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Broadcasting Media to Support Knowledge Sharing
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【要旨】

　本論文では，キャンプ活動における体験や知識の共有支援を目指して，インタラクティブ・メ

ディアを利用したキャンプ実践について報告する。キャンプ中，子どもたちはグループ活動で，

デジタルカメラを常に携行し，活動中の様子を自分たちで記録した。それらの体験や知識はイン

タラクティブ・メディアへ投稿され，キャンプ全体へ向けて放送された。その結果，子どもたち

は短期間でインタラクティブ・メディアの概念とメッセージやストーリー作成について理解する

ことができ，グループで共同して，いくつものコンテンツを作成できた。それらの中には独創性

のあるものが含まれており，グループで協調した知識創造が行われた。
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Ⅰ　はじめに

平成16年現在，日本におけるインターネッ

ト人口は6,284万4,000人に達し，自宅機器の
インターネットへの接続率を示す世帯普及率は

すでに過半数 (52.1%)を超えたとも言われて
いる (1)。また，何らかの形でインターネットを

利用する者 (自宅以外に学校や勤務先から，ま
たは携帯電話や PHSなどを通じて )が存在す
る世帯比率を示す世帯浸透率は78.1%にまで
達しており，コンピュータや情報通信ネット

ワークは私たちの生活にとって必要不可欠な存

在となりつつある。このような状況の下，平成

10年，新学習指導要領に小中学校でのコン

ピュータや情報通信ネットワークの活用を進め

ることが盛り込まれ，併せて，平成11年のミ

レニアム・プロジェクト (新しい千年紀プロ
ジェクト )により，全国すべての公立学校にお
ける校内ネットワーク (LAN)機能の環境整備
が推進されたことで，学校教育においても，「わ

かる授業」へ向けて ITを利活用することが重
要視されるようになってきている。

こうした動きを背景として，自然体験や総合

学習の場を提供する野外活動においても，コン

ピュータによるインターネットへの接続やデジ

タル機材 (カメラやビデオなど）を活用しよう
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とするさまざまな試みが見られる (2) (3)。代表的

な利用イメージの例として，野外学習をあげ

る。野外学習とは，単に校外で授業を行うとい

うだけでなく，事前に教室などで教えられた知

識を現場で再確認し，自らの体験を通じて新た

な気づきや知識を獲得する学習者主体の学びの

場であると考える。この場合，まず，出かける

現地の情報や調査対象 (例えば，動植物など )
について，事前にデータベースやインターネッ

ト検索を利用して「調べる」，現地でさまざま

なことを「体験する」，ノートやカメラ，ビデ

オなどで「記録する」，そして，期間中の体験

や感想を感想文，ホームページなどに「まとめ

る」といった一連の学習サイクルが成立する。

このようなサイクルでは，「調べる」「体験す

る」「記録する」「まとめる」といったそれぞれ

の学習活動が独立したまま存在しやすく，これ

らの活動を連続させ，一体化させるには，学習

者の主体的な努力を必要としている。しかしな

がら，モバイル環境などのネットワークを利用

したり，野外学習の現場でコンピュータなどの

デジタル機材を用いたりできれば，学習が「特

定の時間と場所」という制約から解放されるこ

ととなり，学習者にとって実感を伴った学びの

実現が期待される。

携帯端末を利用した研究として，例えば，松

崎はインターネット対応携帯電話を用いた「子

どもマルチメディア探検」という試みについて

報告している (4)。子どもたちを対象に３泊４日

のスケジュールでイベントを行い，iモード対
応の掲示板サイトを運用した。その結果，非常

に活発なコミュニケーションが行われ，また，

リアルタイム調査として，携帯メールを利用す

ることで，子どもの状態把握に役立ち，一定の

教育効果があることを示した。また，環境学習

という観点から，携帯情報端末と衛星利用測位

システム (GPS: global positioning system)受
信機を利用した京都大学の研究が存在する (5)。

この研究では，小学校教育における「総合的な

学習の時間」を利用して，電子手帳 (PDA: 
personal digital assistance)をガイドとして，
野山を散策し，GPSにより測位された位置で，
クイズなどを出し，子どもたちの野外での学習

