
は．人々による局所的な相互行為の職み

重ねによって櫛成されるものであるか，

この出来事の椛成作業において，わたし

たちの身体が非常に重要な役削を果たし

ている｡

たとえば，エスノメソドロジーの研究

者は，視線や指さしといった身体の動き

が出来事の協同構成のためのリソースと

して非常に巧妙に利用されていることを

人々 の'11互け為の謙細な分析を通’て,パ

した（l1Li阪１９９１；GoodwiIl.Ｃ、［1981])〔

畠
ＣＦ＝、■r■全｡●。■

笥瀧
屋睡

また，相互行為研究者であるケンドンは．写真１．１－１アルゴブロック全景

人の身体の周りには作業空間（lr細nsactionalspacc）と呼ばれる．作業のために利

用できる空間が広がっており，臓放の人の作業空間か重なり合ったとき，そこに

協同作梁のたぬのｊｌﾐｲiされた空間がﾉk成されると述べている（KC,,(1.nL199()])‘，

さらにケンドンは，作業空間の1Kなりを作り出すような身体の配悩をＦフォー

メーション（F､[ormation）と呼び．この配置か，協同作業の内と外の境界を作り

出すと述べている（第12章参照）身体は。志向のセソトと解除，また．その移

動を社会的に表示する装砥であり，この装世をリソースとして利用してわたした

ちは{{1.1i的にlll来『側を柵成’ているのである。

（２）‘た体インタフェースによる身体のｲ;Ｍ:行為リソース化一アルゴブロック

このような身体の機能に注目し、身体の相互行為リソース化を通して協同作業

を支援しよういう目論見で設計されたのがアルゴブロソク（鈴木．加猟２００，]）

である。

アルゴプ１１ツク（写其ｌｌ１）は，協|行lプログラミング学習の支援をll的とする

ブロソク型プログラム言語である。このシステムでは，実体をもったブロックの

1つひとつにプログラム言語におけるコマンドか割り当てられており，それらの

ブロソクを手で接続することでディスプレイ画而上の潜水艦の動きをコントロー

ルするプログラムを作成することができる。

ブロンクには，前進，右進，／,§進，匹雑などの描水艦を動作させる1IIj作ブロソ

クと，繰り返し．条件分岐などの制御ブロックがある。ブロックには，パラメー
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夕人力スイッチが取りつけられており，前進や右進，左進の距離，回転の角度，
繰り返しの回数，分岐条件などが設定できる。

アルゴブロックは，本来コンピュータの内部にあったプログラム言語のコマン

ドに物理的実体を与え，テーブル上に配腫可能とする。このことによって，学習

者のプログラミング言語に対する操作や，作業への関与のあり方などが否応なく

身体運動に変換され，他の参加者から観察可能となる，つまり，相互行為リソー

スとして利用可能となる。結果として学習者が協同でプログラム言語を操作し，

作業の過程を共有し，作業について語りあうことが支援される。このような支援

によって，「プログラムの学習」という事態を学習者らが協同的に構成していく

ための素地が形成されると考えられる。

実際にアルゴブロックを利用した協同作業で何が起こるのだろうか。以下にあ

げるデータは，小学６年生３人による利用実験のものである。以下のトランスク

リプトにおいて，（()）内は，身体の動きを示す。［(大かっこ）は発話か行為の

オーバーラップを示す。開始位瞳のずれは発話か行為の開始点のずれをおおまか

に示す。

例①

101児童!:[(藤プ…緬遮ブ…と右進プ…の闇に挿入する,，１０２

１０３児迩2ｉ［ちがう,だからあれが4つになってるんだよ｡だから3つにすればいい１ ０ ‘ Ｉ （ ( 児耐ｌが神人した回極ブロックをはずす)）

１０５：だってね，だってね，今，ここが４になってたでしよ。いち，に，

さんになる

例①からわかるように，アルゴブロックを使った作業において「コマンドの追

加」という操作は，ブロックを手でつかみ，望みの場所に移動させ，接続する，

という一連の身体動作として現れ（102)，その結果は，テーブル上のブロックの

物理的配置の変化として明らかな形で示される。これらは，他の作業者からも観

察可能である。であればこそ，児童２は「ちがう」（103）といいながら，そのブ

ロックをはずす（104）ことができ，そこに「アイデアの表示一反論」という事

態が協同的に柵成されている。このとき，アルゴブロックという道具を使うこと

で必然的に生じた身体の動きとブロックの配腫の変化は．この達成のためのリソ

ースとして利用されている。さらに，児童２の操作（104）も，同じ理由で社会
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的に表示され，協同作業の次の瞬間の述成のために利用されていくと考えられる。

