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国立教育研究所 坂谷内 勝

育.毒 CAS亨EL/Jの研究経緯

これまでチ 固骨教育群賓稀が中心となって揮発研究を進めてきた, 帽 本譜教育

支援 システム (ComputerAssisもedS頼 e指摘 TEa軸irBg&Lea血 rlg/摘 a富ほSe芳

以 下 CASTEL･'･jと称するC.)L書について紹介する｡

CASTEL/3の開発研究は的旦0年前から始まり,現在 も継続 して研究を進めている｡

息987年度～摘89年度は, 日本語教材デ-夕べ-スの構築と,その管理 魯利用プログ

ラムの開発を行いてCASTEL･/-uTの第 日 ':-ジョンを開発 したL=,旦990年度-ま993年度はタ

第 い て--ジョンで開発 したデ-夕べ--菜の量的拡大 と質的拡嵐 およびテマルチメ

デ ィアを取 りÅれた餌STEL/'拍 第2パ-ジョンを開発 したO漫994年度-息996年度は1,

マルチメディア く文字,画像ヲ音声)を横極的に利用 した田本語教材デ--夕べ-----義

帯開発と公開に取fj組み.これまで整備 してきた各種デ.-1.i:/ぺ-･スのCn-柑Mli/.汗1
(ヽrrt｢ヽl/†...十ヽJn■√､､･､ ､-■ ヽ＼-TL-/._二 J_JIL-･LtIL-′･･'r･,rl,I)●ゝ一一~TJ･｣/r]''t_Jrl.≡~JJ､,'｣､1

現象 CASTEL,!JYCDIRO鋸 ま,日本語教育支援システム研究会 (事務局 :財団 法 /㌔

置際文化フォ-ラム)を通 じてデ実費で配布している (注 目 6

1..2 CASTEL/Jの特徴

CASTEL/Jを開発するに当たって最も留意 した点は, ｢コンビュ-タのハ- ドウェ

ア9 ソフトウェアの機能拡充に柔軟に対応できる｣? r利周者に対応 した利用が可

能である｣ , そして, ｢マルチメディアの特徴を活かす｣ということであるoこの

結果,CASTEL,/封こは他の類似なシステムとは異なる幾つかの特色を持っているO以

下にCASTEL/Jyの主な特徴を紹介するO

(1)チ-タベース中心のシステム

CASTEL/Jは, ソフ トウェア中心ではなく,デ-タベース中心のシステムである.

これまで開発されてきた語学教育支援システムは,コ-スウェアの内容を充実する

ことに力点が置かれ, ソフ トウェア中心のシステムが多い｡また,デ-タベースを

保有するシステムであって も,ソフトウェアに依存 してデータベースが構築されて

お り,コンピュータの-- ドウェア,ソフトウェアの機能拡充に柔軟に対応できず,

データベースの移植または共有も極めて難 しい状況にある｡
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CASTEL/Jの開発では,日本語教育 ･学習にとって必要な情報を精選し,汎用的に