を支援するシステムについての実践研究を行

なっている。以上の２つの研究はそれぞれ子ど

もを対象に，携帯情報端末を屋外に持ち出すこ

とによる教育的効果について検討するものであ

る。

本論文では，キャンプという自然体験活動に

おいて，子どもたちがグループ活動を行う中

で，デジタルカメラを常に携行し，活動中の様

子を記録すると共に，それらを活動の現場（オ

ンサイト）から，放送型インタラクティブ・メ

ディアへ投稿し，キャンプ全体へ向けて放送す

ることにより，グループ内での，また，グルー

プを越えたキャンプ全体での体験・知識共有を

支援することを目指して実施されたキャンプ実

践について報告する。ホームページの閲覧・作

成やメーリングリストの利用と比較して，放送

型インタラクティブ・メディアを利用すること

により，子どもたち同士がお互いの意見や感想

を容易に知ることができ，その結果，新たな発

見や知識創造を行うことが可能になると期待さ

れた。

Ⅱ　インタラクティブ・メディア：パブ

リック・オピニオン・チャンネル 

情報ネットワークの発展にともない，近年，

ネットワーク上で同じ興味や関心を持つ人々に

よってコミュニティが形成されてきており，こ

のようなネットワークコミュニティ上では，

メーリングリスト，電子掲示板，チャット，

weblogなどといったコミュニケーションツー
ルを利用して，さまざまな知識が交換，蓄積さ

れつつある。このような知識コミュニティの形

成は，私たちの知のあり方を大きく変容させる
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可能性を有している。パブリック・オピニオン・

チャンネル (Public Opinion Channel; POC)
は，ネットワーク上のコミュニケーションを支

援するインタラクティブな自動放送システムで

ある (6)(7) (図１)。
POCはコミュニティのメンバーから寄せら

れた意見や感想などの情報を取り込み，物語を

自動的に生成し，コミュニティに放送する。番

組を視聴したメンバーは，その放送に対する感

想や疑問を投稿する。POCはそれらの投稿を
さらに番組に反映させて放送する。こうした情

報の流通サイクルを繰り返すことで，コミュニ

ティ内に存在する情報がメンバー間で共有さ

れ，コミュニティにおける知識の利用可能性が

高まることが期待されている。以上のように，

POCは視聴者の意見が放送に反映されやすく，
インタラクティブ性が非常に高いシステムで，

既存の放送メディアと異なり，これまでは埋も

れがちであった少数意見を取り上げ，コミュニ

ティに紹介することが可能となる。

これまでにも，子どもたちを対象にデジタル

カメラで写真を撮り，ホームページで記録を作

成するという活動は行われてきた。これらの活

動における体験や知識の共有と放送型インタラ

クティブ・メディアにおける体験や知識の共有

とを比較した場合，放送型メディアは情報受信

の敷居が低いという特徴を有している。なぜな

らば，前者は情報を獲得するために能動的なア

クション (検索，閲覧，絞り込み・・・)をと
り続けなければならないが，後者は受動型視聴

が可能であり，いったん，チャンネルにアクセ

スすると後はコンテンツが自動で配信されるか

らである。また，キーボードによる入力を極力

減らし，マウス操作で直感的にコンテンツ作成

ができるようになっており，その意味では情報

発信の敷居も低くなるように工夫されている。

放送型インタラクティブ・メディアとホーム

ページなどとのもう一つの大きな違いは，コン

テンツの表現形式にある。現在までのところ，

インターネット上のコンテンツの多くは文字情

報が中心であるが，我々が研究・開発している

POCは放送時に音声合成によりコンテンツを
読み上げるというモードを持ち，文章表現に加

えて，音声表現面での工夫が可能である。これ

により，表現の幅が大きく広がり，自己表現活

動への利用という点でも大変興味深い。

図１　パブリック・オピニオン・チャンネルの概念図
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Ⅲ　フィールド POC

