメラで抽出し、特徴点の動きなどから集中度をログデータ化・

計測する仕組みである。Web カメラを用いるため顔写真の撮影を連想させてしまいが

ちのため、画像ではなく特徴点をログデータとして記録する旨を同意書に明記した。同

意文は検証時、CLMS にログインした際に表示される仕様としたため、受講する学生が

読み飛ばすことのないよう、立ち合う教員が同意書の記載内容をわかりやすい表現に

置き換えて説明するよう心掛けた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また撮影同意文の作成は、本事業の PR 動画制作においても同様に実施した。PR 動

画内では教材の受講風景やインタビューシーンの撮影したが、その際にも出演する学

生・職員に顔の露出の同意を得た。 

  

図 20 検証時、生徒に対し提示した同意書 
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4-3-2. エンドロールのひな形の作成 

委託事業の成果物として他の専修学校での利用や学園ホームページへの掲載が想

定されるため、成果物の末尾にはエンドロールを設けた。エンドロールは制作に関わ

る機関を記載したクレジットと、著作権の帰属について文章で説明した注意事項で構

成される。クレジットには受託機関に加え出演者、撮影協力機関、撮影場所、BGM 提

供、撮影・編集者について個人名・機関名・ロゴを、本人の承諾を得て掲載した。制

作者及び出演者の著作権・肖像権を侵害しないよう配慮している。 

注意事項には著作権が受託機関（三幸学園）に帰属すること、法的権利のうち学園

以外に帰属するものについては利用許諾を得ていること、無断利用・転載の禁止を記

載している。尚、映像について問い合わせがある場合、また他の専修学校等が教育目

的で利用を希望する場合に備え、問い合わせ窓口と連絡先を併せて記載した。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

図 21 エンドロール（左：クレジット、右：注意事項） 
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4-4. 職種ごとの VR 職業体験コンテンツ 

4-4-1. 美容師編 

(1) VR 事業者開発のコンテンツ（教材の構成、工夫、学習内容） 

VR 事業者が開発したコンテンツでは、「美容師として働いている自分を仮想し、 

お客様の様々な要望・悩みに寄り添い美容技術を通して、人生をより豊かにする手

伝いをすることができる、美容師の魅力を理解する」を学習テーマに設定した。 

「受付・カウンセリング・カット・カラー・お会計、お見送り」等の業務シーン

を撮影し、各シーンに合わせて、カウンセリングスキルや専門知識の大切さ、スタ

イリストとアシスタントの役割について学べる教材になるよう計画し、編集を行

った。 

受講者がアシスタントとしてスタイリストをサポートする立場となるように構

成したため、業務現場に自分が入り込んでいる感覚を得られるよう、視点（＝体験

者の目線）は主観視点（アシスタントの視点）となるようにした。 

動画が閲覧可能な URL と QR コードを以下に記載する。 

 

動画 URL：https://youtu.be/5GkxlE3aMTs 

 

QR コード： 

 

  

図 22  VR 職業体験コンテンツの概要・工夫点（美容師編 VR 事業者開発） 
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(2) 講師開発のコンテンツ（教材の構成、工夫、学習内容） 

講師が開発したコンテンツでは、「美容師としての一日の業務の流れ・業務内容

（開店準備から閉店まで）を理解し、どのように接客をしているか、声掛けの必要

性を知る」ことを学習テーマに設定した。 

「開店前準備・受付・カウンセリング・カラー・お会計、お見送り・片付け、閉

店準備」等の業務シーンを撮影し、各シーンに合わせて、カウンセリング方法、技

術、アシスタントの動きや働き方、スタイリストとアシスタントの連携について学

べる教材になるよう計画して編集を行い、テロップにて補足説明を行った。 

視点はお客様対応のシーンではお客様とスタイリストの双方の表情を見せるた

め、第三者視点にし、施術（カラー・スタイリング）のシーンでは施術者目線で受

講できるよう主観視点を取り入れた。 

動画が閲覧可能なリンクを URL 及び QR コードとして以下に記載する。 

 

動画 URL：https://youtu.be/xujdmkl5T6A 

 

QR コード： 

 

 

図 23  VR 職業体験コンテンツの概要・工夫点（美容師編 講師開発） 
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4-4-2. エステティシャン 

(1) VR 事業者開発のコンテンツ（教材の構成、工夫、学習内容） 

VR 事業者が開発したコンテンツでは、「エステティシャンとしての笑顔と気配

りをもち、カウンセリングによりお客様との信頼関係を築き、施術やアドバイスを

通して、お客様に癒しと美のライフスタイルを提案する、エステティシャンの仕事

の魅力（人間性）を理解する」ことを学習テーマに設定した。 

「予約、受付・プレカウンセリング・フェイシャル施術・アフターカウンセリン

グ・お見送り・感謝のお礼」等の業務シーンを撮影し、各シーンに合わせて、気配

りのある対応やお客様との信頼関係の築き方、フェイシャル（施術）技術提供方法、

ホームケアアドバイスの方法について学べる教材になるよう計画して編集を行い、

テロップにて補足説明を加えた。 

視点は、受付やカウンセリングではエステティシャンとお客様の双方の表情が

見えるよう第三者視点を採用したが、施術のシーンではエステティシャンの動き

に合わせ、クレンジングとピーリングのシーンは第三者視点を採用し、マッサージ

とマスクのシーンでは主観視点（＝施術者の視点）となるように切り替えた。 

動画が閲覧可能なリンクを URL 及び QR コードとして以下に記載する。 

 

動画 URL：https://youtu.be/6tv5-jjEXRo 

 

QR コード： 

 

図 24  VR 職業体験コンテンツの概要・工夫点 

（エステティシャン編 VR 事業者開発） 

https://youtu.be/6tv5-jjEXRo
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 (2) 講師開発のコンテンツ（教材の構成、工夫、学習内容） 

