
3.4コミュニティ作りの支援８１

･集団の存在の知覚と集団への働きかけが連携すること

コミュニティはたった一度の情報交換で形成されるものでなく，会話などを

通して徐々 に形成されるものである．よって，形成されつつある集、を知覚す

る過程と，メッセージ発信など集団へ働きかける過税を統合する必要がある．

・自己の存在を他者に示せること

自らコミュニティ形成を働きかけるだけでなく，他者からの働きかけを受け

取りやすくすることが必要である．これができれば，コミュニティ形成の機会

が増加する．

従来のシステムはこれらを満足するものではなかった．次頂では，これらの要

求事項を満たすことを日指して我々 の研究グループが開発したコミュニティ形成

支援システム「CommlmityOrganizer」について述べる．

3.4.2隠れたコミュニティを見えるようにする技術

図３．７にCommlmityOrganizerの画而イメージを示す．CommunityOrga‐

nizerは』&ｗａを用いて実装されており，多くのコンピュータ環境で動作させるこ

とが可能である．CommunityOrganizerは，人やメッセージの集まり具合を表

示するビューワと，コミュニケーション機能を提供するコミュニケーションツー

ルを統合したものである．ピューワは，アイコン表示ピューと表示条件を設定す

るスライドバーから櫛成される．また，コミュニケーションツールを用いると，

Ｗｂｂ掲示板でのメッセージ交換，Ｗｂｂページへのリンクの貼り付け，チャット

を行うことができる．

ユーザはスライドバーを用いて，現在の興味をシステムに示すことができる．

スライドバーには，例えば「巾｣，「ワイン｣，「イタリア」といった項目が並んでい

る．各項tlのスライドバーを動かすことで，それらが脚己の興味に合致している

か，いないかを示すことができる．例えば，イタリアワインに興味があれば，ワ

インとイタリアの項目のスライドバーを右に動かせばよい．なお，各項目はシス

テム管理者によって与えられており，ユーザから項目の追加／削除はできない．

スライドバー設定によって規定されたユーザの興味に応じて，ビューにはアイコ
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図３．７（!()ｍｍｍｌｉＩ‘ｙＯＩ･ganizcrの画面イメージ

ンが２次元平、上に炎示される．アイコンをクリックすれば，それが掲示板に対

応ＮけられていればWbl)掲示板のウインドウが別に開く．Ｗｂｂページやチ･Ｉ'ツ

トルームに結び付けられていあ吻合もli1様である．アイコンの表ボ位悩はｆ峡な

噸味をもつ．アイコンは，発備:荷によって設定された属惟値をもっており，関辿

するアイコン'1リヒは近くに配世される．画面の中心は閲覧者の現在の興味を表し

ており．中心からの距離は閲覧者の興味からのずれの大きさに対応する．様々 な

股定を拭すことで，ユーザは各場合に興味を同じくする人がどの程度存在するか

を知為ことができる．

さて，Ｃ()ｍｍｌｍｉＩｙＯｒｇ&mizcrでは，様々 な形で他者に働きかけができる．ま

ず，ユーザは他肴が綾けた掲示板やチヤットルームで発言できる．また，新たに

それらを股世することもできる．それらのアイコンの属性値は，現在のスライド

バーの設定値が用いられる．また，あるLIf柄に興味をもっている自己の存在を他
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者に知らせるために，メッセージを伴わないアイコンを世くこともできる．この

