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3次元仮想空問チャットシステムによる
　　　　　　　　英語授業の試行

鈴　木　右　文

毒　導　　入

竃。箋　学内研究助成をきっかけに

　1999年度から3年の予定で、九州大学大学院言語文化研究院の教宮を中心的メンバーと

した12名からなる研究グループ（注1）が、3次元仮想空間チャットシステム（three－dimen－

sional　i簸teractive　education　system、以降3d－iesと呼ぶ）による外国語教育の研究・実

践に取り組んでいる（注2）。これは、九州大学の学内教育研究補助制度である「九州大学

教育研究プログラム・研究拠点形成プロジェクト」の助成を受け、「サイバースペースを活

用した国際言語情報の多元的研究と教育」の研究課題のもとで実施中の研究で、野村総合

研究所、NRIネットワークコミュニケーションズ、ソニー、ソニーマーケティングなどの

協力のもとに実施されているものである（注3）。

　この研究に対し、NHKによる取材・放映、雑誌による取材・記事化などの形で世間一般

の関心が寄せられており、得られた成果が次世代の外国語教育へ応用されることが期待さ

れている。本稿は、研究グループの一員として、研究2年目に入って本格的に3d－iesを利

用した英語の授業を試行し始めた筆者が、今後の研究・教育実践への橋渡しとして、授業

実践の初期段階での経験に基づいた萌芽的考察をまとめたものである。なお、本論は筆者

個人の見解を述べたものであり、研究グループ全体としての意見を代表した論考ではない

ことをお断りしておく。

1。2　本稿の構成

　本論の構成は以下のとおりである。まず2節で、九州大学でのコンピュータを利用した

英語教育の実践を振り返ることから始めて、コンピュータ利用の英語教育が最近強力に推

進されている背景を示す。3節では、大学の英語教育におけるコンピュータの利用形態を

概観し、3d－iesが全体の流れに沿ったものであることを指摘する。4節では3d－iesの利用

が検討され始めた経緯を述べ、5節では3d－iesの概要を紹介する。6節では3d－iesでのコ

ミュニケーションの特質を考察し、英語の演習の形態として十分意味のあるものであるこ

とを主張する。7節では3d－iesを利用した英語授業の実践内容を紹介し、8節では今後の

発展方向を探る。9節は結論に代えたあとがきである。2－4節では背景にスペースをかな

り割いているので、端的に3d－iesの概要を必要とされる向きには第5節からお読みいただ

いても構わない。
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2 言語文化論究12

2　箋ンピュータ利用の英語教育の流れ

2。冒　CALしシステムの導入

　1999年度に九州大学ではCA：LLシステム（Computer－Assisted　Language　Leaming

System）が導入された。それまで九州大学の言語文化科目の中でコンピュータを直接利用

した授業が実施されたことはなかったはずだが、この年度から少しずつそのような授業が

見られるようになった（詳細は鈴木（1998）を参照）。これは、更新時期を迎えたLL教室

が、カセットデッキを備えた学生用ブースを中心としながらも、学生1人に1台のコンピ

ュータとそれを一括コントロールするシステムをLL装置に組み合わせたシステムに置き

換えられたものである。

　もちろんインターネットにも接続されている。そもそもインターネットが急速に普及し

始めたのは1990年代半ぼであり、それ以降、何らかの形でコンピュータを導入した新しい

タイプの外国語教育用教室が生まれる例が全国に見られるようになった（注4）。

　このCALL教室の導入当初は、自発的に利用したい教宮が散発的に利用する形となって

いた。理由としては、教官の側のコンピュータリテラシーにばらつきがあって、そもそも

コンピュータを利用した英語授業に取り組もうと考えた教官の数が少なく、ましてや複数

の教官が力をあわせて授業に取り組むことは考えられなかったからである。学生の側にも

大きな能力のばらつきがあって、多くの者がキーボード操作の習熟から準備を始めなけれ

ばならない状況では、授業の中で多くの実りを得ることは困難であるように少なくとも筆

者には感じられた。しかしこの状況が最近では変化しつつあり、部内でコンピュータを利

用した外国語授業が強力に推進されつつある。これには幾つかの要因が関係している。

2．2　外国語教育でのコンピュータの利用の急速な進化

　前節末で指摘した、九州大学を始め多くの大学における外国語教育でのコンピュータの

利用が急速な展開を見せている要因として、以下のようなものが指摘できよう。

　！つには、教官の側のコンピュータリテラシーの急速な増大がある。2000年度から学内

の事務連絡が原則として電子メールのみで行われることとなり、電子メールを利用しない

教官は著しく不便を被ることとなった。現在では言語文化研究院内での電子メール利用率

は100％に近い。また、全教官が独自のホームページを持つように指導がなされており、少

なからぬ数の教官がこれによって情報発信に取り組んでいる。

　1つには、九州大学における研究院制度の発足がある。注2に述べられているように、

言語文化研究院が大学院研究組織である以上、それにふさわしいレベルの研究が求められ

る。外国語教育の先端領域に対して無関心であってよいはずがない。採用人事もこの点に

十分な重点が置かれるようになってきている。

　1つには、九州大学言語文化研究院所属教官の新たな出講先として新学府の設置が検討

されており、情報系の文理融合・学際型の研究・教育が求められていることである。先述

の研究グループが学内研究助成に応募したそもそもの目的はこの新大学院の設置を促進す

ることであった。

　1つには、社会の英語運用能力養成に対する切実な期待がある。北海道大学、東北大学、

名古屋大学、大阪大学、九州大学の5つの大学にある言語文化部が共同で毎年開催してい
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3次元仮想空間チャットシステムによる英語授業の試行 3

る「国立五大学言語文化部シンポジウム」も、1998年度、1999年度と続けてテーマに外国

語教育でのコンピュータの利用を掲げている（注5）。

　！つには、学生のコンピュータリテラシーの向上がある。九州大学では学生全員に電子

メールのアドレスが発行され、入学者全員を対象に情報教室での電子メール等の利用方法

について講習が実施されるようになった。従来よりもコンピュータの利用が増え、授業の

受講者に聞いてみても、コンピュータに触ったことがないという学生は急速に減りっっあ

る。今後は高校で情報の授業が広く実施されることとなっており、ますますこの傾向は強

まるものと思われる。

　1つには、高度情報化社会の要請を受け、情報化関連の投資に大学当局が積極的だとい

うことである。お陰で、言語文化研究院のあるキャンパスで学生が利用できるコンピュー

タ端末の数：が着実に増加している（注6）。言語文化研究院内でも、従来からのしL関連予

算を重点的にCALL関連の教材や設備に振り向けている。

　1つには、国立7大学をはじめとする全国の大学教官共同でのマルチメディア教材の開

発の努力がある。例としてCD－ROM教材を共同開発する大きな動きが挙げられよう。これ

は英語教育の分野で著名な千葉大学が音頭を取って始まったものであり、文部省メディア

教育開発センターの制作で進められている。これまでに大学英語教育専用の教材を5枚制

作しており（注7）、筆者もこのプロジェクトにかかわりを持ち、授業で一部使用してい

る。従来は市販の一般向け教材しかなかった分野なので、注目される動向である。この分

野が2000年度の文部省科学研究費助成金特定領域研究に取り上げるまでになった。

　こうした背景のもとに、急速に九州大学（あるいは大学一般）の英語教育におけるコン

ピュータの利用が増大しているのである。

3　3d－iesの登場

3。1　これまでのコンピュータの利用形態

　コンピュータが直接教室に設置されて英語の授業が実施されるようになって以来、実に

様々の利用形態が観察されている。ワープロやエディタで作文をする授業、CD－ROM教材

を利用する授業のようなスタンドアロンのマシンでも成立するものから、英文電子メール

のやりとりを利用した授業、ウェブサイトにアクセスして情報を検索することを前提とす

る授業、ホームページを制作する授業、電子掲示板による補助を受ける授業などネットワ

ークを利用したものまで、実に様々の形態がある。しかし、これらの利用形態はいずれも

一度の作業としては読むだけ、書くだけ、聞くだけの単一の技能のみを要求する。また、

コミュニケーションの形態としてはリアルタイムではない。2つまたはそれ以上の技能を

交互に使用することは考えられるが、同時に使用することは考えられない。電子メールの

やりとりも、電子掲示板の利用も、発信と受信の作業はそれぞれに独立している。

3。2箋ンピュータを介したインターラクティブなリアルタイム・コミュニケーション

　しかし、昨今求められている英語の運用能力の開発のためには、たとえコンピュータを

利用した授業といえども、1つの技能に特化した授業形態だけでは限界があるように思わ

れる。受信・発信の技能をそれぞれ独立に訓練することは必要なことではあるが、それだ
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4 言語文化論究12

