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A．メンバー 
【事業推進担当者】稲葉光行、細井浩一、Ruck 

Thawonmas、中村彰憲 

【RA】玉井未知留 

【その他】山下悦和 

 

 
B．研究目的 
 本研究では、ネット上の文化・歴史的コンテン

ツによって媒介された学習者同士のインタラク

ションによる協調学習システムの実現を目指し

ている。 

本年度の主な活動テーマは、以下の３点に分け

られる。 

 

1）メタバースによる状況学習支援環境のデザイ
ンと構築 

科学研究費・基盤 B「メタバースを利用した日

本文化に関する『状況学習』の支援環境に関する

総合的研究」（代表：稲葉光行）のグループと共

同で、米国リンデンラボ社が運営するメタバース

提供サービス「SecondLife」を基盤とした学習

環境のデザインと実装を開始した。 

SecondLife で提供されるメタバースの特徴は、

１）多数のユーザがネット上の仮想３次元空間に

参加できること、２）各ユーザが電子的な代理人

であるアバターという仮想的な身体を持つこと、

３）仮想空間内の建物やアバターの服装・動作な

どをユーザが自由に構築・定義できること、であ

る。本研究では、SecondLife のこれらの特徴を

活かして、従来の Web 教材のみでは困難とされ

ていた、「状況学習」に基づく協調学習環境を

SecondLife 上に構築することを目指している。

そしてこのデザインを e-Learning に適用するこ

とで、日本文化を含む文化・芸術コンテンツに関

する多様な学習者、あるいは研究者が、自分達の

組織記憶を成長させていくという実践共同体

(Community of Practice) の形成が期待できる。 

 

2）ネット上での知的生産活動の構造とプロセス
に関する分析 

本テーマについては、これまでに、オンライン

での学習者同士の対話の可視化と、社会ネットワ

ーク分析を用いた対話構造の分析、さらには可視

化情報の提供による学習者のコミュニティへの

適応支援の研究に取り組んできた。 

今年度は、昨年に引き続き、ネット上の実践共

同体における学習活動を分析する研究に取り組

んだ。具体的には、日本語版 Wikipedia 上の協

調的なコンテンツ構築作業を対象とし、アカウン

トタイプに基づく書き込みパタンの相違や、アカ

ウント同士のインタラクションについて、科学計

量学の手法を用いて分析・検討を行った。 

 

3）学習者の発言に対するミックス法的アプロー
チによる分析手法の確立 

本テーマについては、マーケティングなどにお

いて多量のテキストデータの可視化や分析に用



いられるテキストマイニング技術を、オンライン

環境で学ぶ学習者の発言（投稿）に適用し、量的・

質的双方の手法を統合したミックス法的アプロ

ーチによって、学習者コミュニティの全体的な特

徴と、個々人の学習・認知過程を分析する手法の

確立に取り組んだ。 

さらに、テキストマイニングの限界として指摘

される、文脈や微妙な表現の違いなどに関する深

い理解という課題への取り組みとして、テキスト

データを深く読み込み、重要な概念や理論を導き

だすための手法である「グラウンデッド・セオリ

ー・アプローチ」とテキストマイニング技術を融

合した分析方法論の確立に取り組んだ。 

 
図１ 留学生の日本文化への興味に関する自由記述の可視化例（玉井, 2010 年 7 月 27 日、口頭発表スライドより） 

 
 
C．本年度の成果 
1）メタバースによる状況学習支援環境のデザイ

ンと構築 
仮想展示と状況学習環境に関するニーズを把

握するため、留学生 47 名（男性：33 名、女性：

14 名）に対して、日本文化および京都文化に関

する興味と学習ニーズに関する予備調査を行っ

た。図１は、アンケートの自由記述欄の回答結果

を、語句の共起関係を表現する共起ネットワーク

として視覚化したものである（円のサイズは、共

起ネットワークにおける「媒介性」の高さに対応

している）。この図に示されているように、全体

として、オンライン環境で日本の文化・歴史を体

験することには高い興味があることがわかった。



個別の学習のトピックとしては、神社や寺などの

「観光」に関するもの、江戸時代、武士といった

「歴史」に関するもの、アニメ、ゲームといった、

「現代文化」に関するもの、あるいは、生け花や

華道・茶道といった「習い事」に関するものなど、

幅広く感心があることがわかった。 

 
図２ SL 上での日本文化学習環境の例 

http://slurl.com/secondlife/rits%20gcoe%20jdh/74/135/2 

 

この予備調査の結果を受けて、本研究では、ま

ず京都の伝統的な建築物や生活習慣を学ぶため

のコンテンツとして、神社・仏閣の境内を仮想的

に再現したコンテンツを SecondLife 上に構築し

た（図２）。今後は、予備調査の結果にもとづい

てさらに学習コンテンツを拡充させると共に、こ

れらの学習環境を用いた状況学習に関する実証

実験に取り組んでいく予定である。 

 

2）ネット上での知的生産活動の構造とプロセス
に関する分析 

日本語版 Wikipedia に対する記事投稿のパタ

ンについて、アカウントレベルでのインタラクシ

ョンに焦点を当て、科学計量学の手法を用いて分

析・検討を行った。 

 