利用できるように,デ-タベースを中心としたシステム開発を行っている. これに

より,CAST乱/Jは,日本語教育 ･学習用データベースとデータベース利用ソフ トウ

ェアの独立性を保っており,コンビュ-夕の-- ドウェア,ソフトウェアの機能拡

充に柔軟に対応することを可能にしている.CASTEL/Jの第3バージョンは,開発 し

たデータベースのみならず,データベース入力データをテキスト形式でそのままCD

-ROMに格納し,多種のハードウェアや多種のデータベースソフトウェアで利用でき

るようにしている｡

(2)利用者のニーズに応じたデータベース構築

教師が必要な教材は,その教師自身の教授法や普段利用している教科書,カリキ

ュラム等に基づいたもので, 100人の教師がいれば, 100の異なる教材が必要にな

る｡また,学習者にとっても,学習レベルや学習環境によって,必要とする教材は

異なってくる｡したがって,すべての教師や学習者が満足するような教材を作成す

ることは,ほとんど不可能であるoCASTEL/Jは,教師 ･学習者が必要と思われる教

材を教材源 (マルチメディア利用の日本語教育辞書や教材テキス ト等)としてデー

タベース化している.これを利用して教師 ･学習者はデ-タベースに関する専門的

な知識や技術なしで,自分のニーズに合った教材を作成 ･利用することができる｡

現在,CASTEL/J上で電子化されている日本語教育辞書データベースは,筆順情報

を含む漢字データベース (筆順辞書は約3千字で 7MB,漢字辞書は約 6千字で 6M

B),単語デ-タベース (単語辞書は約3千語で 6MB,和英辞書は約 3万 4千語で

9MB,学術辞書は約13万語で37MB,用例データベース (約 6千用例で5MB),音声

･画像データベース (音声データは約 5千語で 190MB,画像デ-夕は約 3千語で59

MB),そして教材テキス トデータベース (89冊の本や台本等で65MB)がある｡

教材テキス トデータベースは,原文の他に,かな表記,ローマ字表記,分かち書

きのデータを持ち,さらに,文全体の構成情報 (章節 ･シーン情報)や文単位の数

値情報 (分かち書きの数)のデータもある｡なお,CASTEL/Jで使用している著作物

すべてについて,原著作者から "著作物を日本語教育教材として使用する''条件で

使用許諾を得ている｡

(3)マルチメディアの有効利用

文字情報のみでは表現し難い概念を理解しようとするとき,マルチメディアによ

る表現は極めて有効である｡例えば, 単語の発音については音声で聞くことによっ

て正しく理解できるし,漢字の書き順については絵を見ることによって簡単に理解

できる｡

CASTEL/Jでは,文字情報のデータベースと同じ開発思想に基づき,特定の領域に

偏ることなく広範囲に渡る音声情報と画像情報をデータベース化しているo 即ち,

音声 ･画像データは,当面,基本単語 3,000語に関して,約 3,000枚のイラス ト画

像データと約 5,000語の発音データ (単語のみと単語を含む用例)をデ-タベース
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化 している._画像デ-タはPTICT形式で収録されており,音声デ--夕はSo･undEd主も形

式で収録されている｡

また,映画 ｢男はつらいよ_!シリ-ズ41作分については,コンビ,註一夕とLD装置

を連携させて, 映画の音声 ｡画像 ｡台詞を利,Hlqして学習できるように,デ-夕を答

えているO具捧的には,LDの映像と間期 した台詞をディスプレイ上に表示 したり,

見たい場面を文字情報で検索 し瞬時にその場面を表示させたりすることができるよ

うにデ--夕べ-ス化されている (注 2) e

l_3 CASTEL,iJの課題と展望

本プロジェクトは開始以来すでに旦0年目を迎えているO ようや くデータペ-スの

弥増0酎ヒまでたどり着 くことができたが,現在かかえでいる課題も数多 くあるO

これまでCAST翫/ノJyの開発における最大の課遠は, Fb1本語教育学における知見をy

いかに科学的手法で記述 し予かつ,その知見を搭載 したシステムをいかに実用的レ

ベルで構築するか｣という開幕であるeたとえば｡分かち書き手法やロ-マ字表記

等の苗本譜教育における禄をな規則がゥ日本語教育界金棒で統一されていないo B

本譜 旨棒が盤きていることも原田の -つかと思われるが, E3奉語教育における基礎

的かつ実証的な研究成果が少ないという実蟹も力H担 していると思われる｡

L̂溝STだL月の開発闘 ま や 国内の田本語教育研究者 -実践者的iO名サ海外 を栄国アカ

ナダヤ英国, イタリア,オ-ス トラ盲jア)の日本語教育関係者数名 とラ教育情報 串

教育工学の専門家的且0名によ って,国際的かつ学際的な研究協力を得ている｡また｡

本プロジェクトは,公開の研究発表会を国内で1988年.呈990年｡呈992年,i994年の

計 4回と,海外で3995年やイタリア ｡パヴィア太字で旦5カ国ヲ約70名の参加者を募

って開催 しているCさらに9呈996年度からは,開発 したデータベ-スをCD-ROMで配

布するとともに,ニュ-ズレタ-を発行 し,研究成果の流通促進に努めているOこ

のように芦日本語教育研究者 8実践者を広 く支援 しつつ,利用 した結果等のフィー

ドバ ックをもらうことによって,システムの継続的なバ-ジョン ｡アップを行って

い くことを考えている｡

注

(注 旦)CASTEヒ,/3CD-ROMに関するお問い合わせ等は∴ -F記宛にお願いしますO

〒163-07 新宿区西新宿2-7-i新宿第一生命26F
(財)国際文化フォーラム CASTEL/JT事務局

TEL:03-5322-5211,FAX:03-5322-5215
(注 2)コンピュータとLD装置が連携 した映画学習のデモンス トレーションプログ

ラムでは, ｢続 ｡男はつらいよ (山田洋次,松竹株式会社)｣の 1作品のみ
が実行可能であるO他の作品については開発中であるo
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付 録

教材テキスト

CASTEL/J 利用例

③単語辞書検索

スウェーデンの青い鳥

どうしたらよ でしょうかJ

一瞬返事に窮

憧れはまった

分 野: 本
種 類.'社会学
事名.着古.･･･

漢字レベル:中級
単語レベル:中級
文の長さ二普通
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品 詞:名詞

英 訳:ex阿tation.an
ticipation,hol光
使用漢字レベル:△□
単語レベル:初級

④用例辞書検索

1.あの青年は将来を期待さ
れています｡
Much皇sex野Ctedofthat
youthin仇efuture.
2.その音楽会は期待してい
たとおりすぼらしいもので
した｡
Thatconcertwasasmar-
velousasex阿ted.

⑤普声砕蓄検索

あの,'f/LFは締 束を期待 され てい ます


