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現実・仮想経験拡張型システム DigitalEE II による協調型環境学習
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DigitalEE II（ Digitally Enhanced Experience ）システムは，環境学習研究の未解決重要課題
“現実経験と仮想経験の実時間融合に基づく環境学習” を実現する．本システムで，自然環境の実参加
者と遠隔地の仮想参加者は，音声・映像情報を介し実時間で環境学習活動を共有できる．空間的分散
状況下の両参加者の存在は，モバイルサイバースペース II という協調活動の “場” にアバタとして投
影される．両参加者の位置情報はこの “場” を介して共有され，現実世界と仮想世界における同一時
空間の仮想的共有に基づく相互作用が実現される．DigitalEE II の評価実験は，現実世界と仮想世界
における情報格差が両参加者からその格差補完への欲求を引き出し，両者の相互作用を促進したこと
を示した．また，本実験は，両参加者の環境への関心・気付きなどを向上させた．これらは仮想世界
表現に媒介された協調活動の新たな可能性と，DigitalEE II による環境学習効果を示す結果である．

Collaborative Environmental Learning with the DigitalEE II
System Augmenting Real and Virtual Experiences
Masaya Okada,† Akimichi Yamada,†,☆ Mizuki Yoshida,†
Hiroyuki Tarumi,†† Takanobu Kayugawa†
and Kazuyuki Moriya†
The DigitalEE II (Digitally Enhanced Experience) system realizes an important unsolved
issue in research on environmental learning, which is “environmental learning based on realtime mixture of real and virtual experiences”. The system enables real participants in nature
and virtual participants at remote locations to share environmental learning activities in real
time via voice and visual information. Avatars in mobile cyberspace II, an online space for
collaboration, express existence of the distributed participants. Both participants share their
positional information via the space, and make interaction while sharing the same time and
space between real and virtual worlds. Veriﬁcation experiments on DigitalEE II showed that
information gaps between the two worlds drew out both participants’ motivation for complementing the gaps, and encouraged their interaction. The experiments raised participants’
environmental interests and awareness, etc. These results showed learning eﬀects of DigitalEE
II as well as new possibilities of the collaboration mediated by virtual-world expressions.

1. 緒

より，環境問題への態度や価値観の育成を行うことを

論

目的とする1)∼3) ．近年，環境学習の革新に対し，情報
技術の持つ潜在的可能性が注目されつつある4),5) が，

重大な社会的関心事となる地球環境問題を背景とし
て，現在，効果的な環境学習の実現が強く求められて

これまで環境学習に対し情報技術が具体的かつ十分に

いる．環境学習は環境への関心・気付きを促すことに

応用された事例は少なかった．

1.1 現実経験と仮想経験の実時間相互補完の課題
環境学習を大別すると，現実経験（ 直接経験；体験
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など ）に基づく環境学習と，仮想経験（間接経験；知
識・情報・疑似体験など ）に基づく環境学習がある．
前者（直接型環境学習）は，学習者が自然環境で観察
などの現実経験に基づき行う形態である．後者（間接
型環境学習）は，学習者が学校や自宅などにおいてメ
ディア（書籍，教科書，インターネットなど ）や教育
者からの知識・情報獲得など ，仮想経験を通して行う
229
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図 1 現実・仮想経験拡張型システム DigitalEE II による協調型環境学習
Fig. 1 Collaborative environmental learning with the DigitalEE II System
augmenting real and virtual experiences.

形態である．環境学習における現実経験の重要性は顕
6)

著である ．一方，時空間的制約から現実経験の機会

された両経験（ 自然体験学習，メディア学習，専門知
識など ）を実時間で共有することを可能とした．両参

確保に限界があるため仮想経験も同様に重要である．

加者の協調活動の “場” は，実参加者が存在する物理

しかし，環境学習には一方の経験だけでは学習できな

世界を再現した現実世界の 3 次元的空間メタファであ

いこと（知識の実在感を持った理解など ）が多く，体

☆☆
とよばれる．
り，モバイルサイバースペース（ MC ）

う一方の経験で補完することも広義で両経験の相互補

MC は従来の分散仮想環境の設計13) を現実世界と仮
想世界に拡張した技術であり，両参加者の存在は MC
の中に 3 次元アバタとして投影される．なお，実参加

完といえるが，学習の即時性・相互補完の高次化など

者が存在する物理世界を現実世界，両参加者の存在を

の観点からは，より狭義の両経験の実時間的相互補完

投影する仮想情報世界を仮想世界とよぶ．厳密には，

験学習の過去の失敗事例

7)∼9)

を鑑みても両経験の適

切な補完が重要となる6),10)∼12) ．学習成果を事後にも

が重要である11),12) ．この実時間性の実現には，異な

MC は仮想世界を表現する “記号” である．DigitalEE

る学習形態で行われる直接型環境学習と間接型環境学

のアイデアは既存環境学習研究の枠を超えたもので

習を時空間的に融合しなければならない11),12) ．本研

あったが，一方で，システム設計上の問題点から研究

究はこれを研究課題とする．

課題解決に限界があった．

1.2 直接型・間接型環境学習の実時間融合の研究

1.3 本稿の内容

ともなう未解決課題であり，また CSCL（ Computer-

本研究は，後継システムDigitalEE II（ Digitally
14),15)
Enhanced Experience☆☆☆；図 1 ）
を実装し，現

Supported Collaborative Learning ）研究において

実経験と仮想経験の実時間融合に基づく環境学習の有

も未着手であった．しかし 近年，現実・仮想経験拡

効性と特性を示すことで，研究課題を解決する．

研究課題は，環境学習研究においては技術的困難を

張型システム DigitalEE（ Digital Environmental
11),12)
Education ）
が仮想現実感，拡張現実感，分散仮
想環境，実時間通信などの複合技術で直接型・間接型環

2. 経験の融合による環境学習のシナリオ
現実経験と仮想経験の実時間融合に基づく環境学習

境学習を橋渡しする仕組みを提示した．DigitalEE は，
空間的分散状況下にある，自然環境の実参加者（現実

☆☆

経験）と遠隔地の仮想参加者（仮想経験） が，実参加
☆

者がいる “現実” の自然環境を仮想的に共有し，融合
☆☆☆

☆

図表中などで実参加者を “RP”（ Real Participant ）
，仮想参
加者を “VP”（ Virtual Participant ）と略記することがある．

Mobile Cyberspace：仮想参加者に閲覧されるだけでなく，実
参加者に持ち運び閲覧される協調活動の “場”．自然環境に限定
したものを “仮想自然空間（ 3D virtual nature ）
” 11),12) と
過去に呼んだが，本稿以降は基本的に MC に統一する．
DigitalEE は環境学習の電子的実現だけを目指したが，DigitalEE II はさらに現実経験と仮想経験の高度な電子的拡張に基づ
く幅広い将来サービスの実現を目指している．略語 “DigitalEE”
の表す意味が変更されたのはこのためである．
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のシナリオの一部を以下に示す☆ ．想定学習者はシナ

