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1　はじめに

　聴覚障害者の生涯学習教育の情報保障と充実を図る

ためには，コミュニケーション手段への聴覚障害者の

ニーズに即した学習機会の提供が必要不可欠である。

　情報を交換しあうためのコミュニケーション手段は，

聴覚障害者と健聴者とでは異なる。健聴者は音声によ

るコミュニケーション手段のもつ有用性を最大限に活

用し，情報を交換しあうことができる。聴覚障害者は，

健聴者と同じようには音声によるコミュニケーション

手段を活用することができない。聴覚障害者は音声の

コミュニケーション手段を，手話などの視覚的なコミ

ュニケーション手段で保障し，情報を交換しあう。

　我々はコミュニケーション手段への聴覚障害者の

ニーズに即した生涯学習の機会の提供と充実を図らね

ばならない。そのための具体的な方策の1つが，遠隔

教育の導入である。情報通信技術の進歩により，遠隔

教育の実用化の可能性が開かれつつある。従来の限ら

れた教室における教育であれば，ある地域で提供され

る生涯学習の機会は，その地域に，特定の人たちに限

られたものであった。遠隔教育の導入により，その機

会はより多くの地域に，より多くの人たちに開かれた

ものとなる。

　特に衛星通信システムによる遠隔教育では，テレビ

放送を通じての手話や字幕放送による情報保障が可能

である。それによりコミュニケーション手段への聴覚

障害者のニーズに即した生涯学習の機会の提供が可能

になる。しかしながら，衛星通信システムによる遠隔

教育が聴覚障害者にとって真に意味ある学習の機会に

なり得るかについては今後充分な検討を積み重ねる必

要がある。

　本稿の目的は，聴覚障害者を対象とする衛星通信シ

ステムによる遠隔授業について，その可能性の一部を

実践的に明らかにすることである。同時に，今後解決

しなければならない課題の一部を実践的に明らかにす

ることである。聴覚に障害のある大学1年生15人を対

象とする衛星通信を利用するスペースコラボレーショ

ンシステム（略称SCS）による数学の遠隔実験授業

を行い，この実践の評価に基づき，聴覚障害者を対象

とする衛星通信システムによる遠隔授業の可能性と課

題の一部を明らかにする。

■　遠隔実験授業へのSCS活用

　SCS（Space　Collabolation　System註D）は，HUB

局（メディア教育開発センター）とVSAT局（Verry

Small　Apertuer　Termina1小型地球局）で構成され

ている。我々が今回行った遠隔実験授業のVSAT局

は福島大学キャンパス内のVSAT局と筑波技術短期

大学内のVSAT局註2である（図2－1）。
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図2－1　SCS遠隔授業の通信系統概観図
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　SCSには国・私立大学，国立短期大学，国立高等

専門学校，国立共同利用研究機関などが参加している。

SCSは，それらを衛星放送でつなぐ相互通信ネット

ワークである。同時に利用可能な電波は3波までである。

　HUB局で無線従事者がシステムの管理制御を行う

ことにより，VSAT局では無線従事免許取得者を必

要としないのが1つの特徴である。

　VSAT局の操作では，タ・ソチパネルを用いて電波

の回線制御とAV機器の制御を行うことができる。

回線制御は，複数のVSAT局との交信時には議長局

がその操作を行う。また，AV機器の制御は各VSAT

局で環境を自由に設定することができる。我々が今回

行った数学授業用のAV機器構成図は図2－2の通りで

ある。また，福島大学キャンパス内のVSAT局の3

つのプロジェクター表示画面では，授業者（左），教

材（中），受講生（右）（写真2－3），SCS卓の3つの

モニター画面では，受講生（左），教材（中），授業者

（右）を表示するよう設定していた（写真2－4）。

皿　SCS活用による遠隔実験授業の実践

1．遠隔実験授業の概要

　遠隔実験授業を平成13年9月11日に実施した。授業

者部iは聴覚に障害のある大学生の数学の授業を4

年間担当した経験がある。受講者は筑波技術短期大学

に在籍する聴覚に障害のある大学1年生電子情報学科

情報工学専攻の15人である。

　分析のために3種類の資料を作成した；a授業の録

画に基づく発話記録，b授業直後に実施した質問紙調

査に書かれた学生の回答，c授業直後に実施した授業

者へのインタビューである。

　授業のねらいはr二等辺三角形の分割」問題の解決

写真2－3福島VSTA内表示画面 写真2－4　SCS操作卓のモニター画面
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図2－2　聴覚障害者を対象とするSCS数学授業用AV機器構成図
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図3－5　作図ツールと提示した教材画像の一部