講師が開発したコンテンツでは、受講者を「エステサロンに就職予定で、サロン

実習にきた研修生」と定め、「エステティシャンとしての笑顔と気配りをもち、カ

ウンセリングによりお客様との信頼関係を築き、施術やアドバイスを通して、お客

様に癒しと美のライフスタイルを提案する、エステティシャンの仕事の魅力（人間

性）を目の当たりにし、早く自分も先輩のようになりたいと向上心が湧いた研修生

の一日を学ぶ」ことを学習テーマに設定した。 

「朝礼・受付・プレカウンセリング・ボディ施術・アフターカウンセリング・お

見送り・終礼」等の業務シーンを撮影し、各シーンに合わせて、気配りのある対応

やお客様との信頼関係の築き方、ボディ（施術）の技術提供方法、ホームケアとサ

ロンケアの重要性の伝え方、エステティシャンに求められることについて学べる

教材になるよう計画して編集し、テロップにて補足説明を加えた。 

視点は、受講者が研修生としてエステサロンに実習に行っている立場で設計し

ているため、基本的に主観視点（＝研修生の視点）となるようにした。 

動画が閲覧可能なリンクを URL 及び QR コードとして以下に記載する。 

 

動画 URL：https://youtu.be/L-OF4suou9A 

 

QR コード： 

 

 

図 25  VR 職業体験コンテンツの概要・工夫点 

（エステティシャン編 講師開発） 

https://youtu.be/L-OF4suou9A
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4-4-3. ウェディングプランナー 

(1) VR 事業者開発のコンテンツ（教材の構成、工夫、学習内容） 

VR 事業者が開発したコンテンツでは、「挙式の流れと、それに伴うアテンダー

業務について理解し、新郎新婦への声掛けの方法及び、おもてなしと祝福の気持ち

をもって丁寧に対応をする大切さを理解する」ことを学習テーマに設定した。 

「お出迎え・挙式（新郎新婦の入場～誓いの問いかけ～ベールアップ、指輪交換

披露）・新郎新婦へのお礼サプライズ」等の業務シーンを撮影し、各シーンに合わ

せて、笑顔の大切さ、新郎新婦の立ち位置や動き、衣装の最終チェックのポイント

等について学べる教材になるよう計画して編集し、ナレーションにて補足説明を

行った。 

視点は、ウエディングプランナーの、アテンダー業務の動きと一緒に、挙式の流

れや新郎新婦の動き方が分かるよう、第三者視点で構成した。 

動画が閲覧可能なリンクを URL 及び QR コードとして以下に記載する。 

 

動画 URL：https://youtu.be/Jjkiur19kMA 

 

QR コード： 

 

 

  

図 26  VR 職業体験コンテンツの概要・工夫点 

（ウエディングプランナー編 VR 事業者開発） 

https://youtu.be/Jjkiur19kMA
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(2) 講師開発のコンテンツ（教材の構成、工夫、学習内容） 

講師が開発したコンテンツでは、「挙式アテンドを担当するウエディングプラン

ナーやヘアメイクアップアーティストを目指す学生が、新郎新婦に信頼されるス

ムーズなアテンド業務について理解する」ことを学習テーマに設定した。 

「お出迎え・ご案内・チャペル移動・リハーサル・挙式（新郎新婦の入場～誓い

の言葉～指輪交換披露、ベールアップ、誓いのキス～退場）」等の業務シーンを撮

影し、各シーンに合わせて、新郎新婦の緊張をほぐす声掛け方法や、新郎新婦の基

本姿勢・挙式の流れ、挙式の進行に伴うアテンド業務の動きが学べる教材になるよ

う計画して編集を行い、テロップにて補足説明を行った。 

視点は、VR 事業者開発コンテンツと同様に、アテンダー業務の動きに合わせ、

挙式の流れや新郎新婦の動き方が分かるよう、第三者視点で構成し、新郎新婦の移

動に合わせてカメラを動かし、動きのあるコンテンツとなるようにした。 

動画が閲覧可能なリンクを URL 及び QR コードとして以下に記載する。 

 

動画 URL：https://youtu.be/8JQavZ2IpAk 

 

QR コード： 

 

 

  

図 27  VR 職業体験コンテンツの概要・工夫点 

（ウエディングプランナー編 VR 講師開発） 
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4-4-4. 旅行に関わるお仕事 

(1) VR 事業者開発のコンテンツ（教材の構成、工夫、学習内容） 

VR 事業者が開発したコンテンツでは、「バスツアーの催行に関わる、ツアーデス

クとバスガイド業務について学び、お客様に旅先の思い出と共に新たな価値観を

提供することができる旅行に関わるお仕事の魅力を知る」ことを学習テーマに設

定した。 

「ツアーデスクによるツアーの予約受付・バスガイドによるバス乗車及び降車サ

ポート、バス内でのガイド業務、運転士の補助業務、お見送り」等の業務シーンを

撮影し、各シーンに合わせて、ツアーデスクとバスガイド業務の役割及びリピータ

ーに繋げるための工夫等について学べる教材になるよう計画して編集し、ナレー

ションにて補足説明を行った。 

視点は、ツアーデスクやバスガイドとお客様の動きや表情のどちらも確認できる

よう、第三者視点で構成した。 

動画が閲覧可能なリンクを URL 及び QR コードとして以下に記載する。 

 

動画 URL：https://youtu.be/wrhfgSavqUk 

 

QR コード： 

 

 

図 28  VR 職業体験コンテンツの概要・工夫点 

（旅行に関わるお仕事編 VR 事業者開発） 

https://youtu.be/wrhfgSavqUk
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 (2) 講師開発のコンテンツ（教材の構成、工夫、学習内容） 

