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日本語学習者が日本(I:いるのであれば､口頭によるコミュニケーション能力が必要とな

るが､海外にいる場合には､普通∴史書によるコミュニケレショJ-,′能力 6'_:･方盛ミ重要にをっ

てくるO海外の日本語教育において､日本人数甑を貴も必要とするのほ､この作文教育で

あるが､日本語教育の素養のある日本人専任教師のいる教育機関は必ず しも多 くはない0

-万､国内の日本語教師養成課程の学生たちが日本語教育の現場に触れることのできる

機会は趣 く限られている0時に地方の大学であれば､日本語教育機関が周囲にあまり多 く

をいこともあっで､このような機会はなかなか縛られないrJ

宰)し､コンビュし-タ-1重信によって､海外の日本語教室と国 内の日本 語教師養成課程と

を結び､両者間の交流ができれば､ ヒ記のような問題を 解決 す る-助に なるのではないだ

ろ うかC,そのための間親点を知 り､適切な手法を開発 す るの が Lこのプロ ジェクトの目的で

あるtr,

こL=では､主として､Ejp季語文を電子メ--ルで交換す る 際 の接 衝的 問 題 について述べるし､

互主 コ ンピュータ--弓車倍による日本籍宴電子メ小舟の変換

1, 日本語文処理のためのシステムソフ計

電子メール,のた糾 こ､ⅠⅣTE讃NET､TELNETなどの学術情報交換のための通

信網が国際間に設けられ､学術的使用に限り､無料で利用できる｡

このようなコンピューター逓倍では､アルファべッ吊3:[17ビット｣で送受僑されるが､

漢字仮名交 じり文の送受信には ｢8ビット｣を必要とする｡そのため､アルファベットを

使用 した文はそのまま送受信されるが､日本語文は､｢8ピッ日 のファイルを ｢7ビッ

ト｣に圧縮 して送 り､受け取る側ではそのファイルを再び ｢8ピット｣に変換 して読まな

ければならないO今までは､コンピューターの機種によっては､特に開発 されたアプリケー

ションソフトでなければ日本語の出入力が不可能であったのと､この ｢7--8ビット変

換が難 しかったのとで､電子メールによる日本語文の送受信は特にコンピューターに詳 し

く､メール交換に興味を持つ人たちの間でしか行われなかった｡

コンピューターで文字を r読み書き｣するためにはファイルを処理するためのoperating

systemsoftware(OS コンピューターや関連機器などを総合的に管理するためのソフ㍗

ウェア)と文字を処理するための ワープロソフトが必要である｡前者は普通コンピューター

を購入すると､機体に既に内臓 されている｡

最近､システムソフ ト､ ｢三〕os/V (IBM対応)｣や ｢漢字トク7(Mac対応)｣が欝発さ

れ､これと日本語のワープロソフトを併用すれば､どの機種でも漢字仮名交 じり文が書け
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るようになった｡アメリカでは､日本語も含めたいわゆる少数言語が書けるMac用のソフ

-p｢NistlS｣が開発されている｡また､NEC及びDOS/V用7㌦プロソフトの日本語用wcrd-

perfectには日本語文を電子メールで送るためのファイル変換のコマンドも含まれている

(MacについてはNakazato1992が詳しい)Oこのように電子メールを利用 して､日本語文

を交換するための環境は整いつつある｡

海外では､日本語処理用のシステムソフトは比較的安 く手に入るが､日本語用アプリケー

ションソフト (appllCationsoftware-市販ソフトウェア｡文書作成やデーター管理などを

行う)は非常に高い｡例えば､英国では､教育のために使う英語用アプリケーションソフ

ト (例 :wordPerfect)はeducationalpriceと呼ばれる税抜 きの特別なレー トがきめられて

いて､安く入手できる｡しかし､日本語用のWordPerfectJにはeducationalpriceは適用 さ

れず､日本での価格のまま売られるので､3倍位の値段になる｡現在､海外で日本語を書

くためには､日本から持っていったワードプロセッサー (横罫)が一般に使われているが､

日本語処理周のワープロソフトが安く入手できれば､現地のコンピューターがそのまま使

えるわけであるO 日本からの教材援助の一部に､日本語処理用アプリケーションソフ トも

含めるようにすれば､この間蓮もかなり解決できるであろう.