ようにして，各ユーザはいくつでもアイコンを置くことが可能である．

ここで実装法について述べておく．上述のように，アイコンは話題に閲する属

性値をもつ．属性仙は特徴ベクトルとして表現される．各楓性はスライドバーの

項目であり，値はアイコン設世時のスライドバーの値が代入される．そして，個々

のアイコンの属性値を元に，二つのアイコン間の関連度が定義される．関連度は

特徴ベクトルの余弦で表される．

ビユーヒのアイコンの炎示位佃は，ばねモデルを用いて決定される．ばねモデ

ルでは，まず，メッセージⅢlの関連度をばねの自然長に対応きせる．次に，ばね

の系が平衡してそれ以止移動しない位置を求める．この位世をビュー上の位置に

対応させる．表示位世決定にばねモデルを採用したのは，ユーザが興味を変化さ

せてスライドバーを動かしたときに，アイコンの位置が実時Ⅲlで連続的に変化す

るように見せるためである．

3.4.3見えるようにすることの効果

CommunityOrganizerを用いることで以下の判断が容易になると考えられる．

。様々な条件を変更することにより，コミュニティの有り棟がどう変化するか模

擬することができる．

集団の反応を知るために，他者に主旨の異なる様々なメッセージを送ると，受

け取った者は混乱してしまう．本システムを用いれば，そのような状態を回避

できる．すなわち，スライドバーを使って興味に関する設定をいろいろ変更し

て試すことで，コミュニティに参加しそうな人がどの程度いるかを知ることが

できる．また，メッセージの発信品などから，活動への稲極性といったこれか

ら形成されるコミュニティの性質を椎測できる．

・境界があいまいな集団に対してメッセージを発眉できる．

ネットニュースで意見を表明する場合，適切なニュースグループを選択する

必要がある．しかし，グループ分けの粒度が粗すぎたり，内容が新しくてジャ

ンルが確立していないなどの理由から，適切なニュースグループの選択が困難
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な場合がある．一方，CommunityOrganizCrでは，スライドバーを用いて自

己のメッセージの属性を任意に設定できる．このため，メッセージ発信に関す

る心理的負荷が軽減されると考えられる．

・自己の存在を他者に知らせることができる．

ネットワーク上での情報発信は自己の意思で行えるが,逆に，他の人から自己

を見つけてもらうことは難しい．対面環境では，例えばサッカーをしている自

分達を見ている人がいれば，その人に気づいて声をかけることができる．しか

し，ネットワーク環境では何かしらメッセージを受情しなければ，そのような

人の存在に気づくのは難しい．ところが，メッセージを瞥くこと自体に心理的

負荷を感じる人もいる．これに対してCommu1lityOrgfmizerでは，メッセー

ジを含まないアイコンを置くことを許容するため，結果として他者に気づかれ

ることを容易にしている．

屯井らはCommunityOrganizerの評価として，上述のビュー表示とメッセー

ジのリスト表示を比較する被験者実験を行った．本章では実験の祁細には触れない

が，ビュー表示の方がコミュニティ感覚を与えやすいという結論が得られている．

CommunityOrganizcrは完成度の高いシステムであるが，まだ，実用に供さ

れているわけではない．実際の利用に際しては，利用肴がコンピュータに慣れた

肴か，あるいは普段コンピュータに触れることがない肴かなど。その対象に応じ

た細かな捌錐が必要であろう．

3.5語らいを理解しやすくする支援

本節では語らい状況の理解支援について述べる．はじめに既存ツールの問題点

を述べ，次に，我々 が開発した「Commu1lityBoard」の淵らい状況の視覚化法に

ついて述べる1191．競後に，その効果についてまとめる．

3.5.1これまでのツールの問題点

コミュニティにおけるメッセージ交換の手段としてよく用いられるのは，メー
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リングリストである．特殊なコンピュータの環境を必要とせず，広範に利用でき