講師が開発したコンテンツでは、「バスツアーに関わる、添乗員・バスガイド・

アウトドアガイドの業務と役割について学び、お客様と一緒に旅の感動を分かち

合い、“感謝”されるツアーに関わるお仕事の魅力を知る」ことを学習テーマに設

定した。 

「添乗員による出発挨拶・添乗員による入場料の精算・バスガイドによる車内ガ

イド、アウトドアガイドによるカヌー体験案内」等の業務シーンを撮影し、各シー

ンに合わせて、添乗員・バスガイド・アウトドアガイドの業務の役割、及びお客様

との関係性の築き方について学べる教材になるよう計画して編集を行い、テロッ

プにて補足説明を行った。 

視点は、添乗員・バスガイド・アウトドアガイドとお客様の動きや表情のどちら

も確認できるよう、第三者視点で構成しているが、一緒にツアーに参加している気

分になれるようテロップで誘導し、観光地の見学時やカヌー体験のシーンではお

客様目線で見ている感覚になれるよう工夫して撮影を行った。 

動画が閲覧可能なリンクを URL 及び QR コードとして以下に記載する。 

 

動画 URL：https://youtu.be/dK7XnzqmIb8 

 

QR コード： 

 

図 29  VR 職業体験コンテンツの概要・工夫点 

（ツアーのお仕事編 講師開発） 

 

https://youtu.be/dK7XnzqmIb8
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4-5. 検証について 

4-5-1. 教育シーンについて 

(1) 検証①（受講者：専門学校 1 年生） 

a. 東京ビューティーアート専門学校での実証講座（美容分野） 

 VR 事業者と講師が開発した美容師編とエステティシャン編の VR 職業体験コンテ

ンツを利用して実証講座を実施した。教育シーンは双方コロナ禍の影響で行えてい

ない実習の正規授業内（単位認定授業）に設定した。 

対象となる 

コンテンツの職種 
美容師 エステティシャン 

受講機会となる 

授業・場面 

正規授業：美容実習 1-F 

学外の美容院にて実習を行う。現場経験

を通して就職イメージを明確に持ち、就

業先で即戦力となる動きを身に付けるこ

とを目標とした授業。 

※今年度はコロナ禍の影響で学内授業と

なっている。 

正規授業/行事：就職ガイダンス 

学外のサロンで実習を行う予定だった

が、今年はコロナ禍の影響で行えてい

ない。左に記載の授業と同等の到達目

標があり、学内授業として設計してい

る。 

受講のタイミング 

1 年生後期 計 60 時間(集中授業) 

1 月 25 日（月）1・6・7・8・9 限 

※その他の時間は外部企業による 

技術教育研修を実施 

正規の授業/学外実習の代替として、 

就職ガイダンス日に受講。 

1 月 20 日（水）2・8 限 

※その他の時間は外部企業による 

技術教育研修を実施 

受講人数 

＝CLMSによる集中

度測定可能人数 

93 人 35 人 

図 30 検証①における受講機会となる授業及びタイミング、受講人数 

学習活動 指導上の工夫・留意点 

1,振り返り 5 分 企業による技術研修及び就職ガイダンスの内容の振り返り 

2,導入 10 分 1) VR 職業体験コンテンツへの誘導 2 分 

2) VR 技術・360°度動画説明 2 分 

3) 受講方法の説明 4 分 

PC 操作方法・受講の流れ・集中度測定方法の説明 

4) 集中度測定に伴う同意書の回収 2 分 

3,PC 閲覧 30 分 

※CLMS による

データ収集 

【受講順序】VR 事業者開発分と講師の受講順序は入れ替える 

美容師編） 1・6・8 限目：VR 事業者→講師 

5・7 限：講師→VR 事業者 

ｴｽﾃﾃｨｼｬﾝ編）2 限：講師→VR 事業者、8 限：VR 事業者→講師 

【α版 VR 事業者開発】 15 分 

1) VR 職業体験コンテンツの受講 

2) テスト（4 問）・アンケート（25-30 問）への回答 

【β版 講師開発】 15 分 

3) VR 職業体験コンテンツの受講 

4) テスト（4 問）・アンケート（25-30 問）への回答 

机間巡視を行い授業への取り組みを確認する 

4,まとめ 5 分 VR 職業体験コンテンツに対するフィードバック・補足 

図 31 検証①における実証講座の進め方 
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b. 札幌ブライダルアンドホテル観光専門学校での実証講座（ブライダル・観光分野） 

 VR 事業者と講師が開発したウエディングプランナー編と旅行に関わるお仕事編

の VR 職業体験コンテンツを利用して実証講座を実施した。教育シーンは、双方検証

可能な時期に実施しており、かつコンテンツ内容に最も即した正規授業内（単位認定

授業）に設定した。 

対象となる 

コンテンツの職種 
ウエディングプランナー 旅行に関わるお仕事 

受講機会となる 

授業・場面 

正規授業：ブライダルアナウンス 

挙式・披露宴における司会原稿が作成

でき、原稿に合わせて実践ができるよ

うになることを目標とした授業。 

正規授業：観光演習Ⅰ 

社会に出てから必要な言葉遣いや接客

マナーを実践できるようにし、企業に

求められるコミュニケーション力を身

に付けることを目標とした授業。 

受講のタイミング 

1 年生後期全 15 週×2 コマ＝計 30 時間 

第 11 回目 授業 

人前式の進行を学ぶ教材として受講。 

2 月 8 日（月） 

2 月 16 日（火） 

2 月 17 日（水） 

1 年生後期全 15 週×4 コマ＝計 60 時間 

第 11 回目 授業 

お客様対応を行うスタッフとしてふさ

わしい立居振舞を学ぶ教材として受

講。 

1 月 21 日（木） 

受講可能人数 

※CLMS による集中度

測定可能な PC は 1 回の

受講機会につき 10 台 

63 人 

※CLMS による集中度測定可能人数 

合計約 30 人（10 人×3 回） 

26 人 

※CLMS による集中度測定可能人数  

合計約 10 人（10 人×1 回） 

図 32 検証①における受講機会となる授業及びタイミング、受講人数 

学習活動 指導上の工夫・留意点 

1,理論 5 分 ｼﾗﾊﾞｽの教育内容に基づいて説明。 

ｳｴﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾅｰ編) 人前式の進行確認 

旅行に関わるお仕事編）お客様対応時の接遇 

2,導入 10 分 1) VR 職業体験コンテンツへの誘導 2 分 

2) VR 技術・360°度動画説明 2 分 

3) 受講方法の説明 4 分 

PC 操作方法・受講の流れ・集中度測定方法の説明 

4) 集中度測定に伴う同意書の回収 2 分 

3,PC 閲覧 30 分 

※CLMS による 

データ収集 

【受講順序】VR 事業者開発分と講師の受講順序は入れ替える。 

ｳｴﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾅｰ編）   2 月 8 日/17 日：VR 事業者→講師 