2002年12月に，デジタル機材を利用した知

識共有について実践するために，インタラク

ティブ性の高い放送型メディアを用いたキャン

プ実践 (以降，フィールド POC)が行われた。
本実証実験の目的は，子どもたちがグループ活

動を行う中で，POCを利用することにより，
グループ内での知識の共有化を支援することに

あった。また，子どもたちが作成したコンテン

ツをキャンプ全体へ放送することで，グループ

という枠を越えて，お互いの意見や感想を知る

ことができ，それによって，新たな発見や知識

創造を行うことが可能になると期待された。

キャンプという自然体験活動の場で，このよう

なインタラクティブ・メディアを利用すること

で，「調べる」「体験する」「記録する」「まとめ

る」が連続して行うことが可能になる。具体的

には，体験したことをその場で (もしくは現場
に近い場所で )記録し，新たに分からないこと
や疑問が出ればネットワークを利用して調べ，

同じ体験をした子どもたち同士がお互いの意見

や感想について知ることで，新たな発見や気づ

きが広がる可能性が高まる。さらに，体験のま

とめとして，お互いに協力し合いオリジナル

ティあふれるコンテンツを作成しあうことで，

創造性の高い協調作業に参加し，他者とのコ

ミュニケーションを通じた自己表現活動を行う

ことができると期待される。

１　キャンプの概要

フィールド POCは，財団法人大阪市青少年
活動協会が主催する「信太山ウィンターキャン

プ (以下，ウィンターキャンプ )」を利用して
実施された (8)。ウィンターキャンプは，2002

年12月25～27日の2泊3日にわたり，大阪市立

信太山青少年活動センターキャンプ場において

行われた (9)。参加者は小学校3年生から6年生

までの児童24名であった (表１)。参加者の募
集は主催団体により，ホームページ，チラシ，

大阪市広報誌などを通じて行われたため，参加

者の居住地域は大阪市を中心とした近畿各地に

またがっていた。ウィンターキャンプでは，自

然との直接体験の機会を大切にした小グループ

活動が企図されたため，グループは男女混合，

異年齢集団を基本とし，６名で１グループが構

成されていた。各グループには，主催団体によ

る年間を通じた専門トレーニングを受けたボラ

ンティアスタッフが１名割り当てられ，グルー

プカウンセラーとして，集合から解散まで子ど

もたちと生活を共にしながら，キャンプ活動全

般にわたる援助を実施した。つまり，子どもた

ちはキャンプ期間中，グループカウンセラーを

含む７名で行動することとなっていた。参加者

には友人と共に参加する子たちもいたが，グ

ループ編成に際してはグループ全員が友人同士

となることがないように配慮されていた。その

結果，少なくとも，グループ内に３人は，この

キャンプで初めて出会うメンバーが存在するこ

ととなった。

ウィンターキャンプのスタッフは，グループ

カウンセラー４名以外に，本部スタッフ４名 
(キャンプディレクター，チーフスタッフ，サー
ビススタッフ２名 )がプログラム，マネージメ
ントの両面からキャンプの実施・運営 (自炊食
材の分配，本部給食の提供，プログラム進行な

ど )に携わっており，グループカウンセラーと
ともに子どもたちの活動を側面から援助した。

また，キャンプ運営スタッフとは別に，フィー

ルド POCサポートスタッフとして，専門知識
を持つ２名がデジタルカメラやパーソナルコン

表１　参加者の学年構成

３年 ４年 ５年 ６年 計

男子 2 4 4 4 14

女子 3 2 5 0 12

計 5 6 9 4 24
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ピュータ，ソフトウェアの利用法などについ