例②

<プログラム実行中，児亜１，２は座って見ている＞

<潜水艦は岩にぶつかり蝿発，プログラム実行終了〉

201児痢２：どこやってん

2‘'児菰!:[肌"‘ろ｡プ…備さす,，203

2"児童3！[削撫潮じゃない。205

2‘‘児繍3i[閲驚標,識207

208児童ｌ：あつ’そうか。こっちか

209児童２：（(立ち上がる)）

210児童ｌ：（(回低ブロックのパラメータを左45度に変える)）

211：じゃあや っ て み よ う

212児菰２：（(座る)）

213児茄３：それにしても４５度じゃなかった

214児童ｌ：（(座る)）

215児童３：（(実行ボタンを押す)）

例②からは，身体をブロックに向けたり，そらしたりすることによってある作

業から別の作業への移行が違成される様子が見てとれる。コントローラーを操作

している児童３はこの例中立ったままであるが，他の児童は，実行中は座って画

面を見ている。しかし，児童らは，実行が終わると立ち上がり，全員でブロック

を取り囲んでいる（203)，（209)。立ち上がったとき，児童の身体はアルゴブロッ

クに向けられ，Ｆフォーメーションが形成されている。立ち上がってブロックを

取り囲む位吐に身を世くということは，アルゴプロックを使った協同作業の空間

に入ることを意味する。逆に，そこから身体をそらすことは，その協同作業から

の撤退を表示する。（210）から（215）のシークエンスからは，ブロック組立て作

業から，実行をみんなで見るという作業への移行が，身体の動きを利用して巧妙

に成し遂げられる梯子が見てとれる。児童１はブロックのパラメータを変更した

後〔210〕，「じゃあやってみよう」（211）と発言する。この発言はブロック組立て

作業の終了を宣言するものである。この直後に児童２が座る（212)。先に述べた
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ように，ここで座ることは協同作業の空間から出ることを意味しており，このこ

とから，児童２の行動は児童ｌの作業終了の宣言に承認を与えるものと解釈でき

る。このあと，児並ｌも座っているが（214)，これは児童２が座ったのを見て，

そこに新たな議論の発生する余地のないことを確認した結果であろう。２人が同

時に座ることは，２人が「実行を見る」作業へ移行しようとしていることを外に

向かって示すことになる。よって児童３は何も言わずに実行ボタンを押せたので

ある（215)。この作業から作業への移行は，アルゴブロックという道具を使うこ

とで必然的に生じる身体の動きと変遷をリソースとして協同的に達成されている。

ここでは，相互行為リソースとしての身体に注目し，それを協同作業の支援に

利用した実例としてアルゴブロックを紹介した。これは，CSCＬシステムの柵想

と投淵･にエスノメソドロジー的な考え方が影騨を与えた一例である。アルゴプロ

ックは協同作業の支援インタフェースとしては特異であり，多くの賜合，同期型

協同作業はマウスを使ってスクリーン上で行われる。しかしながら，このような

場合でも，相互行為リソースとしての身体というエスノメソドロジーが与える示

唆は有効である。このとき，マウスは学習者の指や身体の拡張としてとらえられ

る。それは。物理的な本物さの点ではもはや身体とはほど速いものであるが，志

向のセットや解除，その変遷をお互いに表示しあう装世として学習者らによって

位吐づけられることが可能である。このように考えれば，たとえば，従来一方的

にある場所をポイントするツールとして利用されてきたマウスという道具を，作

業の協同柵成のための身体リソースとして設計し，また利用していくという新し

い視点が生まれるだろう。

◇対戦ゲームによる社会的セッティングのデザイン（アルゴアリーナ）

（１）アイデンティティの発述と学習ﾙド価正統的周辺参加論（LPP）（本蹴３

節参照）の立場をとるとき，どうやって学習が起きていることを砿認すればよい

だろうか。通常よく行われるペーパーテストはコミュニティの文化的実践とは切

り離された別の文脈を形成するため不適切である。能力は実践の中で協同的に可

視化される社会的柵築物であるという立場を貫けば，学習の評価は，まさに実践

が行われている状況の中で，コミュニティの成員たちによって行われているはず

であるので，それをエスノメソドロジー的に記述するという方法が考えられる。

学習，すなわち新参者が実践コミュニティの十全的参加者になる過程において
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観察される出来事のうち，作業に熟達化したり，理解を深めたり，活動の幅が広