2 月 16 日：講師→VR 事業者 

旅行に関わるお仕事編）1 月 21 日（木）：VR 事業者→講師 

【α版 VR 事業者開発】 15 分 

1) VR 職業体験コンテンツの受講 

2) テスト（4 問）・アンケート（25-30 問）への回答 

【β版 講師開発】 15 分 

3) VR 職業体験コンテンツの受講 

4) テスト（4 問）・アンケート（25-30 問）への回答 

机間巡視を行い授業への取り組みを確認する 

4,まとめ 5 分 VR 職業体験コンテンツに対するフィードバック・補足 

図 33 検証①における実証講座の進め方 
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(2) 検証②（受講者：学内高校 1・2 年生） 

・ 飛鳥未来きずな高等学校（お茶の水/立川キャンパス）での実証講座 

 VR 事業者が開発した美容師編・エステティシャン編・ヘアメイクアップアーティ

スト編・ウエディングプランナー編・旅行に関わるお仕事編の VR 職業体験コンテン

ツを利用して実証講座を実施した。教育シーンはお茶の水キャンパスでは、単位認定

授業である特別授業を設計し、立川キャンパスではホームルームの時間を活用し、双

方進路指導の一貫として実施した。 

対象となるコン

テンツの職種 
美容師 エステティシャン 

ヘアメイクアップ

アーティスト 

ウエディング 

プランナー 

旅行に関わる 

お仕事 

受講機会 

となる 

授業・場面 

単位認定授業 特別活動（お茶の水キャンパス） 

ホームルーム（立川キャンパス） 

進路指導の一貫として実施。業界や職業の紹介を行った上で受講させる。 

受講の 

タイミング 

お茶の水ｷｬﾝﾊﾟｽ 

1 月 13 日（水） 

立川キャンパス 

1 月 21 日（木） 

お茶の水ｷｬﾝﾊﾟｽ 

1 月 26（火） 

立川キャンパス 

1 月 14 日（木） 

お茶の水ｷｬﾝﾊﾟｽ 

1 月 26（火） 

立川キャンパス 

1 月 21 日（木） 

お茶の水ｷｬﾝﾊﾟｽ 

1 月 25 日（月） 

立川キャンパス 

1 月 14 日（木） 

お茶の水ｷｬﾝﾊﾟｽ 

1 月 25 日（月） 

立川キャンパス 

1 月 14 日（木） 

受講人数 

＝CLMS によ

る集中度測定

可能人数 

14 人 19 人 18 人 18 人 18 人 

図 34 検証②における受講機会となる授業及びタイミング、受講人数 

学習活動 指導上の工夫・留意点 

1,理論 5 分 各受講コンテンツの職業内容の説明 

2,導入 10 分 1) VR 職業体験コンテンツへの誘導 2 分 

2) VR 技術・360°度動画説明 2 分 

3) 受講方法の説明 4 分 

PC 操作方法・受講の流れ・集中度測定方法の説明 

4) 集中度測定に伴う同意書の回収 2 分 

3,PC 閲覧  

15 分～30 分 

※CLMS による 

データ収集 

【受講順序】日程によって 2 職種続けてコンテンツを受講する 

お茶の水ｷｬﾝﾊﾟｽ)  

1 月 13 日：美容師編のみ 

1 月 25 日：ｳｴﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾅｰ編→旅行に関わるお仕事編  

1 月 26 日：ｴｽﾃﾃｨｼｬﾝ編→ﾍｱﾒｲｸｱｯﾌﾟｱｰﾃｨｽﾄ編  

立川ｷｬﾝﾊﾟｽ） 

1 月 14 日：5 限目-ｴｽﾃﾃｨｼｬﾝ編→ｳｴﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾅｰ編 

6 限目-旅行に関わるお仕事編 

1 月 21 日：美容師編→ﾍｱﾒｲｸｱｯﾌﾟｱｰﾃｨｽﾄ編 

【VR 事業者開発-1 職種目】 15 分 

1) VR 職業体験コンテンツの受講 

2) テスト(4 問)・アンケート（20-25 問）への回答 

【VR 事業者開発-2 職種目】 15 分 （※1 職種のみの場合は無） 

3) VR 職業体験コンテンツの受講 

4) テスト（4 問）・アンケート（20-25 問）への回答 

机間巡視を行い授業への取り組みを確認する 

4,まとめ 5 分 VR 職業体験コンテンツに対するフィードバック・補足 

図 35 検証②における実証講座の流れ 
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(3) 検証③（受講者：学外高校 1・2 年生） 

・ 東京ビューティーアート/札幌ブライダルアンドホテル観光専門学校での実証講座 

 VR 事業者が開発した美容師編・エステティシャン編・ヘアメイクアップアーティス

ト編・ウエディングプランナー編・旅行に関わるお仕事編の VR 職業体験コンテンツを

利用して実証講座を実施した。教育シーンはオープンキャンパスで設定し、学校説明や

各校での体験メニューを実施後、希望者に対し、希望する職種で実施した。 

対象となるコン

テンツの職種 
美容師 エステティシャン 

ヘアメイクアップ

アーティスト 

ウエディング 

プランナー 

旅行に関わる 

お仕事 

受講機会 

となる 

授業・場面 

 