（友人・いとこ・他人など ）の周りの自然環境を仮

リオに依存するが，2.1 節が小学生から大人，2.2 節

想的に訪問し，現実の自然環境に対する共同調査

が高校生から大人程度である．

を通し環境への理解を深める．東京の学校などを

2.1 学習者同士のオンライン協調型環境学習
本研究の評価実験で採用された，自然環境の学習者

世界自然遺産である屋久島などとつなげ共同学習
の状況を実現するのが，典型的な将来像である．

Lr（ 現実経験；実参加者）と遠隔地の学習者 Lv（ 仮
☆☆
の協調型環境学習のシナリオ
想経験；仮想参加者）

( 3 ) 環境学習参加への機会均等化
一般に，自然環境の訪問が困難な長期療養者・身体

を示す．環境学習における最も優れた教材・教育者は

障害者などは，特に直接型環境学習の機会獲得が

自然環境であり，それとの相互作用（触れる，観察す

不十分な場合がある．本想定例ではそれらの人々

る，不思議を発見する，変化に気付く，生態について

が自宅や病院などから Lv として環境学習に参加

考察するなど ）が重要な学習となる．このシナリオで

し，自然環境の中の級友（ Lr ）の行う直接型環境

は，Lr は観察による発見を Lv に提供し，Lv の知識

学習を実時間共有する．自然環境は日常生活では

を現実経験で強化する．Lv は，Lr に対し知識や情報，
メディア学習の成果などを提供したり，自然観察を促
したりする．両者は自然環境への知識・不思議・気付

得難い豊かな魅力を持つため，自然環境における
現実経験の獲得は長期療養者らの QOL（ Quality

Of Life ）向上に貢献する可能性もある☆☆☆ 11) ．

環境学習において，教育者により一方的あるいは強

2.2 多様な環境情報の共有に基づく議論
開発と保全の対立概念を含む地球環境問題は立場に

制的に誘導されるトップダウン的な “教育” は望まし

よりとらえ方が異なるため，多様な意見や活動の認知

きを交換しながら互いの疑問点をともに解決する．

くない

10),12)

．学習者同士の共同学習は，彼らがとも

に基づく多角的考察が重要である10)∼12) ．最終的シナ

に自発的に考える過程や，おかれた状況から学ぶ過

リオは，空間的分散状況下の，学習者（自然環境）
，学

程を重視するものであり，環境学習において重要であ

習者（学校，自宅）
，生態学者・教育者（大学，研究機

る10) ．また，他者とのコミュニケーションは，内省的

関）
，環境保全活動者（環境保護団体）
，開発者（企業）
，

思考・多角的考察を促進し環境問題への態度や価値観

汚染被害者（汚染地域）など様々な人々の参加に基づ

の育成に重大な影響を及ぼすため，環境学習において

く環境学習の実現である．これらの人々はネットワー

重要である10),11) ．以下，運用想定例である．

( 1 ) 訪問調査と資料調査の融合による共同調査学習
たとえば，学校周辺の自然環境へ行ったクラスの

論やコミュニケーションの重要な環境学習効果10),11)

資料調査）が共同調査を行う．従来の間接型環境

はこのシナリオによる大きな成果を期待させる．

学習で用いる資料は教科書などであるが，Lr ，Lv
査・資料調査は，それぞれ直接型・間接型環境学

3. 学習達成目標
学習者に環境学習の面白さ・楽しさを発見させ，意

習の典型であり，この共同調査で訪問調査の利点

欲のある学習によって環境への関心・気付きを促すこ

（自然環境の五感を通した理解10) など ）と資料調

とが，環境学習の第 1 段階の目標1)∼3) である．本研

査の利点（環境とその問題に関する考察・構造の

究は，直接型・間接型環境学習における学習者が自然

理解10) など ）が相互補完される．

との相互作用（ 2.1 節）を通し，その目標を達成する

( 2 ) 訪問困難な自然環境への仮想的訪問
学習者が実際に訪問しにくい自然環境の仮想経験
を提供するために，仮想現実技術を用いるニーズ
が過去に指摘された5) ．本想定例では日常的な自
然訪問が困難な都会に住む Lv が，田舎に住む Lr

☆☆

ミュニケーションを通した考察を行う11),12),14),15) ．議

半分（ Lr；訪問調査）と教室に残った半分（ Lv；

はさらに自然環境そのものも資料とする．訪問調

☆

クを介して仮想的に集まり，学習活動・保全活動・専門
知識・汚染被害・意見・価値観などを交換し，議論やコ

本稿では省略したが “学習者（現実経験）と教育者（仮想経験）”，
“学習者（仮想経験）と教育者（現実経験）”，“学習者（現実経
験）とシステム（仮想経験）” などのシナリオがほかにある．
略語の意味は以下のとおり．L: Learner（ 学習者 ），r: real
，v: virtual experience（仮想経験）
．
experience（現実経験）

ことを目指す．以下は，本研究の具体的な学習達成目
標である．
( 1 ) 環境学習の面白さ・楽しさ・学習意欲

• 学習過程における面白さ・楽しさの発見
• 環境学習の反復実施への参加意欲の向上
( 2 ) 環境学習行動・効果
• 積極的な自然観察
• （ 間接型環境学習における学習者に対して）
☆☆☆

本稿で述べる評価実験の参加者らもこの可能性は多く報告した．
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– 現実世界の自然環境への興味の喚起
– 自然環境の実際的訪問への欲求の向上

DigitalEE
MC（ VRML97 に
基づく仮想世界表現；
モデリングベース）

DigitalEE II
MC II（全方位画像
に基づく仮想世界表
現；実画像ベース）

動的な空間文
脈情報

——

シェアードアイ（動画
オブジェクト ）

空間文脈情報
の記号化能力

小さい

大きい

存在のアウェ
アネス

顔画像に基づく 3 次
元 / 2 次元アバタ

顔画像に基づく 3 次
元 / 2 次元アバタ

コミュニケー
ション方法

キーボードによるテキ
スト会話

ヘッドフォンマイクに
よる音声会話

“場”・アバタ
の制御

実参加者：GPS 位置
情報，仮想参加者：
キーボード，マウス

実参加者：GPS 位置
情報，仮想参加者：
キーボード，マウス

注視オブジェ
クトの共有

——

拡 張 テ レ ポ イン タ，
シェアード アイ

項目

• 環境への関心・気付きの向上

4. 経験の実時間融合のための設計要求
4.1 設 計 要 求
2 章のシナリオの実現は現実経験と仮想経験の適切
な実時間交換を必須とし，以下の設計要求充足を必要
とする．
( 1 ) 実参加者の存在する現実世界を仮想参加者が実時
間で仮想的に経験し，両参加者が同じ現実世界を
共有できること．課題は，現実世界の空間文脈情
☆1

表 1 DigitalEE と DigitalEE II の主な特徴
Table 1 Main features of DigitalEE and DigitalEE II.