2. ファイル変換用ソフト

電子メールで日本語文を送受信するために趣く一般的に使われているフアイ)i,変換用ソ

フトには次のようなものがある｡

1.WORDPERFECTJ (WP) IBM､NEC

2.UUEN (DE)CODE IBM､ (UNIX)

3.EUDORA MAC

LWordPerfect∫

これは日本語処理のためのapplication softで､この中にファイル変換のための次の よう

なコマンドが含まれている｡

A:wp51j)cvら:filelb.file2com

(bというデイレクト月こあるfilel(text形式)をfile2(kermit形式)に変換 し､bという

デイレクト)に保有する｡)これで､filelは電子メールで送れる形(file2)になる｡

A二Wp51j〉cvb二file3b:file4asci

(bというディレクトリにあるfile3(kermit形式)をfile4(text形式)に変換 し､bという

ディレクトリに保有する｡)これで､送られてきたfile3はfile4になり､パソコン上

に日本語文となって現れる｡

2 UUEN(DE)CODE

これは無料で入手できる変換用ソフトで､UUENCODEと uuDECODEという二種のソ

フトで構成されているO
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A:UU)UUENCODEfilet.TXT (fi互ei.TJu互:
yTTTTlI_-′ヽ′ヽ丁ヽ･ーヽ一17▼TTI_t_ ヽ一°と1土;1-･■†JyT ､ヒ!̂_.JP_ .Ll11,_777__｣L､一_.__ /__･L
uuエ′llLUL)且はUUこV､つTIL''/｢リにの･bo｣TLL=t.乍JはrjUUレ｣dDるilielLTヤ

ス ト形式)が自動的にfiiel.UUEとなり､電子メールで送れる形になるo

A:UU)UUDECODEfille2.UUEくfile2.TXT
TTTTnTrnnlTTヰTTTTレIJ､よ.ござJ77,ノナLll1･p-と7_ ウ11_プ各 ､ニざJl′ナLllTTTT)サー七ワ.曳
UU⊥ノiJL′ULJ⊥Jyd.UUJVーノノ1i// 一~ノVLCY),qJoJJ勺LLヽ ノ1レ′二/jlEjUUV-3jr3'又

宿した fiie2.UUEはfile2,TXTとなってUUに保有 され､パソコンで読めるはずであ
7
rJo

もし､.メ一一九Jを交換する双方が柑Mを使摺している場合E_,:は､ どんなE3本譜用 アプリ ケ 一一-

シヨンソフトでも使えるのでこの方法が最 も簡単であろうL,また､U柑ⅠⅩにはこの変換コ

マンドが親み込まれているので､変換 してからパソコンに転送できる0

3.EUi)lJ良A

iRt,/iacで使える変換 L}フ トで､これも無料で入手できるC,アプリケ -三,ヨンソフトの節

分は圧縮されているのでL. ｢解凍｣して､取 りÅれる｡｢新規メ プセ､一Rジ｣を開いて､漢

字仮名交 じり文を入力すると自動的に送信用のファイル′ができるので､ 巨送信｣の操作で

送ることが出来るOパソこ7ンでLAfttJを健摺 LTの送受倍のためには ｢MACT､CP｣の

ソフトが必要であるo

Macによる電子メ一一ルの利IF削こついては､肘akazaも0(1993)が詳し叛

3,〇本譜文送受雷の手服

コンピュータLrl=よって､送受倍の手順は異なり､そのための残席的問題 も日進月歩の

勢いで解決され､簡便になってきている.ここでは､現在 日994年9月親寛仁 我々のプ

ロジェク トで僚周 している手瀬をできるだけ分かりやす く謂介する｡記録を残すた裾 こフ

ロッピーに保有することを前淀としど作業はすすめられている｡

A.メール送受倍の手順

パソコンの端末を各機関のメールサーバー (外部のネットワークと凄続 している大型の

コンピューター)とつなぐOこのメールサーバー一にはUNIXとかVAXとかのOSが走ってお

り､EMACS､NEMACS(日本語化されたEMACS)㌔EVEなどの編集用ソフトが使われ

ている｡

つなぐ方法には2種類ある｡一つはモデムをパソコンに付け､電話線を利用 してつなぐ｡

もう一つはLAN (LocalAreaNetwork 大学構内､工場内等の特定地域の通信網)につ

なぐ方法であるが､これは､パソコンのある建物内に線が来ていないとできない｡

B.送信の手順

1. パソコンで日本語文を書き､テキス ト形式でフロッピーディスクに保有する｡

2. 先方のメールサーバーが日本語文を受信できれば､そのまま送れる 泌 要であれば
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JiSコードに変換する｡ ｢受信の手順｣参照)｡受信できない場合には7ビット