る点で優れている．しかし，メーリングリストには複数の話題が混在しており，

個々のメッセージについて見ると，自己完結的に記述されていない場合も多い．

よって，文脈を把握して欠落情報を適切に補完できないと，話の理解が困難とな

る．また，メッセージ獄の増加は，時間的にすべての記班を逆一・読むことを難し

くし，理解をさらに困難にする．すなわち，メーリングリストはメッセージを伝

える手段を提供するのみで，話の内容や話の進められ方の珊解を助けるものでは

ない．

柵造化されていないメッセージ群の珊解を助ける手法として，スレッド表示と

袖迦空'1M表示がある．スレッド表示は，論題ごとに記$fを分類し，記事間の質問

／回答関係を反映するよう字下げして表示する方法である．話題空間表示は，２

次元平面あるいは３次元空間上に，メッセージ間の何らかの関係を反映するよう

にメッセージを配極して表示する方法である．しかし，これらの手法は語らい状

況理解支援としては十分でない．例えば，スレッド表示では各話題間の関係の把

握が容易でない，つまり話題間の関係は表現されないため，どの種の話題に参加

者が興味をもっているかを一瞥して判断することができない．また，話題空間表

示では，話の時間的推移を把握できない．語らいは締的ではなく，常に進行して

いく．過去の話か，現在の話かという区別は，譜を剛解する上で非常に重要であ

るが，話題空間表示ではこの区別が困難である．

上述の談論をまとめると，語らいの理解には以下の：つが必要である．

・話題に関して語らいの全体を見渡せること

。語らいの時間変化を知覚できること

従来の手法はこの二つを同時に充足するものではなかった．次馴では，この二

つの条件を同時に満たす視覚化法について述べる．

3.5.2語らい状況を見せる技術

語らい支援システム「CommunityBoard」は，話者，話題，時間の情報を統合

的に表示する．システムはメッセージを榊積するサーバと，稲らい状況をユーザ
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画面に表示するクライアントから椛成される．サーバはＪａｖａプログラムとして．

クライアントはＪａｖａアプレットとして実装されている．よって，Ｗｅｂ閲覧環境

で広く利用可能である．

参加荷''１１でやり取りされるメッセージは通'肘の↑Ii｣'･メールとI『ﾘ雛に，メッセージ

ＩＤ，｜I付,話蒋,話題,参照メッセージ,本文から柵成される．凶3.8にＣｏｍ１１ｌ１１ｎｉｔＪ，

Bual､ｄ２の凹面イメージを示す．ColmIllll'i(ＩｙＢ〔)孔r(１２はCommunityBoardに

語らいへの参加支援機構を組み込んだもので，参加支援については次節で詳述す

為．側の左のウインドウが語らい状況を,jﾐしていあ．uilIIiには顔イメージのアイ

コンと｜ＩＳＤＮのしくみ｜といった矩形でⅢ|まれた文半ﾘが表示されている．各

アイコンは一つのメッセージを表す．右ﾄﾞのウインドウは個々のメッセージの本

文閲覧用である．アイコンをクリックすると，閲覧ウインドウにその本文が表示

される．

各アイコンの表示法の詳細を以下に,伏す．
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・顔イメージ：話者

アイコンの顔イメージは話者を表す．異なる話者ごとに異なる顔イメージの

アイコンを用いる．同じ顔イメージのアイコンが複数個見えれば，それは当該

括者が複数回発首していることを示す．

・位圃：話題

アイコンの位置は各メッセージが含む話題を表す．矩形で囲まれた文字列が

話題を表し，その周囲にアイコンが配置される．メッセージが含む話題は，話

題フィールドの文字列により判断される．話題フィールドは，話肴によって記

述される．

関連する話題は画面上で近くに配置される．この配置は，サーバがもつ話題

の関連度データの値を用いて，多次元尺度法により決定される．多次元尺度法

を採用したのは，ばねモデルによる配置決定法よりも，話題の近接関係が画而

上の配１Ｍによく反映されるためである．新たな話題を含むメッセージが投稿さ

れると，画面全体の配世が更新される．

・溌淡，大きさ：時間

アイコンの濃淡と大きさは，そのメッセージが投稿されてからの経過時間を

表す．メッセージは，初めは濃く大きく目立つように表示され，時間の経過に

従って，その表示は薄く小きくなり，最後には画面から消える．現在の実装で

は４段階（濃／中間／薄／消滅）に変化する．時間経過による表示変化の程度

は，システム管理者が設定できる．こうするのは，コミュニティにより新旧の

判断恭準が異なるためである．

一度本文を読むと，そのアイコンの色が暗く変化する．これにより，既読メッ

セージと未読メッセージを区別できる．

別の機能として，ＣｏｍｍｌｍｉｔｙＢｏａｒｄでは過去から現在までの耐らい状況表示

画面をビデオＷ生を見るように閲覧できる．これにより，話題の生成／消滅，人

の集散を過去から現在までたどることができる．これは，既存の表示方法では提

供できない機能である．この機能は，多くの話題が同時に話し合われるのか，あ

るいは個々の譜題が順々に話し合われるのかといった，コミュニティの巾での話
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の進められ方を理解するのに役立つ．