がるというのは，学習の一部にすぎない。レイヴらは「アイデンティティの発連

は実践共同体における新参者の経歴の中心にあり，したがってＬＰＰの概念の基

礎（fundamental）である。……両者〔訳注：学習とアイデンティティ感覚〕は同一

の現象の異なる側面である」（Lavc＆ＷｅｎＲｃｒ［1991＝1993],ｐ・'１５）と述べている。

つまり，学習の本質は，参加する実践のコミュニティにおいて自他ともに認める

一人前の成員になっていくこと，すなわちアイデンティティの発連である。

それではアイデンティティはどのようにしてとらえることができるのだろうか。

アイデンティティは，通常は「自我（自己）同一性」と訳されるが，時として

｢帰属意識」と訳されることもある。しかし「意識」のような個人の内的な機能

として特徴づけることは誤解を生みやすい。ミードによれば，自我は，他者との

相互作用を通して他者の役割が自分の内側に取り込まれることによって形成され

る（Mead［1934＝1995])。つまり，社会的関係が自我に先立つのである。それな

らば，コミュニティの成員たちの相互行為をエスノメソドロジー的につぶさに観

察していけば，彼らが「自ら/他者が何者であるか」（アイデンティティ）を社会的

に表示したり，それを裁可したり（sanction）することで，アイデンティティの

確認・構築を実践している場面に出くわすはずである。そして，それを継時的に

見ていけばアイデンティティの発達の軌跡がとらえられる。

◇アイデンティティ発連の分析事例一「アルゴアリーナ」

ここでは，華者らが開発した「アルゴアリーナ」（｢あるごあり一な」ＮＥＣソフト

㈱）というコンピュータ・ゲームで教育実践を行った事例（加線・鈴木［2001]）

を紹介する。

アルゴアリーナは中学生以上を対象としたアルゴリズム教育のための相撲対戦

シミュレーション・ゲーム（写真Ｍ‐2）である。その目的は力士の挙動や戦略を

プログラム言語で記述し，他者のプログラムした力士と対戦させるという活動を

通して，アルゴリズムの基本を学習させることである。アルゴアリーナでは，対

戦ゲームという社会的状況設定を利用して，プログラミングを主要な実践とする

学習のコミュニティを櫛築し，それへの参加による学習を実現している。

学習者のアイデンティティが確認できる実践には，分業．役割期待などさまざ

まあるであろうが，このとき筆者らが着目したのが成員カテゴリー化装置
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写真Ｌｌ２相撲対戦シミュレーションゲーム「アルゴアリーナ」

(Sack篇［I972a＝1995]，本書第２電参照）である。すなわち，学習者が発言の中で，

日分自身や実践に関辿する他者に対してどのような成貝カテゴリーを適用し，そ

れが時間とともにどう変容したかを分析した。

教育実践は某公立中学校３年の技術・家鯉科の授業を使って１２回行われ，観

察対象者は大村と今川（両方とも仮名）であった。データはビデオテープに行動

を録画すると同時に，２人にワイヤレス・マイクを装祷して会話を録音した。

授紫か始まってから数回は，共に楽しんでいた大村と今川であるか，しだいに

大村がプログラミングに熱中してコンピュータを占有するようになり，対照的に

今川はプログラミングに手を出さなくなった。そんなある日，大村は，自宅でプ

ログラムを考え，それをメモして授業に持ってきた。それを今川に見せたときの

会話である

会話11月３１Ｈ（第６日目）

101大村：｛メモ用紙を今川に見せる｝「あほ，昨日考えてきたったぞ

lO2今川：「定金にコンピュータ・オタクやは」

１０３大村：「昨口芯，夜，暇やってんか

lOl今川：「わかってる

105大村：「ちゃうって」

106今川：「はまってきたぞ，大村。ちやうって，自分でも蝋づかへんねんって
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107大村：「おお．そうやんけ。やぱいやんけ俺」