ファイルに変換する｡

3. 出来上がったファイルをパソコンからメールサーバーに転送する0

4. メール送信の手順で送る｡

C｡受信の手順

1. メールをファイルにする｡

2. 送られてきたメールの不要な部分を取り除く｡WPのファイル変換コマンドを使用

するときには､Kermitファイル部分のみにする｡UUDECODEを使う場合は

先方の送信方法によっては､また､こちらのメ-ルサ-バーが漢字仮名交 じり文

を受信できるようになっていれば､そのまま漢字仮名交じり文で受け取ることがで

きる｡この場合には､パソコンに転送するのみですむが､文字コード体系が間蓮に

なることがある｡

日本では新JIS､旧JIS､シフトJIS､EUCなど種々の文字コー ド体系

が使われている｡自分のパソコン及びメールサーバー上のOSのコード体系が異なる

場合にはコード体系を変換してから転送する｡普通､日本のパソコンはシフ トJi

Sを使用している｡メ-)i,の交換にはJ王Sが使われている｡

3. パソコンに転送する｡

4. テキス トファイルに変換し､フロッピーディスクに保有するo

ⅠⅠⅠ.電子メールによる日本語教育の間違点と今後の課題

現在までの経過からは､双方の学生共意欲的で､好評である｡間轟としては､次の よう

な事項があげられる, (プロジェクトの経過については石田敏子(1994)を参照されたい｡)

1.話し言葉と書き言葉の問題｡

コミュニカテイブ方式を採用している機関では､話し言葉に重点をおいて教育 している

といった表現が使われている｡作文や大学生同士の手紙の言葉として､この表現を認める

かどうかが問題となった｡

2. どこまで添削するか｡

過度の添削は学習意欲をそぎかねない｡上記の問題に関連して､どこまで添削の対象 と

するかが､双方で話し合われた｡その結果､作文では､きちんとした書き言葉で統一する

が､手紙では ｢一一んです｣の表現は訂正しないことになった｡

これは､作文の添削に関して一般的に言える閉塞であろうが､特定の方針を持って教え

でも1るある機関の作文を他の機関の者が訂正する場合には､特に慎重に対処する必要があ

る0

3.添削の方法

現在は､誤 りの部分や書き直した部分を ( )内に入れ､番号を付し､説明にも同 じ番

号を付けるという形式をとっているO電子メールで使用できる記号の範囲内で､どういう
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方法で添削するのが最 も学習者にとって分かりやすvJか､どの程度の レベルの説明をつけ

るかなど研究の余地がまだある0

4 いつまでどういう形で推薦するか｡

コースとして成立させるためには､国内と海列の双方の組織的な協力が必要となる｡学

期都度の異なる機関同士で各学期どの程度の期間メール交換が可能かも検討 しておかなけ

ればならない｡

現在のメ-1L,交換方法では教師の健に､コンピューターの技術的面にある程度の知識を

持つ助手を得る方が望ましい｡メーール交換のみであれば基本的には経費はあまりかからな

ど!iJ--､亀T F-I-射 こ興味を持つ人材を助手として苦に確窪できるかどう冶Tiも問題として残
.､J.ぐ 嶺諒-fJ

ワ
･＼､ヽ ､､

5 評僧の問題｡

作文力の養成にまた､教師養成の作文教育のた蜘 ここのようを手段が どのようを効果を

与えるか､またどのような方法でそれを測定 したちょいかを考えていかねばならないLl

現在 までの過程では､手軽の交換を通 じて､異文化理解むごも役立つ傾向が観察される｡

こ の面でも､このような手段による教育の成果を評価する必要がある0

6,文法教育等- の応用

現在では､作文教育 に と どまっているが､文法や文字教育-雌導入 も考えられるUまた､

日本 と の 時 差のない封 との 間では ､双方の 学生同士が同時にコンビュ -一夕一-を伸介 として

コ ミュ 二 jL--シ ヨンを す る ことも可 能であ る ｡

ま だ試行の段階ではあるが ､ 今 後はこのようを手法による日本語教育の可能性も検討

されてよいであろ -) ｡
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