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受信装置で視聴できるため，社会人が大学教育を受けることのできる機会の一つ

である．

4.2.2スベースコラボレーションシステム

放送をメディアとして利川すると，IijI時に多くの！.j':W崎が利川できるものの，

受講者から指導荷や識演者への質問や議論には別のメディアが必要となる．放送

大学ではこのために学抑センターを設置して，既存のメディアを利用できるよう

にしている．しかしながら，このようなメディアは棉珊や巡用が容易ではないの

で，これを怖椛技術で代枠したいと考えるのは'’1然なことである．このような､二

とから．近年のシステムでは双方向の通信を用いることが多い．

例えばIスペースコラボレーションシステム(SCS:ＳＩ)aceColIaborationSystem：

http://www・nin1(､.;l(．.jI)/SCS/indexj.hい､I)」は，デジタル衛星通信によって双

方向の映像・Ｉ,fﾉWの交換が111･能なネットrノークシステムである．Ｓ(１s覗紫は文部

昼一一一室雪

図４．２スペースコラボレーシヨンシステム

（ht,tp://ｗｗｗ・Ili1nc,aCjp/SCS/gaiyol,/1-爵c罰/imi1gCS/SCS-gaincn.gif）
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省放送教育開発センター（現文部科学省メディア教育開発センター）が中心となっ

て，全国の大学等での映像交換を中心とした大学間ネットワークを柵築し，高等

教育システムを整備するものである．平成１３年(2001年)４月現在では123機

関が参加しており，１５０の地球局がある．通常一チャネルあたり1.5Ｍbpsの帯域

を用い，ITU-T(国際砥気通信連合電気通信標準化委員会)勧告のビデオ会議規格

Ｈ､261形式の符号化映像を送信する．通常の地上波放送のようなアナログ信号で

はなく，デジタル傭号を用いる理由の一つは，このような符号化映像技術の進歩

にともなって映像倫号の圧縮伝送が容易となり，有限の資源である咽波の利用効

率を改善できることにある．また，コンピュータ技術の進歩・普及にともなって，

資料が電子的に作成きれてデジタル通信によって配信可能となったことも要因の

一つであると考える．一つのグループあたり最大３チャネル使用することによっ

て，指導者・講減者の映像以外に２局の映像も送信可能である．双方向の映像・

音声は必ずしも遠隔識義聯用ではなく研究会や会縦にも利用できるが，平成１３年

(2001年)度の利用時川の約半数(55％)は謝義に利用されている．

４．２．３WIDEUniversitySchooIoflntemet

前述のような放送を用いた遠隔教育システムは，物理的な諦義室に由来する音

声や視覚といった人間が直接扱えるメディアに替えて，髄波という遠隔地間で共

荷可能なメディアを利川したものであると考える．このようなパラダイムにおい

ては，共有可能なメディアによって人々を結びつけることが遠隔騨義システムの

働きであると捉えることができる．従って，このようなメディアの一つとして双

方向の通信が可能なインターネットを利用しようと考えるのは自然なことである．

「WlDEUnivcrsitySchooloflntcmct(SOI;http://www・soi・widc.:M1､jp/)」

は，研究プロジェクト「ＷＩＤＥ(WidclyIntegratedDistributedEnvironmcnts；

http://www,widc.a(1.jp/)」の研究ワーキンググループ｢SchoolofInternet」に

よるインターネットを用いた教育環境運用基醗である．その目的は「世界中の学

ぶ意欲をもつ人々に，デジタルコミュニケーションを基盤とした，従来からの制

限や境界にとらわれない高度な教育と研究の機会を提供する」ことである．ＳＯＩ
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の講義はアーカイブとして搭俄されており，受誹荷の笈求に応じて講幾ビデオの