けでは不十分だということだ。そこで更に必要となると考えられるのは、インターラクテ

ィブな授業形態である。コンピュータの助けを借りて、受信・発信を同時進行で行うタイ

プの授業が必要となってくる。その場合、学習者とコンピュータがコミュニケーションを

交わす快適な授業というのは、現在の科学力ではまだまだ無理である。固定された反応を

返すロボット的なものは現在の技術でもある程度実現可能であろうが、人間同士の複雑な

コミュニケーションに匹敵するものははるか先の話である。となれぼ、インターラクティ

ブなコミュニケーションは人間同士でこそ可能だということになる。また、電子メールの

ようなインターラクティブな利用の仕方が可能なものであっても、コミュニケーションが

リアルタイムのものにならないという弱点がある。

　そうなると、直接学習者同士が生のコミュニケーションを取れば十分であって、コンピ

ュータをわざわざ介する必要はないという議論も可能である。しかし、コンピュータを利

用する利点が幾つも存在する。

　1つには、匿名（ハンドル名と呼んでいる）を利用してコミュニケーションに参加する

ことによって、日本人にありがちな三二心を排除することができるということである。学

生の語学力にはばらつきがあり、能力の低い者は授業中になかなか英語を口にしたがらな

いのだが、現実世界の誰とコミュニケーションをとっているのかわからない環境のもとで

は、自分の発する英語が拙いのではないかと恐れ恥ずかしがることなしにコミュニケーシ

ョンに参加することができるようになる。コミュニケーションの内容も、本音を伝えやす

くなるので、活発なものが期待できる。学生に書いてもらったアンケート（6月5日回収）

の中にも、自分が誰か相手にわからないので、英語力の不足を恥じることなく、内容的に

も本音を語れるという意見が多くある。また、同一のハンドル名を使用し続けると、それ

が現実世界の誰に相当するかわかってしまうこともあるのだが、学生はこうした場合ハン

ドル名の変更を依頼してくる。このことは、自分を隠して匿名になることが、どれだけ学

生にとって話しやすい環境をもたらしてくれているかを示す証左である。

　1つには、同一の教室に学生が集まる必要がないということである。コンピュータ端末

はネットワークを介して接続されているのだから、物理的に離れた者同士でもコミュニケ

ーションをとることができる。これは、キャンパス問での利用、外国からの参加などの授

業形態が可能であることを意味する。極端な例を言えば、学生が自宅の端末からアクセス

すれぼ全員在宅のままで授業をすることもできる。現在の制度では生身の体が教室に来て

いない状態で単位を出すことはできないが、現在こうした学習実態でもある程度単位の取

得を認めていく方向で大学審議会が検討中と報道されており、有望な利用形態である。

　1つには、授業の参加の度合いが高まるということである。教員が一方的にしゃべり、

申し訳程度にしか学生に発言を求めないような授業では、学生の居眠り、学習意欲の減退、

成績不振、出席率の低下といった問題が起きやすい。ところがコンピュータを利用した授

業では、コンピュータの操作をすること自体が能動的な活動であり、とても寝ている暇は

ない。学生に聞いてみても、コンピュータを介すること自体がとても面白いということで

あり、こうして授業に対する学生の本気度が高まり、常に頭が回転することが期待される。

　従って英語教育において、コンピュータを利用した同時進行型コミュニケーション授業

が時代の流れとして予期される。その一つの現れが3d－iesである。
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4　現場への3d－iesの導入