て，子どもたちへの支援を行った。フィールド

POCは，デジタル機材の利用という点からは，
結果として，子ども24人に対して，10名のス

タッフという手厚いサポート体制で実施され

た。

ウィンターキャンプは，子どもたちがみんな

で協力して，生活を行うことで、新しい友だち

やリーダーといっしょにキャンプの楽しさを体

験し，自分の考えや意見をしっかりと人に伝

え，一人ひとりが創造性を育むことをねらいと

して計画されており，以下のような目標が子ど

もたちにも示されていた。

１)自然体験プログラムを中心としたキャン
プ生活を思いっきり楽しもう

２)グループの仲間やリーダーといっしょに
なってたくさん遊ぼう

３)健康や安全には十分注意しよう
４)自然の中にいる喜びを見つけよう
ウィンターキャンプにおけるプログラムは，

これらの目標を実現するための手段として捉え

られ，

１)キャンプ生活におけるすべての生活経験
をプログラムとしてとらえる

２)目標を効果的に達成するため，プログラ
ムは一連の流れを持って編成する

３)個人の創造性が発揮でき，グループとし
て協調して活動する場を設定する

４)「安全がすべてに優先する」を大前提と
し，プログラム展開には柔軟性を持たせる

５)安全教育としてのプログラムを設定する
という基本方針のもと，グループ活動が中心

となるようなプログラム編成が行われていた。

フィールド POCは，信太山ウィンターキャン
プのプログラム編成の基本方針３）を具体化し

たプログラムとして取り組まれ，子どもたちが

放送型インタラクティブ・メディアを利用する

ことで，自分の考えや意見を人に伝え，グルー

プで協調してコンテンツ作成を行う過程で，一

人ひとりが創造性を育むことが期待された。な

お，事前段階では，三食グループ自炊・テント

泊が計画されていたが，キャンプ当日からの天

候不良と寒波来襲により気温低下の影響によ

り，テント泊から屋内宿泊へと切り換えられ，

また，グループ自炊については一部，本部ス

タッフによる給食へと振り替えられた。実施さ

れたプログラムの概要を表２に，プログラムの

ねらいを表３に示す。

２　フィールド POC システム

フィールド POCで使用された実験システム
について概略する。POCサーバを中心として，
各クライアント用 PCが11Mbpsの無線 LAN 
(Buffalo製WLA-L11G)で接続されていた。
POCサーバは，メッセージの収集，集約，配
信を行うためのサーバシステムであり，ユーザ

表２　信太山ウィンターキャンププログラム概要

１日目 ２日目 ３日目

午前
集合・出発
センター到着

朝食 (本部給食 ) 朝食 (本部給食 )
自然体験プログラム グループタイム４

グループ発表会

午後

持参弁当 昼食 (自炊弁当 ) 昼食 (本部給食 )
自然散策
メディア利用説明会
グループタイム１

グループタイム２ お餅つき
ふりかえり
センター出発
解散

夜
夕食 (自炊 ) 夕食 (自炊 )

キャンプファイア グループタイム３
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管理機能や放送番組自動編集機能を搭載してお

り，約5,000行からなる CGI (Common Gate 
Interface: WWWサーバが外部プログラムを利
用する規格であり，Perl言語で記述される )プ
ログラムで構成されていた (10)。今回のトライ

アルでは，可搬性を考慮して，ノートパソコン 
( パ ナ ソ ニ ッ ク 製 Let's Note CF-A44EJ8, 
RedHat Linux 7.0, Apache 1.3.11)上で動作
させた。各グループには，クライアント PCと
して，ノートパソコン2台 (Sony 製 VAIO 
PCG-GR 7/K, Windows XP Home; Acer 製
Travel Mate C100, Windows XP Tablet; 
Gateway2000製 Solo3150, Windows 2000の
中から2台割り当て )と，デジタルカメラ2台 
(Fujifilm製 FinePix A201，200万画素 )が配
布された。クライアント PCにインストールさ
れた POC Communicatorは，ユーザによる番
組制作や編集を支援するために開発されたソフ

トウェアであり (図２)，番組制作と編集をビ
ジュアルに行うための機能が搭載されており，

約11,000行の Object Pascalによって開発さ

れた (11)。上記以外に，子どもたちが他のグルー

プの作成したメッセージを容易に参照できるよ

うに，POC内のメッセージを循環させて表示
する液晶ディスプレイ (EIZO 製 FlexScan 
L771)，ならびに発表会など全員で視聴する用
途のために，液晶プロジェクタ (NEC 製
LT155J)が設置された。

表３　プログラムとそのねらい

プログラム ねらい

オリエンテーション 情報提供，動機づけ，スムーズなキャンプ生活への導入

グループタイム 協力関係の確立，意思決定の場，社会性の養成

インタラクティブ・
メディアの利用

キャンプ内での情報共有，記録，自己表現

自炊 アウトドア・スキルの養成，創意工夫，自然との共生

キャンプファイア 仲間の輪，親睦，自然体験，感受性の養成

朝のつどい 規則正しい生活，健康管理，仲間の輪

自然体験プログラム 感受性の養成，創意工夫，協力関係の確立，自然との共生

お餅つき 感受性の養成，体験活動

ワークサービス 奉仕体験，未知の体験

健康チェック 健康・安全に対する意識の向上（自己管理），安全教育

日記の記入 自己表現，記録

グループ発表 グループの凝集性，全体での共有・ふりかえり

ふりかえりシート 個人でのキャンプのふりかえり

　　図２　コンテンツ作成ソフト

　　　　　(POC Communicator) の画面例
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３　チャンネル構成とコンテンツ