映像と音声および授業資料が配信され，受識することができる．要求に応じてビ

デオ配信を行うシステムはＶＯＤ(VideoollD(》man｡)システムと呼ばれる．蓄積

されているビデオの配･僧はＲ“1Ｎ(､１，Ｗo１．k部祉のストリーミングメディア技術を用

いており，通術の近話'''1級利〃jによゐダイブ'ルアンプ侃腿の通儒容哉で動画や授

業資料が利川できるようになっている．Ｓ()lではiiiにIi慨筏をインターネットで配

信するだけでなく，入学益録・授業溌録等の1｢勝手続き，レポート提出や授業調

在等の交流下段等に間する技術開発を行ってい為．

放送による柵義配信では遠隔地での受ⅡＩｌＩｉが可能であり，雫iHlの砿を破るという従

来のjmｲi･↑技術と'11様の効果が11)られ為．また，放送では漸減稀と受識者がメディ

アに加えて時間を共有する必喫があるが，ビデオ等締１１Ｉ型のメディアを用いるこ

とによって時間の壁を破ることもIり．能である．例えば放送大学においては，放送

時間内に授業を視聴できない受講者が，地域拠点である学習センターでビデオを

見ることができる．またＳＯＩのＶＯＤシステムは，インターネットに接続可能な
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らどこでも容易に利用することができ，より一層受講しやすい環境となっている．

学校教育の就学生は通常，平日昼間に受識しなければならないため，定職の勤務・

就労時間と亜なることが多く，社会人が通常の学校教育を受ける障壁となってい

る．大学の夜1111学部は通常の就労時|Ⅲ後に開識される学修プログラムであり，５

年制で学士号を取得可能なものもある．しかし学修のために通学しなければなら

ないため，地域による制約は依然として残る．ネットワークを利用した遠隔教育

システムは，今後生涯教育がますます重要になるに従って急速に普及が進むと考

えられる．

４．ｓ教育支援のための知的システム

通常の学校教育や遠隔識義に限らず，教育一般において重要な事柄として，学

習者個人の資質や環境によって学習進度が異なっていることがあげられる．通常，

学問とは些礎的な知識や考え方の稲み亜ねであり，既存の知識を学習したことを前

提として議論や推論が進行していく．従って，学習者が前提事項を理解しないま

ま新事項の学習を進めることは困難である．通常の学校教育においては，一人の

人間の教師が30名から５０名穏度の小集団クラスを担任し，個々の学習者に合わ

せた授業進度調終や指導を行うことが多い．しかしながら，通侶や蕃柵１Ｍメディ

アによる教育形態では，多数の受撫者からのフィードバックを教師が受けること

は難しく，適応的な指導のためには，別途学習者の到達度を検証する試験等を用

いなければならない．

コンピュータ利用による教育システムは,CAI(ComputerAssistcdlnstruction／

Coml》utcrAidedlnstructiol1）システムと呼ばれる．その多くは学習者とシステ

ムの対話による自学自習システムであり，示きれた知識を単に記憶するだけでな

く，シミュレーションによる疑似体験や試行錯誤，学習者の到達皮検証試験も同

じ枠組みで可能である．１９７０年にはＪ､RCarbonellが人工知能の概念を導入し

た知的CAI(IntelligentCAI)を提案し'11．個々 の学習者に合わせた進度調整等

が側J能となった．すなわち知的ＣＡＩシステムは，到達度検証試験やユーザの正誤
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に応じて教授やカリキュラムを変更することのできるＣＡＩシステムであり，学習