 
図３ 「秀逸な記事」における登録／匿名 

アカウント数の割合 
（大野・稲葉, 2010 より） 

 
図４「秀逸な記事」に関するノートページにおける 

登録／匿名アカウント数の割合 
（大野・稲葉, 2010 より） 

 
その結果、「秀逸な記事」の投稿・編集につい

て、登録ユーザの貢献だけでなく、ユーザ登録を

していない匿名アカウントによる貢献が少なか

らずあることが明らかとなった（図３）。また、

記事に対する直接的な編集ではなく、記事を改善

するためのメタ的な意見交換を行う「ノートペー

ジ」においても、匿名アカウントによる書き込み

が、全体の約３割を占めていることがわかった

（図４）。 

一般的に、知的生産活動に対して高いモチベー

ションを持つ利用者はユーザ登録をし、モチベー

ションが低い利用者は登録をしないと考えられ

る。しかし本研究の結果から、記事そのものだけ

でなく、ノートベージに対しても匿名アカウント

による多数の書き込みが起きていることが明ら

かとなった。このような現象は、Wikipedia にお

ける記事の「秀逸さ」や、ネット上での知的生産

http://slurl.com/secondlife/rits%20gcoe%20jdh/74/135/2�


活動に対する「匿名」のユーザの役割に関して新

しい知見を提供する可能性があるため、今後さら

なる分析を進めていく予定である。 

 

3）学習者の発言に対するミックス法的アプロー
チによる分析手法の確立 

学習者の発言（投稿）を、質的・量的双方の手

法を統合したミックス法によるアプローチによ

って分析する手法の確立に取り組んだ。分析対象

として、１）ネット上での発言、２）アンケート

の自由記述欄における回答、３）面接調査での発

言、の３種類を想定し、それぞれをテキストマイ

ニング技術によって分析し、利点と限界点につい

て考察した。 

また、グループでの議論を題材として、複数の

参加者の発言内容の違いや時間的変化を可視

化・分析するための手法として、「グラウンデッ

ドなテキストマイニング・アプローチ」として提

案した（図５）。この手法は、（テキスト）データ

に根ざした解釈と理論生成を志向する構成主義

版グラウンデッド・セオリー・アプローチと、コ

ンピュータによるテキスト処理の手法であるテ

キストマイニングの利点を統合する試みである。

今後は、特に状況学習に焦点を当てて、この分析

手法の拡張・整備に取り組んでいく予定である。 
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図５ グラウンデッドなテキストマイニング・アプローチ（GTMA）のプロセス（稲葉・抱井, 2011 より） 

 

D． 論文・学会発表以外の活動の記録 
□2010 年 7 月～2011 年 3 月  

メタバースを用いた日本語・日本文化の状況学

習に関する基礎調査 



□2010 年 7 月～2011 年 3 月 

SecondLife 上での日本語・日本文化の状況学

習のためのコンテンツ構築 

□2010 年 7 月 8 日 

英 国 King's College London の King's 

Visualization Lab 訪問＆意見交換 

□2011 年 3 月 4 日 

シンガポール国立大学コンピューティングセ

ンター（SecondLife 教材作成グループ）訪問

＆意見交換 

 

 

E．業績一覧 
 

〈論文〉 
【審査付き】稲葉光行・抱井尚子「質的データ分析におけるグラウンデッドなテキストマイニング・アプ

ローチの提案～がん告知の可否をめぐるフォーカスグループでの議論の分析から～」政策科学, 18-3, 

pp.255-276, 2011 年 3 月  

【審査付き】稲葉光行「活動のつながりと文化の創造」『多文化関係学』Vol. 7, pp.1-22, 2010 年 12 月 

大野晋・稲葉光行「Wikipedia における知的生産活動の構造とプロセスに関する研究」政策科学, 18-1, 

pp.49-56, 2010 年 10 月 

Mitsuyuki Inaba, Keiji Yano, Ryo Akama, Kozaburo Hachimura, and Keiko Suzuki, ‘Constructing a 

Global Hub for the Study of Japanese Arts and Cultures through Digital Humanities’, 2nd 
International Conference of Digital Archives and Digital Humanities Symposium 2010, National 

Taiwan University (Taipei, Taiwan), pp.89-92, November 2010 

 

〈口頭発表〉 
Supaporn Lamnoi, Kingkarn Sookhanaphibarn, Ruck Thawonmas and Mitsuyuki Inaba, ‘Adaptive 

Visiting Route for Learning Japanese Arts and Cultures in Second Life’, The 6th Joint Workshop 
on Machine Perception and Robotics (CD-ROM), Kyushu University (Fukuoka, Japan), 8-9 October 

2010  

【審査付き】玉井未知留「交流型 SNS（Social Network Service）での言語運用に関する考察 ―学習

環境のデザインの提案―」日本語プロフィシェンシー研究会国際シンポジウム，函館国際ホテル（函

館市）, 2010 年 7 月 17-18 日（ポスター） 

【審査付き】玉井未知留「SNS（Social Network Service）での日本語学習者と母語話者とのやり取りが

学習に与える影響について」異文化コミュニケーション学会第 25 回 2010 年度年次大会, 文京学院大

学（東京都文京区），2010 年 10 月 31 日 

【審査付き】Michiru Tamai, ‘The process of language learning via Social Network Service’, JSAC 
(Japan Studies Association of Canada Conference) 2010, The University of British Columbia 

(Vancouver, Canada), 2 October 2010 



 

〈その他〉 
《GCOE セミナー》 

玉井未知留「交流型 SNS(Social Network Service)での言語学習の学びのプロセス ―学びを促す学習

環境のデザイン―」, 第 87 回 GCOE セミナー, 2010 年 7 月 27 日  

玉井未知留「交流型 SNS(Social Network Service)での言語学習の学びのプロセス ―学びを促す学習

環境のデザイン―」第 87 回 GCOE セミナー, 立命館大学アート・リサーチセンター（京都市），2010

年 7 月 27 日 

 