を通して，分割に関する命題のもつ一般性とその証明

の背後にある論理を学生が理解することにある。

　本授業の計画及び実践における意志決定のすべては，

授業者に委ねられていた。授業の計画においては，特

に分割に関する命題の一般性とその証明の背後にある

論理を学生が理解できるよう配慮するよう努めた。特

に，命題の一般性とその証明の背後にある論理につい

ての学生の理解を促進するために教師一学生間での

コミュニケーションの機会をつくることに積極的に働

きかけるよう授業者は意図していた。

2．授業内容の構成

　90分1授業単位時間限りで完結しなければならない。

授業内容は大学1年生であれば大部分の学生がもっと

想定される知識で取り組み始めることができる問題を

選定した。次の問題［2］に集約できるいくつかの問

題を提示することで授業を構成した。

　二等辺三角形がある。二等辺三角形を二等辺三角形だ

けに分割する。ただし，分割後にできる二等辺三角形の

底辺は必ず元の二等辺三角形の2つの等辺上のいずれか

にあるように分割するものとする。

　授業の中心となる数学的なアイディアは分割可能な
　　　　　　　　　　180。二等辺三角形の頂角　　　　（nは自然数〉はである
　　　　　　　　　2n十1
ということにある。

3．教材提示の方法

　授業ではいくつかのメディアを使用した。

　授業者による発問・指示は手話註4，音声と口話に

よって行った。聴覚障害学生を対象とする授業である

ため，手話による表現を併せて使用した。また，手話

の活用が難しく，聴覚を活用できる学生がいるため，

音声と口話を使用した。授業で扱う図形については書

画カメラによる映像を使用した。また，図形の連続的

な変化を見せるために，作図ツール講1によって図

形の連続的な変化を動画映像によって提示した。

W　結果とその考察

1．受講側である学生による授業の評価

　授業直後に行った質問紙調査は6項目からなる。

丁　項目1

　項目1では，受講者が学生であるため普段の授業と

の比較による授業方法の評価を被験者にもとめた。

項目1

　回答の集計の結果，r普段の授業と変わりなく受講

できた」と答える学生は少なく，r普段の授業とはや

はり異なるが，普段の授業に近い感じで受講できた」

との回答が多かった。また，rテレビを通じているた
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め教官との近親感が不足していた」やrテレビを通し

