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関連性に気づかせ、好奇心を刺激する
拡張現実（AR）は、現実世界に情報や画像などのコンテンツを重ねて表示することによって、物事を新たな視点から観察したり、さまざまな世界とつながることを  
可能にします。ARを授業に取り入れることで、生徒たちの学びと理解がさらに深まります。既存の授業の中でARアプリケーションを使えば、教室を宇宙に変える  
ことも、歴史上の出来事をまるで今起きていることのように体験する授業も可能になります。生徒たちにいつも見慣れているものの内部の仕組みを見せて理解させる
といったこともできるようになります。

生徒が3D図形やグラフの周りを歩き回りながら学ぶ数学の授業や、iPadを  
動かしながらバーチャルなカエルの体組織を観察する生物の授業を想像してみて
ください。国語の授業では、生徒たちが自分で描いたスケッチや写真を現実世界
に配置して物語を作り上げ、言語表現に新たな深みを与えることができます。 
そして、歴史の授業では、まるで博物館から直接教室の中に運び込んできたかの
ようなリアルな考古学の出土品の周りを歩き回りながら学習できます。
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学びのためのパワフルなテクノロジー
拡張現実は、デジタルと現実の世界を融合します。iPadのARは、アプリケーション上でデジタルオブジェクトと情報を周囲の環境の中に重ね合わせ、画面を超えた 
世界へ生徒を連れ出して、今までにない新しい方法で生徒が自分を取り巻く世界と自由に触れ合えるようにします。

ARアプリケーションは、学びへの関心と意欲を高めるパワフルな学習ツール 
として、さまざまな教科に活用できます。iPadのARを授業に取り入れると、  
次のようなメリットが得られます。

• 身体を動かして学び、現実に迫るような体験をすることで、学びへの関心が 
刺激されます。

• 抽象的な概念を視覚化し、実験することができます。

• 外からは見えない体組織を詳しく探求することができます。

• これまでにない新しい説明方法が可能になります。

• 生徒の行動意欲と探究心が刺激されます。

• 物事の全体像を把握すると同時に、細部を観察することができます。

• 従来の資料では提供できなかった情報に触れることができます。

• 従来のカリキュラムを補い、拡充できます。

• プロジェクトが拡がり、生徒のやりがいを高めます。
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iPadのARを学習に取り入れる理由
iPadは動きながら使えるように設計されているので、ARの体験が簡単で自然です。加速度センサー、モーションセンサー、パワフルなカメラをはじめ、特にARを
念頭において作られたオペレーティングシステムなど、先進的なテクノロジーが詰め込まれています。美しいRetinaディスプレイを搭載し、軽くて薄いデザインの
iPadは、ARを体験するための理想的なデバイスです。

iPadのARは、ハードウェアとソフトウェアがしっかり組み合わさり、これまでにない 
パワフルな方法で生徒の学びを深めます。

• 臨場感あふれる大きなディスプレイは、iOSやARアプリケーションに没入する 
体験のための理想的なレンズです。

• 高速処理機能と驚異的なグラフィックエンジンが、先進的なカメラと連係して 
仮想オブジェクトと現実の世界をつなぎ合わせます。

• iPadに内蔵されているセンサーは、動きにすばやくスムーズに反応します。

• Apple Pencilは圧力を感知し、方向を認識して、自然で直感的かつ繊細な 
タッチを実現し、AR体験をさらに豊かにします。

こうした機能のすべてがつまったiPadは、他のプラットフォームでは実現できない、 
統合された拡張現実体験を実現します。
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授業での活用アイデア：歴史 
Civilisations AR

BBCが制作したCivilisations ARは、教室や学びの場に、歴史的遺物や文化財を 
出現させます。ロダンの彫刻、エジプトの石棺、ロゼッタストーン、古代の兜などを  
詳しく調べてみましょう。生徒たちは、こうした古代の遺物を実物大で見て、その背景
を学習し、現実には不可能な学びを体験することができます。

Civilizations ARアプリケーションについてさらに詳しく

やってみよう：遺物をひとつ選び、その形や大きさなどの特徴、どのように使われていたかなど、観察したことをレポートにまとめましょう。

 地球儀ブラウザを、近くの平面に置きます。地球儀の表面を 
移動し、ロゼッタストーンや兵馬俑の馬など、遺物を選択  
します。

 オブジェクトの周りを移動して、相対的な大きさ、質感、細部を
よく観察します。

 懐中電灯のアイコンをタップし、インタラクティブ機能を  
使ってさらに詳しく学習します。角度を変えて2、3枚写真を  
撮り、観察レポートに加えましょう。

https://itunes.apple.com/jp/app/civilisations-ar/id1350792208?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/civilisations-ar/id1350792208?mt=8
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授業での活用アイデア：数学 
「計測」