内容に対する学習者のモデルを維持して適応的な指導が行える．

４．３．１SCHOLAR

Carbonellらの「SCHOLAR」システムは，自然言語による質問と答えによっ

て，南アメリカの地理を学習することのできるシステムである．システムは対象

となる地理の内容を意味ネットワーク(semanticnetwork)で保持している．意味

ネットワークは事実関係をグラフ状に接続した意味記憶の櫛造モデルであり，知

撤をコンピュータ上に表現して推論を行うためのものである．このシステムにお

ける意味ネットワークの各々のノードは緯度・国名等の概念あるいは事実を示し

ており，それぞれのノードには，他のノードの関係を示す概念が記録されている．

例えば，国，南アメリカ，アルゼンチンというノードを考えた場合，南アメリ

カというノードにはアルゼンチンを含む国名のリストと，それらリストが南アメ

リカにある国であることを示すえつの組が記録されている．図４．４に意味ネット

ワークの一部を示す．

このようなネットワーク櫛造を用いて，質問と答えの組を生成できる．例えば

南アメリカというノードに着目すれば，質問として「南アメリカにある国は?」が

考えられ，答えとして同名リストが得られる．ユーザが質問をする場合にはそれ

に対する答えを出力するが,時には逆にシステムが関辿する質間を行って，その符

えをユーザに引き出させることによって，学習の主導樵がシステムあるいはユー

ザのどちらか一方に偏らないよう工夫されている．これは正確な自然言語処理に

よらず，キーワード認識によってノードの検索を行い，適切な応答をするもので

ある．後にこれらの意味ネットワークノードは，Ａ､Collinsらによって階ｌＷ的な文

法椴遣と知識によって応答できるよう工夫された．なお，〔l然首紙処理に関する

詳細は，例えば参考文献12,31での妥当推論(plausiblcrcl1soning)等を参照され

たい．
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図４．４意味ネットワークと剛アメリカ地理
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Ｒ､Burtｏｎらの「WEST」システム14]は，“HowtheWbstwasWbn"という

ポードケームにおけるユーザの行動履歴を監視し，最適な一手を助言するシステム

である．このボードゲームは，双六に似たケームを二人のプレイヤーが対戦する

ルールである．ルーレットによって三つの自然数が与えられ，その３数に加減乗

除算と括弧を適用して数式を作り，駒を進める回数をプレイヤーが選択する．盤

面には特定地点として先に駒を進めることができる近道(shortcut)があり，また，

追いつかれた駒が後戻りをしなければならないというルール(bump)が用意され

ている．したがって，単に大きな数字を作ることだけがよい戦略ではなく，有利
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な地点へ移動できるように特定の数字を与える数式を考える必要がある（スター

ト地点ﾉﾉ|ｲﾘへ膿為という戦略もIり．能)．様々 な激』tを携えることによって，ユーザ

はケームを皿して飾数の学Ｗを行うことができゐ．

｜X14.5にゲーム画面を,Jそす．３８番、の地点にあるStagecoach(駅馬車)を駒とす

るプレイヤーの手番である．’j,えられた三つの数は同右上に示されたspiImer(ルー

レット）に,jﾐされた「2.1,2」であり，プレイヤーはIxl左上の「2*'十2＝４１とい

う式を作って‘I駒進めようとしているが，他のｆは災はもっと有利である．ｌ駒

だけ進めれば３９僻１１にある相手の駒をl)111111)でﾘ|きﾉﾉきすことができ為．２駒進

めば.10稀I]の？］own(町)に到狩し，５０番目にある次の'Ibwnまでジ･ヤンプでき

る．６駒進めば44番目の地点からShomcutへ進める．従って，例えば(2-+－１）×
２という数式の方が有利かもしれない．

ＷＥＳＴはユーザの対職州乎として別の駒を動かすとともに，先に例,パしたよう
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なユーザの打ち得る手について局所解を求め，コーチとしてユーザの手を誉めた

り，自分から助言を与えたりする．そのために常にユーザの誤りの傾向を蓄積し，

ユーザの考え連いを説明しやすい一手の選択が見られたら，システムが自動的に

例示によって指摘するような仕組みがとられている{51.