行事：オープンキャンパス 

学校・入試説明、施設見学や体験メニュー（エステ

機器／ネイル・メイク／ヘアアレンジ等）を行う。 

行事：オープンキャンパス 

学校・入試説明、体験メニュー

（ドレス試着／レストランサービ

ス／ツアープランニング等）、施

設見学、行事紹介を行う。 

受講の 

タイミング 

両日 2 回開催 

1 月 16 日(土) AM・PM 

1 月 31 日(日) AM・PM 

オープンキャンパス終了後希望者に、 

希望する職種で実施。 

両日 2 回開催 

1 月 30 日(土) AM・PM 

2 月 13 日（土）AM・PM 

オープンキャンパス終了後 

希望者に、希望する職種で実施。 

受講人数 

＝CLMS によ

る集中度測定

可能人数 

10 人 6 人 7 人 14 人 6 人 

図 36 検証③における受講機会となる授業及びタイミング、受講人数 

学習活動 指導上の工夫・留意点 

1,説明 40 分 学校/入試説明・施設見学 

2,体験 30 分 各学校の分野に合わせた体験メニューの実施 

3,導入 10 分 1) VR 職業体験コンテンツへの誘導 2 分 

2) VR 技術・360°度動画説明 2 分 

3) 受講方法の説明 4 分 

PC 操作方法・受講の流れ・集中度測定方法の説明 

4) 集中度測定に伴う同意書の回収 2 分 

3,PC 閲覧 15 分 

※CLMS による

データ収集 

希望した職種のコンテンツを受講 

【VR 事業者開発】 15 分  

1) VR 職業体験コンテンツの受講 

2) テスト（4 問）・アンケート（20-25 問）への回答 

4,まとめ 5 分 VR 職業体験コンテンツに対するフィードバック・補足 

図 37 検証③における実証講座の流れ 
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4-5-2. 検証内容について 

(1) 検証①（受講者：専門学校 1 年生、4 分野、128 人+89 人） 

a. 検証①の検証内容 

検証①における検証する内容は以下の 3 つである。 

I. VR コンテンツにより学習意欲喚起度は高まったか？ 

II. 講師開発の VR コンテンツによる学習意欲喚起度は VR 事業者のコンテンツと

遜色ないか？ 

III. VR 事業者と講師との差が大きい職種、小さい（ない）職種とは？（職種間比

較） 

 

b. 検証設計 

 

検証①における 3 つの検証内容を明らかにするためのパス図を示したものが図 38

である。検証設計において、5 つのカテゴリを設定している。授業後のアンケートお

よびテストによって測定する「学習成果」と「学習理解度」、授業中に C-LMS によっ

て測定する「集中度」の 3 つのカテゴリに加え、三菱総合研究所が受託した 2019 年

度専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト「リカレント教育プログラム運営モ

デルの検証」と同様に、講義における変動要因として、講義を「受ける側」の受講生

ファクターと「行う側」の講師ファクターの 2 つのカテゴリに分類している。検証内

容(2)においては、上記のうち講師ファクターに該当する「開発者の違い（VR 事業者

か講師か」の違いが集中度にどのような影響を与え、学習理解度や学習成果に影響を

与えたのか検証を行うこととなる。

図 38 検証設計（検証①） 
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注）選択肢は、Q1～23 が 6 区分、Q24～25 が 7 区分、Q26 が 2 区分とする。 

  また、赤字は職種によって変更される文言 

出所：筆者作成 

 

図 38 で示している「カテゴリ」を踏まえ、検証①におけるアンケート項目を示し

たものが表 1 である。アンケート項目は三菱総合研究所が受託した 2019 年度専修学

校リカレント教育総合推進プロジェクト「リカレント教育プログラム運営モデルの検

証」で作成・利用したものをもとに作成した。 

なお、表 1 は「VR 事業者が作成したエステティシャンの動画における」アンケー

ト項目であり、動画における業務現場シーンのカット数やテロップの有無に応じて集

中度（表 1 Q6～15）や補足説明の設問（同 Q23）の文言や設問数を変更している。ま

た、職種に応じて学習成果の一部設問（同 Q18、Q19）の文言（赤字）について変更

をしている。  

表 1 アンケート項目（検証① 職種：エステティシャン、開発者：VR 事業者） 
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c. 検証結果 

ア）アンケート結果より 

注）選択肢は 1~6 の 6 区分であり、平均スコアは最小値 1、最大値 6 である。 

出所：筆者作成 

 

表 2 はアンケート結果のうち、学習成果に関する設問について抜粋して示したもの

である7。全体的に平均スコアが高く、VR 事業者と講師とで平均スコアに違いが見ら

れるが、すべての平均スコアにおいて統計的に差があるとはいえない8。また 4 職種の

うち、エステティシャンの平均スコアが多くの項目で最も高い結果が示された。 

  

                                                        
7 アンケートの全設問の集計結果は本節の末尾に記載する。 
8 各設問について、VR 事業者と講師とで平均スコアに差があるか検定を行ったが、5%水

準での有意性（両者には差がある）を確認できなかった。 

表 2 アンケート結果（抜粋）（検証①） 
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イ）学習意欲喚起度×学習理解度 

 

注）学習意欲喚起度の高低：アンケート設問「今日の授業を受けて、次

回の授業の受講への意欲が高まった」について、「選択肢 1～3」を

「低」、「選択肢 4～6」を「高」として分類 

    学習理解度の高低：テスト結果を用いて 2 問以下の正解者と 3 問以

上の正解者に分類 

出所：筆者作成 

 