　九州大学で3d－iesを導入しようと考えるきっかけになったのは、言語文化研究院と同じ

キャンパスに研究室を持つ工学系の教官（研究グループの一員となっている）からの示唆

であった。こうした提案が言語文化研究院外の理系教官からなされたことは外国語担当部

局としては恥じ入るばかりだが、当時の我々は3次元仮想空間の存在そのものを寡聞にし

てほとんど知らなかったので、「さばり」（http：／／pc．sony．co．jp／sapari／）、「本所時代村」

（批tp：／／gcol．com／）、「ドーナツパーク」（http＝／／www．cyber－bp．orjp／it1／doughnut／）など

の実際に運営されている仮想空間に入ってみると、何もかもが新鮮な驚きであり、大変に

楽しい体験であった。この楽しさを授業に取り入れることができたらさぞ素晴らしいだろ

うという漠然とした期待感が生まれた。

　当時、言語文化部（言語文化研究院の前身）は大学院研究科の新設の動きを促進する目

的で、学内研究補助制度である「九州大学教育研究プログラム・研究拠点形成プロジェク

ト」に応募しようとしていた。募集する研究タイプの中に、部局の改変・新設をにらんだ

ものがあり、その枠に応募しようとしていたのである。大学院研究科の新設を目指したも

のであるから大規模な研究である必要があったのだが、3d－iesは費用の面だけ見ても大規

模なプロジェクトであり、外国語教育への応用が魅力的な技術なので、3d－iesと外国語教

育が結びつけられることとなった。無事1999年度に「サイバースペースを活用した国際言

語情報の多元的研究と教育」が採択され、2001年度までの3年計画のプロジェクトがスタ

ートした。

　このプロジェクトが始まる前に、3d－iesの開発業者との念入りな打ち合わせが行われた

が、基本方針としては製品としての3d－iesを実際に大学の教育現場で使用する中で改良を

加えていき、特に独自の3次元仮想空間の開発に取り組むことになった。3年間のプログ

ラムにおける教育・研究実施計画は以下のようになっている。

　本教育プログラムは、サイバースペースを活用した外国語学習環境（3次元仮想空間

チャットシステム）を構築し、高度情報化時代にふさわしい外国語学習の形態とその教

授法を創造するという目的のもと、以下のような実施計画・方法に基づいて実行される。

1）3次元仮想空間で授業を実施するために、先ずサーバ・クライアントシステムを構

　　癒し、市販のパッケージ・ソフトウェアを用いて、実験的に授業を実施し、さらに

　　教授法の研究を行う。（平成11年度）

2）（1＞の成果に基づき、3次元仮想空間コンテンツを製作する。（平成！2年度）

3）②で製作されたシステムに音声チャット環境を組み込み、3次元仮想空間チャット

　　システムを完成させる。（平成13年度）

　（以下省略）

『平成12年度　九州大学教育研究プログラム・研究拠点形成プロジェクト申請書』記載の

内容より
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6 言語文化論究12

§　3d－iesの概要と特徴

　現在九州大学で運用されている3d－iesは㈱NRIシステムズ関西（当時）が1999年に発

売したものを中心に構成されている。基本的に専用ソフトをインストールしたサーバとク

ライアントマシンが接続される形になっており、学生はクライアントマシンで仮想空間に

進入することになる（注8）。現在九州大学には3つの教室のマシンにクライアントソフト

をインストールしてある。

5。1　学生の登録

　現在の運用方法では、教員が事前に学生の学籍番号と氏名をサーバ管理者に伝え、学生

の1Dとパスワードを発行してもらっておく（部内では「前登録」と呼んでいる）。授業で

は学生にこの1Dとパスワードを用いてウェブ上にある3d－iesの登録画面にたどり着かせ、

授業で使用するハンドル名と独自のパスワードを登録してもらう（いわば「本登録」であ

る）。一度この登録を行えば少なくとも授業期間中は有効となる。ハンドル名は自分だけが

知っているニックネームであり、空間内にはこのハンドル名で進入することになるので、

お互いに相手が現実には誰なのかわからないようになっている。このことは3節に先述の

「匿名を利用してコミュニケーションに参加することによって、日本人にありがちな蓋恥心

を排除することができる」ことに直接つながっている。また、パスワードを新たに登録し

てもらうのは、他人の名を語っていたずらをするのを防止する意味がある。チャットのロ

グを分析する際に、同一のハンドル名の者の発言が、実は2人の別の学生の発言が混在し

たものであるというのでは困るからである。なお、ハンドル名やパスワードの変更は、教

員が管理者画面で速やかに行うことができる（授業の中で行うこともできる）。

5。2　ブラウザの立ち上げと空間の概要

　この登録が終了すると、3d－ies用のブラウザを立ち上げることができるようになる。ハ

ンドル名と新たに登録したパスワードを入力することによってユーザー認証が行われ、無

事3次元仮想空間に入ることができる。一気に必要なすべてのウィンドウを立ち上げるオ

プションを選択すると、下記のような4っのウィンドウが同時に立ち上がる。

1）ブラウザ画面（乳癌のスクリーンショット左上）

　　3次元仮想空間とそこにいるアバタを映し出す　アバタを動かすボタンあり

2）ヴューポイント（次頁のスクリーンショット右下）

　　ブラウザ画面での自分のアバタの見え方をコントロールする

3）マルチユーザーウィンドウ（次頁のスクリーンショット右上）

　　チャット画面を映し出す

4）ネットワークコミュニケーションパネル（建玉のスクリーンショット左下）

　空間利用者へのメッセージの配信、空間利用者同士の電子メールの送受信などが可

　能　各空間への移動やマニュアルの閲覧もこのパネルのボタンによる

九州大学で使用しているメインの空間はvirtual　campusと呼ばれるもので、学生はまず

！！0



3次元仮想空間チャットシステムによる英語授業の試行 7

劇副蕊一・　・3D葦…磁三盛謹舳底」ノニノ蜥』r畷漸2・15ド

◎九州大学言語文化研究院、㈱野村総合研究所、㈱NRIネットワークコミュニケーションズ

この空間に入ることになる（注9）。空間に進入すると、学生はアバタと呼ばれる分身を空

間内で歩かせることになる。同時に多数のアバタが空間に進入するわけだが、進入地点が

全く同じだと進入したアバタ同士がぶつかってしまう。これを避けるために少しずつ進入

地点がずれるようになっているのだが、進入してみると回りにたくさん別のアバタがいて、

どちらの方向に歩いて行こうにもぶつかってしまうといったことはある。アバタの姿は編

集することができ、性別、持ち物、眼鏡の有無、衣服の色をコントロールすることができ

る。アバタを自分の気に入った姿にする楽しみもあるが、空間内でのアバタ同士の区別の

ためにむしろ必要なことである。

　空聞内での移動はマウスで制御する。迷子になったときなどのために、はじめの進入位

置に戻るボタンもあり、また遠くに見える場所に一気にワープして飛んでいく操作も可能

である。はじめのうち学生はアバタを不自由そうに動かしているが、慣れて快適に動かせ

るようになるまでそう時間はかからない。最初の進入位置は屋外だが、目の前に2つの建

物があって、左側が比較的広いサロン、右側が狭い授業スペースとなっている。実世界的

に言えば、大きな方の建物は広いスーパーマーケット程度の大きさで、内部には椅子や情

報掲示板などがある。小さな方の建物は学校の教室程度の大きさで、中には噴水や教卓な

どがある。建物外には樹木もあり、空の雲は常に流れている。

5．3　ブラウザ画面の構成

ブラウザ画面に映し出されるのは原則としてアバタの目を通して見た光景である。とこ
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うが、視点をコントロールする画面（ヴューポイント）をクリックすると、アバタの目の

視点、アバタの後方からの視点、アバタの前方からの視点と3つの視点が循環的に変化す

る。アバタの後方からの視点では、自分のアバタの後頭部が画面下に映る。アバタの前方

からの画面では、自分のアバタの姿を正面から見ることになる。現実世界ではあり得ない

視点だが、授業での活用の方法を増やすことのできる機能ではある。しかし正面から自分

のアバタを見る視点では、目の前に近づいて来た別のアバタにも気がつかないということ

になるので、授業では使用する視点を統一しておいた方がよい。

　チャット画面は4つの部分に分かれている。1つは自分が発言する内容を書き込むスペ

ースで、ここに文章を入力してenterキーを押せば、それがチャット画面で最も大きな面積

を占めるスペースに出現する。このスペースは空聞内の一定範囲にいる者全員が見ること

になり（画面に現れるのは、一定の半径の円の中にいるアバタの発言だけで、半径はサー

バ側で変更できる）、各人の発言が次々と映画のシナリオのように出現する。各発言の前に

は自動的に発言者のハンドル名が付される。3つ目は表情を作るボタンで、H：ello，　Bye，

No，　Wao，　Ummの5つがある。これを押すと自分のアバタがそれに応じた表情を見せる。

4つ目は空間内に存在するアバタの数を表示するスペースである。この増減をモニタして

いれぽ、途中で3d－iesがフリーズして二等からはじき出された者がいれぼたちどころにわ

かってしまう。また、この表示スペースには同一空間にいるアバタのハンドル名がリクエ

ストに応じて列挙される。どれかのハンドル名を選ぶとそのアバタの正面にワープする。

　4つ目の画面は各種の通信機能がまとめられたパネルである。教員が入力しておいた通

知を読むニュース機能、空間内でメールのやりとりをするポスト機能、レポートを教員側

に提出するファイル機能、個人情報を記入しておくカード機能、空間内にいるユーザーの

リストを表示するリスト機能などがある。授業での使い方はいろいろ考えられるが、1つ

実行してみたのは、簡単な問題を出してその答えを各個人のカードに記入させ、リスト機

能で各学生の解答を読むという使い方である。各学生がリスト機能を使えば、仲間のハン

ドル名と解答のリストが眺められるわけである。

5．尋　チャットの鶴グ

　学生の文字チャットによる発言はログとしてサーバに残る。これを分析することによっ

て、学生の発言回数（今のところワープロソフトに流し込んでハンドル名の検索によりカ

ウントしている）、発言内容、英語の正確さなどをチェックすることができる。

　九州大学ではvirtual　campusの他にspace工aboratory，　tunnel　parkの2つの別の空間

も用意されており、簡単な操作で空間を移動できるのだが、現在は3つの仮想空間が1つ

のサーバ上の空間の中に座標をずらして配置されているだけなので、ログは3つの空間の

ものが混在してしまう。もっともこれはサーバの改善がはかられた時点で解決されるはず

の問題である。

6　3d－iesでの惣ミュニケーションの特性

　5節で見たような空間でのコミュニケーションは現実世界でのコミュニケーションとは

異質のものである。第1に、同時進行双方向のコミュニケーションであるにもかかわらず、
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文字を使って意志疎通が行われる。第2に、発話の順番の決定が実際に顔を合わせてのコ