4.3.3Ｗｅｂによる自学自習システム

ユーザがＷｅｂプラウザを利用して学習可能な自学自習システムを「WebBased

mjning(ＷBT)」と呼ぶ．Ｗｅｂプラウザを利用するので，通常のインターネッ

ト・イントラネット環境から利用できることがＷＢＴシステムに共通の特徴の…

つである．例えば，野村総合研究所の「ネット・テューター」は，資格試験の取得

教育用教材のコンテンツとして販売される自学自習システムである161．学習を評

価するチェックテスト・修了テストや，資格試験の模擬テストによって学習内容

を把握できるように工夫されている．テストに対する誤った回答に対しては，そ

れぞれ適切な解説のページが辿備されており，ＷＣｂのハイパーテキスト櫛造を状

態遷移の機櫛として利用している．しかし，特に学習内容に対する自動的な後戻

り等の機櫛はシステムにはなく，知的ＣＡＩにおける学習者のモデル等の保持は，

もっぱら学習者と指導者の担当となる．

仲林らの「CALAfr」は，知的CAI技術にＷＷＷ(WOrldWideWeb)を灘入

した個人適応型のCAIシステムである171.Ｗｂbサーバでは，個人適応型ＣＡＩ

システム「CAIRNEY｣の学習実行環境が動作している181．牧材として提示され

るページを「シーン」と呼ぶ．各シーンには学習内容が記述してあり，ユーザは

これを読んで自学自習を行う．複数シーン間は「学習目標櫛造」と呼ばれるリン

ク櫛造で結ばれており，論理的な状態遷移を示している．教材作成者が与えるこ

とにより，個人の学習状況に応じたシーンが提示されるものである．

図４．６に状態遷移とシーンの例を示す．これは学習すべき機器の操作をそのま

ま学習目標栂造で表したもので，機器操作のシミュレーションが記述されている．

機器の状態はＳｔａｔｅＡからＳｔａｔｅＤの４シーンで示され，矢印に示される機器操

作のコマンドによってシーンが変化して状態遷移を示す．例えば，StateＣとい
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進度を推測して適切な教材を選択するために，教材作成者は別にそれらの知識を

記述しなければならない．ネット・テューター，CALAfrいずれもその問題の解

決のために卯用のオーサリングツールを池側しており，既存の教材やＷｄ》ペー

ジからの教材作成を支援する機桝を用意している．しかし，知的ＣＡＩ用の教材を

別途準備しなければならない点では，教材作成者の負担が増えることになる．ま

た，その主な目的が自学自習の支援であるので，学校において通常広く行われて

いる対面型諦義で直接利用することは難しく，例えば予習・復習の支援等，補助

的な利用が主流になると思われる．錐者らはこのようなことから，情報通信技術

を用いて，通常広く行われている対面教育を支援する仕組みが今後重要になって

くると考えた．次節では，そのプロトタイプとなるアイデアとその実現について

論じる．

４．４モバイルコンピューティングを利用した

謂謡資料配布システム

インターネット等の情報通偏技術の普及と人工知能技術の進股にともない，特

に生涯教育のようにこれまでの形態では実現の困難な分野を支援することができ

る．しかしながら，通常「教育」という言莱が，一定期間組織的に行われる学校

教育を指すことが多い現状においては，これらの技術は必ずしも有効であるとは

いえない．学校教育，特に初中等学校教育の目標は単なる知識の伝授にとどまら

ず，それをもとにして自ら学び考える力の育成が基本であり，役割分担や社会規

範等の他者との接し方についても学習する必要がある．このため通常の学校教育

は，地域ごとに設置された学校へ学生を集め，人間の教師が敦室で教育を行う形

態が多い．

一方で梢報端末の猟入を考えた場合，迎常は学校の総教室収容数は全受柵者数

を上回っているので，全教室の座席数だけ端末を導入するのは無駄が多い．そこ

で，学生に可搬性のある専用端末を持たせるという発想は自然である．可搬性の

ある端末を挑帯端末と呼び，携帯端末による悩報処理をモバイルコンピューティ

ングと呼ぶ．
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携帯端末の処理能力は，主に璽量と消費電力等の制約から固定型のコンピュー

タより劣っており，携帯端末だけで行えることは限られている．また，遠隔講義

の節で述べたような代替メディアを櫛成し，既存の物理メディアと共存させるた

めには，通信が必要となる.

そこで以下では，特に無線通信に着目し，捌帯端末と無線通信を用いたモバイ

ルコンピューティングを対象にする．携帯逝話のようにサービスエリアが全国の

無線通信が一般的であるが，学校教育においては学校へ学生を集めているので，

例えば微而迩波や赤外線等を用いて音声と同じぐらいのサービスエリアをもつメ

ディアでも問題ない．

このようなモバイルコンピューティングの学校教育への応用として，以下の二

点が考えられる．

・出席確認

誹義への川席は点呼により行われることが多いが，携帯端末の接続で確認す

ることにより，代理や点呼洞れを防いで確実に出席をとることができる．

・謂譲資料の電子的な配布

講義の資料は紙に印刷して配布されることが多いが，近年のものは電子的に

作成されたものが多い．データを直接配布することで印刷や板審の手間を省く

ことができる．

京都大学において行われた|ﾛl大挙全学共通科目についての学生（41,1盤）に対す

る調査'91では,62.3％の学生が授業にはあまり出席しなかったと回答している．

しかし，７５．１％の学生が４回生では全学共通科目を受講していないと答え，その

うち７１．３％はその理由を単位取得済みと答えている．このことから，多くの学生

はあまり授業に出席しなかったにもか関わらずiii位を取得したことになる．もと

もとそれらの科目に対して深い知職をもっていたとは考えにくいので，拭験に際

して講義内で配られた資料や他人のノートなど何らかの教材を入手して勉強した

と考えるのが適当である．このような状況は識凝資料配布に際して以下の二つの

問題を提起する．
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・著作者である講師の意図と無関係に資料がコピーされてしまう