図 39 はエステティシャン編における学習意欲喚起度と学習理解度の結果を用いて

受講者を 4 つのカテゴリに分け、学習意欲喚起度が高く、学習理解度も高かった割合

を算出したものである。どちらの授業も学習意欲喚起度が高く学習理解度も高い受講

生（図 39 ③＋④）が 90%以上と多く、講師開発のコンテンツの学習意欲喚起度は VR

事業者と遜色ないといえる。 

 

図 39 について 4 職種をまとめた表が表 3 である。 

美容師編において、学習意欲喚起度が高く学習理解度も高い受講生（表 3 ③）の割

合は VR 事業者（89.2%）が講師（63.4%）を大きく上回っているが、学習意欲喚起度の

みの高低（図 39 ③＋④）では VR 事業者と講師とで差は少ない。美容師編においては、

講師の動画は学習意欲喚起度が高まったが学習理解度が低いことが示されている。 

図 39 学習意欲喚起度×学習理解度別人数分布（検証①：エステティシャン編） 

表 3 学習意欲喚起度×学習理解度別人数分布（検証①） 
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ウ）集中度スコア（C-LMS） 

出所：筆者作成 

 

表 4 は C-LMS で測定した集中度の章立て別の平均値、標準偏差9および経過時間

を示したものである。美容師編および旅行編において、VR 事業者の受講生の集中度

が講師よりも平均値が高く、標準偏差が低いことが示されている。この 2 職種にお

いては、VR 事業者の動画の視聴した受講生の集中度がまんべんなく高いことが示さ

れた。 

  

                                                        
9 平均値は集中度の全体的な高低の傾向を示し、標準偏差は集中度の受講生間のバラツキ

具合を示す。例えば、平均値が高く標準偏差が低ければ受講生の集中度がまんべんなく高

いことが示されている。一方で標準偏差が高ければ、集中度が高い受講生もいるが集中度

が低い受講生もいるため、受講生の集中度に差が起こっていることが示される 

表 4 章立て別集中度スコア（検証①） 
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エ）時系列集中度スコア（C-LMS） 

出所：筆者作成 

 

図 40 は集中度スコア（平均値、標準偏差）について時系列で示したものである。

エステティシャン編において、表 4 の集中度に大きな差が見られなかったが、時系

列集中度スコア（図 40 左側）を見ると、業務現場シーンにおける違いが見られる。

施術のシーン（赤枠）について、VR 事業者（同左上）の時系列集中度スコアにおい

て、集中度平均スコアが高く一定であるが、一方で講師（同左下）の時系列集中度

スコアにおいて、集中度平均スコアが低下していることが確認できる。 

また、美容師編において、表 4 の集中度に差が見られたが時系列集中度スコア

（図 40 右側）を見ると、講師（同右下）の時系列集中度スコアにおいて、カラー～

シャンプーのシーン（緑枠）にて集中度平均スコアが下がり、ばらつきも上昇して

いることが確認できる。カラー～シャンプーのシーンのテスト問題が問 4 である

が、講師のテスト問題全 4 問正解率（表 5）のうち、問 4 の正解率は最も低い 23.7%

であることが示されている。この結果は、カラー～シャンプーのシーンにおける集

中度スコアの低下により、テストの正解率も低下していることが示唆される。  

図 40 時系列集中度スコア 

（検証① エステティシャン（左）、美容師（右）） 

表 5 テスト正解率（検証① 美容師編 講師） 



40 

 

オ）第三者視点と主観視点 

4-4-2 節で示したように、エステティシャン編（VR 事業者）の動画においては施術

のシーンにおいて第三者視点と主観視点の動画があるため、この視点の差が受講生の

集中度に影響を与えているのか分析を行った。 

 

出所：筆者作成 

 

表 6 は第三者視点である「施術（クレンジング・ピーリング）」のシーンと主観視

点である「施術（マッサージ・マスク）」のシーンにおける集中度平均スコア、標準偏

差、経過時間を示したものである。また、図 41 は該当シーンにおける時系列集中度

スコアを示したものである。視点が転換された時間帯（図 41 赤枠）において集中度

にバラツキが出ているが、第三者視点と主観視点とで集中度に大きな差異は本検証か

らは見られなかった。 

  

表 6 第三者視点と主観視点別集中度スコア（検証① エステティシャン） 

図 41 時系列集中度スコア（検証① エステティシャン 第三者視点と主観視点） 
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キ）まとめ 

検証①では、3 つの検証内容に沿った検証を行った。その検証結果を検証内容別に

まとめると以下の通りである。 

I. VR コンテンツにより学習意欲喚起度は高まったか？ 

→VR 事業者と講師問わず学習意欲喚起度が高い（選択肢 4～6）の割合が 90%

を超えており、VR コンテンツにより学習意欲喚起度は高まったといえる。 

II. 講師開発の VR コンテンツによる学習意欲喚起度は VR 事業者のコンテンツと

遜色ないか？ 

→どの職種も講師開発の VR コンテンツによる学習意欲喚起度は VR 事業者の

コンテンツと遜色なく高いが、美容師編については学習理解度に講師と VR

事業者とで差が見られた。 

III. VR 事業者と講師との差が大きい職種、小さい（ない）職種とは？（職種間比較） 

→学習成果に関する多くの項目ついて、エステティシャンの平均スコアが高い 

 

上記より、VR コンテンツにより学習意欲喚起度が高まり、講師開発の VR コンテ

ンツでも VR 事業者のコンテンツと遜色ない結果となったが、職種のシーンにおいて

は集中度や学習理解度に差があることが示された。 

なお、受講生の集中度や学習理解度に差が出た要因については、次年度の検証にお

いて視線誘導など深掘りすることで明らかにしたいと考えている。  



42 

 

 

出所：筆者作成  

表 7 アンケート全設問の集計結果（検証①） 
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(2) 検証②（受講者：学内高校 1・2 年生、5 分野、87 人） 