の写実的記号化とその共有．

報
( 2 ) 実参加者が実時間で逐次獲得する現実経験を，仮
想参加者が同時に理解できること．課題は，現実
経験の動的な実時間伝達．

協調活動の場
（ 静的な 空間
文脈情報）

※太字は DigitalEE II で改善・変更された項目．

( 3 ) 両参加者が現実経験・仮想経験を通して感じたこ
とや思ったことを，即時的に交換できること．課
題は，容易な実時間コミュニケーション．
( 4 ) 仮想参加者が単に情報の受け取り手に終わらず，
実参加者の現実世界での行動や経験を促進できる
こと．課題は，仮想参加者による実参加者に対す
る指示，および実参加者によるその指示の理解．

( 5 ) 肉眼で相手を確認できない両参加者が，互いがど
こで何を見ているか直感的に理解できること．課
題は位置・方向情報共有，および互いの存在や注
☆2

視物が見えるなどアウェアネス情報

の共有．

4.2 DigitalEE の問題点
DigitalEE は VRML97（ Virtual Reality Modeling

実現されたが，実参加者の注視物を仮想参加者が正確
に把握するだけの情報交換が支援されていなかった．

5. DigitalEE II システム
後継システム DigitalEE II 14),15) は，DigitalEE の
問題点の克服により研究課題の解決を目指す．

5.1 機 能 概 要
表 1 は DigitalEE II の主な特徴である．DigitalEE
II は，モバイルサイバースペース II（ MC II；図 2☆3 ）
を介した音声・動画ベースの協調活動を支援する．MC
II は，全方位画像☆4を用いて構築された現実世界の 3
次元的空間メタファである．両参加者の存在のアウェ

Language ）に基づく MC によって現実世界と仮想世

アネスは，MC II と 2 次元地図の中に 3 次元アバタ

界を相互接続し，テキスト会話によるコミュニケーショ

（図 3 ）と 2 次元アバタとして投影される．参加者はシェ

ンを提供した11),12) ．しかし，DigitalEE は上記設計

☆5
，拡張テレポインタ
アード アイ（動画オブジェクト ）

要求の充足に以下の問題点（それぞれ設計要求番号と

（図 4 ）などを用い，現実世界と仮想世界の間で明示的

対応する）を含んでおり，研究課題解決に対し限界が

に注視オブジェクトや指示を共有できる．シェアード

あった．(1) 分散仮想環境技術

13)

の拡張で空間文脈

アイは，実参加者の現実経験を仮想参加者に動的に実

情報の共有は実現したが，VRML97 ではその写実的

時間で伝達する．音声会話は日常のコミュニケーショ

記号化に限界があった．(2) 現実経験の動的・実時間

ン方法と近く，両参加者に対する負担が小さい．両参

伝達のための仕組みがなかった．(3) テキスト会話は

加者は，MC II（ MC II の映像表現，アバタ情報，シェ

ユーザビ リティが高くなかった．(4) 注意や指示など

アードアイ，拡張テレポインタなど ）や音声通信を介

の明示的共有が支援されていなかった．(5) 分散仮想

して交換される互いの知識・情報・経験・存在・指示

環境技術

13)

の拡張で位置と存在（アバタ）の共有は
☆3

☆1

☆2

周囲環境から五感により獲得される非言語的文脈情報．人間の
情報処理の 8 割以上が視覚に依存することから，視覚的空間文
脈情報の記号化・共有が最重要課題であろう．
自らの活動に影響し うる文脈情報を提供する会話相手の行動を
理解するために必要な非言語的情報16) ．

☆4

☆5

各参加者の 3 次元アバタの視点は，MC II を見る画面視点と等
しい．図 2 はコミュニケーションを行う実参加者（右のアバタ）
と仮想参加者（左のアバタ）を第 3 者の視点から閲覧したもの．
全方位センサ内部の双曲面鏡に写った周囲 360 度の環境映像情報
を，デジタルカメラなどにより撮影することで獲得できる17),18) ．
SharedEye：仮想参加者と共有される実参加者の目を意味する．
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図 2 全方位画像に基づくモバイルサイバースペース II（ MC II ）
Fig. 2 Mobile cyberspace II generated with omni-directional images (MC II).

カード，ヘッド フォンマイクを搭載する（ 図 7 ）
．

5.3 モバイルサイバースペース II（ MC II ）
MC II（ 図 2 ）は，現実世界の空間構造データと全
方位画像を用いて構築された，両参加者の協調活動
の “場” である．MC II は，実参加者が存在する現実
世界の視覚的空間文脈情報を写実的に表現し ，その

図 3 3 次元形状モデルを持つアバタオブジェクト
Fig. 3 The avatar object with a 3D geometric model.

3 次元的知覚効果を両参加者に与える．図 2 は，上
賀茂試験地（ 京都大学フィールド 科学教育研究セン
ター里域ステーション ）の一部（約 130 m × 約 50 m，
約 6,500 m2 ）を対象とした MC II である．この MC

II の構築のために，2001 年春から 2002 年夏におけ
る季節ごとに，構築対象地の約 170 点において各々

1 枚ずつ全方位画像（ Jpeg，2, 240 × 1, 680 pixel，約

図 4 拡張テレポインタオブジェクト
Fig. 4 The object of an augmented telepointer.

などを，仮想経験として共有する．

5.2 システム構成
DigitalEE II は Java（ JDK 1.4.0 ）によるサーバ・

1.5 MB ）を撮影した☆ ．また，撮影点のうち主要 10 点
を GPS 受信機で測位した．これらの作業後，撮影した
全方位画像を幾何学的変換によりパノラマ画像（ Jpeg，
1, 000 × 200 pixel，約 40 KB ）として展開・保存した．
MC II は 1 季節あたり約 170 シーンで構成され，1
シーンに対し 1 枚のパノラマ画像が用いられている．

MC II の各々のシーン内には 3 次元的形状モデルが導
入されており，シーン内への 3 次元オブジェクト（ 3

クライアント型の構成である（ 図 5 ）
．開発には，実

次元アバタ，拡張テレポインタ，シェアードアイなど ）

参加者用モバイル端末（ Crusoe TM5600：600 MHz；

の配置ができる．また，GPS 測位点の位置情報を用

メモリ：192 MB/128 MB ）5 台，仮想参加者用ノー

いて全撮影点の座標を補間計算することにより，現実

ト型端末（ Pentium 4：1.7 GHz；メモリ：512 MB ）

世界の空間構造データが構築されている．各シーンの

1 台，サーバおよび仮想参加者用デスクトップ型端末

つながりはその構造データを用いて決定され，全シー

（ Pentium 4：1.0 GHz；メモリ：256 MB ）3 台を用い

ンは連続的に接続されている．MC II のシーンは，参

た．実参加者用端末は無線 LAN カード，CCD カメラ，
ヘッド フォンマイク，地磁気センサ内蔵型 GPS 受信
．仮想参加者用端末は有線 LAN
機を搭載する（図 6 ）

☆

著者らの 1 人が撮影作業をしたところ，1 季節の撮影作業時間
は約 1.9 時間（ 1 撮影点：約 39.8 秒）であった．
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図 5 DigitalEE II のサーバ・クライアントの構成の略図
Fig. 5 An outline of composition of DigitalEE II server and clients.

II の一貫性が保証される．
5.4 アバタ・MC II ビューの制御
位置センシングデバイスから獲得される実参加者の
位置・方向情報（ 位置測位精度：約 5〜10 m；方向計
測精度：約 ±2 度）は MC II と 2 次元地図内の座標
につねに変換される．その変換座標情報に基づき，実
参加者は MC II と 2 次元地図内の対応する場所にア
バタとして描画される．また，同情報により，実参加
者の MC II のビューは自らの周囲環境を表示するよ
図 6 実参加者の端末
Fig. 6 A computer of a real participant.