ミュニケーションの場合とは異なる。現実世界の3人以上が参加するオーラル・コミュニ

ケーションでは、次に誰が話すかということが、互いの表情や身振りなどによって雰囲気

で零せられることもあり、その場合それ以外の者は発言を遠慮することになる。万一同時

に複数の者が話し始めてしまっても、譲り合いをして、適宜自分の発話を中止することが

できる。自分がぜひ次の発話者になりたいときは、そのことを回りの人に身振りや相づち

などでアピールする。このようにして会話がかみ合い、スムーズに会話が流れていく。そ

れに対して文字チャットの場合は、ユーザーの様子を直接観察することができないので、

誰に発言権が移るのかがわからず、ある発言に対する反応としての発話がほぼ同時に複数

画面上に現れて、更にそこから先に対話を進めていくのに、そのうちのどれを前提として

反応すればよいのかわからず混乱に陥る場合がある。また、入力した文はenterキーを押さ

なけれぼチャット画面に現れて他のユーザーが読めるようにはならないが、入力中に他の

ユーザーが発言してしまい、自分が入力中の文は取り下げるとき、他のユーザーには「発

話しかけたが中止した」という事実が伝わらない。従って「このユーザーが何か言いたい

ことがありそうだからみんなしぼらく黙っておこう」などということにはならない。これ

が現実のオーラル・コミュニケーションであれば、話しかけたが中止したといった事実は

全員が即座に知るところとなる。

　では、3d－iesでのコミュニケーションは現実世界でのオーラル・コミュニケーションに

比較して劣るものであり、それを英語教育に活用することに意味はないということになる

のかと言えば、そうとは言えない。コンピュータ・ネットワーク上のコミュニケーション

というのは、高度情報化社会の進展の中で、ますますその比重を増していくものと考えら

れ、それ自体新しいタイプのコミュニケーションと見なすべきである。確かに顔を合わせ

てのコミュニケーションに比べて様々の制約があって不便という面はあるが、手紙や電話

によるコミュニケーションについても同様のことが言えるのであり、「手紙や電話は肉声

でのオーラル・コミュニケーションに比べて不便だから、その形態を模した英語の演習は

意味がない」などと主張する人がいるとは考えられないのと同様に、3d－iesを含めたコン

ピュータ・ネットワーク上のコミュニケーションを利用した英語の演習というのはあって

然るべきと思われる。もちろんこれぽかりになるのではいただけないが、十分存在意義の

ある授業形態だと言えよう。

7　3d－lesを利用した英語授業

7。謂　授業の概要

　2000年度前期に筆者は22人の1年生からなるインテンシブ英語演習璽（注10）の授業で

3d－iesを利用した授業を担当している。言語文化研究院管轄のコンピュータ教室（CALL

教室）は端末がMacintoshなので、情報基盤センターの管轄である情報教室（注11）を利

用している。都合により、この教室へのソフトウェアのインストールが4月24日と遅れた

ため、4月24日までは別教室で授業を実施した。内容は授業や3d－iesの説明、システムへ

のログイン・ログアウトの方法を含めたコンピュータ操作の一般的説明と練習等である。
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5月1日は3＆iesによって学力の伸びがもたらされるかどうかを検証するための学力診

断テストを実施した。これは3d－iesによる授業を受講する前の学力レベルを診断するため

のもので、授業最終日の7月10日には受講後に達成した学力レベルを診断するためのテス

トが予定されている。次に5月8日は3d－iesを実際に全員で使用した。問題なくログイ

ン・ログアウトができるかどうかを確認し、数々の操作方法に習熟してもらった。本格的

に授業で利用を始めたのは5月15日である。以降本稿締切までに実施した5回の授業での

経験に基づいて本節を構成する。なお、本格的な授業開始までに4回の授業が費やされて

いるが、これはあくまでソフトウェアのインストールが遅れたことと、学力診断テストを

実施したことが原因であり、後期からは恐らく第2回目の授業から本格的に実施できるは

ずである。本稿執筆までの時点での授業をおおまかにまとめると以下のようになっている。

・第1回　4月17日

・第2回　4月24日

・第3回　5月1日

・第4回　5月8日

・第5回［　5月15Ei

・第6回　5月22Ei

・第7回　5月29日

・第8回　6月5日

・第9回　6月12日

授業の説明　3d－iesの説明

コンピュータの操作説明と練習

受講前の学力診断テスト

3d－iesの習熟

3d－les授業1

3d4esi授i業i2

3d－ies授業3

3d－ies授業4

3d－ies授業5

調査2件、しりとり、もの当て、命令リレー

しりとり、フリートーク2件、ディベート

フリートーク、昔話創作、ディベート、芝居

フリートーク2件、芝居、クイズ

フリートーク、芝居、ディベート、調べもの披露

7。黛　授業冒頭の準備

　学生はまずシステムにログインする。その後3d－iesを立ち上げて、ハンドル名とパスワ

ードを入力して空間に進入する。慣れてくると学生は教員が教室に現れる前にここまで準

備しておくようになる。授業が始まる前にチャットを楽しむ学生も見受けられるが、ログ

には発言時刻が付されるので、授業開始時刻以前のログを無視することにすれぼ分析上問

題はない。

　ここで学生にその日に実施するタスクや宿題を記載したハンドアウトを配布する。ハン

ドアウトにまず記載してあるのは、前回の授業での最多発言回数とそのハンドル名、最小

発言回数とそのハンドル名である。これは、なるべく積極的に発言してもらおうという教

員側の意図によるものである。次に、前回の授業でのログを見て、チャットに不適切な面

が見受けられた場合の注意が記載されている。例えば、チャットの手順としては文を入力

してからenterキーを押すのだが、うっかりして文を入力する前にe簸terキーを押してし

まい、ハンドル名だけで中身のないセリフが現れることになり、これが誤りによるものな

のか、それとも沈黙で返事をしょうとしての行動なのか判別がつかないといった問題が生

じる。こういう問題が頻発する学生にはその内容とハンドル名を公開して注意を喚起する

のである。

　その次にハンドアウトに記載されているのは、3つの空間（virtual　campus，　space　labo－

ratory，　tunnel　park）のどれにどの学生が進入するか指定した表である。これは事前に割
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り振っておく。22名のクラスなので、7名が進入する空間が2つ、8名が進入する空間が