フィールド POCでは，４つのグループチャ
ンネルと１つの共有チャンネルが設定された。

各グループに１つの IDを割り当て，専用のグ
ループチャンネルを作成し，この専用チャンネ

ル内では，自由にメッセージを視聴し，投稿で

きるようにした。他のグループのチャンネルに

ついては，視聴は可能であるが，投稿はできな

いよう，IDによるアクセス制限を行った。ま
た，スタッフからメンバー全体へのお知らせな

どを放送する共有チャンネルが設置され，すべ

てのグループ IDから視聴できるように設定さ
れた。

POCにおいて扱われる情報は，POCカード
と呼ばれる100文字程度の文章と静止画イメー

ジを最小単位とし，この POCカードを「メッ
セージ」，複数メッセージの集合を「ストー

リー」とし，メッセージとストーリーで構成さ

れるものがコンテンツと呼ばれている (図３)。
これまでに実施した実証実験の知見か

ら (12)(13)，メンバーからの投稿を促し，円滑な

コミュニケーションを支援するために，ある程

度の数の初期コンテンツが準備されている必要

があることが判明しているため，共有チャンネ

ルにキャンプ場の配置や危険場所に関するお知

らせ，スタッフの自己紹介などの初期コンテン

ツを準備し，子どもたちがインタラクティブ・

メディアの全体像やコンテンツの作成法につい

てのイメージを容易に得ることができるように

配慮された。

４　コンテンツ作成手続き

キャンプ前日に，スタッフ全員に対する説明

会が２時間程度，行われた。スタッフ説明会で

は，デジタルカメラの取り扱い，パソコンへの

データ転送，ならびに POC Communicatorの
使用法について説明と操作の練習が行われた。

子どもたちに対しては，キャンプイン１日目の

午後から，スタッフに対するのと同じように，

デジタルカメラの操作や POCの概念ならびに
利用方法についての説明会が１時間半行われ

た。子どもたちに利用イメージを与えるため

に，前日，スタッフが作成した，共有チャンネ

ル内の初期コンテンツの試写を行った。子ども

たちに対しては，自分たちがグループ活動をす

る際には，常にデジタルカメラを持参し，ふと

疑問に思ったことや感じたことなど何でも構わ

ないので，写真を撮り，その写真に対するコメ

図３　POC コンテンツ例
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ントをその場で情報カード (B6サイズ )に記入
するように求めた。また，彼らにはパソコンへ