3.5.3見せることの効果

CommunityBoardの表示画面から，ユーザは「人，話題，時間」を組み合わ

せた情報を獲得できる．個別の悩報だけでなく，組み合わせた情報の知覚が語ら

いの理解には重要である．この視覚化により，以下の判断が容易になると考えら

れる．

・どのような話題が参加者の興味を集めているか／集めていたか．

自己が発言した場合，どの狸度の反応が得られるかを推測するのに役立つ．

・誰がよく発言しているか／発言していたか．

ある話題についてよく発言している者を見つけることは，話の中心人物を知

ることに役立つ．

・話される話題は密接に関連し合っているか．

例えば，話題が大きく二つの群に分かれて表示されることが長く続けば，そ

こでコミュニティを二つに分割するといった，コミュニティ再編成の判断に役

立つ．

３．６語らいに参加しやすくする支援

前節では語らい状況の理解支援について述べたが，語らいにより得られるもの

は，一方向の情報獲得だけではない．発言して語らいに参加することにより，自

己の考えを整理したり，他者から有益な情報を引き出すことが可能となる．しか

し，ネットワークを介した語らいでは，発高を蹄路する場合も多い．本節では語

らいへの参加支援について述べる．

3.6.1これまでのツールの問題点

ネットワークを介してのメッセージ交換による語らいでは，対面環境での語ら

いと比べて，次の２点が積極的な参加を蹄蹄させる原因となる．一つはコミュニ
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ケーション手段の貧困き，一つは調整の困難さである．前者については，ネット

ワーク環境でのメッセージ交換では，例えば表悩による意思の伝達などができな

い．意思を伝えるには，メッセージを縛〈しかない．これは，3.4節でも触れたこ

とである，しかし，他者からの評価を予測できない場合，メッセージを出すこと

は大きな負担となる．また，メッセージが後々 まで保存される点も心理的な負担

となる．後者の調整の困難さは，３．２節で触れたフィードバック情報の欠如に起

因する．ネットワークを介した語らいでは，聞き手がどの程度理解しているかを

把握しづらい．よって，話し手からの一方的な発笥となって，聞き手の期待から

外れてしまうといったことが生じる．

語らいへの参加を容易にする条件を以下にあげる．

・参加者が話の進め方を理解すること

・コミュニケーション手段の強化：多様な参加手段を取れること

・調整機能の付与：システムが能動的に話の進み方を調整すること

１点目に関しては，前節で述べた語らい状況の1¥生炎示などが役立つ．

２点目に関しては，発言への評価のために「拍手」といったボタンを用意し，そ

れを押させることで参加を促すシステムがある．しかし，評価という行為がシス

テムや他者にどのような影響を与えるかは明確ではない．自己の行為の影響が自

覚されなければ，淵らいへの参加意識は生まれにくい．よって，評価ボタンを用

意するだけの支援では十分ではない．

３点目に関しては，縦事の進行具合を表示するためのツールは既に存在する．こ

れは，結論の早期の導出が目的の議論には適するが，語らいを楽しむことが目的

の場合，逆に発言を阻害する要因となる．

3.6.2参加の敷居を下げる技術

CommunityBoard2は，発言以外の意思表明手段として，他者の発言への評

価投入手段を提供する1191．図3.8右下の閲覧ウインドウの下部に，「＋｣，「｜｣，

｢一」というラベルのついたボタンがある．各々 ，「正｣，「中立｣，「負」の評価を

意味する．例えば，＋ボタンを押すことで，メッセージを読んで良かったという
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意思を表明できる．