1つということになる。なるべく各学生が毎回違った空間に進入し、かつ同一空間に進入

する仲間の組み合わせが毎回異なるようにしてある。空間に進入してもらう前に、当日の

欠席者を確認し、もし欠席者がいれぼ、ハンドアウトに記載されたタスクでの欠席者の役

割を他の学生に振り替えるなどの措置をその場で決め、ハンドアウトを修正させる。

　この後、指定された空聞に進入してもらう。空間の進入位置は各アバタで少しずつずれ

るようにはなっているが、進入後は速やかに移動してもらい、アバタ同士がぶつかりあう

のを避けさせる。

　空間に進入してある程度移動したら、まず「アバタの選択」「アバタの編集」を実行して

もらう。「アバタの選択」は、自分の分身であるアバタを選択するメニューである。性別や

姿形が異なるアバタが幾つも用意されていて、学生は好きなものを選ぶ。性別は学生とそ

のアバタとで一致しなくてもよい（「仮想お見合い」のようなタスクでは性別が重要なの

で、あらかじめ性別を指定しておく）。「アバタの編集」（tun貧el　parkではこのメニューは

用意されていない）では、持ち物、眼鏡の有無、衣服の色を選択させる。持ち物や眼鏡に

はいろいろな種類があり、着色のパターンも限りないので、全く同じ姿をしたアバタが複

数生じる可能性は少ない。万一そのような状態になったとしても、マウスを動かしてポイ

ンタを相手のアバタの上に置くと、そのアバタのハンドル名が浮かび上がるようになって

いるので区別はつく。こうしてどのような姿に編集したのかは、ハンドアウトに記入して

もらう。これには、毎回違った姿になってもらって匿名性を高める狙いがある。これで各

回の授業に共通の準備ができたことになる。

　この準備段階でひとつ大きな問題がある。それは、欠席者を実名で特定してしまうこと

になるので、仮に欠席者が1名だった場合、出席者にそのハンドル名についてハンドアウ

トの修正を指示すれぼ、実名とハンドル名の結びつきが明らかになってしまうということ

である。これは匿名性という3d－iesの特長から見れば好ましくないことである。授業後ロ

グを見て、発言のないハンドル名が特定できれば、その学生が欠席とわかるので、わざわ

ざ授業時に実名で欠席者を特定する必要はないように見える。しかし、ハンドアウトに記

載されたタスクの指示内容は欠席者のハンドル名についての修正を要し、修正の内容は出

席者に伝えなけれぼならないので、授業冒頭での欠席者の特定が必要になる。これを避け

る方法として考えられるのは、空間にいる者のリストを呼び出し、その中で欠けているハ

ンドル名を割り出すことだが、時間がかかるので現実的でない。今のところ簡便な解決方

法は見いだせていないが、ハンドル名だけの変更なら、教員が管理者画面で行うことがで

きるので、定期的に希望を募ってハンドル名を変更する手もある。現に筆者は6月12日の

授業からハンドル名を強制変更した。これは、学生からハンドル名と人物の対応が露見し

始めているという指摘を受けて、学生の希望を聞く間も惜しんで急遽強制変更したもので

あり、学生には、新しいハンドル名が気にいらなければ再度の変更を申し込んでもよいと

伝えた。但しハンドル名の変更は、一人一人の登録内容を呼び出しての作業となり、自宅

からのアクセスだと、22名という少人数分でもかなりの時間がかかる。

7。3　3d－les習熟のためのタスク

ここまでの準備段階が済むと日替わりのタスクに進む。5月15日の初回だけは、タスク
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の感覚に慣れてもらう意味で、内容の面白さよりもタスクのこなし方に習熟してもらうこ

とにポイントを絞った。授業回数が進むにつれて、この種のタスクは少なくしている。以

下はこうしたタスクの例である。

1）持ち物検査

　　「碧空間内で全アバタの持ち物を調査し、英語チャットでレポートせよ」

　　　これは、自分が進入している空間にいるアバタを探し、それにポインタを重ねて

　ハンドル名を表示させ、持ち物を確認して、例えばTARO　has　a　soccer　bali　in　his

　right　haHd。のような文を入力するタスクである。これは、空問内にどのハンドル名

　の学生が進入してどのようなアバタの姿をしているのかを確認させることを目的と

　　している。空間内の移動の練習にもなる。アバター体ごとに入力させるので、進入

　者の数の2乗だけの英文がマルチユーザーウィンドウに乱雑に並ぶことになり、あ

　　まりその場で学生が眺める意味はない。

2）英単語のしりとり

　　「ハンドアウト記載のハンドル名順に英単語のしりとり。一度出た語の再利用は不

　可。5分間で何語できるかをめぐっての空間対抗とする。事後語数を記入せよ。」

　　マルチユーザーウィンドウをのぞき込みながら対話を進めるのに必要な最も単純

　な練習方法と言える。あらかじめ決められた順番に従えばよいので、入力のタイミ

　　ングに悩む必要はなく、自分の直前の順番の者が示した語に対して適切な別の語を

　入力することだけに集中すれぼよい。最初はこのように負荷の少ないタスクに取り

　組ませるべきであろう。

3）趣味の紹介

　　「互いの顔がわかるように集まり、ハンドアウト記載のハンドル名順に趣味の自己

　紹介を行う。内容によって表情で反応せよ。また、聞いた趣味を記録せよ。」

　　　これは空間内部でのアバタの位置関係の把握と、表情をコントロールするボタン

　の理解をねらったタスクである。それらに集中できるように、発言順は指定してい

　　る。聞いた趣味を記録させることで、自らが入力していない時間におけるタスクへ

　の参加の度合いを高める。

4）物当て

　　「ハンドアウト記載のハンドル名順に出題者となり、身近な物（例えばradio）を

　選ぶ。名簿上次位の者は質問（例えばCan　we　eat　it～）を入力、出題者がこれに回

　答、更に次位の者が答えを想像して述べる。はずれたら次の者の質問に移り、当た

　　るまで繰り返す。当たったら、当てた者が次の出題者になる。」

　　　これは空間を直接利用したタスクではなく、発言順も指定されていて、楽しさだ

　　けがクローズアップされるタスクになっている。3d－iesでのタスクの取り組み方に

　慣れてきた学生に、チャットを利用したタスクの楽しさを味わってもらう。
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5）命令リレー

　　　「ハンドアウト記載のハンドル領野に、最初の者が次位の者を空間内で探し、何か

　簡単な命令をせよ（例えば、ジャンプしろ、泣け、身長を教えよ）。服従したらその

　者は更に次位の者に別の命令をし、空間内の全員がし終えるまでの時間を空間対抗

　　で競う。」

　　　これは、空間での移動の練習と、そのスピードアップをねらったタスクである。

　但し、あまり面白みがあるとは言えない。

7。尋　授業の中心的タスク

　学生が操作に慣れてくれぼ、英語でのコミュニケーションカのアップを目指しての本格

的なタスクに移行することができる。以下、幾つかそのようなタスクを紹介する。このよ

うなタスクの実践回数がまだ不足しており、更に多くの種類のタスクに取り組んでいくこ

とが必要になるだろう。（本稿締切後の授業では、空間内を移動して相手を見つけて2人組

を作らせ、各タスクに取り組ませている。こうすると飛躍的に発言回数が増す。）

6）フリートーク

　　　「自由におしゃべりせよ。テーマは…　とする。他の人の印象的な意見を1つ書

　　き出せ。」

　　　要するにテーマを与えてしゃべりたい放題にさせておくという何の工夫もないタ

　　スクだが、意外にこれが重要である。チャットのコミュニケーションの特性として、

　生のコミュニケーションとは異なり、発話のタイミングが難しく、マルチユーザー

　　ウィンドウに並ぶ会話は生の会話の目で見ればちぐはぐということになる。しかし

　　これがチャットの特性となれば、その特性に対応してコミュニケーションを取る必

　要があり、このタスクの実践で失敗を繰り返しながら、次第に有効なコミュニケー

　　ションをとれるようになっていく。その場合、ログを観察して、具体的にどのよう

　　なちぐはぐさがあり、それがどのように改善されていくのかを詳細に検討するのも

　意義のあることと思うが、残念ながらそれは筆者の持ち時聞の中では直ちに実現す

　　ることはできない。

　　　いずれにせよ学生は放っておいても伸びやかにチャットする。授業時間以外にこ

　　の空間に全国から学生が進入して、好きなだけ英語でチャットしてもらったら、英

　語でコミュニケーションを取るよい練習になるであろう。むしろ授業よりこうした

　遠隔利用の方が3d－iesの目的にあうかもしれないと思うくらいである。そのために

　　は授業用の空間と自由利用の空間とに分ける必要があるだろう。

　　慣れてきた学生の中には、トピックの指定さえ不要で、純粋なフリートークがよ

　　いとする者もいる。その中には、全くトピックに制約がない状態で話題がどのよう

　　にずれていくことになるかという点に興味があると言った学生もいる。

　　　なお、参考までに与えたトピックは、「夏休みの計画」「ゴミはどう減らせるか」

　　「キャンパス周辺おいしい店」「旅行に行ってよかった場所」「普段読んでいる雑誌の

　談義」といったものである。時間は10分か15分としている。
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7）ディベート