「計測」アプリケーションは、iPhoneとiPadのiOS12に搭載されている標準アプリ
ケーションで、カメラとARを利用して、ユーザーの身の回りにある物の外周に点を配置
して形を自動認識し、長さや面積を測ります。生徒たちは、物の大きさや面積を把握
するだけでなく、自分を取り巻く環境を今までとは違う見方で楽しく捉え直すことが
できます。

計測アプリケーションについてさらに詳しく

やってみよう：身の回りにある物の長さ、高さ、面積を簡単に調べてみましょう。

 メモ帳やノートなど、長方形の物を集めます。(+)をタップして、
長方形の物の角に点を合わせます。点を追加していくと、  
「計測」アプリケーションが各辺の長さを教えてくれます。

 「計測」アプリケーションは長方形を自動的に認識し、その寸法
を素早く測定することもできます。「計測」アプリケーションに
いろいろな長方形を認識させ、自動的に外周が検出され、寸法
が測定されるかどうか実験してみましょう。

 長方形をタップすると、「計測」アプリケーションが寸法と面積
を教えてくれます。集めたさまざまな長方形の中でどれが  
一番面積が大きいかを予想し、「計測」アプリケーションを
使って、予想が正しかったか確かめましょう。

https://itunes.apple.com/jp/app/measure/id1383426740?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/measure/id1383426740?mt=8
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授業での活用アイデア：言語活動、英語  
AR Makr

AR Makrを使うと、生徒たちは創造力を羽ばたかせ、自分で描いたスケッチをインタラ
クティブに織り交ぜながら、物語を創ることができます。生徒たちは、自分で描いたり
写真に撮ったりした風景、キャラクター、小物などを、ARの力を借りて現実世界に配置
したり、3次元の場所の周りを歩きながらストーリーを語り、それをiPadで録画して  
保存、整理したりできます。

AR Makrアプリケーションについてさらに詳しく

やってみよう：ARオブジェクトと現実世界を組み合わせて、いろいろな物語の場面を作ってみましょう。写真やビデオで、物語に挿絵を入れてみましょう。

 外に出て、物語の舞台になる場所を見つけます。ここでは  
『三匹の子豚』を選び、この物語の要素を舞台に配置します。

 その場面を撮影して、写真や短いビデオに収めましょう。  
リセットすれば、また新しい場面を作ることができます。

 オリジナルのショートストーリーを作りましょう。自分で描いた
スケッチの写真を追加したり、スケッチアプリケーションを
使って直接iPadで絵を描くこともできます。Everyone Can 
Createのビデオプロジェクトにスケッチを組み込んでみま
しょう。

https://itunes.apple.com/jp/app/id1434081130
https://itunes.apple.com/jp/app/id1434081130
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授業での活用アイデア：理科 
Froggipedia

Froggipediaでは、生徒たちはカエルの一生と、動くカエルをARで調べることが  
できるほか、まるで実物のようにリアルなカエルのモデルを使って臓器などの体組織 
について学び、生物用語を学習できます。ARを駆使して解剖の予備知識を身に付け、
まるで本物のカエルを超えるような仮想のカエルで解剖をすることもできます。
Froggipediaは、教科書や図を使った従来の学習方法を補い、さまざまな学年、  
学習スタイルの生徒たちの学習意欲を高めます。

Froggipediaアプリケーションについてさらに詳しく

やってみよう：カエルの生体構造を詳しく学びましょう。

 アプリケーションの「ARでの解剖」機能で、カエルをテーブル
などの平面に配置します。画面左に表示されたスライダーを
使って、調べたい構造を選択しましょう。

 さまざまな角度からカエルを観察します。カエルの喉（頬咽
頭腔）の動き、骨のつながり方や骨格の構造に注目しましょう。
より詳しく学びたい部位があれば、その部位にポインターを
合わせましょう。

 スクリーンショットを撮り、書き込みツールを使って自分用の
ラベルを追加したり、ワークシートに張り付けることも  
できます。

https://itunes.apple.com/jp/app/froggipedia/id1348306157?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/froggipedia/id1348306157?mt=8
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授業での活用アイデア：理科 
WWF Free Rivers

理科や社会などの科目にARを取り入れると、臨場感のあるモデルを使って物事の  
全体像を見せることができます。Free Riversでは、生徒たちはトピックをインタラク
ティブに体験して、野生動物や人間の暮らし、地形がいかに河川の健全性に依存して
いるかを学びことができます。自分でダムを建てたり撤去して、それが環境全体に  
どのような影響を与えるのか見ることもできます。

WWF Free Riversアプリケーションをさらに詳しく

やってみよう：河川の生態系の中に入り込み、水が動物たちや植物、人間の居住環境とどのように関わっているのかを学びましょう。さらに、河川の生態系が破壊されるとどのようなことが起こるのか、
詳しく見ていきます。