講義出席者を対象に資料を配布しても，出席していない学生がコピーを入手

することが可能である．そのため，状況に依存した表現を不用意に資料に用い

ると，誤解を招く恐れがある．

・講蕊出席者でない者が単位取得しやすくなる

もし識義出席の動機が，学問の追及よりも単位取得に重点があると仮定する

ならば，このことは出席者の意欲をそく．可能性がある．

紙の資料では光学コピーに実費が必要となり，かつ，コピーの繰り返しによっ

て内容が徐々に劣化するため，ある程度コピーは抑止され，上記の問題は級和さ

れる．しかし，電子的資料ではコピーは実に容易でデータも劣化しないため，電

子的資料の配布による受講者への影響は紙資料のそれよりも大きいと考えられる．

このような問題の解決を目指した研究として，鋪者らの提案するモバイルコン

ピューティング教育支援環境「Mobical」を紹介する．本システムにおいてはモバ

イルエージェント技術1101を採用し，柵義の資料はその内容をもつモバイルエー

ジェントとして配布される．本システムにおいては，モバイルエージェントがデー

タだけでなく，プログラムコードや実行中の内部状態をもったオブジェクトをコ

ンピュータ間で送り合うことで実現されている点を利用している．

Mobi“lでは，以下のような手順で資料配布が行われる．識師，受識生はいず

れも自分の樵帯端末をもって教室に集合する．繍師は携帯端末内の資料をモバイ

ルエージェントに封じ込めて受識生の挑帯端末へ送り込む．受獅生端末のモバイ

ルエージェントは，受臓生の求めに応じて資料を表示する．プログラムコードで

著者の意図を反映できるので，例えば自分がコピーかどうかをチェックし，そう

であれば自らを破壊するような機能によって，コピーの流出を防ぐことができる．

特に敬育に特化したMobicalの機能として，資料揮発機能と街料復元機能があ

る．資料押発機能は，焚く参照されていない講茂資料に非可逆圧縮等の操作を加

え，自動的に内容を失わせるものである．受講生にとっては頻繁に資料を参照さ

せるための制限であるが，そのために資料参照を繰り返せば，日々の努力が求め

られる復習のきっかけや動機付けとなると考える．コンピュータのデータは通常，
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長期間にわたって保存されるという常識に反した粁{~i点が，ＭＯＩ)icalシステムの

特徴である．例‘1.7に郷発脅料の例を示す．イコール記号「＝｜によって盗料の

文字が一部伏せられていみ．

データが一部揮発してしまった場合に人々が思いつく対応縦として，複数の

同一データを照合し，揮発部分を互いに補完することを考えるのは自然である．
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４．５キャラクタを用いた教師エージェント