ての教官への質問と発問が難しかった」という回答も

あった（表4－1）。

表4刊　項目1の集計結果

普段の授業と

ﾏわりない
普段の授業に

ﾟい感じ

教官とび）近親授業者への質

ｴのf足　　　問が難しい
計

回答数 2人 9人 1人　　　　　3人 15人

2　項目2

　項目2では，r提示の方法」r映像の見やすさ」とい

う視点から，教材映像の提示の仕方と特にコンピュー

タを使った教材資料の提示の仕方についての評価を受

講者にもとめた。

　回答の集計の結果，教材映像の提供についてはrま

あまあ良かった」「良かった」の順に学生の回答が多

かった。また，r悪かった」とする回答は無いが，「あ

まり良くなかった」とする回答はあった（表4－2）。ま

た，パソコンを使った教材資料の提供方法については

r良かった」rまあまあ良かった」の順に学生の回答が

多かった。また，「あまり良くなかった」「悪かった」

とする回答もなかった（表4－3）。

2A．教材映像の提供方法について

　提示の方法，映像の見やすさともに

　　1）良かった

　2）まあまあ良かった

　3）普通

　4）あまり良くなかった

　5）悪かった

☆薪欝欝∵…
　1）良かった

　2）まあまあ良かった

　3）普通

　4）あまり良くなかった

　5）悪かった

　　　藻』鎚勢朔二殉鰍1三≦

項目2

表4－2　項目2Aの集計結果

　　　　　　　　まあまあ　　　　　　あまり　　　　　良い　　　　　　　　　普通　　　　　　　　　悪い　　計
　　　　　　　　良1、・　　　　　　　良くない

　回答数　　5ノ・　　6ノ・　　1ノ・　　3ノ・　　0人　15ノ・

表4－3　項目2Bの集計結果

良い
キ　串　番　串

�ﾟよの
ﾇい

普通
あまの

ﾇくない
悪い 計

回答数 8人 6人 1人 0人 oノ、 15人

3　項目3

　項目3では，r問題の提示」r説明」r質問の方法」

などを挙げ，授業者の講義の仕方の評価を被験者にも

とめた。

3．授業者の講義の仕方について

驚鷲禦　　i
　3）普通

　4）分かりにくかった

　5）まったく分からなかった

　　　鵜と饗1朔二噸璽蕪をi

項目3

　回答の集計の結果，r分かりやすかった」rまままあ

分かりやすかった」が同数で多く，次にr普通」とす

る回答が多かった．また，「まったく分からなかった」

とする回答は無いが，r分かりにくかった」という回

答があった（表4－4）。

表4－4項目3の集計結果

分かりや　まあ分か

すい　　　りやすい

　5人　　　　5人

　　　分かりに　全く分か
普通　　　　　　　　　　　　　計
　　　くい　　　　らない

4人　　　1人　　　O人　15人

盆　項目4

　項目4では，講義の内容の評価を被験者にもとめた。

4．講義の内容について

　1）良く理解できた

』叢．1』』『1

項目4

　回答の集計の結果，r良く理解できた」，続いてr多

少理解しにくいところもあったが，まあまあ理解でき

た」が多かった。また，r難しかったので理解できな
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かった」とする回答もあった（表4－5）。