の写真の取り込み，データの入力といったコン

テンツの作成作業は，いつ行ってもよく，キャ

ンプ生活を行う中で，グループで話し合いを

し，自分たち自身で時間配分して，これらの作

業を行うように説明した。さらに，この時点

で，キャンプ最終日に全体で発表会を行うこと

が告知した。以上の点について，疑問点がない

ことを確認した上で，必要な機材を配布し，コ

ンテンツ作成作業を開始した。図４はキャンプ

中の子どもたちの様子を示したものである。図

４左に示されているように，各グループは専用

の作業机を持ち，他のグループとは離れて作業

を行った。

５　結果

ここでは，POCシステムへのアクセスなら
びに投稿行動を中心に報告する。表４は，

POCサーバへのアクセス状況を示したもので
ある。ここでのアクセスとは，サーバに記録さ

れた各クライアントの接続ログファイル中の総

ログイン時間からユーザが何らかの操作を行っ

た時間をすべて抽出し，単純合計したものであ

る。つまり，POCサーバへコンテンツを投稿
するために，パソコンでデジタルカメラの画像

を処理するといった時間はここには含まれてい

ない。期間全体を通したアクセス時間は，10

時間半弱であった。日別で見ると，１日におけ

るプログラムの活動時間の長さに応じて，

POCへのアクセス時間が増加する傾向が見ら
れた。さらに，グループごとに見ると，１時間

ほどのばらつきはあるが，2泊3日のキャンプ

における実質のプログラム活動時間が16時間

程度であったことを考慮に入れると，子どもた

ちは POCシステムを非常によく利用していた
と言えるだろう。

次に，投稿行動について報告する。参加者ら

は３日間で，メッセージ118，ストーリー11，

合計129件のコンテンツを投稿した (表５)。１
グループ毎の平均投稿件数は，25.8 (メッセー
ジ23.6，ストーリー2.2)件，１日あたりの平
均投稿数は，43.0件であった。表５下パネル
は，グループごとの投稿件数を示したものであ

る。各グループから３日間で，14～40件の投

稿がなされ，その中に最低１件のストーリーが

図４　キャンプ期間中の子どもたちの様子
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含まれていた。また，表から各グループの投稿

行動が２日目，３日目に集中していたことが分

かる。これらの投稿行動とアクセス時間との関

係についての分析 (表６)から，グループ１は
アクセス時間に対して，投稿件数が少なく，一

方，グループ３はその逆の傾向を示している。

このことから，POCの利用のされ方として，
後者のグループはメッセージやストーリーの投

稿を中心とした利用をしており，前者は視聴の

割合が長い利用がなされていたことが推定され

る。

図５に，子どもたちが作成したストーリーの

例を示す。このストーリーは，８枚のメッセー

ジから構成されており，森に落ちていた木の実

を食べた２人の子どもが小さくなってしまうと

いう内容であった。写真の構図やコメント文に

多くの工夫が見られ，また，音声合成ソフト

ウェアによる読み上げを意識したと考えられる

音声表現の工夫が見られ，非常に創造性が高い

と評価された作品の一つであった。図内の番号

に対応させて，コメント文を以下に示す。

①　ある日。太陽がサンサンサンなってる

ひ・・・・

②　てくてくてくてく・・・

表４　サーバへのアクセス時間

１日目 ２日目 ３日目 計

グループ1 0:22:51 0:58:40 1:21:02 2:42:03
グループ2 0:00:00 1:18:14 1:23:41 2:41:55
グループ3 0:04:13 1:05:57 0:21:47 1:29:36
グループ4 0:00:10 2:56:36 0:34:04 3:30:50
計 0:27:14 6:19:27 3:40:34 10:24:24
活動時間 (約 ) 3:00:00 8:00:00 5:00:00 16:00:00

表５　投稿されたコンテンツ数

１日目 ２日目 ３日目 計

メッセージ 0 84 34 118

ストーリー 0 4 7 11

計 0 88 41 129

(グループ別 )
グループ1 0 10 4 14

グループ2 0 8 16 24

グループ3 0 17 6 23

グループ4 0 25 15 40

共有 0 28 0 28

計 0 88 41 129

表６　１件投稿に要したアクセス時間 ( 表４／表５)

１日目 ２日目 ３日目 計

グループ1 0 0:05:52 0:20:15 0:11:34
グループ2 0 0:09:47 0:05:14 0:06:45
グループ3 0 0:03:53 0:03:38 0:03:54
グループ4 0 0:07:04 0:02:16 0:05:16
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③　木の実が落ちてる！！