う制御される．一方，仮想参加者は，マウス左ボタン
やキーボードの方向キーによって自らのアバタと MC

II のビューを制御する．このような制御で両参加者は
存在のアウェアネスや位置情報の共有に基づく協調活
動を実現できる．

5.5 音声・動画コミュニケーション
両参加者はヘッドフォンマイクによる実時間音声会話
（ G.723，8,000 Hz，16 bit，6.3 kbps ）ができる．一方，
実参加者の CCD 撮影動画（ Jpeg，128 × 128 pixel，
5 fps ）は位置センシング情報に基づき撮影者の 3 次元
アバタ前方にシェアードアイとして実時間に埋め込ま
れる☆ ．図 2 では，MC II の樹木・スイレンの画像の
図 7 仮想参加者の端末
Fig. 7 A computer of a virtual participant.

上に，シェアード アイによる樹木・スイレンの映像が

加者の視点移動・回転に応じて画像の拡大率を変化さ

アイは現実世界の部分的な空間文脈情報を動的に提供

せながら連続的に切り替えられる．これによりシーン

する．

実時間で重畳されている．現実世界の全体的な空間文
脈情報を静的に提供する MC II に対し ，シェアード

内・シーン間での 3 次元移動ができ，現実世界の空間
的広がりを仮想的に経験できる．DigitalEE II サーバ
を介した制御情報の交換（図 5 ）で参加者間での MC

☆

音声・動画情報は RTP（ Realtime Transport Protocol ）マ
ルチキャストストリーミングにより交換される．送受信フォー
マットは性能要求により変更できる．
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5.6 拡張テレポインタとその他の機能
仮想参加者のマウス右ボタンで操作できる拡張テレ
ポインタは，MC II を介し 近傍参加者に共有される
．これにより，仮想参加者は実参加者に対し，注
（図 2 ）
視オブジェクトの伝達，方向の指示，注意喚起などを
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果を報告する．本実験は，2.1 節のシナリオに基づき，
想定学習者のうち大人程度を対象として実施した．シ
ステム設計の評価については，文献 14)，15) を参照
されたい☆☆ ．

6.1 実 験 目 的

明示的に行うことができる．時間・空間識別子は MC

目的 1：非対称情報空間での相互作用の特性の調査

II における時空間的移動を可能とし，両参加者に対し

従来の分散仮想環境の設計13) は全参加者が仮想世

現実世界の四季情報などを仮想経験として与える．空

界に存在することを基本前提とする．しかし，現実・仮

間更新ボタン ☆は両参加者による MC II への情報（観

想経験拡張型システム DigitalEE II においては，実参

察記録など ）の動的更新に使用される．森林生態学者

加者は現実世界と仮想世界の 2 つの世界を，仮想参加
者は仮想世界だけを経験し，相互作用を行う（図 8 ）
．

らが作成した教材は MC II に重畳できる．

5.7 関連研究との比較

実参加者は現実世界から情報を五感で獲得する．一方，

DigitalEE II を関連研究と比較する．多くのグルー
プウェア研究19)∼21) は，室内デ スクトップ 環境にお
ける協調活動を支援する．これに対し本研究は，広域

することで現実世界を理解する．一般に，現状の情報

的な野外環境とデスクトップ環境の間において，現実

技術では現実世界の膨大な空間文脈情報（たとえば気

世界の “空間” を対象とした新しい協調活動の形態を

温，太陽熱，風，大地や落葉の感触，花香など ）の完

示している．全方位画像を用いた IBR（ Image-Based

全な記号化は困難で，仮想世界は現実世界の一部情報

Rendering ）手法

22)

としては，本研究は仮想世界を構

仮想参加者は仮想世界を介し現実世界情報を獲得し ，
仮想世界に記号化されない現実世界情報を想像・推定

を反映した部分写像となる．よって，両参加者の保持

成するそれぞれの全方位画像に 3 次元的形状データを

する現実世界情報の量は非対称となり，情報格差が生

与えることで，より許容力のある空間の表現（シーン

じる．本システムを用いるうえで，非対称情報空間に

内・シーン間での 3 次元的ウォークスルー，3 次元的

おける相互作用の特性を理解することは重要である．

位置決定に基づくオブジェクトの配置など ）を実現し

実験目的 1 としてこれを調査する．

13)

ている．上記 IBR 研究に加え，分散仮想環境研究

目的 2：環境学習効果の到達の評価

や仮想ツアー研究23) としては，従来設計を現実世界

環境学習において，教育者の指導も重要だが，学習

と仮想世界に拡張し，両世界の人々の協調活動の “場”

者が自らの内なる興味に突き動かされて自発的に学習

を実現したことに本システムの設計の独自性がある．

に取り組み，学習者間でともに調査・考察する過程も

CSCL 研究24) としては，これまで対象とならなかっ
た環境学習における協調学習を支援している点に特徴

進のためには，事前に環境学習を強要・誘導する指示

がある．拡張現実研究25),26) としては，従来の一般的

は与えるべきでない．むしろなるべく簡単な指示を与

な焦点（現実世界と仮想世界の幾何学的融合，融合さ

え，後は学習者が他者とのコミュニケーションや自然

れた “空間” との相互作用など ）とは異なり，両世界

環境との触れ合いなどを通して主体的に環境学習に取

が融合した情報空間における人間同士の相互作用に基

り組むのを期待するのが良い10) ．一方，学習効果に対

づく将来サービスを実現している点に特徴がある．環

するシステムサービスの貢献と他要素（教材，教育者

境学習研究

4)∼10),27)

としては，これまでの潜在的ニー

．学習者の自発的な環境学習の促
重要である（ 2.1 節）

の指導など ）の貢献は，明確に切り分けて評価する必

ズ（直接経験と間接経験の相互補完6),10) ，環境情報の

要がある．実験目的 2 として，現実経験と仮想経験の

積極的交換4) ，優秀な教育者による教育27) ，自然の中

実時間融合に基づく環境学習において，参加者（学習

での環境理解の補完5) ，訪問困難な自然環境への仮想

者）らが現実世界の自然環境を共同調査し，学習達成

ツアー5) など ）を総合的に具現化し新たな環境学習を

目標（ 3 章）に到達することを評価する．

創造する提案を行っている点に優位性がある．

6. 評 価 実 験
DigitalEE II に関する計 5 日間の実験（参加者数：
10 名）について，6.1 節の観点から調査・評価した結
☆

現在，実装調整中の機能．

6.2 方
法
6.2.1 実験対象地
実験対象地は，MC II の構築対象地（ 5.3 節）となっ
た上賀茂試験地（維持植物：99 科 350 属 750 種）にお
☆☆

実参加者端末の重量改善など の課題はあったが，システム設計
の妥当性（ユーザビリティ，インタフェース，パフォーマンスな
ど ）が確認された．
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図 8 実参加者と仮想参加者の情報空間の非対称性
Fig. 8 The asymmetry of information space of real and virtual participants.

表 2 実験手順
Table 2 The procedure of the experiments.
手続き

目的・内容

所要時間

1

実験前アンケート

参加者属性の調査

5分

2

機能・操作説明

システム機能・端末操作
の説明

5分

3

実験（ 前半）

現 実 世 界と 同じ 季 節の
MC II 使用

60 分

4

実験（ 後半）

現実世界とは別の季節の
MC II 使用

60 分

5

実験後アンケート

環境学習行動・効果の評価

40-60 分

6

聞き取り調査

総合的評価

120 分

また，環境学習についての専門的知識を有さない．実
験前の説明においては参加者に環境学習を強要せず自
図 9 実験対象地（ 京都大学・上賀茂試験地）
Fig. 9 The experimental ﬁeld (Kamigamo Experimental
Station, Kyoto University).