4.5.1Ｗｅｂシステムと教育

インターネットをベースとした様々な遠隔教育システムがすでに実用化の段階

まで至っている中で，４．３節でも述べたようにＷｅｂシステムの果たす役削は重要

である．Ｗｅｂシステムはインターネット上での情報共有の手段として急速に社

会に浸透しているが，Ｗｅｂがこれほどまでに普及した大きな原因には情報発信の

容易さがあげられるであろう．情報発伯者は，インターネットに接続されたコン

ピュータ上にＷｂｂサーバを立ち上げるだけで，たちまち全世界に向けた悩報発信

が可能になる．また，悩撒発信の単位となるのは，文蒋整形のためのタグを定義

するＨＴＭＬ(Hypcr亜xtMarkupLanguage)により記述されたＷｅｂページで

あるが，近年ではワードプロセッサなどのオーサリングツールの開発により，そ

れらのタグを意識することなく，容易にＷｅｂページを生成することが可能になっ

た．またＷｅｂページにはテキストだけでなく，画像，音ﾉAf，アニメーションなど

を自由に配置することができ，多様な情報を発信することが可能である．さらに

はJavaAppletやJawlScriptを組み込むことにより，動きをともなうＷｂｂペー

ジ作りも可能になっている．このように，学習者に対して多様な教材を提供する

という意味において，Ｗｂｂシステムは非常に自由度が高く，効果的な手段である

といえる．

一方でＷＣｂシステムの問題点は，その相互作用性の低さにある．現在のＷｂｂ

システムでは，IntemetExplorerやNctscapeNavigatorなどのブラウザを用い

てＷｄ)ページを順に閲覧してゆくことが一般的な利用法である．したがって，あ

る決まりきった手順を学習するだけのコースウェア的な教育であればＷｄ〕システ

ムだけでも十分かもしれないが，教授将と学習者の1111での頻繁な相互作用が必要

な教育には不十分であろう．そもそも教育とは，教授者と学習者の相互作用の上

に成り立つものである．その中で，その相互作用を支援する教科書などの教材の

果たす役制は大きい．しかしながら，教授者が教材を提供するだけで教育が完結

するわけではなく，学閥者の学習の達成度に応じて教授者が適切にフイードバッ
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クを与える相互作用がより重要な要因となる．遠隔教育においては，一人の教授

者が対象とする学習者の数は格段に噌加し，その負担は増大する．したがって，

教授者と学習肴の相互作用を代行したり，支援したりする仕組みが期待される．

4.5.2教師エージェント

Ｗｅｂシステムは教材を提供するための優れた手段となりうるが，教授者と学習

者の相互作用を支援する手段としては不十分である．その相互作用をより円滑に

するには，敬授肴と学習者の間に立つチュータ的な存在が必要になる．ここでは

そのようなチュータのことを，教師エージェント(pcdagogicalagent)と呼ぶこ

とにする．エージェントとは，一般的には人間のように賢くふるまうソフトウェ

アモジュールを意味している．従来の人工知能が人間のように賢く考えるソフト

ウェアの実現を目指していたのに対し，エージェントはより現実的に，実世界の

環境において行動可能なソフトウェアの実現を目指している．エージェントにお

いて亜要な性質は，その相亙作用性にある．エージェントはセンサを通して外界

の状況を認織し，アクチュエータを通して外界に対して働きかける．より知的な

振る舞いを実現するためには，環境の変化に対して適応的に振る舞う適応性，他

のエージェントや人間との協調性が重要になる．さらには，外界の変化に対して

行動する受動的な振る舞いだけでなく，エージェント側から積極的に外界に働き

かける自発性も亜要である．

このようなエージェントが教師エージェントとしてＷｃｂをベースとする教育現

場で活躍するためには，大きく二つの問題を解決する必要があるだろう．まず媛

初に，教師エージェントはＷｂｂを介して提供される教材を理解する必要がある．

現在のＷｂｂ環境は，エージェントが自由に行動できるほど整備されたものではな

い．すなわち，ＨＴＭＬで記述されたＷｂｂページは，人間には理解することは容

易であっても，教師エージェントがそのまま理解することは困難である．ＨＴＭＬ

はＷｅｂページの視覚的な榊造を記述することが目的であり，意味的な櫛造を記述

することを目的とはしていない．そこで近年では，Ｗｂｂページに意味的な柵造を

付加する標巡化活動が活発に行われている．
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まず，ＸＭＬ(eXtensibleMarkupLanguage)は，Ｗｂｂページに意味的な記