こうして得られた読者の評価は，アイコンの見え方の修正に用いられる．例え

ば，多くの読将から正評価を集めたメッセージは画面上でより長い期間濃く大き

く表示される．アイコンの濃さ・大きさは，詳しくは「時ⅢI経過，評価，閲覧者

の興味」により決定される．アイコンの見え方の決定にあたり，どの項を重視す

るかはコミュニティにより異なる．システム管理者は各項の重み付けを様々に設

定できる．

ここでiMl題となるのは，自己のメッセージの評価を上げるために，当人が不正

に何度も評価を投入することである．これを防ぐため，過去の評価情報を蓄積し

ておき，現在までに多くの正評価を得ている者による評価を並視するようにして

いる．本稿では，詳細な計算方法については省略する．

自己のメッセージが受けた評価の数は，評価ウインドウ（図３．８右上）によっ

て確認できる．評価の明示が参加を促すかどうかはコミュニティの性質による．

よって，このウインドウをユーザに見せるかどうかも，システム管理者が設定で

きる．

また，語らい状況表示に評価を反映させることは，話の進み方の調整にも結び

つく．例えば，ある参加者Ａが恋愛映画に関するメッセージと恐怖映画に関す

るメッセージを投稿したいと考えている場合を想定する．また，他の参加者の

大半はＡの恋愛映画の話に興味があるが，恐怖映画の姑には興味がないとする．

この場合，Ａは恋愛映画に関する話を先にするのが望ましい．ここでＡには，

CommunityBoard2上で，恋愛映画に関するアイコンが目立って見えることにな

る．これは，過去に提供した恋愛映画に関する話が高い評価を得ているためであ

る．よって．Ａの注意は最初恋愛映画に向くと期待できる．このように評価とし

て得られた'1Mき手の要望を画而に反映させることで，話者と聞き手の要望がうま

く折り合う形で澱が進むと期待できる．

3.6.3評価による見え方の変化

ニュースグループ〔i,net､isdnの記事をCommunityBoard2上に表示し，語ら

ｌ
Ｊ
Ｉ
Ｉ
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表３．３視覚化の統計

(a）メッセージ投稿数

胎題１ 話理２ 詰題３

投稿者Ａ ５(8) ０(0） ０(o）

投稿新Ｂ ２(0） ０(０） ２(１）

投稿者Ｃ ０(0） ４(3) ０(0）

()内は受けた追加メッセージの数

（b)表示されたアイコン数

鮎題１ 話題２ 話題３

投稿者Ａ 4,7.0 ０，２，６ ０，０，１１

投稿者Ｂ 0,5,6 ０，２，６ ０．１１，０

投稿者Ｃ 0,0,11 7,1,0 ０，０，１１

各マス，（濃，中，薄）表示の順

話題ｌ：６４kbpg-V､9０（メッセージ総数：１１）

話題2:ISDNのしくみ（メッセージ総数:８）

話胆３:ＬＡＮ接続（メッセージ総数:１１）

い状況の見え方を調べた．対象記事のメッセージ総数は１２８，参加者総数は６７，

話題の数は２８であった．これらの中から，ある３人の参加者の三つの話組にINJ

するメッセージ投稿数を表3.3(a)に示す．表中各マスの括弧内の数字は，他者か

らの追加メッセージ数を表す．

追加メッセージは評価の一種と見なせる．しかし，各メッセージには参照関係

が示されるだけで，正／中立／負の別は示きれない．そこで今回は，兼者が評価

の種別を判断した．「この記事はこのニュースグループへの投稿にふさわしくな

い」といったメッセージには負評価を測り当て，それ以外には正評価を削り当て

た．各投稿者から見てどのようにメッセージが表示されたかを表3.3(b)に示す．

表中の各マスの三つの数字は，それぞれ，「濃く／中程度に／薄く」表示されたア

イコンの数を示す．この結果より以下のことがわかる．

。濃いアイコンが出現したのは，投稿者Ａと話題１，投稿者Ｃと話題２の組合

せである．Ａの話題ｌに関するメッセージには多くの追加メッセージがつい

ており，Ａの投稿が話題１の話の進展に貢献したと推測できる．そのため，

Ａには話題１の部分が目立って見えることになる．Ｃと話題２の組合せにつ

いても同棟である．
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●投稿者Ｂと話題１の組合せには濃いアイコンが出現していない．Ｂは話題１