　　「ハンドアウト記載のチームに分かれてディベートを行う。どちらの派が優勢だっ

　たか自分なりに判定し、説得力のある意見だと思ったものを1つ書き留めよ。」

　　今までに与えたテーマは、「野球とサッカーとではどちらが日本のプロ球技として

　面白いか」「ホームステイ先として優れているのはアメリカかイギリスか」「小学校

　で英語を教えるのは是か否か」「大阪へ行くなら飛行機がよいか新幹線がよいか」な

　　どである。宿題としてあらかじめ賛否両論を考えてきてもらう。各空間は7－8人

　が進入しているから、それが2派に分かれれば、1派あたり3－4人となり、1チ

　ームとしては適正規模の人数となる。あらかじめ用意したつっこんだ意見を戦わせ

　　るので話がやや高度になることが期待できる。但し、一人が発言する頻度はかなり

　落ちることになり、空間を有効利用しているとも言えないところが難点である。

8）芝居

　Al「仮想お見合い。ハンドアウト記載のハンドル名左より、男、女、男の父、男の

　　　母、女の父、女の母、見合い世話人とする。結果は成り行きに任せる。混乱を避

　　　けるため、発言の始めに日本語で「女の母」のように役名を記すこと。次に話す

　　　相手を指定するようなセリフも工夫のひとつ。ヂ今度は…　に参りませんか」「少

　　　しみんなで歩きましょう」などと空間を見合いの場として活用すること。結果を

　　　書き留めよ。」

　：81「テーマについて芝居せよ。り一ダーがロ火を切る。

　　　vir撫al　campus：リーダーは…　。テーマ1空問内の建物をサミット会場に見立

　　　てて警備員集団が建物内の盗聴器をチェック

　　　space　laboratory：リーダーは…　。テーマ＝空間を宇宙刑務所に見立てて監査

　　　委員団が牢屋の作りを評価

　　　tunnel　park：リーダーは…　　。テーマ1我がギャング団の金を隠す場所を空間

　　　内で複数選定する

　　　得られた結果を書き留めよ。」

　C：「タイムトラベルの一行が現地の人々と交流し、別れるまで。

　　　virtual　campus：「未来の高校に着。現地人にキャンパスを案内してもらい、未来

　　　の様子も聞く。」（ハンドル名で役を指定、省略）

　　　space　laboratory：「空飛ぶ円盤の内部を観察、材質や飛ぶ原理その他を教えても

　　　らう」（ハンドル名で役を指定、省略）

　　　tun登el　park：「未来の公園を訪問、あっというような仕掛けを教えてもらう」（ハ

　　　ンドル名で役を指定、省略）

　　　芝居の出来不出来のコメント」

　今のところ空間の有効利用としてはこのタイプのタスクが最も優秀と言える。しかし、

上記AとBCではその点で多少の差がある。　Aは空間の利用なしで済ませようと思えば

済ませることができる。現実のお見合いは身体的動作がなくても成立するからである。

それに対しBCでは、空間を集団で移動し、空間内のオブジェクトを参加者がよく観察

しなけれぼ進行しない。従って、Bのようなタイプの多くのタスクの開発が今後必要と
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なってくるように思われる。学生の評判がよかったのもこのタイプのタスクである。

9）昔話創作

　　「各空間で昔話を作る。…　がまず最初の1行を作り、話の続きをさせたい学生

　　のアバタの前に移動する。次が自分の番とわかったら速やかに次の1文を加える。

　全員が参加できるように回して2冷したところで話が完結するようにせよ。最後に

　　この物語に日本語で題をつけよ。」

　　　これもチャットだけで成立しうるタスクではあるが、発言する順番を空間を使っ

　て知らせる。空間の利用だけではなく、いつ順番が回ってくるかわからないという

　緊張感がもたらされる利点がある。大喜利の出し物のようでもあるが、実際に実施

　　してみると、話を指定された発言回数でまとめなけれぼならないし、話の展開に貢

　献しなくてはならないので、かなり高度なタスクとなってしまい、他のタスクに比

　べて格段に進行スピードが落ちてしまう。

！0）クイズ

　　　「クイズ。最初の出題者は…　　。出題者以外は出題者のアバタの前に一列に並

　　び、出題者が解答者全員を見渡せるようにする。問題は3択、解答は表情を利用す

　　る（1＝heUo、2＝bye、3漏noとする）。出題者は解答分布と正解を示す。参加者

　　は問題と正答を書き留めておく。ハンドアウト掲載のハンドル名順に出題する。」

　　　これも空間を利用するタスクの例である。チャットウィンドウに答えを書き込ま

　　せるとお互いにわかってしまうが、解答者側を一列に並ばせて、表情で選択した解

　　答を表示させれば、出題者にしか見えない。こうして解答の当たりはずれの緊迫感

　　を保つことができる。

7。騒　授業終了後

　授業の終了時には、各種の書き込みをさせたハンドアウトを回収する。タスクへの丁寧

な取り組みを促す意味もあるし、成績評価の一助とする狙いもある。ハンドアウトにはそ

の回の宿題が示されているので、その部分は切り取って持ち帰ってもらう。これは主に次

回のタスクの手助けになるようなもので、ディベートのテーマについての意見を用意させ

るなどの内容である。

　教員はこの後ログの分析にかかる。1週間に2回、ログが生成されて読めるようになる。

筆者の授業は月曜日午後だが、水曜日1時に生成されるログを、次回のハンドアウトを作

成する週末に読み込む。今回は筆者の時間的余裕の都合で、常時チェックしているのは学

生の発言回数だけである。詳細については次節で述べる。

7。6　授業の効果：学生による評価と鵡グの簡単な分析

　6月5日に学生から3d－iesの簡単な評価レポートを提出してもらった。それによると、

通常の授業で感じられる退屈さが全くなく、常に頭が回転している状態であるという。も

ともと少人数のクラスであるせいもあるだろうが、確かに寝ている学生などというのは全
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くいなかった。概ね楽しいという評価を得ている。授業がつまらないという昨今の学生共