(3) 検証③（受講者：学外高校 1・2 年生、5 分野、43 人） 

a. 検証②～③の検証内容 

検証②～③における検証内容は以下の 2 つである。 

I. 受講によりもっと学びたいと思ったか？ 

II. 受講により三幸学園への入学希望度が高まったか？ 

なお、学内高校生と学外高校生との比較も行うため、検証②と③を同じ節で表示す

ることとする。 

 

b. 検証設計 

 

検証②～③における 2 つの検証内容を明らかにするためのパス図を示したものが

図 42 である。検証設計において、検証①とは異なり受講する動画は VR 事業者のみ

のため、講師ファクターを除く 4 つのカテゴリにて構成されている。 

  

図 42 検証設計（検証②～③） 
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注）選択肢は、Q1～20 が 6 区分、Q21～22 が 7 区分、Q22 が 2 区分とする。 

  また、赤字は職種によって変更される文言 

出所：筆者作成 

 

検証②～③におけるアンケート項目を示したものが表 8 である。検証①と同様に

職種ごとに変更される箇所を赤字にしているが、検証内容(2)受講により三幸学園へ

の入学希望度が高まったか？に該当する設問であるＱ17 については、志望する専門

学校により学校名を変更している。 

  

表 8 アンケート項目（検証②～③ 職種：エステティシャン） 
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c. 検証結果 

ア）アンケート結果より 
 

注）選択肢は 1~6 の 6 区分であり、平均スコアは最小値 1、最大値 6 である。 

出所：筆者作成 

 

表 9 は検証②におけるアンケート結果のうち、学習成果に関する設問について抜粋

して示したものである10。VR 動画の視聴により、職種への関心や業務現場で体験・見

学している感覚になれた方が比較的多い。また、5 職種のうち、入学希望度（もっと

学びたい）が最も高いのはヘアメイクアップアーティスト編の動画であることが示さ

れた。 
 

注）選択肢は 1~6 の 6 区分であり、平均スコアは最小値 1、最大値 6 である。 

出所：筆者作成 

  

                                                        
10 検証②のアンケートの全設問の集計結果は本節の末尾に記載する。 

表 9 アンケート結果（抜粋）（検証②） 

表 10 アンケート結果（抜粋）（検証③） 
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表 10 は検証③におけるアンケート結果のうち、学習成果に関する設問について抜

粋して示したものである11。学習効果に関する設問の平均スコアが全体的に高く、学

内高校生（表 9）と比べても高いことが示されている。また、5 職種のうち、入学希望

度（もっと学びたい）が高いのは美容師編およびヘアメイクアップアーティスト編で

あり、学内外問わずヘアメイクアップアーティスト編の入学希望度が高いことが示さ

れている。 

 

イ）学習意欲喚起度×学習理解度 

 

注）学習意欲喚起度の高低：アンケート設問「今日の授業を受けて、次

回の授業の受講への意欲が高まった」について、「選択肢 1～3」を

「低」、「選択肢 4～6」を「高」として分類 

    学習理解度の高低：テスト結果を用いて 2 問以下の正解者と 3 問以

上の正解者に分類 

出所：筆者作成 

 

図 43 は検証②における学習意欲喚起度と学習理解度の結果を用いて受講者を 4 つ

のカテゴリに分け、学習意欲喚起度が高く、学習理解度も高かった割合を算出したも

のである。図 43 の黄枠が学習理解度の高いカテゴリを示しているが、どの授業も学

習理解度が高い生徒が多く、前提となる理論等の知識がなくても理解ができる VR コ

ンテンツであるといえる。ただし、学習理解度が高いが入学希望度が低い生徒（左上

のカテゴリ）が一定数いることが示されており、VR 動画の視聴により学習理解は高

まったものの、入学希望が高まったとは言えなかった。 

  

                                                        
11 検証③のアンケートの全設問の集計結果は本節の末尾に記載する。 

図 43 学習意欲喚起度×学習理解度別人数分布（検証②） 
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注）学習意欲喚起度の高低：アンケート設問「今日の授業を受けて、次

回の授業の受講への意欲が高まった」について、「選択肢 1～3」を

「低」、「選択肢 4～6」を「高」として分類 

    学習理解度の高低：テスト結果を用いて 2 問以下の正解者と 3 問以

上の正解者に分類 

出所：筆者作成 

 

一方で、図 44 は検証③における学習意欲喚起度と学習理解度の割合を 4 つに分け

て算出したものである。どの授業も学習理解度が高く入学希望度も高い生徒（右上の

カテゴリ）が多いことから、学外高校生にとっては学習できた上で入学したいと思え

る授業であったといえる。 

 

注）選択肢は 1~6 の 6 区分であり、平均スコアは最小値 1、最大値 6 である。 

出所：筆者作成 

 

学内高校生（検証②）と学外高校生（検証③）の入学希望度の差は起こった理由と

して「目的意識の違い」が挙げられる。表 11 はアンケート項目「高い目的意識を持っ

て動画を見た」について、検証別に平均スコアを算出したものである。目的意識にお

いて、学外高校生の方が学内高校生よりも平均スコアが高いことが示されており、こ

図 44 学習意欲喚起度×学習理解度別人数分布（検証③） 

表 11 アンケート結果（目的意識）（検証②～③） 
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の差は統計的にも有意な差12となっている。 

この目的意識の差について、学外高校生は入学を検討し自らオープンキャンパスへ

来校しており、入学検討という高い目的意識を持っていると考えられる。したがって、

この結果は、授業前において「入学検討」という高い目的意識を持っている場合にお

いて VR 動画視聴による入学希望度向上の結果となることが示唆される。 

 

ウ）集中度スコア（C-LMS） 

出所：筆者作成 

 

表 11 は C-LMS で測定した集中度の章立て別の平均値、標準偏差および経過時間

を示したものである。本検証において、検証③（学外高校生）の集中度が高いのは

旅行編およびエステティシャン編であった。ただし、本検証においては C-LMS によ

る測定により取得できた人数が少ない13ため、受講生 1 名のスコアの変動が大きな影

響を与えているので、安定した結果とはいえない。次年度以降においてはデータ人

数を増やして検証していくことが必要である。 

  