に関する二つのメッセージを投稿しており，話題１に興味をもっていると推

測される．しかし，それらには追加メッセージがついていない．つまり，他

者からiE評価を受けていないため，Ｂが括題１を見ても目立つようには表示

されない．

アイコンの表示のされ方はパラメータ設定により変化するが，上の結果は，話

者と聞き手双方が関心をもつメッセージが目立つように表示されるという，本シ

ステムの特徴の一端を示しているといえる．

般後に，紺らい支援についてまとめておく．ｉ禍らい支援においては，並要メッ

セージのフィルタリングやテキスト要約の技術を用いたメッセージの要約も有用

である．しかし，これらからは話の進め方に関する知識を得ることはできないた

め，参加支援という点では不十分である．３．２節では，コミュニティにおける語ら

い支援での要求事項を述べた．CommunityBoard2は，(1)参加者に大きな制約

を与えず，話を様々な方向へ発展させることが可能であり，(2)評価投入により船

らいへの参加愈識を高められ，(3)新規参入者にとっても語らい状況の理解支援と

なっている点で，要求を満たすものとなっている．なお，CommunityBoard2を

実際のコミュニティで用いて，これらの効果を実証的に評価することは今後の課

題である．

３.フまとめ

本章では，コミュニティウェア研究の意義と現状について解説した．インター

ネットの普及は人々のＨ常生活に大きな変化をもたらしている．また，挑帯迩諦

の詳及もあって，人々は以前にも噌してお互いに接続された状態に置かれている．

社会的インタラクシヨンにおいて多くのことが便利になる反面，情報過多やネッ

トワークによる分離環境などから，コミュニケーションに対して充足感を得られ

ない場合も多い．コミュニティウェアはコミュニティという視点からこの問題を

解決しようという技術的挑戦である．
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本稿では，出会い支援，語らい支援，梢報統合の支援に分類して現在の研究状