今川は大村を「オタク」（102）と呼んだ。オタクというカテゴリーは，そのカ

テゴリーに属さない人々 が当該集団に適用する支配的カテゴリー（Sacks［1979＝

1987]）である。つまり，今川は大村に「オタク」というカテゴリーを付与する

ことで，同時に自分は「オタク」ではないことも表明している。それに対して，

大村は「おお，そうやんけ」（107）と大筋で認めている。この一巡の会話を通し

て，プログラミングをめぐって，両者の間に境界が引かれているのが観察できる。

このあと．第９～10日目に大村が欠席したことをきっかけとして，今川もふた

たび自分でプログラムを瞥き始める。そんな１０日目に次の会話は観察された。

会話２２月６日（第１０日目）

２０１今川：「どういうこと，これ。俺も技いっぱい入れたろ（IⅢき取り不能）それ何

ページ？」

｛マニュアルを手に取ってページめくる｝

２０２井原：「(Ⅲき取り不能)」

２０３今川：「も－，俺もマニアになってしまいそうやわ」

２０４井原：「そやった？」

２０５今川：「おお。こんなんにはまってるよお」

ここでは，今川が「はまって」（205）しまって「マニアになってしまいそう」

(203）であることが表明されている。「マニア」は肯定的にも使われるので支配

的カテゴリーではないが，意味的には「オタク」とほぼ同じである。つまり．こ

こに至って，今川も「プログラミング側」の人間になりつつあることが表明され

ている。

般後は，股終日に交わされた会話である。この日は全員参加の相撲団体戦を行

った。大村と今川は同じグループにいて，大村の力士はすべて引き分けに終わる

のに対して，今川の力士は勝ち続ける。今川のそのプログラムは，以前の単純な

ものではなく条件文を多用した複雑なものであった。

会話３２月１３日（輔１２日目）

３０１今川：「でも俺のよお，よるつくの時代iまよお（笑)」

３０２大村：「(笑）よるつく」

３０３今川：「だいぶん強よおなったやろ」

３０４大村：「あれよりはな」
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今川は以前の自分を「よるつくの時代」（301)，すなわち条件文を使わずに