 地図を平面に配置し、画面に表示される手順に従って、  
河川の流域とその生態系を調べたり、インタラクティブに  
体験する方法を学びます。

 操作に慣れたら、ダムが河川の流れや下流に生息する動植物
にどのような影響を与えているかなど、さらに詳しく学びたい
テーマを選びます。

 マップモードを利用すると、他の河川や動物、ダム、河川の 
生態系を多面的に学ぶことができます。スクリーンショットを
撮り、ダムが生態系に及ぼす影響をまとめましょう。

https://itunes.apple.com/jp/app/wwf-free-rivers/id1349935575?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/wwf-free-rivers/id1349935575?mt=8
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 z = x2 + y2の式を使って放物体を作り、テーブルの上に 
配置します。さまざまな角度から見てみましょう。

 式の数値を少しずつ変えて放物体を変形させ、その結果を 
観察します。 

 校内の共用スペースや校庭で、放物体を探しましょう。  
見つけた放物体に合わせて式の数値を変えてみましょう。  
スクリーンショットを撮り、見つけた放物体と数式がぴったり
合致していることを示します。自分が見つけた放物体と数式
を他の人と共有し、結果を比較しましょう。

授業での活用アイデア：数学  
GeoGebra Augmented Reality

iPadのARを使うと身の回りにある数学を視覚化して、生徒が親しみながら学べる
ようになります。GeoGebra Augmented Realityでは、生徒たちが自分で作った
3D図形の周りを歩き回り、数学を探求的に学ぶことができます。現実の世界の中で
数学を目で認識することができ、数式をカスタマイズすると現れる変化を見ることで、
さらに理解が深まります。

GeoGebra Augmented Realityアプリケーションについてさらに詳しく

やってみよう：z軸の導入にGeoGebra Augmented 
Realityを使い、立体と数式を探求的に学んでみましょう。

https://itunes.apple.com/jp/app/geogebra-augmented-reality/id1276964610?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/geogebra-augmented-reality/id1276964610?mt=8


iPadのARには、iOS 11以降を搭載した第5世代以降のiPad、またはiPad Pro（全機種）が必要です。
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ARアプリケーションを活用するヒント
iPadのARアプリケーションは、目の前の現実の世界をiPadのカメラでとらえて画面に映し出し
ます。ARアプリケーションを最大限に活用するためのヒントをご紹介します。

照明：ARは、均一で安定した照明が当たっているときに、優れたパフォーマンスを発揮します。
まぶしい光や、光が乏しい環境は避けてください。

面：ARは、表面の色や質感がまちまちな木目調のテーブルや、表面の見た目が均一ではない、
印や文字などが書かれている壁にも対応しているので、学校にあるごく普通のテーブルや壁を
使って体験できます。反射する面や光沢のある面、暗い表面は避けてください。

動き：最適な動かし方を見つけてください。iPadは、ユーザーが動かすことによって、その場の
状況をよりよく学習します。オブジェクトにゆっくりと近づけたり、オブジェクトの周囲を回るよう
に動かしたりして、ARアプリケーションの中にシーンを読み込みましょう。

画面収録：解説を付け加え、AR体験を収録することによって、生徒たちは学んだことを記録し、
プロジェクトを制作することができます。iPadで画面を収録する方法やスクリーンショットの
撮り方を覚えましょう。

iOS 12でのアップデート：ARKit 2とiOS 12で、複数の生徒と教師のみなさんがひとつの  
ARアプリケーションの中の同じARシーンをそれぞれの視点から同時に体験できるように  
なりました。AR体験を保存し、あとから再開することも可能です。こうした新しい機能で、  
ARアプリケーションの中で共同作業を行い、何かを創るプロジェクトを行うこともできるように
なりました。

まとめ
iPadのARを使うと、教師と生徒のみなさんは、前例のない学びのツールと機会を手にする 
ことができます。現在入手できるARアプリケーションでのパワフルな探究的な学びに加えて、
今後さらにアプリケーションの種類や機能が増えていくとともに、ARとiPadによって得られる
体験や学習機会も大きく広がっていきます。ARアプリケーションは、授業の幅を広げ、これまで
にない新しい授業を作りたいと考えている教育機関のみなさんに最適です。ARをさまざまな
教科に取り入れることで、生徒を学びに引き込み、その理解を深めることができます。

リソース
iOSのための拡張現実 >
教育機関向けApple製品 >
iOS向けARアプリケーション >

https://www.apple.com/jp/ios/augmented-reality/
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https://itunes.apple.com/jp/story/id1433052094
https://www.apple.com/jp/ios/augmented-reality/
http://www.apple.com/jp/education/products
https://itunes.apple.com/jp/story/id1433052094
https://support.apple.com/ja-jp/HT207935
https://support.apple.com/ja-jp/HT200289
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