通の感想とは全く異なり、少なくとも学生にとって楽しく取り組むことのできる授業形態

であると言えそうだ。特筆すべきなのは、こちらがこのタスクはつまらないかもしれない

と思っていても、学生がチャットの進行内容を勝手に工夫して自ら楽しいものにしていこ

うとしている点である。例えば、こちらでかなり細かく指定したタスクのやり方も、実際

にタスクをこなす上でやりにくかったり、もっと楽しいやり方があったりすると学生が勝

手に相談してやり方を修正してしまうのである。こうなると授業が「授業」ではなく、教

員側はまさにお膳立てをするだけである。授業前後の作業が大変だが、そのかわり授業は

学生が主人公ということになる。これで英語力の伸びにつながっているのであれば、まさ

に理想的な授業形態と言えるかもしれない。

　但し、学生はこれと同時に2つの不安を意見として述べている。1つはこれで本当に英

語の力がつくのだろうかという点、もう1つは、話すタイミングを含めて、3d－iesでのコ

ミュニケーションの取り方がやはり難しいという点である。後者に関しては、生のものと

は異なるコミュニケーションと割り切って導入しているので、慣れることによってある程

度解決する問題であろうと思われる。前者は、本稿締切後の7月10日に実施予定の学力測

定テストの結果を見てみないと、一般的な学力の上昇につながっているかどうかはわから

ない（校正時点で上がってきたデータではペーパーテストの成績が普通クラスよりよいと

は言えない）。ただ、学生の不安は、新しい単語を覚えたり、教員から作文の方法を指導さ

れたりという、他の授業で与えられる新情報に相当するものがこの授業で見あたらないた

めに生じるものであろう。英語の授業の目的を英語でコミュニケーションを取るというこ

とに設定した場合、自動車の運転に例えれば、法規や構造を勉強する学科の部分に相当す

る授業（注12）と、コースや街に出て実際に運転する部分に相当する授業とに2極化して

よいように思う。その場合、3d－iesを利用した授業はまさに後者の授業に当たるわけで、

直接新出事項が教員や教材から与えられるということはないのが当然である。しかし、実

際のコミュニケーションで初めてわかることもあるはずである。例えば他の学生の表現か

ら学ぶことなどもあるはずで、学生が持っている不安は実はあまり深刻なものではないと

言えそうである。

　前節末で述べたように、ログの解析は筆者の時間的都合により、発言回数しか見ていな

い。数値は以下のようになっている（6／！2分以降は校正時の追加）。

5／15平均19．5最大30最小　8
5／22平均17．0最大26　最小12

5／29平均12．3最大19　最小　8

6／5　平均23．2最大35最小13

6／12　平均25．5　最大48

6／19平均35．0最大47
6／26　平均44．7最大64

7／3　平均38。4最大54

最小14

最小24

最小26

最小22

　2つ観察できる点がある。1つは発言回数のばらつきが最大最小で2－3倍もある点で

ある。発言回数が多い方が好ましいものとすると、このばらつきは英語コミュニケーショ

ンカのぼらつきを意味しているものと考えられる。学生のレポートにもあることだが、キ

ーボード入力の慣れ不慣れが大きく影響しているものと当初は考えていた。しかし、5月

15日よりも前の授業でかなりキーボード入力は行っていたし、授業が8回行われて慣れて

！20



3次元仮想空間チャットシステムによる英語授業の試行 17

きているはずなのに、最大最小の比が縮まってきているようには思えない。従って、発言

回数はある程度コミュニケーションカを見る目安になると言ってよいように思う。となれ

ぼこれを成績評価の参考とすることもできるであろう。

　もう1つは全員の平均発言回数の動きである。5月15日、22日あたりは、しりとりのよ

うな単語1つで済むタスクが多かったせいで、平均発言数が5月29日よりも多かったもの

と思われる。5月29日は、ディベートも昔話創作も芝居（仮想見合い）も、全て発言者の

発言が終わるのを待って順番に発言し、フリートークのようにどんどん割り込むような進

行方法でなかったことが影響していると思われる。発言回数が多い方が授業として好まし

いものとすると、授業のタスクの組み合わせとしては、発言1贋を指定したもの、内容の難

しいものはあまりたくさん盛り込まない方がよいということになるだろう。そうした目で

見ると6月5日と6月12日の発言回数は注目に値する。これらの日には教員側で発言順を

指定したタスクはなかったので、やはり発言順の指定が関与していることは明らかである。

また、この日は芝居のテーマが映画的、漫画的なものであった（盗聴器チェック、刑務所

監査、金の隠し場所）ので、学生のノリがよかったということもあるだろう。加えて、1

つのタスクにかける時間が多くなると発言回数が増えるようにも思われる。6月5日は原

則10分野ら原則15－20分に変更している。短時問のタスクを多くこなすよりも、少数のタ

スクに時間をかけた方が有利と思われる。（また、6月19日、6月26日、7月3日の3回

は、原則として空間内で相手を探して2人組を作らせて対話させたため、発言回数が飛躍

的に増えた。ペアを組むのは大変有効のようである。）

　いずれにしても、1人当たり平均50回近い発言回数というのは、リーダーの授業などで

は考えられない回数である。同じ学生数のコミュニケーション型授業では、ロールプレイ

をさせれば発言回数自体はこれを越えることすらできるかもしれないが、ログが残るので

いい加減な会話はできないという緊張感がある分、質において3d－iesの方が優れていると

言えるかもしれない。また、発言回数のチェックをしていなけれぼ、どんどん難しいタス

クに挑戦してチャットが重苦しくなっていき、授業の目的を達することができないように

なっていたかもしれないと思う。

　最後に成績の算出についてだが、これは難しい。授業の目的からすれぼ、コミュニケー

ションがうまくとれているかどうかを評価することになるわけだが、時間をかけてログを

詳細に分析して点数を算出するのは、現在の大学の英語教員の数々の任務からしてとうて

い無理である。せっかくのログではあるが、現在のところはロールプレイテストのような

ものを実施する必要があるように思われる。

8　3d－13sの展開

　3d－iesはせっかくの空間を活用しなくてはならないのだが、参加学生を1つの教室に収

容して実施する場合にはかなり工夫しないと活用したことにならない。それは主に、同じ

教室に学生の肉体が見えているのに、彼らのアバタを相手にしなければならないという特

殊な事情に由来する。従って、空冷を活かす本来の道筋は、別の場所にいる学生が3次元

空間を共有することによってこそ同一の場のコミュニケーションに参加しているという実

感を持てる状態を作り出すことである。
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　そのための第1歩として、学内の留学生センターにいる留学生との遠隔チャットが今後

予定されている。更に、海外の大学の学生との国際チャットも検討対象となっている。こ

の他、全国の大学で3d－iesの共同授業を模索する動きがある（注13）。

　これらは相手の要る話であるが、学内の授業でも、大学に来ている学生は教室で、在宅

の学生は自宅で、教員は研究室でアクセスすれぼ遠隔授業の実験もできる。大学審議会で

も教室に生身の体が来ていない形での授業への参加で単位を一定数認めるという検討を始

めており、これが可能になれぼ、3d－iesの利用により教室の確保が不要になるし、登校す

ら必要でなくなる。

　筆者の理想像としては、3d－iesは、九州大学の学生を中心に、世界のあらゆる学生に開

放された英語のコミュニケーション空間として、授業外に学生のニーズに応じて利用して

もらうものと、単位を認定する授業で利用するものと、2種類欲しい。また、大学の英語

授業を情報取り込み型と技能訓練型に分けるという筆者の持論に従えば、3d一事esはCD－

ROM教材・オンライン教材のような優秀な単一技能訓練装置を補完して、コミュニケーシ

ョン実践の装置として大きな役割を持っていくであろうという予感を持つことができる。

　但し、ひとつ大きな技術的課題があると思われるのは、チャットの見える範囲である。

現実のオーラル・コミュニケーションでは、いろいろな人の話し声が物理的には耳に届い

ていても、実際には自分が注意を向けている人の声しか認識されず、混乱することはない。

しかし3d一三esの文字チャットでは、自分のアバタから一定の半径内にいるアバタの発言が

すべてウィンドウに並んでしまう。こうなると、空間内で任意の数グループに分かれてチ

ャットするといった場合も、他のグループのチャットが流れてきて混乱する可能性がある。

自分たちのグループの発言だけを拾い読みしていかなくてはならない。このあたりの折り

合いをどうつけるかはかなり大きな課題と思う。（但し2人組の対話では、ブラウザ画面に

相手のセリフが浮かび上がるので問題ない。）

9　試行錯誤の向こうに

　3d－iesのような最新の技術を用いた授業は大変な労力を要する。教科書もなく、授業を

すべてゼロから組み立てねぼならない。誰も習熟した先達のいない最新の装置を使いこな

していかねばならない。コンピュータが相手であるから、つまらないトラブルにもいちい

ち対処していかねぼならない。コンピュータ教室を利用するので、教室利用の申請やアカ

ウントの申請をせねばならないし、授業開始10分前には教室に行って各種の準備をせねぼ

ならないし、学生のまずい操作によるトラブルに1つ1つつきあっていかねぼならない。

ソフトの新版のインストール、操作方法の習熟、学生の登録、ログの分析、コンピュータ

関係予算の切り盛り、他の教員との打ち合わせ、サーバ管理者との連絡、業者との連絡、

いくらでもやることはある。これが週に1コマの授業に対する労力である。休む時間を大

幅に削って何とかこなしている状態というのが本当のところである。

　それに対し、評価がかえって悪くなる要因すら考えられる。大規模な予算を投入してそ

れに見合うだけの効果があがっているのかという声、教員はタスクを与えるだけで授業の

際は何もしなくて楽をしているのではないかという声などが予想できる。

　このように、パイオニアはいつの世も損な役どころである。しかし、それでも英語教育
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の進化の流れを押しとどめることはできない。誰かがこれを担っていかなけれぼならない。