｢よる，つく」などのアクションを連ねた単純なプログラムを作っていた時代と

呼んで振り返っている。同時に，現在はその「時代」とは対照的に，条件文を駆

使することができるまでに技能が上達したことを示唆している。その過去を大村

と一緒に笑い合う（302）ことで，２人は，現在同じ位圃にいることを確認し合っ

ている。つまり，今川は自分の歴史を語ることで，自分のγイデンティティの変

容を大村と確認しあっているのである。さらに，ここでの大村と今川の間には，

会話ｌのころの境界はなく，プログラミング実践者としての対等な関係を獲得し

ているように見える。

ここで起きたことは以下のようにまとめられる。比較的順調に「プログラム側

の人」というアイデンティティを発達させてきた大村に対して，はじめ今川はそ

れと対照的であったが，大村の欠席をきっかけに自らもプログラミングに取り組

むようになり劇的なアイデンティティの変化を見せた。般後には大村と対等な

｢プログラム側の人」の視点で過去の自分を振り返るようになった。

以上のようにエスメソドロジ－的手法によって，学習者がコミュニティの実践

の中で相互行為的に達成しているアイデンティティをとらえることで，学習者の

発達の軌跡を描き出すことができた。これは従来の能力測定法とはまったく異な

る学習の評価方法ということができる。

５おわりに

この章では，教育システム研究にエスノメソドロジーがどのように取り入れら

れ，どのような成果を生んでいるのか示した。教育システム研究とエスノメソド

ロジーとが出会ったとき，敬育システム研究者が当たり前のものとして取り扱っ

ている「学力当「理解」「学習」といった概念はすべて相互行為という視点から再

検討されることになる。また学習支援システムがもたらした「成果」も，学習者，

教師，教育システムという道具，そして研究者らによる相互行為の結果生み出さ

れたものとしてとらえ直されることになる。このような検討を通して，わたした

ちの学習観や教育システム観は揺るがされ，変容するに通いない。このことは，

新しい教育システム研究の萌芽となるだろう。
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第帽章

コンピュータ支援の協同作業研究

葛岡英明・山崎晶子・山崎敬一

閉本章では．ＣＳＣＷ（CompulcrSupportedC()(〕pcrativeWork）研究．とくに遠

隔コミュニケーションを支援するシステムの研究を細介することによって．エスノ

メソドロジーによる相互行為分析や理講的な視点が．技術開発にどのように影響を

与えるのかということを具体的に示す。

Ｉはじめに

ＣＳＣＷとは，文字どおりコンピュータを利用した協同作業支援という概念，

あるいはそうしたシステムを実現しようとする研究分野を意味する。ＣＳＣＷの

特徴は，単にシステム開発という技術的な側面の研究を目的とするだけではなく，

むしろ人々 はどのように協同作業を行うのか，テクノロジーが人々 の協同作業を

どのように変化させるのかということを理解することを目的としている点にある。

このため，ＣＳＣＷという分野のもとに工学，認知科学，心理学，社会学，経営

学などの研究者が集まって鍋論をしあったり，実際に協同研究を行ったりしてい

るのである。しかし，集団としての人間の特性を理解し，それを支援するシステ

ムを開発することは容易ではない。そこでＣＳＣＷ研究は，システム開発，シス

テムの評価．システムの改良というプロセスを繰り返すことによって．徐々 に協

同作業の理解とシステムの改苫を進いていくべきであるといわれている（Tanｇ
[1991])。

一般に工学的な研究では，システムを数値的に評価することが求められる。し

かしＣＳＣＷにおいては，数値的に評価するのみでは不十分である。人々がいか

ＺＺ９



に巧みにその場その場の状況に対処しながら協同作業を実践しているのかという

ことを明らかにすること，さらには協同作業を支援するためのテクノロジーが与

えられたことによって，人々の作業の仕方がどのように変化したのかということ

を理解することが非常に重要なのである（Hughesetal.［1994])。こうした点から，

エスノメソドロジーはＣＳＣＷにおける相互行為分析において，非常に有力な方

法であると考えられている。

ただし，ＣＳＣＷにおけるエスノメソドロジーが，システム開発者のための評

価手法として存在していると言おうとしているのではない。むしろ，テクノロジ

ーに媒介された協同作業に関心をもつ社会学者が，これを積極的に分析し，そこ

で得られた知見がＣＳＣＷ研究に生かされることも多いのである。たとえば，グ

ッドウィンらがサッチマンらとともに実施した，飛行場におけるエスノメソドロ

ジー的なフィールドワーク（Goodwin,Ｃ､＆Goodwin,Ｍ,［1996]）や，グッドウィ

ンのアマゾンの調査船の研究（Goodwin,Ｃ､［1995]）などが有名である。

ＣＳＣＷという学問領域のこうした特性から，エスノメソドロジーに関心をも

ちつつシステム開発をする工学研究者と，技術に媒介された人々 の協同作業に関

心をもつ社会学者が，協同してＣＳＣＷ研究を行うことが理想的であるといえる。

欧米ではこうした協同研究が多く実施されているが，日本国内ではこうした例は

ほとんど見られず，長期的に協同研究を実施しているのは，おそらく筆者らの研

究グループが唯一の例であろう。そこで次節以降では，誰者ら自身の研究を紹介

することによって，エスノメソドロジー的な相互行為分析がどのようにシステム

開発に生かされているのかということを示すことにしよう。

２速隔からの作業指示を支援するシステムの開発

遠隔地にいる指示者が，作業者に対して機器の使い方を説明する場面を考えて

みよう。もしこれを電話で行う場合，言葉だけで説明するのは簡単ではないとい

うことは容易に想像できる。ここですぐに思いつくのが，テレビ会議システムの

ような実画像通信装iimを利用することである。しかし，実際には問題はそう簡単

ではない。たとえば，こうしたシステムでは，ユーザがいるべき場所はカメラの

撮影範囲やディスプレイが見られる位世に制限されてしまうため，機器をその範

囲内に持ち込まなければならない。あるいは，指示者がディスプレイに表示され
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た物体に指さしをしても，作業者にはその動作が見えないか，見えたとしてもど