述を可能にするためのシンタックスを定義するものである{111．ＸＭＬを用いて

Ｗｅｂページを記述することにより，棟々なタグを導入することが可能になる．

より具体的な意味櫛造の記述には，ＲＤＦ（RcsourceD“cription脇amcwork）

やＤＡＭL＋ＯＩＬ(DARPAAgentMarkupLanguage＋OntologyInterface

Layer)などを用いることができるＩ１２ｌ・ＲＤＦは最も原始的な意味記述の枠組み

を提供するものであり，オブジェクト，属性，値の三つの組によって柵成される．

さらにＲＤＦＳｃｈｅｍａでは，クラス階層や制約などの記述が可能になっている．

ＤＡＭL＋ＯＩＬでは，さらに多櫛なクラス表現や制約を記述可能とすることにより，

オントロジの表現を可能にしようとするものである．以上のような枠組みが普及

することにより，Ｗｅｂページの機械的処理が容易になり，教師エージェントの活

動範囲は大きく広がると期待されている．

もう一つの問題は，教授者や学習者などの人間との相互作用に関してのもので

ある．教授者と学習者のＩＨＩを支援するには，エージェントが目に見える形で存在

することが有効である．このような人間とのインタフェースを重視したエージェ

ントとして，キャラクタエージェントの研究や開発が行われている．Ｗｅｂ上にお

ける代表的なキャラクタエージェントとしては，電子商取引を支援する目的で開

発されたExtempo(http://www､extempo・com/)がある．キャラクタエージェ

ントは利用者と自然言論による会話が可能であり，利用者の要求に応じて適切な

Ｗｅｂページへとガイドしてくれる．エージェントは単なるＷｂｂガイドの働きを

するだけでなく、名前，年齢，家族などの人間的な属性をもち，それに応じた受

け答えをすることも可能である．このような人間的なインタフェースにより，教

師エージェントと学習者との親帝度は期すと期待されている．

4.5.3Adele

キャラクタエージェントの教育への応用例としては，南カリフォルニア大学に

おいて開発されたAdele(AgcntfbrDistanceEducation‐LightEdition){１３１

がある．Adcleは医学現場での教育を目的としたものであり，Ｗｅｂを介した情報

|’
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提供とともに，キャラクタエージェントがそれに対する解税を行ったり，生徒か

らの質問を受け付けたりする．また，必喫に応じてエージェントの側からクイズ

形式の質問を行う．

例４．８に示すように，学習者には睡探現場におけるシミュレートされた患背が

提供される．内科･睦として，学刊若は思汁に対して診撫収雌にlM1する衝問，外イト

的処世，臨床検盗，診断などの様々 な処慨を施すことができ為．Ａ(lclcは学習将

の行動を監視しながら，学習肴の理解腿をテストするために，１Ｉ例の特徴を,Jﾐし，

砿しい処置を提案し，緋定の処世に対するヒントや根拠，関辿する背妓知識をう

える．

さらにAdGl(､では，緊急の処戯を要するような場合も扱うことができる．この

場合，患将の状態は時々刻々変化するので．Adclcは患荷の状態とそれに対する

学習者の処世を職祝し，学習者が正しくI又応できないような珊合には警告を発す

るようにしている．また，緊急論療察における外科医と諦護側,}との協調作業も何

時に学習できあようになっている．

4.5キャラクタを用いた教師エージェントＺＺ７
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図４．９Adclcの椴成

(1)Adeleの樹成

Adeleの榊成は図４.９のようになっている．教師エージェントは，アニメ化さ

れたキャラクタインタフェースと推鎗エンジンから成り立っている．アニメ化さ

れたキャラクタはJavaAppletであり，Ｗｃｂページに記述きれたJavaScriptイン

タフェースから単独で利用することもできる．このアプレットにはアニメーショ

ンフレームを容易に追加・変更することができ，様々なキャラクタや動作を表示

させることが可能である．キャラクタエージェントは学習者を見つめたり，ジェ

スチャを行ったりすることで，より人間的に見せ，学習者の注意を引くようにし

ている．キャラクタの表情の変化は学習将により強い動機を与えることにもつな

がっている．

推論エンジンは学習者の監視に基づき，教師エージェントの行動決定を行う．

この決定は，学習者モデル，事例タスクプラン，状況に基づいている．学習のた
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めのある事例が選択されると，推論エンジンに必要なデータがサーバ内のデータ