由な会話を促す程度にとどめた．また，教育者の指導
と DigitalEE II による教材提示は行わなかった．実
参加者と仮想参加者は実験中互いを肉眼で確認できな
い．仮想参加者は，実参加者が存在する現実世界を実

ける池周辺エリア（約 130 m × 約 50 m，約 6,500 m2 ）

験前・中・後に物理的に経験することはない．実験前

．当エリアでは有線（ 100 Mbps ）およ
である（図 9 ）

後に，5 段階評定質問・自由記述設問などからなるア

び無線（ 11 Mbps ）LAN ネットワークを使用できる

ンケート用紙を配布し，回答終了直後回収した．聞き

が，予備実験で無線 LAN の脆弱性が確認されたため，

取り調査は用意した質問紙に沿って対面形式で行い，

本実験には有線 LAN を用いた．DigitalEE II サーバ

参加者の回答を誘導しないよう細心の注意を払った．

は研究用建物に設置した．

参加者の移動，行動，発話音声，MC II 制御，撮影

6.2.2 実 験 手 順
実験は表 2 の手順に従い，1 名の実参加者（池周辺
エリアに存在）と 1 名の仮想参加者（研究用建物に存

動画，聞き取り調査記録などはログファイル，ビデオ
テープ，IC レコーダなどに記録し，行動・発話分析に
用いた．

．各実験におけ
在）の同時参加に基づき行った（図 9 ）

6.3 評 価 方 法

る実参加者と仮想参加者は同性・同年代の知り合いで

6.3.1 非対称情報空間での相互作用の特性の調査
実験目的 1 に対し，参加者報告（実験後アンケート

ある．参加者は，DigitalEE II についての知識と経験，
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表 3 参加者属性
Table 3 The attributes of the participants.
項目

度数（人数）

性別

男性=2，女性=8

年齢

11-20 歳=2，21-30 歳=6，31-40 歳=0，4150 歳=1，51-60 歳=1

職業

会社員=5，学生=2，自営業=1，専業主婦=1，
アルバイト =1

計算機の日常
的な使用経験

あり=7，なし =3

環境への関心

強い関心がある=2，関心がある=8

※実験前アンケートによる．参加者総数は 10 名．

表 4 交換された自然観察の例
Table 4 An example of exchanged nature observation.
カテゴリ

アカトンボ，バッタ，コオロギ，アリ，ツクツクボウ
シ，ヒグラシ，クモなど

生態観察

行動や鳴き声の観察，昆虫の食物に関する疑問など

植物

アジサイ，サルスベリ，コケ，スイレン，ウワミズザ
クラ，ソメイヨシノ，ヤブツバキ，ロウバイ，ニシキ
ギ，マツ，ハギ，モクレン，スイカズラ，イロハモ
ミジ，ウバメガシなど

生態観察

表 5 協調的自然観察に基づく発見的知識への到達の一例
Table 5 An example of achieving discovery knowledge
through collaborative nature observation.
時間
32:38

太陽照射と植物の生育の関係（ 池のスイレンが日の
当たらないところは生育していないことの観察・発
見など ）
，自然環境の時間変化（午前中は満開のスイ
レンの花が午後 2 時 30 分過ぎ頃からその花を閉じ
ることに対する驚き・疑問）
，気候と植物の成長の関
係（ 気候変化と紅葉の進み方に関する考察）など

魚

コイなど

生態観察

コイが冬眠するのかど うかについての質問など

季節変化

紅葉，昆虫の声，空の色，流れる雲など

生態観察

紅葉現象の理由についての疑問など

※行動観察，発話分析，実験後アンケート，聞き取り調査による．

実参加者
木の種類が違うから色が
違うんだよ．同じもみじ
でも．

仮想参加者
同じもみじでも?

32:49

うん．同じもみじでもー， うん…ああ…うん．あ，す
黄 色 く 紅 葉し て るのが ごい赤いのあったりする
あったり…．
よね．

33:03

うん．あれってもみじの
種類が違うんだよね ?

うん，多分ねー．色々あ
るよね．

33:16

これ手前が黄色いの．奥
が赤いの．

うん ，うん … ．ホ ン ト
だー．私黄色い方が好き．
うん…．

33:30

なんか，でも，この黄色
いのね，葉っぱの先のほ
うは赤いんだよ．

内容
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（ 省略） （ 別植物の共同観察）
37:24
でもねこれねー，分かっ
た．

（別植物の共同観察）
ん…うん…．

37:27

さっきの黄色のやつが赤
くなるんだよ．

37:36

そう．だってねーえ，ちょっ ふーん…．そうなんだ．ほ
と待ってね．ここら辺黄 んとだ．
色いのが残ってる．

黄色いのが赤くなったの
かなあ．そうなのかな．

37:50

うん．あと分かる?

うん…．

37:54

そこだけ黄色い…．

うんうん．ほんとだ．発
見した．

38:03

うん，分かる．発見．

発見だね．

※実験発話記録（ 実験（ 後半））抜粋．時間：実験開始経過時間
（ 分：秒）
．会話は上から下，左から右に流れる．

環境学習と無関係の雑談はほとんど 確認されなかっ
た．以下，実験発話の代表例（表 5 ）を示す．説明中
の “32:38” などの表現は表 5 の時間項を指す．説明は