こをさしているかわからない。対面的なコミュニケーションでは．人々は自由に

動き回ったり，身振り手振りを使ったりと，その身体的な能力を自在に使って相

互行為を実践することができる。しかし，メディアを介することによってこうし

た身体性は欠落してしまうのである（Hcalh＆Ｌｕｆｆ［1991])。

こうした問題意識から，壷者らの研究グループでは，身体的なコミュニケーシ

ョンを可能とするメディア空間を開発することをめざして研究を行ってきた。そ

して，コミュニケーションにおける身体性の支援を，以下の観点から考察するこ

とを提案した。

①身体配憧相互の身体配腿や配睡の移動が適切に行えること。適切な配

世とは，相互観察や，対象物を見たり操作したりすることが可能な配憧のこ

とである。

②志向対話者や対象物の方向に顔や身体を向けられるとともに，その向
きを対話者が観察できること。

③対象物への働きかけ（手振り）脱明の対象となる実物体に対する直接的

な手振りや操作が実時間で行えて，相互に観察されること。ただし，本研究
では主に手振りを支援している。

④相互観察身体配団，志向，手振りが相互に観察できること。

⑤継起性身体配腫の移動，志向の変化，手振り，相互観察が，時間遅れ
なく行えて，かつ観察できること。

３身体メタファ

これらの観点を支援する迩隔コミュニケーション・システムを設計するための

指針として，筆者らは「身体メタファ」を提案している（Kaloelal.［1997])。こ

れは，コミュニケーションをしているときの人間の身体の配置をメタファとして，

テレビモニタとカメラの位睡，そしてテレビモニタに表示される映像を決定する

という考え方である。たとえば指示者が作業者に対して，何かしらの作業を指示

するために物体を指さしてみせる場面を考えてみる（図15-1左)。この作業指示

を遠隔地から行う場合には，作業者の後方に指示者の顔を表示するモニタを世き，

その指示者の目の位置にテレビカメラを置き，手振りが示される位、に，指示対
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図１５－１対面時における指示堀面(左)と身体メタファによる速隔指示システム(右）

桁不粁の顔を炎示するモニタ

曇 し表示モニタ

‐

象と指示者の指さしが表示されるモニタを固くことになる（図】5-1右)。カメラ

をこの位世に股世すると，作業者の様子と指さし表示モニタの両方を見ることが

できるため，指示が作業者の環境に示され，それを作業者が見ていることを確認

できる。また，あえて２つのモニタを離して設置することによって，作業者が指

さしを見ているのか，理解を示すために指示者のほうを見ているのかを容易に判

断することができるのである。

４コミュニケーション・メディアとしてのロボット

さて，遠隔コミュニケーションにおける身体性を支援する手段の１つとして，

証者らはロボットをコミュニケーション・メディアとして利用することを提案し

ている。ロボットを用いることの利点は，身体メタファに基づいたシステムがあ

る程度自然に達成されるという点である。とくに，ロボットが車輪などの移動機
構をもっていれば，状況に応じて，コミュニケーションに適切な身体配腫，すな
わち身体メタファが成立する配置となるように移動することができるのである。