ベースからダウンロードされる．シミュレーションは任意の言語やオーサリング

ツールで記述できる．現在の医療診断のシミュレーションは，ＪｉｗＩｌで記述されて

いる．

以上のようなサーバクライアントシステムでは，教師エージェントやシミュレー

ションエンジンはクライアント上で実行される．これは，サーバ側ですべてを制

御する従来の教育システムよりも，学判者の行動に対する反応が早いという利点

がある．反応時間の知縮は，キャラクタの動作に対する学習者の弧付きを早め，

学判者との柵11:作用をより円滑にする効果がある．

(2)Adeleにおける知織表現とプランニング

Adeleにおける知識は，学習者の訓練タスクにおける診断や処世ステップとそ

れらの関係，その根拠の表現に重点がおかれている．タスクは単純なステップ(原

始アクション)，または「1ｍ｡」あるいは「or」を用いたその組合せ（複合アクショ

ン）であり，木榔造の階層プランを用いて表現される．タスクプラン階刷におけ

る二つのステップを以下に示す．

(ＢｔｅＰＰａﾕPate-axinary／＊脇の下の触診掌／

：effect（(Pa1Pate-axiuary-donepＴ）

（s⑧tpalPate-axiuary-vaﾕue)）

：phrase’'paﾕPat⑧”耐paﾕpaCing側伽th⑥axillarynodes‘'〉

(BtePexamine-ﾕymPhnodeB/＊リンパ節の検査。／

：precond〈examine-1esion）／＊病変部の検査＊/

：steps（andpa1pate-axu1ary-nodeS／＊腺の下の触診＊／

palpate-CﾕaViCuﾕar-nodeB／＊鎖骨周辺の触診＊／

ＰａﾕpatG-cervcaﾕー nodeB）／寧頚部の触診＊／

：ｈｉｎｔ”リンパ節偶変が見られるか？'１

：rationaﾕ⑧，，リンパ節偶変は結核菌．ウイルス．真菌．バクテリアなどの感染症あるいは
癌により生じる．‘’

werbose”節の分布は排液に基づく処圏の手がかりとなる．”

：context1iリンパ節”

：roﾕｅ内科医）

蝋初のステップ｢pnlpatc-axillary(賊の下の触診)」は単純アクションで,その効
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果(effbct)と会話ヒント(phrase)が示されている．下は複合アクション｢examine‐

lymphnodcs（リンパ節検査)」で，ａｎｄにより結合された三つのステップと前提

条件(precond)，ヒント(hint)，根拠(rationalc)，より詳しい根拠(verbose)，文

脈(context)，役割(role)から櫛成されている．

階層プランはシミュレーションにおける状況が常に変化し，それに対する学習

者の行動が予知不可能であるので，ステップごとに評価される．取りうるべきス

テップが未達成であるアクションは，達成あるいはスキップされるまで自動的に再

評価される．推論エンジンは三秘類のモードで動作可能である．最も制限的な学

習モードでは，前提条件が満たされていないアクションは中断される．Adelcはこ

の機会を用いて，この前提条件を滴たすためには何をすべきかを学習者に対して

フィードバックする．キャラクタは「Hint」ボタンを表示し，学習者はそのボタン

をクリックすることでヒントを得ることができる．同時にキャラクタは「Why？」

ボタンももち，学習者はアクションの根拠を知ることもできる．練習モードでは

アクションは中断きれないので，学習者は過ちを犯すこともある．このモードで

はAdeleはフィードバックを与えるのではなく，学習者が質問するまで待つよう

にしている．岐後に試験モードでは，Adeleはシミュレーションには一切関与せ

ず，処置は学習者に任される．

Adeleでは陪層プランを利用することで，できるだけ高いレベルで利用可能なヒ

ントを用いるようにしている．すなわち階層プランの頂点から始め，まだ達成さ

れていないサブプランを見つけ，そこにまだ利用していないヒントがあればそれを

利用する．したがってサププランが階層の高い位低にあるほど，ヒントは一般的

なものとなる．例えばあるプランは「diagnosis-root（診断開始)→give-physical

(健康診断）→exami】1e-lymphllodc5（リンパ腺検査)→palpate-clavicular-node

(鎖補節の触診)」という階踊からなり，それぞれのヒントは「臨床検森を行いな

さい｣，「患粁を側診しましたか？｣，「リンパ腺に岨れは見られますか？｣，「鎖骨

周辺の節の血行はよいですか？ｊとなる．

ところで，階層プラン表現は診断タスクのような碑的な状況には適切であるが，

緊急治擦のような動的な状況には適していない．例えば，患者の酸素レベルが3０

’