の自由記述と聞き取り調査）を抽象的にまとめ，非対
称情報空間での相互作用の特性を知る．

6.3.2 環境学習効果の到達の評価

行動分析で裏付けをとってある．
表 5 の実参加者は木の種類ごとに葉の色が異なる
ことを知っており，仮想参加者に紅葉に関する知識を

実験目的 2 の達成は，実験後アンケートの回答を用

．仮想参加者はその知識に対し疑問
提供した（ 32:38 ）

い，環境学習効果に関する 5 段階評定質問の評価点を

を持つ（ 32:38 ）が，実参加者は自分の提供した知識

定量的に分析することで判断する．

を証明できる現象を現実世界から自発的に探し，発見

6.4 結
果
参加者属性を表 3 にまとめた．まず 6.4.1 項節で

した現象をシェアードアイで撮影しながら仮想参加者

実現された環境学習の概要を示す（この項では実験目

を実参加者の現実経験に補完されることで，与えられ

．仮想参加者は知識（ 仮想経験）
に伝達した（ 32:49 ）

的に対する評価は行わない）
．6.4.2 項で実験目的 1，

た知識の真実性を確認した（ 32:49 ）
．両参加者はさら

6.4.3 項で実験目的 2 に対する結果を示す．
6.4.1 経験の融合による環境学習の流れ
現実経験と仮想経験の実時間融合に基づく環境学習

に観察を深め，木の種類ごとだけではなく，1 つの木

がどのように進行したのか説明する．両参加者は MC

後，実参加者が，紅葉の仕組みに関して「黄色い葉が

においても紅葉の仕方は一様でなく，成長・変化が多
．その
様に観察されることに気付いた（ 33:03–33:30 ）

II やシェアード アイを介し，昆虫，植物，池の魚，ま

季節変化の中で段階的に赤くなるのではないか」とい

たそれらの生態観察など 多様な自然観察（表 4 ）を行

う仮説を立てた（ 37:27 ）
．仮想参加者はこの仮説の真

い，興味・驚き・疑問・発見などを自発的に交換した．

偽に対し 疑問を持つ（ 37:27 ）が，実参加者はその仮
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説を裏付けられる葉（大半は赤くなっているが，ごく
一部だけに黄色が残っている葉）を自然環境から探し
．
出し，シェアードアイを介しそれを伝達した（ 37:36 ）
そして，実参加者はさらに現実世界を観察し，葉のよ
り詳細な映像情報を伝達し，紅葉の仕組みに対する仮
．
説の正しさを観察の中で証明した（ 37:50–38:03 ）
この発話例は，両参加者が現実世界と仮想世界にお
けるコミュニケーションの中で，注意深い観察なしで
は分からない自然環境の小さな季節変化に気付き，発
見的知識に到達した事例である．表 4 の “植物（生態
観察）” に記載された項目（ 太陽照射と植物の生育の
関係，自然環境の時間変化，気候と植物の成長の関係
など ）は，同様にコミュニケーションを通して観察・
考察された事例である．
表 5 では実参加者による現実世界での自然観察が両
参加者の学習を主導したように見えるが，逆に，仮想
参加者の仮想世界（ MC II ）での観察が主導した学習
も確認された．また，表 5 では実参加者の現実経験が
仮想参加者の知識（仮想経験）を補完しているが，逆
に，仮想参加者による植物に関する知識（ 仮想経験）
の提供が，実参加者の観察行動（ 現実経験）を促進・
補完した例も確認された．シェアードアイの動画性能
は，植物の葉脈に関する会話を可能とするなど ，環境
学習に必要程度のものであった．また，拡張テレポイ
ンタは，仮想参加者が実参加者に対し，観察してほし
いもの・シェアード アイ情報を送ってほしいもの・物
理移動してほしい方向を，指示する際などに使用され
た．また，DigitaEE II の一機能である別季節の映像
表現の提供（ 実験（ 後半））が，季節変化にともなう
自然の移ろいの観察や疑問などを促進する可能性が示
唆された14) ．

図 10 非対称情報空間での相互作用に関する報告の分布
Fig. 10 Distribution of reports on interaction in
asymmetric information spaces.
表 6 報告（ C1 ）
：現実経験と仮想経験の電子的拡張
Table 6 Reports (C1): Digital enhancement of real and
virtual experiences.
■ 時間と場所は離れたところにいるのに，リアルタイムで色んな
情報が伝わってきて，一緒に時間を送っているという感覚があっ
た．電話と違って同じものを見て，見方や角度は違うけど 同じも
のを見て，色々2 人で感じたりすることができる．
［ 実参加者］
■ 声が聞こえることで「あ，そばにいる」って感じ．
［ 実参加者］
■ 相手（仮想参加者）が自分のそばに寄り添って同じ物を見てい
るように感じた．
［ 実参加者］
■ 異なる世界にいながら同一体験をしている点が面白かった．現
実世界の人の体験を自分もしている感じ．時間と空間を共有して
る感じがしたね．○○さん（実参加者）の脳っていうか，眼で見
てるものがそのまま私も見えるって感じ．私の目が○○さんの眼
になってる感じがした．動画と会話で，暑さとか太陽のまぶしさ
など肉体的な感覚も分かった．
［ 仮想参加者］
■ 相手（実参加者）が感動して，色々なものに反応して映像を送っ
てくれてきたことは自分にとっても感動だった．
（ 物理的に一緒に
いて）同じように見ている感動もあるけど ，離れた距離によって
余計にもらえる感動があった．離れているのにこういう感動が味
わえるんだという感動もあり，限られた仮想空間の中では見るこ
とのできない世界を見せてもらった．特に池など広がりがあって，
魅力的な世界だった．
［ 仮想参加者］
※実験後アンケート・聞き取り調査における報告による．

6.4.2 非対称情報空間での相互作用の特性の調査
非対称情報空間における相互作用に関し特に顕著に

に示した．C1〜C3 においていずれも肯定の立場の参

報告された内容を抽象的に分類すると，以下のカテゴ

，各カテゴ リの報告内容（それぞ
加者が多く（図 10 ）

リ（ C: Category ）に整理することができた．
C1. 実参加者と仮想参加者は，現実経験と仮想経験
の電子的拡張を感じた．

れ表 6，表 7，表 8；表中の太字は重要であろう部分）

C2. 情報空間の非対称性は，両参加者から情報格差
の補完への欲求を生み出し ，また，その欲求充

において，時間・空間・場所・視界・感覚・感動・経

足への相互作用を促進した．

は強く支持された．
すべての参加者は，現実世界と仮想世界の統合空間
験・相手の存在感などを実時間に共有し，現実経験と
仮想経験の電子的拡張を感じたことを様々に報告した

C3. （仮想参加者のみ）仮想参加者から，現実世界へ
の興味や，現実経験への動機付けが生まれた．

（ 表 6）
．シェアード アイの映像情報と会話内容は補完

これらのカテゴ リ内容に対する参加者の立場を分析

まぶし さなど ）をある程度理解させたことも報告さ

し，図 10 に示した．参加者グループ（ G1〜G5；実

的に機能し，仮想参加者に肉体的感覚（暑さ，太陽の
れた．

験実施順）とその構成員を縦軸に，各々の報告カテゴ

参加者の相互作用では，実参加者の現実経験が仮想

リに対する参加者の立場（肯定，中間，否定）を横軸

参加者の仮想経験を引き出し，逆もまた同様であった

Vol. 45

No. 1

現実・仮想経験拡張型システム DigitalEE II による協調型環境学習

239

表 7 報告（ C2 ）
：情報格差補完欲求の充足に向けた相互作用
Table 7 Reports (C2): Interaction for fulﬁllment of the
motivation for supplementing information gaps.

表 9 学習達成目標到達の評価項目（ 実験後アンケート ）
Table 9 Items for evaluation of achievement of learning
goals (post-questionnaires).