そこで，以下に誰者らがこれまで開発してきた一巡のロボット・システムを紹

介する。

◇GestureCam

GesturcCamは小型カメラとレーザ・ポインタを搭峨した小型ロボットであ

る（写典15‐l）（KuzuokactaL［1994])。このロボットは作業者側に没慨し，指

示者はこのロボットを遠隔から操作することによって，作業者側の環境を見回す
ことができる。また，レーザ・ポインタを利用して，作業者側にある機器を遠隔

２３２銅Ⅲ師展開縄
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ＣＣＤカメラ レーザ・ポインタ

写真ｌ５１Ｇ(bslurcCmn本体（左）と作業指示風景（右】

からポインティングすることもできる。

身体性という観点から考察したGcstuI･cC&,ｍの利点は以下のとおりである。

①GCSIllrCCamの盗郷が階示者の志向を喪している。しかも小型であるた

ｙ〕，作雌者から槻察しや．,j･い位価に配佃できる（啄典15-1（｢)。

②対象物に直接レーザを照射することができるため，指示省，作業者ともに‘

位睡表現を明瞭に観察できる。

③指示者はカメラの向きを遠隔操作できるため，作業者の環境を観察しやす

い｡

しかし，こうした利点が棚察されただけではなく，以下に示すいくつかの問題

点も明らかになったのである。

①カメラの視野角が狭いため，作業者の様子が撮影されないことが多く．作

業背の志向が指示者から硫認しづらい。

②GCsl,１，℃Camはその恥での兇Iii1しはできるが，Ｉ‘111t的に物肋することは

できない。したがって指示対象かいろいろな場所に侭かれている場合には，

適切な身体配置を保つことができない場合がある。

③GcstureCamの操作方法や制御の問題から，レーザを用いて表現できる

手振りはポインティングだけであり，しかも,E砿に対蒙物の上に照射するこ

とがIiWII1ではなかった。

さて，これらの分析は，次に述べるGCsllI1･eLascrの設計に生かされることと

なった。
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◇GestureLaser

（１）笈設の役iIl．前述したとおり，GestureCamの問題点の１つは「手振

り」表現の能力が，単純なポインティングに限定されているという点である。一

方，わたしたちがレーザ・ポインタを手に持って使う場合，素早く動かして線や

丸を描きものの動作を示す場合がある。すなわち，レーザ光の操作性を向上さ

せることができれば，単なるポインティング以上の表現をすることができるので

ある。

そこで，レーザ光をモータ駆動された２枚の鏡で反射させることによって，レ

ーザの照射位瞳を自由にコントロールできる装置を開発した（Yamazakietal．

[1999])。

図１５－２にシステムの概念図と，実際に製作した装悩を示す。GestureLaser

と名づけられたこの装置では，相互観察を支援するためにレーザ光を駆動する機

櫛のすぐ横にカメラを配置した。指示者はこのカメラが撮影した映像をモニタで

見ながら，マウスを使って，あたかもマウスカーソルを動かすかのようにしてレ

ーザ光の位倣を操作できた。

１２）評価突験GesturcLaserで遠隔指示をすることによって，身体性がど

のように支援されたかを確認する実験を行った。GestureLaserは作業者の後方

に設置し，作業者と指示対象物の両方が撮影できるようにした。写真１５－２～４

はまさに指示者がモニタ画面で見ている映像である。このように作業者がレー

ザ・ポインタや指示対象物を見ることができるだけでなく，作業者の状況を指示

者が認識することができるので指示が成立するのである。このような配腫を基本

的配置と呼ぶこととする。基本的配置がくずれた場合にはこれを修復する指示が

行われた。たとえば，指示者がこれからさし示そうとする部分を見ることができ

ない場所に作業者がいる場合には，「ここに移動して」「こっちに持ってきて」な

どと発話しながら，レーザで作業者がいるべき場所を指示した。一見当たり前に

見えるが，指示者が作業者と指示対象物の双方を観察できて，しかも手振り表現

を利用できるようにシステムを設計したからこそ，こうしたコミュニケーション

が可能になったのである。

さて，GestureLaserのレーザ光の動きによって，単に位慨を示す以上の表現

をすることができる。写真１５－２は対象物を水平に回転するように指示している

場面である。指示者は，「こっちのほうに回して」と発話するとともに，矢印の
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図１５－２GestureLaserの概念図（左）と製作した装睡（右）

当
遠州参与 ローカル参与荷Ⅱ

L/ｐ

レーザ照射器
■ゴ

；

〔’

両〉
⑥
マウス

ように床に弧を描くようにレーザを動かした。また，写真１５－３では，指示者が

｢板のこちら側を……」と発話しながら，レーザ光を面上で何度も回転させるこ

とで，面を表現した。これらの例は，単なるレーザの赤い点であっても，それが

対蚊物の上で適切に動き、適切な矧門を伴うことによって，ポインティング以外

のさまざまな例示的災現をすることが可能になることを示している。

写真１５－４は作業背０１（左側の人物）と０２（右側の人物）が持っている小さな

三角形の部品を取り付ける位置（カソプ・諾一ドの左右上側の角）を，指示者11が作

業者に指示しようとしている場面である（付録ＣＩ〕･ROM参照)。図１５３はその

ときのトランスクリプトである。

トランスクリブトの（１）の時点では，１１は「ここと言いながら，レーザで

カップボードの左上の角をなぞっている。しかしＯ２だけがレーザ光を見ており，

体を曲げてカップポードの反対側を見ているＣｌはレーザ光を見る状態ではなか

った。すると，（２）の時点で１１は「ここ」という言.蝿を伴って，同じ角をふた

たびなぞっている。術示が再実行されたあとすぐ、（)ｌは自分の体をレーザ光の

照射方向に向けた。この身体動作によって，Ｃｌは指示を聞くことができる体勢

になり，身体配侭の要件が嵩たされ，指示を行うことが可能になっている。しか

し（３）の時点で１１は左から右にレーザ光を動かし，「ここ」という発言ととも

に7丁の鮒をなぞり始y〕た。この1,1作は()lが卿休の向きを変え，（)ｌの蝋によっ

てレーザ光が遮られたことによるものとみられる。

すると（４）の時点でＯｌと０２がほぼ同時に「ああ」と指示を理解したことを

端１５竜コンピュータ支援の協同作業研究２３ぅ
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一四

（

肝，

廷

１

患鍾Ｆ，

写真１５－２回転の指示表現 写真１ ５３板の表面の表現

鞠
こ〉

』望自
写真１５，１左側の角をなぞり（左)．次に右側をなぞった（右）

水す発話をした。（.)ｌと()2が同時に発話をしたことは．レーザ光の､!〔擬照射に

よる指示が複数の作業荷に同時に僻棚を伝述していることを菱している。そして

すかさず（５）の時点でＩｌは「こことここに入れるようなかたちですね」と答え

ながら右の角をもう一度なぞるが，この発言は指示に対する作業者の理解を１１

が理解していることの表示であると曙えられる。互いが理解していることを他の

参与音に災示することで，指示か完了したことを全員が理解し，次の指示への移

行が実現するのだが，GCslurcLnsCI･システムか，そうした理解の表示や，それ

に対する他者の認識を表示するたy>の資源になるということかこの例で示された

のである｡

◇Ｇｅｓｕ１ｌ･eMaI1

（１）股1汁GesIur('Laserは，例示的表現の手段や，対話を媒介する溌脈と

して有効であることがわかった。しかし。身体性におけるその他の観点から考え
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図１５－３写真１５－４．写真１５－５の埋面のトランスクリプト