表4－5　項目4の集計結果

良く理解

ﾄきた

まあ理解

ﾅきた
普通

少し難し

ｩった

難しく理

�ﾅきな

ｩった

計

回答数 8人 5人 1人 O人 1人 15人

ε　項目5

　項目5では，r講義室の雰囲気」とr機器の操作」

の観点から受講会場の設定や機器の活用操作等の評価

を被験者にもとめた。

項目5

　回答の集計の結果，受講会場の雰囲気については，

「テーブルが小さく使いにくかった」が多かった。ま

た，r普段どおりに受講できた」という回答もあった

（表4－6）。機器の操作については，r普通」r上手にで

きた」「まあまあ上手にできた」がこの順に多かった

（表杢7）。

表4－6　項目5Aの集計結果

普段どおり

�uできた

テーブルが小さく

gいにくかった

講堂が広すぎて落

ｿ着かなかった
計

回答数 1人 13人 0人 14人

表4－7項目5Bの集計結果

上手にで　まあ上手

　　　　にできた

　4人　　　　3人

　　あまり上手　もっと
普通　　にできな　　練習が

　　　か一）た　　　必要だ

7人　　　　0人　　　　O人

⑤　項目6

　質問項目6では，授業で感じたことについて，学生

に回答を求めた。

　回答の集計の結果，選択肢の中ではr授業の内容が

よければ衛星放送授業も実施してほしい」が多く，受

講生の3分の1がr教官が手話を使い，コミュニケー

ションが上手なので講義内容が理解しやすかった」を

選んでいた（表4－8）。

6B．感じたことを率直に自由に記入してください。

項目6

表4－8　項目6Aの集計結果

再度受け

ｽい

なじめな

｢のであ
ﾜりやっ

ﾄ欲しく

ﾈい

授業者に

�ﾁてか
e）授業を

�ｯた方

ｪよい

学期単位で

�uするな
v）”・ xは直
ﾚの授業が

�ｯたい

授業者が

陂bを使
｢，理解

ｵやすか

ﾁた

計

回答数 8人 2人 2人 3人 5人 20人

　また，6Bの自由記述欄では，次のような学生から

の回答があった。

・今日の衛星テレビの講義は今までの講義に比べて結構興

味が湧き，おもしろく講義を受けることができた。

・この技術を利用してTV電話や他の大学と交流ができ

たらいい。

・新鮮味のある授業で楽しく受けることができた。またし

てほしい。

・今まで知らなかった三角形のことを知ってよかったなあ

　と思います。衛星テレビを使って授業を受けるのは初め

てでしたがわかりやすかったような感じがしました。

・手話がまだわからない人がいるので，字幕やOHPをつ

けた方がいいと思う。わかりにくい部分があった。

・字幕付きがよかった。手話で分かりにくい部分があった

ので。内容は分かりました。
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・先生が大きく表示されていたので，手話とも話している

　事が良く分かった。授業の内容もまあまあ理解できたと

　思う。

・やっぱり直接に授業を受けるのが1番いいと思います。

・想像以上に面白くてよかった。また機会が有れば講義を

　受けたい。

・衛星放送の授業は初めてで，すごいなあと感じた

・授業の中身は良かった。説明が分かり易く大変参考にな

　つた。

2．授業者側の授業の評価

　授業者がSCSを活用した授業を行うのは今回の授

業が初めてである。コミュニケーション上の問題に関

して，授業者へのインタビューからわかることは次の

点に集約される；

・受講生の反応の読みとりが難しかったこと，

・聴覚障害者とのコミュニケーションでは授業者が普

　段双方のアイコンタクトを重要視しており，それが

　SCS活用の状況で難しかったこと，

・コミュニケーションの双方の身体の向きにより，手

　話の送受信に違和感を覚えたこと，

・授業者と一人の受講生が対話する場面において，他

　の受講生の様子をみることができず，授業者が得ら

　れるフィードバヅクに制限があったこと。

V　まとめと今後の課題

　本稿では，聴覚障害者を対象とする衛星通信システ

ムによる遠隔授業について，その可能性と今後解決し

なければならない課題の一部を実践的に明らかにする

ために，聴覚に障害のある大学1年生15人を対象とす

るSCSによる数学の遠隔実験授業を行い，この実践

について評価した。

　受講側である学生による授業の評価及び授業者側の

授業の評価からは，細部に多々解決しなければならな

い問題があるものの，適切な授業のねらいの設定，適

切な教材の準備，適切なコミュニケーション上の工夫

があれば授業者の授業のねらいを達成できる可能性が

あることがわかる。

涯教育課程・情報科学教育コース2年の田代麻美さん

の遠隔実験授業実施へのご協力に深く感謝いたします。

註

1）SCSについての詳細はhttp：／／www．nime、ac、

　jp／SCS／index＿j．htm1を参照のこと。

2）筑波技術短期大学では聴覚障害者のためのSCS

　システムを構築している。次の点にその配慮がある。

　①他大学や高専との授業互換のために，一般教育科

　目の授業を配慮して一学年分の生徒数50人プラスα

　人が収容できること　②本学以外の教官の授業を受

　講ずるために，できる限りの情報保障メディアを導

　入し，情報の受容方法が異なる学生に一斉にマルチ

　メディアで情報提供ができること　③受信画像はで

　きる限り明るく大型のスクリーンに表示する。受講

　者が資料の読み書きができる程度の照明下でスク

　リーン情報が読めること　④研究会や協議会，講演

　会などの機能としても，パソコンや書画カメラ等に

　より映像情報を放送教材として利用しやすいこと

　⑤講堂を利用しているため従来の全学的な行事に対

　してシステム機器が支障にならないよう必要に応じ

　操作制御卓は取り外し，移動可能なこと［1］。

3）授業者は福島大学教育学部　森本明である。平成

　8年4月～平成H年3月まで筑波技術短期大学聴覚

　障害関係学科で数学の授業の一部を担当していた。

4）授業者が使う手話は授業者の筑波技術短期大学に

　おける4年間の教育経験に基づくものである。

5）授業で使用した作図ツールはカプリ・ジオメト

　リーである。その詳細はhttp：〃www－cabri．imag．

　fr／index－e．htm1を参照のこと。
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