■ （実験中に話したことは）普通に一緒にいるときだったら，普
段は話してないことだと思う．2 人が現実世界同士だったら，こ
れ見てるかと思ったら相手が違うもの見てるかもしれない．現実
世界だったら見える範囲が広いし ．
（ 仮想世界では情報・表現が ）
制限されているからその中でどれだけ伝えられるか．少しでも多
くのことを伝えたい．
［ 実参加者］

(1) 環境学習の面白さ・楽しさ・意欲

■ 自然環境について詳しく丁寧に観察した．それは詳しく観察し
なければ ，離れたところにいる人に自然の美しさや魅力を伝えら
れないと思ったから．
［ 実参加者］
■ （現実世界で）傍にいて 2 人で見ているときよりは相手（実参
加者）も伝えたいことがいっぱいあると思うし，自分も見えてい
るものに対して，質問とか興味がかき立てられる．リアルとバー
チャルの差を埋めようと自分がしているから，相手もそんな私が
分かるからいっぱい伝えようとしてくれる．
［ 仮想参加者］

(i) 現実世界と仮想世界における会話の面白さ
(ii) 現実世界と仮想世界における自然散策の楽しさ
(iii) DigitalEE II への参加の楽しさ
(iv) DigitalEE II による環境学習への再参加の熱意・意欲
(2) 環境学習行動・効果
(i) 自然観察の積極性
(ii) 現実世界への興味の喚起（ 仮想参加者のみ）
(iii) 自然訪問への欲求の向上（仮想参加者のみ）
(iv) 環境への関心の向上
(v) 環境への気付きの向上

■ （ 現実世界と仮想世界における会話では ）話題に集中できる．
相手の状況が分からないからそれを知ろうというふうに集中する．
普通に現実世界にいて会話をするよりは意識が働いている．伝え
ようとか，掘り下げて聞きたいなという意識も働く．映像と音声
が一緒になることでより伝えようとか，自分もより聞き出したい，
それを見たいという興味が倍増する．普段なら気付かないことに
気が付くようなことがあったように感じた．
［ 仮想参加者］
※実験後アンケート・聞き取り調査における報告による．

表 8 報告（ C3 ）
：現実世界への興味や現実経験への動機付けの
促進
Table 8 Reports (C3): Encouragement of interests in the
real world and motivation for real experiences.
■ 今回は仮想世界にいたけど ，次回は現実世界にいたいと思うほ
ど ，現実空間への興味を喚起された．もしかしたら，仮想空間に
いるほうがより現実空間を見ようとするのかもしれないと思いま
した．想像力が豊かになる感じがします．
［ 仮想参加者］
■ 今回，実験を通して自然に触れ合うことができたなというのは
すごい思いました．実際に見たいとか，触れたいっていう気持ち
が強まったんで．普通に紅葉見に行くんですけど ，写真とかもい
つも撮るんですけど ，あんまり触れたりとかそこまでしてなかっ
たと思うんですよ．そういうのをしたいなあ，どこかに行ったとき
感触を味わいたいなぁみたいな感じになりました．
［ 仮想参加者］

図 11 環境学習の面白さ・学習意欲などに関する度数分布グラフ
Fig. 11 A frequency graph of entertainment and
motivation of environmental learning.

したことも報告された．また，電子的に拡張された仮
想経験と，現実世界と仮想世界の情報格差の補完欲求

■ 見えてるものだけじゃなくて温度とか映像だけでは感じ取れな
いものに対して興味を持った．動いているけど 目に見えないもの，
空気とかそういうものを感じたい．
（現実世界と仮想世界の）違い
を感じたから，実際にその場所に行ってみたい．
［ 仮想参加者］

が，仮想参加者から，現実世界への興味や現実経験へ

※実験後アンケート・聞き取り調査における報告による．

ことが示された（表 7 ）
．多くの参加者は，両参加者の

2-ii，iii ）によっても示されている．
6.4.3 環境学習効果の到達の評価
表 9 は学習達成目標（ 3 章）の到達の評価のための

情報格差が彼らからその格差の補完への欲求を引き出

項目である．これらは，実験後アンケートにおける 5

．こ
の動機付けを引き出したことが示唆された（表 8 ）
の興味・動機付けの高さは次項の定量評価（評価項目

し，その欲求充足への相互作用を促進したことを報告

段階評定質問（ 2：“非常によい”，1：“よい”，0：“ど

した．その報告によれば，情報補完欲求は，実参加者

ちらでもない”，−1：“悪い”，−2：“非常に悪い” ）で

の詳細な自然観察や積極的なコミュニケーションを促

調査された．図 11，図 12 に評価点の度数分布グラフ

進した．また，情報補完欲求は，仮想参加者の疑問・

（ 縦軸：評価項目と評価点，横軸：該当人数）を示す．

興味・好奇心をかきたて，コミュニケーションへの動

たとえば，図 11 の一番上の棒は，評価項目 1-i（現実

機を促進した．一方，現実世界と仮想世界において交

世界と仮想世界における会話の楽しさ）に対し，非常

換が制限された情報は，両参加者のコミュニケーショ

によい（ 評価点：2 ）という評価を 6 名の参加者（ う

ンや自然観察に焦点を与え，話題への集中力を生み出

ち，実参加者 2 名，仮想参加者 4 名）が行ったことを
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空間の中での人間同士の相互作用の調査・解明は，こ
れまでの拡張現実研究25),26) ，仮想現実研究28) ，分散
仮想環境研究13) ではほとんどなされていない．また，
仮想世界同士の情報格差がコミュニケーションに与え
る影響は過去に検証された29) が，本研究のように現
実世界と仮想世界における情報格差が相互作用に与え
る影響を調査した事例はこれまで報告されていない．
本研究が示した結果は，仮想世界の表現により媒介さ
れた協調活動の新たな可能性を提示している．

6.5.2 想像力を刺激する分散仮想環境の拡張設計
自然環境にいけない（いかない）人々に情報システ
ムを用いた環境学習を提供する場合，その目的はすべ
ての情報を再現し自然環境の中にいった “つもり” に
図 12 環境学習行動・効果に関する度数分布グラフ
Fig. 12 A frequency graph of activities and eﬀects of
environmental learning.
表 10 評価点の平均・標本標準偏差
Table 10 Mean and sample standard deviation of
valuated scores.
評価項目

平均（ RP/VP ）

標準偏差（ RP/VP ）

(1)(i)
1.50 (1.20 / 1.80)
0.71 (0.84 / 0.45)
1.40 (1.20 / 1.60)
0.97 (1.30 / 0.55)
(ii)
1.20 (0.80 / 1.60)
0.92 (1.10 / 0.55)
(iii)
1.30 (1.20 / 1.40)
0.67 (0.84 / 0.55)
(iv)
(2)(i)
1.00 (1.00 / 1.00)
0.67 (0.71 / 0.71)
1.80 ( — / 1.80)
0.45 ( — / 0.45)
(ii)
1.80 ( — / 1.80)
0.45 ( — / 0.45)
(iii)
1.30 (1.20 / 1.40)
1.06 (1.30 / 0.89)
(iv)
1.20 (0.80 / 1.60)
1.03 (1.30 / 0.55)
(v)
※評価項目の記号は表 9 のそれと対応．平均：5 段階評定質問
の評価点の平均（ −2 ≤ 平均 ≤ 2 ）
．標準偏差：標本標準偏差，
RP：実参加者．VP：仮想参加者．

させることではない．重要なことは，仮想経験で人々
の想像力を刺激し自然環境における現実経験への動機
を引き出すことである．仮想参加者は，情報システム
から提供される情報が多すぎると想像力を働かせる必
要がなくなり，逆に情報が少なすぎると想像そのもの
が困難になる．このバランス調整は難しい問題である
が，本実験で仮想参加者に与えられた仮想経験（実参
加者の現実経験，MC II・シェアード アイの映像表現
など ）は，彼らから現実世界への興味や自然環境への
訪問の欲求を強く引き出した．これは DigitalEE II が
仮想参加者の想像力を刺激する望ましい環境学習を提
供したことを意味する．

DigitalEE II を仮想参加者の立場からみると，従来
の分散仮想環境13) や仮想ツアー23) との決定的な違い
は，自らが仮想的に訪問している現実世界の中に実際
に存在している人々との協調活動を経験できることで
ある．著者らは，現実世界に存在する人々の知識・情