lｌここにすきまありますよれこここここここことここに入れるようばかたちですね

ＴＲ…･………MIRtoL）ＴＬＴＬＭ(LtoR）ＴＲＴＲ.…___-．

０ １ああ

Ｂ……･………----……･……Ｌ……___I______….………Ｐ……_…………__…

０ ２ああ

Ｌ…………………… … … … … . … … … … … . Ｔ ……_………………………

▲

ｆｌｆ

（１）（２）（３）（４）（５）

ＴＬ：左のﾛIを雌ぞる，ＴＲ：右の、をfKぞる．Ｍ(LtoR)：左(I‘)から右(R)にレーザ光を動かす，

Ｂ：体勢の鋤（レーザ光は見ていない)．ＬＩレーザ光を見る，Ｉ：作業箭がレーザ光の照射場所を遮る，

Ｐ：部品を角にM1り付ける，Ｔ：角を術で触る，…：動作の迎統

ると，このシステム単体では以下の問題点がある。

①レーザ・ポインタだけでは，指示者がどこを見ているのか（志向している

のか）ということがわかりづらい。

②装阻が固定的に設圃されているため，自由な身体配置をとることができな

い。

そこで，これらの問題と，GCsturcCamの未解決の問題に対応するために設

計したのがGesturcManである（写真15-5）（Kuzuokactal.［2000])。このロボ

ットは以下の特徴をもつ。

①二輪駆動の台車を利用することで，ロボットを移動可能にし，コミュニケ

ーションの状況に応じて適切な身体配置をとりやすくした。

②頭部にあるカメラユニットには視野角６０度のカメラ３台が放射状に並べ

られており．合わせて180度の視野角が得られるようになっている（写真１５

－６)。これによって，指示者は作業者側の環境を観察しやすくなった。たと

えば作業者がロボットの横に立っていても，このカメラで観察することがで

きるのである。

③頭部は上下左右に回転するため，指示者は作業者の環境を観察しやすくな

った。また，作業者は指示者がどの方向を見ているのかということを推測で

きるようになった。

④GestureLaserを搭赦することによって，手振り表現を支援した。また，
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これを補助するたy>に，レーザ光の照卯l方向と同期して肋作するさし棒を取

りつけた。

指示者のためのインタフェースの例を写典１５７に示す。指示昔の前にはディ

スプレイを３台設置し，３台のカメラからの映像を観察できるようにしてある。

ロボットの前後左右の移動，頭部の回転はすべてジョイスティックで行う。

現征，（;estureManを利1Ｗしてさまざまな爽験を実施し，エスノメソドロジ

ー的な予繊によって，その利点や問題点を分肝している。システムの概要や実職

風景は付録CD-ROMにも収められているので参照されたい。こうした実験の分

析結果に関する議論は別稿にゆずるが，このように，システム開発とエスノメソ

ドロジー的な分析を繰り返すことによって，符実にシステムの改良を進めている

のである。

一

写真l55GCstureManと人の対話風景（左）と各種機能（右】

本職では，ＣＳＣＷ研究における工学研究者とエスノメソド画ジー研究者によ

る協同研'光の典体例として，．K爵らの研究を承した。とくに，エスノメソドロジ

ー研究から得られた知見として，コミュニケーション・システムを投計する際に

身体性を･醤瞳することを提案するとともに，ロボットを介した。ミュニケーショ



Ｉ

写真１５－６三眼力メラユニット

d感

写真１５７指示者用のGesturcMnI1操作

インタフェース（科学技術館

〔東京〕の協力による実験風

景）

ン・システムに関する研究を紹介した。

筆者らの研究の目的は，システムを開発し，それを分析することによって，テ

クノ'」ジーを介した人間の棚亙行為を解明し，それを次のシステム投計に役立て

ることである。本流で紹介したシステムは，利点とともに多くの問題点が明らか

になっている。しかし，そうした問題点の発見とそれを解決するためのシステム

開発を繰り返していくことによって，人間の相冗行為をより深く理解できるよう

になると期待している。

本蹴に関連するデータが付録ＣＤ・ROMに収雛されています巻末の付録ＣＤ･ROM

について｜を参照してください。
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