④　本当だ。僕たちのあしもとに木の実が落

ちてる！

⑤　食べちゃえ！！

⑥　しゅるしゅるー

⑦　しゅるしゅるー

⑧　きみたちこびと？

⑨　どん！危なかった～

⑩　ほっ

この他にも，オリガミを擬人化し，その旅路

を作品化したもの，自然の中で感じた疑問につ

いて述べたものなど，独創性があり、非常に興

味深い投稿が数多く見られた。

キャンプ終了後のアンケートでは，９割以上

の子どもたちが次回もこのキャンプに参加した

いと答えた。その理由として，「普段の生活や

キャンプとは違い，デジタルカメラやパソコン

を自由に利用できて，とても楽しかった」と答

える子どもたちがいた。フィールド POCは
ウィンターキャンプの全プログラムを通して行

われており，子どもたちにとっては，デジタル

カメラやパソコンを使用することがキャンプの

楽しさと感じていた可能性がある。この点につ

いては，今回の事後質問紙の回答からだけで

は，デジタル機材を使用する楽しさとキャンプ

の楽しさを切り分けることはできず，子どもた

ちがなぜ次回もこのキャンプに参加したいと

思ったのかについて明確ではないので，今後，

例えば，理由を複数の選択肢から選ばせるな

ど，質問項目を工夫した上で検討してゆく必要

があるだろう。回答の中には，「ストーリーを

作成する過程では，１人で行うことはできず，

グループの他の子どもたちと話し合いをしなけ

ればならず，それによって仲良くなれた」と答

えるものもあり，非常に興味深い。なぜなら

ば，子どもたちは他のメンバーと協同してコン

テンツを作成し，また，その内容をよりよいも

のにしてゆくために，メンバー間で何度も何度

も話し合いを重ねる必要があった。つまり，コ

ンテンツの作成作業を通して，グループ内での

現実場面でのコミュニケーションをしっかりと

行い，人間関係を築く必要があった。これは子

どもたちがネットワークというバーチャルな場

でのコミュニケーションを成立させる過程で，

リアルなコミュニケーションの必要性を認識し

たということを示しており，メディア・リテラ

シー教育を行っていく上で，非常に興味深い知

見であると考えられる。

Ⅳ　まとめ

本論文は，インタラクティブ・メディアを利

用し，野外活動での体験や知識の共有支援を目

指したキャンプ実践について報告した。子ども

たちはグループ活動中，デジタルカメラを用い

図５　作成されたコンテンツ例 (「ちいさくなっちゃった」)
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て，活動中の様子を自分たちで記録し，それら

をオンサイトで，放送型インタラクティブ・メ

ディアへ投稿し，キャンプ全体へ向けて放送さ

れた。その結果，大人と比較して，パソコン操

作に不慣れであると考えられる小学生でも，短

期間でインタラクティブ・メディアの概念と，

メッセージやストーリー作成について理解する

ことができた。グループで共同して，ストー

リーを作成することもできた。それらの中には

創造性が高いと考えられるコンテンツもあり，

表現活動の１つの手段としてインタラクティ

ブ・メディアが子どもたちに受け入れられてい

たことが示された。キャンプにおいてグループ

活動をしている場合，他のグループがどのよう

な活動をしていたかを知るには，ミーティング

や発表会を開く必要があるが，子どもたちはイ

ンタラクティブ・メディアを使用し，その放送

を視聴することで，他のグループがどのような

活動をしていたか，他のメンバーがキャンプの

活動中にどんなことを感じたかを容易に知るこ

とができた。これは本研究が目的とした野外活

動での体験や知識共有支援の成果の一つである

と言える。

また，インタラクティブ・メディアを野外活

動で利用する場合，ジャスト・オン・サイトで 
(体験したその場所から )，投稿することが理
想的であるが，いくつかの理由で，フィールド

POCではキャンプ期間中の投稿 (オンサイト
投稿 )しか実現できなかった。１つは，情報端
末の携帯性が悪いこと，もう１つは野外では

ネットワーク接続が難しかった点があげられ

る。前者については，PDAの利用も検討され
たが，実験当時，適当な機種が存在せず，断念

された。小学生でも持ち運ぶことができ，必要

な時にさっと取り出し，メモ帳代わりに使用で

きる装置または器具の開発が強く求められる。

後者については，無線ターミナルの到達距離に

制約があったことや，PHSや携帯電話の短期

利用契約ができなかったことから使用されな

かった。知識共有を支援するためには，いつで

もどこからでもネットワークにつながることの

できるユビキタス社会の実現が待たれるところ

である。

新しいコミュニケーション・メディアを教育

の場へ持ち込む際には，しっかりとした検討が

必要であるのは当然である。その意味では，こ

れまでのところ，インタラクティブ・メディア

を用いた知識コミュニティによる体験・知識共

有の支援は，コミュニティにおける情報の風通

しを良くする効果を持つことが実証されつつあ

り，今後，教育利用が有望視されるニュー・メ

ディアであると言える。とは言え，今後，より

長期間にわたるトライアルを実施し，コミュニ

ケーションによる個人内の知識変容や個人間で

の知識伝播のありように，さらに詳細に検討す

る必要があるだろう。
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