                                                        
12 平均スコアについて検定を行い 1%水準での有意性（学外高校生の平均スコアが学内高

校生よりも高いこと）が示された。 
13 C-LMS による集中度取得の際、画面から受講生の顔が外れた場合や認識できなかった場

合に欠損値となるが、本検証の集中度スコアの算出にあたり、対象時間のうち、半分以上

が欠損値となっている受講生のデータは対象外としているため、人数が少なくなってい

る。 

表 12 章立て別集中度スコア（検証②～③） 
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エ）まとめ 

検証②～③では、学内高校生と学外高校生を対象に、それぞれ以下の 2 つの検証内

容に沿った検証を行った。 

I. 受講によりもっと学びたいと思ったか？ 

II. 受講により三幸学園への入学希望度が高まったか？ 

 

その検証結果を検証内容別にまとめると以下の通りである。 

・どちらの検証も VR 動画の視聴による学習理解度は高い 

・オープンキャンパスに来た学外高校生にとっては学習成果が高く、入学希望度が高

くなる授業であったが、学内高校生は学外高校生と比較すると入学希望度が高く

なる授業であったとはいえない 

・授業前において「入学検討」という高い目的意識を持っている場合において入学希

望度向上の結果となることが示唆される 

・検証②において、受講により職種への関心や業務現場で体験・見学している感覚に

なれた方が比較的多い 

・どちらの検証においても高い学習成果のある職種はヘアメイクアップアーティス

ト編である 

 

上記より、検証③における学外高校生のように、入学を検討し自らオープンキャン

パスへ来校しており、入学検討という高い目的意識を持っている場合において入学希

望度が高く、学習成果も高くなることが示された。 
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出所：筆者作成 

  

表 13 アンケート全設問の集計結果（検証②～③） 
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4-5-3. 検証結果を受けて 

本年度の検証を受け、VR 活用において一般的に効果として取り上げられる「没入

度」も視野に入れ、「視点誘導」と「視点の変化における集中度の変化」について次年

度の検証では着目していきたいと考えている。 

 業務理解度が低い結果となったコンテンツ（美容師編-講師開発）では、正面ではな

く後ろ側を見なければ回答できない問題が取り上げられている。コンテンツ内で十分

な視線誘導ができていなかった可能性が考えられることから、視線誘導が業務理解に

影響を与えることが分かった。今後開発する際は、学習テーマを伝えられる場面を見

せられるよう視線誘導や補足説明を加えていく必要性がある。 

 視点の違い（主観視点／第三者視点）による集中度の変化は本年度の検証では見受

けられなかった。本年度は PC 上での検証だったため、差が出なかった可能性が考え

られる。特に主観視点での映像の場合、HMD を装着して外界の景色を遮断した状態

で、より自身が体験している感覚が強くなる可能性が高い。次年度 HMD を用いた検

証において、視点の違いに着目しつつ、アイトラッキング技術を搭載した HMD を用

い、学生がいつどこを見ていたか視線のログを取得しながら、検証を進めていきたい。 
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5. 今後の展望 

本年度の事業運営において、札幌拠点と東京拠点で連携を取りながら遠隔で進めら

れたのは、コロナ禍におけるオンライン会議等のニューノーマルな環境の浸透があっ

たからである。 

 学校現場ではコロナ禍で実習機会の減少が起こっているため、本事業で得た知見を

活かし、本年度の成果を踏まえて①他職種での VR 教材の制作、②検証結果を踏まえた

新たな VR 教材の開発、③正規授業での活用、④他拠点・他分野専修学校での全国活用

に取り組むことで、学校現場で活用していきたい。また、VR 技術教育カリキュラムに

ついては、今年度見出した改善点を反映し、学生への VR 技術教育カリキュラムとして

アップデートしていく。言わば、学修成果の可視化を含め、教育の質の向上を目指す「教

育面のマネジメントサイクル」につながっていくものと考えている。 

 

 検証結果を得て、課題に挙がった視線誘導については、次年度アイトラッキング技術

を導入している HMD を活用することで、学生が教材制作者の意図（学習テーマ）に沿

って誘導されているか否かを検証し、適切な誘導方策も見出したい。また、本年度行え

なかった興味関心を高める業務シーンの特徴の分析も並行して行っていきたい。 

今年度の学生就職活動においては、インターンシップに参加した約 7 割の学生のう

ち、オンラインインターンシップを利用した割合は 8割を超え14、半数以上の企業がイ

ンターンシップ及び採用活動のオンライン化を強化していた15。コロナ禍において、学

                                                        
14 出典：あさがくナビ 2022 登録会員対象 2022 年卒学生の就職意欲調査（インターンシッ

プの参加状況 2020 年 12 月 22 日~2021 年 1 月 5 日）（令和 3 年 1 月版）」、(株)学情 
15 出典：「2021 年卒採用活動の感覚等に関する緊急企業調査（令和 2 年 6 月）」、(株)ディ

スコ 

図 45 先端技術導入メソッド：教育シーン毎の効果 
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生自身が次のステップ・キャリアを考えるきっかけとなるインターンをいかにオンラ

イン化していくかが重要であるが、そこに VR 技術を掛け合わせ、実体験と近い学びの

機会を設けることで新たなインターン・職業体験の機会を創出することができると考

える。 

本事業推進の過程で、開発したコンテンツを蓄積できるプラットフォームを構築し、

VR 職業体験コンテンツの幅広い職種展開をしていくことで、学生がキャリア選択をす

る機会を増やしていきたい。 

授業やオープンキャンパス・職業教育等での VR 教材の継続的な活用及び VR 技術教

育カリキュラムを学生向け・汎用的に活用できるようアップデートすることで、専門学

校教育の価値・意義を高められるよう精進する所存である。 
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