確かに紙の教科書で実施する授業に比べてコストはべらぼうにかかると言える。しかしそ

のようなコスト論はLL教室にもかつて当てはまったのであり、英語教育の将来の発展を

にらんで有用なコストは負担していかなくてはならない。また、授業が楽だろうというの

は全くの誤解である。授業時以外にすることの多さに加え、授業時もタスクに参加し監視

し、学生に指導を与えたり、トラブルの対処にあたったり、暇な時間はあまりない。

　こうした役どころを担うことを、筆者はむしろ誇りに思っている。自分が将来にわたっ

て継続的に3d－iesに取り組むかどうかはわからないが、本稿が、3d－iesの普及に少しでも

お役にたっていれぼ幸いである。

注

1）内訳は、九州大学大学院言語文化研究院の評議員1名（統括役）、英語担当教官4名、

　ドイツ語担当教官3名、九州大学大学院工学研究院の教富1名、九州大学大学教育研究

センターの助手1名、九州大学留学生センターの教官1名、名古屋大学大学院国際言語

文化研究科の教官1名である。

2）九州大学では2000年度より研究院制度が発足した。教官は原則として研究院という大

学院研究組織に所属し、教育組織である学部に出講して学士課程の教育を担当し、同じ

　く教育組織である学府に出講して修士課程・博士課程の教育を担当する。筆者の場合、

1999年度までは言語文化部に所属していたが、言語文化部は廃止となり、大学院言語文

化研究院がこれにかわって発足し、2000年度からこちらに配置換えとなった。こうして

言語文化研究院には大学院レベルの研究が課せられることとなり、新しい外国語教育の

研究・教育にこれまで以上に取り組むことが求められているのである。

3）協力企業も含めた形ではLaputa　Prolectと称している。

4）記憶に間違いがなければ、全国でCALLシステムを最初に導入したのは広島大学で、

1990年代前半のことであった。

5）第1回は1998年10月に北海道大学で開催され、第2回は1999年10月に九州大学で開催

された。テーマはいずれも「外国語教育におけるマルチメディアの活用」であった。

6）それでも学生の需要に端末の数が追いつかず、利用の順番待ちをしなければ使えない

事態が半ば慢性化している。理由はいろいろ考えられるが、学生に課題を電子メールを

利用して提出させる教富が増えたこと、端末のある教室が授業で利用されることが多く

なって開放する時間帯が少なくなっていることなどが挙げられる。

7）「CALL教材シリーズ英語上級Listen　to　Me！」のことで、　NHKエデュケーショナル

が直売している。送料込みでも3500円と安く、1枚で100時間近くの勉強になる。この教

材を使用して短期間にTOEICの成績が急上昇した例が多く報告されている。

8）クライアントマシンはWindows95，98，　NT4．0以上との制約があり、大学のCALLシ

ステムなどでよく使われるMacintoshは使用できない。また、クライアントソフトの動

作環境としてのCPUの性能はPe難tium　90MHz以上とされているが、実際に快適に空

間内を動き回るには昨今の標準である500MHzは欲しいところである。

9）2000年6月現在、進入できる空問は3つある。進入する際最初に入る空間をvirtua1
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　campus以外のものにすることも簡単にできる。

10）この授業は英作文や英会話など、発信能力の養成を目的としたもので、英語を第1外

　国語として選択した学生は1年次に1コマ受講する。

lDまず学生はこの情報教室の端末からシステムにログインしなければならないが、最近

　は入学者への指導が強化されていて、学生の方でIDとパスワードは事前に知っている

　ので、この教室を利用するのが初めてでも、さほど問題なくシステムにログインできる。

　しかしここから先は混乱した学生もいた。この後、「前登録」で発行されたIDとパスワ

　ード（この教室のシステムにログインするときのものとは別）を入力して3d－iesの「本

　登録」を行ってハンドル名と新たなパスワードを登録してから3d－iesを立ち上げ、その

　ハンドル名と新たなパスワードを打ち込むことで仮想空間に進入するのだが、入力すべ

　きIDやパスワードで混乱があった。別の教室ではこれに加えてもうワンステップ登録

　作業が必要になるので、なおのこと混乱があった。しかしこれはtria1＆errorというコ

　ンピュータとのつきあいで必要なものであり、このことをもって授業での利用を逡巡す

　る必要はない。対策としてはすべての登録を教員側ですることも考えられる。

12）筆者もメンバーの1人である九州大学大学院言語文化研究院英語共通教科書編集委員

　会が、2000年10月刊行を目指して英語共通教科書を編集中である。これは3d－iesのよう

　な授業とは異なる学科型の授業と割り切った枠の中で、学生に与えたい情報を大量に盛

　り込んだ教科書である。詳細は鈴木（2000）を参照のこと。

13）2000年6月現在で、共同授業の検討グループの主なメンバーは、九州大学の他、北海；

　道大学、東北大学、名古屋大学、京都大学、広島大学などとなっている。
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Ewagggsbe Åëlasses wfigk eke eeelp of 3-Dgwaeuesg*geag
            ffwatevaÅëSfive EdiasÅëatg*wa Sysaegkk

ywheeit svzwKg

   The author is a member of a group of researchers at the Faculty ef Languages and

Cultures at Kyushu University, undertaking a 3-year research program into foreign

laltguage education using the 3-Dimensional Interactive Education System. I have

been giving extensive consideration to hew we could organize English classes with the

help of this systerri, a new cornputer-based device that has never before been

introduced in English language educatien.

   This system enables students to enter a 3-diinefisioRal cyberspace named Virtual

Campus under the disguise of an alter ego Ramed an avatar. In this space we find two

buildings, move areund, and have a chat with other people through avatars, without

knowing to whom they cerrespond in the real world. Our chat is at present carried out

on a written basis although aural communication will also be avallable in the very near

future. The auther began to use this system in the middle of May and hereby makes

a report on the first five class meetings.

   I give my students 4-5 tasks in a single c13ss meeting in which they are required

to communicate with each other in English. These tasl<s include free chat on a

designated topic, a debate on a topic assigned a week in advance, a role-playing
activity (such as gangsters trying to find some places in which to hide their money),

story-telling, asking and answering questions, and so forth. These tasks are carefully

designed so that the presence of the 3-dimeflsional virtual space is essential to their

completion.

   Our students usually becorne nervous and tend to remaiR silent when asked to

speak in English because of shyness, despite the fact that they have studied English for

at least six years. The complete anonymity generated by the avatar, and by logging

in under a pseudonym, however, makes them feel surprisingly free to express them-

selves. This effect is one of the advantages that this system generates, an effect that

has proved extremely difficult to achieve through more traditional ways of organizing

English classes.
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