況を概観し，その後，コミュニティ形成支援システム「Ｃｏｍｍ,mityOrganizer」

と語らい支援システム「CommunityBoard」について群し〈見た．我々 の提案シ

ステムでは，ばねモデルや多次元尺度法などの要素技術は既存のものであり，ま

た，評価もまだ十分なものではない．しかし，理解と行動の連携の必要性に筒及

するなど，コミュニティ支援の一端を明らかにしたと考える．今後さらに有効性

を検討する必要があることは言うまでもない．

さて，コミュニティ支援の実現には，まだ多くの興味深いテーマが残されてい

る．その一つは，異文化間コミュニケーションの取り扱いである．経済活動を含

めた社会活動は，国という境界を越えたものとなっており，近年，異文化間コミュ

ニケーション研究の必要性が認識されはじめている．インタフェース研究の中で

文化的差異を取り扱う研究なども現れはじめており，この方面でさらに理解を深

めることが必要である．

また，別の方向としては，コミュニティの質をどう評価するかという問題があ

る．メッセージの交換回数が増えればコミュニティが活性化しているという見方

はやや単純すぎるであろう．従来の工学的アプローチでは，タスクの達成時間と

いった効率性に関する基準が作られてきた．それらを用いてコミュニティの評価

ができるかどうかは，十分議論する必要がある．

コミュニティの存在の取嬰さに意義を篭し挟む者はいないであろう．しかし，

そこでの怖報処理に側する仕組みは十分解明されているわけではない．今後，実

際に存在するコミュニティを綿密に観察することも含めて，きらに多くの分野の

研究者，実践者が知識を持ち寄って，コミュニティ支援の技術を発展させていく

ことが望まれる．
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第壬章

知的インターネット技術を用いた教育

西村俊和・北村泰彦

４．１インターネットと教育

インターネットに代表されるコンピュータネットワーク(以下ネットワーク）の

急速な普及と傭報技術革新は，教育の現場を劇的に変化させようとしている．教

育とは本来，知識や能力を身に付ける営みである．基礎的な学力や社会性等を身

に付けさせる学校教育のみならず，青少年・成人を対象とした組織的な教育活動

である社会教育，学問や技芸，能力を伸ばす研修など，人々は日々教育を受けて

学習を行っている．生涯学習とは，このように生涯にわたって行われる学習であ

る．しかし，人々が自由に学習機会を選択して学ぶためには，家庭や教育機関，社

会教育といった社会全体の仕組みを再検討する必要がある．人々の生活と教育が

今後ますます密接になるにつれ，ネットワークと知的情報システムと教育との関

連も亜嬰になっていくと思われる．

ここでは，ネットワークと教育の関係について解説し，ついで人工知能と敬育

の関係について解説する．さらに，その両者を結ぶ新技術についてその展望を行

う．これら三点は以下のようにまとめられる．



（１）ネットワークによる新たな教育形態の実現

コンピュータシステムは，瞬時に情報を伝達したり蓄積したりするための基

本的な機能をもっている．このことは，地理的制約・時間的制約を克服した新

たな教育方法の実現を示唆している．例えば，生涯教育のように様々 な要因で

これまで実現困難であった教育形態を，ネットワークの利用によって実現可能

とすることができる．

(2)人工知能技術による教育活動の支援

現在のところ人川を教育しているのは人間の教師であるが，その業務の中に

は，例えば答え合わせや習熟度の判定など，現在のコンピュータ技術で支援で

きる内容も存在する．このアプローチは，教育活動を人工知能技術によって支

援し，容易にするものである．

(3)ヒューマンインタフェース技術によるインタラクションの活性化

教育とは本来，教師と生徒の間のインタラクションによって成り立つもので

ある．教師から生徒への一方的な知識の伝授ではなく，双方向のやり取りがで

きることが望ましい．高度なヒューマンインタフェース技術はそのようなイン

タラクシヨンを支援してくれる．

本章では，次節において，様々なネットワークを利用した遠隔教育システムと

して放送大学，スペースコラボレーシヨンシステム，WIDEUniversitySchool

oflntemetの事例について紹介する．続いて，人工知能技術を用いた知的ＣＡＩ

システムの事例としてSCHOLAR，WEST，ネットテューター，CALATを紹

介する．最後に，新しいネットワーク技術やヒューマンインタフェース技術を用

いた今後の教育システムを示す試みとして，モバイルコンピューティングとキャ

ラクタエージェントを応用したシステムについて解説する．

１
ｍ
Ｊ
‐
１

4.2ネットワークによる遠隔教育

これまで人類が発明・開発してきた道具や機械とコンピュータネットワークの

大きな違いは，人間に課せられた物理的制約の（部分的な）解消であると考えるこ
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とができる．すなわち，ネットワークは光の伝播速度と同じオーダーで情報を伝

達することが可能であり，人が何らかの交通手段によってメディアを運搬するよ

りも圧倒的に少ない時間で悩報を伝えることが可能である．稲話やfu波による放

送など，同等の働きを行う手段はこれまでもあったものの，個人や団体が手職に

データを流布させるためには，インターネットの普及を待たなければならなかっ

た．また，情報を蓄積するという基本的なコンピュータの機能によって，非同期

に情報を伝えることが可能となった．すなわち，電話や会議といったユーザ間の

コミュニケーションは同じ時'111を共有していないと不可能であったが，瓶子メー

ルによるコミュニケーションではメッセージを祷積して，受信肴の都合のよい時

間に受け取ることが可能である．ここでは，教育への情報通信技術の導入につい

て既存研究を紹介しよう．

遠隔教育システムは，指導者や学習者の間をネットワークで結ぶことにより，

遠隔地においても牧育を行うことを可能とするシステムである．通信教育は受講

者による教科響の自学自習が中心であり，主として郵便を用いて課題の提出・添

削を受ける教育形態であったが，遠隔教育システムでは指導者の紳義・授業等を

ネットワークで受けることが可能となる．以下に，現在受識可能な遠隔教育シス

テムを紹介する．

4.2,1放送大学

放送大学は公益法人放送大学学園による大学である．法人の目的は放送大学を

設置し，テレビ・ラジオの専用放送局を開設し，放送等を効果的に活用した新し

い教育システムによる大学教育を推進することにより，レベルの高い学習の機会

を広く国民に提供するとともに，大学教育のための放送の普及発逮を図ることで

ある．

放送大学はラジオとテレビによる放送授業が中心であり，個人のベースで学習

して単位が取得できる．面接授業や実技の履修とを併用することにより，学士号

の取得も可能である．通常，学位取得を伴う通信教育においては，面接授業・実

技履修のために主仙学校法人の校地へ出向く必要がある．放送大学では，既設大
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図４．１放送大学齢習センター一覧

（http://www,u-air.aC､jP/hI>/I〕OshU/5-5.11tmI）

学の校地を利用して学習センターと呼ばれる地域の校地を各部道府県に準術し，

学習指導・相談，図111:の閲覧や貸出，番組再視聴，単位認定試験など，迎常の大

学で容易に受けることのできる指導内容を受講生が享受できるよう工夫されてい

る．また，学Ｗセンターは単に正iil綬業のためだけではなく，研修旅行やサーク

ルなど，受i柵制11の交流あみいは牒外満勤を支援す為地域拠点としても機能する．

凶４．１に放送ﾉＷ:の学Ｗセンターの股世状況を示す．放送ﾉ<学は'1｛{和(j()年(1985

年）より授業を冊始しており，現在は通信衛星によってＵ本全IKIで悦聴､j･能であ

る．これまで通信術堪を川いた放送は大企業や予備校搾における研修・教育で利

用されていたが，主に各組織内の利用が中心であった．放送大学は比較的安価な