示している．評価点の平均・標本標準偏差の表（表 10 ）

報・経験という従来設計にはない要因が，仮想世界の

から，仮想参加者の平均値は実参加者より高く，仮想

映像メディアとしての表現能力を超える可能性を発揮

参加者の標本標準偏差は実参加者より小さかった．ま

したと考察する．また，これに対しては，現実世界と

た，参加者全体の標本標準偏差においては，評価項目

仮想世界の情報格差の補完欲求の貢献も大きいと考察

1-ii，iii，2-iv，v が相対的に大きかった．評価点の平

する．

均値は両参加者において全般的に高かった．

6.5 考

察

6.5.1 非対称情報空間の補完の欲求
人間同士のコミュニケーションは，会話などを通し
て自己と他者との差異（ 理解・考え方・経験の差異な

6.5.3 環境学習効果の達成
6.4.3 項の結果から学習効果到達について考察する．
実参加者の中には，端末装備負荷（ 約 1.5 kg ）や太陽
光線下での画面の見にくさ14),15) による不満を報告し
たものもいたため，これらが実参加者の評価点を下げ，

ど ）を補完し，相互理解を達成する行為である．現実

両参加者の平均値や標本標準偏差の差を生んだ可能性

世界と仮想世界の差異は排除されるべきであると一

がある．また，これらの差は，両参加者がシステムに

般に考えられるが，本研究はその差異を補完しようと

対しいだいた物珍しさに起因する可能性もある．

試みる欲求こそが，両参加者から積極的コミュニケー

一方，
「 自然環境で何を観察すればいいのか分からな

ションや自発的自然観察などを促進したことを示した．

かった」
，
「 虫が怖かったから逃げたかった」など ，他

本研究のような現実世界と仮想世界が融合した情報

9 名と大きく異なる報告をした 1 名の実参加者の悪評
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価（ 評価項目 1-i，iv，2-i：評価点 0；評価項目 1-ii，

らの自然への関わり方，環境への態度・価値観など ）

iii，2-iv，v：評価点 −1 ）も，上記の差の生んだ一因

の相関関係の検証も重要である．また，学習者や教育

であろう．このような自然との適切な関わり方が分か

者の役割などを変化させつつ，環境学習効果を比較検

らない参加者に対し，自然環境への親しみを与え，自

証することも重要である．一方，環境学習の高次学習

然環境との望ましい相互作用を促すことは，今後，教

目標（価値観・態度の変容，環境問題解決行動への積

育者や教材が果たすべき役割の 1 つとなるだろう．ま

1)∼3)
極的参加の促進など ）
の達成には，長期的プログ

た，標本標準偏差が大きかった評価項目の改善への支

ラムの中で環境学習を実践する必要がある．教育者・

援についても同様であろう．

生態学者・長期療養者ら，多様な人々の参加に基づく

しかし，学習達成目標に関する評価点の平均値を総
合的に見ると，両参加者において全般的に良好であった
ことから，現実経験と仮想経験の実時間融合に基づく
環境学習が，環境学習における第 1 段階の目標を達成
したといえる．本結果は研究課題に対する DigitalEE

II の有効性を裏付けると考えられる．
6.6 今後の課題

環境学習など ，本研究で評価できなかった学習シナリ
オによる評価実験の実施も重要な課題である．

7. ま と め
現実・仮想経験拡張型システム DigitalEE II は環
境学習に関する協調活動の “場” を創造することによ
り，未解決の重要課題 “直接型・間接型環境学習の実

予備実験で確認された無線 LAN の脆弱性の改善に

時間融合” の解決を目指した．本研究は，通常の社会

は，アクセスポイントの増設や配置場所の変更などに

生活で獲得できない魅力的な空間文脈情報が内在する

よるネットワークの安定性向上が必要である．また，

自然環境を，異質な情報空間である計算機ネットワー

端末重量負荷や太陽光線下での画面の識別性などの問

クに接続することにより，現実経験と仮想経験の電子

題の改善も必要である．一方，映像表現の効果的利用

的拡張が様々に確認されたことを示した．

による環境学習行動の促進など ，仮想世界表現の可能

本研究は，現実世界と仮想世界に拡張された分散仮

性もさらに追求したい．以下，定量・統計評価の実施

想環境の設計が，仮想参加者から，現実世界への興味

など ，評価の充実は今後の大きな課題である．

や想像力，現実経験獲得への欲求を強く引き出したこ

6.6.1 相互作用・環境学習行動に関する評価の充実
現実世界と仮想世界の情報量のバランス調整は重要

とを示した．また，非対称な情報空間である現実世界

な課題（ 6.5.2 項）であり，両世界の情報格差の程度

る 2 つの世界の両参加者同士の相互作用を促進したこ

や仮想世界の写実性が相互作用・学習意欲・学習効果・

とを示した．これは，仮想世界の表現により媒介され

協調性などに影響するだろう．今後，両世界の融合度

た協調活動の新たな可能性を提示する結果である．

や仮想世界の写実度を段階的に切り替えた比較実験で，
非対称情報空間における相互作用を定量的・統計的に

と仮想世界における情報格差の補完への欲求が，異な

また，本研究は，実参加者と仮想参加者の環境への
関心・気付きなどの向上によって，現実経験と仮想経

検証・解明する必要がある．相互作用や環境学習行動

験の実時間融合に基づく環境学習の有効性を示した．

の検証の際は，事象を抽象的にカテゴ リ化し，事象の

これは，直接型・間接型環境学習の実時間融合の課題

発生頻度や特徴を参加者やグループごとに定量・統計

に 1 つの解を与える重要な結果であり，今後の環境学

的に比較・検証することが重要である．両参加者の発

習研究に大切な示唆を与えると期待される．

話行為・共同観察・知識交換などの協調性については，

謝辞 京都大学情報学研究科生物圏情報学講座の皆

協調の成功・失敗例をエスノグラフィー30),31) などの

様，京都大学情報学研究科石田亨教授のご指導・ご協

手法で厳密に分析する必要がある．

力に感謝します．全方位画像の展開・保存プログラム

6.6.2 環境学習効果に関する評価の充実
本実験における評価点については，システムに対し

をご 提供いただいた大阪大学工学研究科石黒浩教授，
科学技術振興機構小泉智史博士のご厚意に感謝します．

参加者がいだいた物珍しさの影響の可能性もあり，結

本稿の改訂に有益なご 指摘を頂戴した担当委員や査

果の信頼性向上には長期間使用による評価，回数を重

読者の方々に感謝します．本研究は科学技術振興機構

ねた評価，統計評価が必要である．また，環境学習の

CREST「高度メディア社会の生活情報技術」
，日本学

従来手法（直接型あるいは間接型環境学習，現実経験

術振興会・科学研究費補助金・特別研究員奨励費「現実

と仮想経験の “非” 実時間的相互補完に基づく環境学

世界と仮想世界の融合に基づく拡張電子社会における

習など ）と比較し，本研究のアプローチの優位性を示

オンライン協調型環境教育」
（ 課題番号：15005076 ）
，

す必要がある．環境学習効果と学習者属性（幼少期か

文部科学省 21 世紀 COE プログラム「知識社会基盤
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構築のための情報学拠点形成」などの助成によります．
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