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1.はじめに

ま94時 に登場した世界初の電子計算機僻盲兵∈)は買主8,8的本の真空管で作られておりさ

総重量は約30トンであった｡真空管からトランジスタへ,そして トランジスタからTC(lnt

egl･atedCircuit),LS王(LargeScalelLnLtegraAtio止 VLSI(VeryLS!)-とコンビュ-タの

ハ-ドウェア技術が進歩ずるにつれて,コンビュ-タは軽量小型化してきたo

且980年代に開発されたパソヨン (当初はマイヨンと言われていたO)は3ワ-プロや表

計算ソフトの需要が高まるにつれ.どの分野においても急速に浸透L..教育界においても

蛋.んに利用されるようにな･:,たo特に.1994年 しマルチメデ.iT元年ft.言われるL-)以憶

揺,削ndo欝S愈ようなパソヨンの基本OS鞠 era摘gSysもe紬)が硬いやす弓なりβ従来の文

字率心のワ-プロ的な利席から,絵や音も取り太れたで捗チメディア的な利周のためを≡パ

ソコンが使われるようをこなった｡さら喜三幸東学等における高度情報通信基盤が整備され

竃千メ-ル柑 一maH)の豊漁,醐酎恥丁量d削舶 常緑 上での情報検象 ホ-ム環-ジを利頗

した情報発信等釣インタ-ネット革潤 が簡単にできるようになり 釘jギちブヨン臆より身近な

道具となったL.

冒本譜教育の健界看こおいでも;パジョンは;発寒語教師や学習者にまっ等有効な道具と

lLて注目されつつある｡そこで本報害では.コンピュータを利挿し.fr.日本喜吾教育研究に書

目し..その研究内容を紹介L研究動向等の分析を試みる｡

望｡調査の対象

今回調査したのは一1.:]下の3つの研究報告誌で三論文数は合計 i.072件であるu

(i)情報処理学会 ｢コンビュ-夕と教育｣研究報告 日994年以降～)

(2)情報処理学会 ｢人文科学とコンビュ-夕｣研究報告 (i992年以降-)

(3)電子情報通信学会 ｢教育工学j技術研究報告 (1992年以降-)

情報工学関係の学会に限定した理由は,情報工学的視点から見た日本語教育研究の特徴

を明らかにするためであるOこれは,情報工学研究者の日本語教育に対する興味 8関心を

調べると共に,将来,日本語教育界において,コンビュ-夕がどのように役立っのかを知

るためである｡

調査した報告誌の中で日本語教育に関係する論文は 1.072件中40件で,全体の約4%の

割合であるoこれは情報工学研究の中で日本語教育を取り扱う研究者が少ないといえるが,

見方を変えればきコンピュータを利用した日本語教育研究には,数多くの未着手の研究課

題が残されているといえる｡

3.研究の実態

日本語教育に関係する論文40件を,開発研究,応用研免 評価研究の視点で分類すると,
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開発研究は28件,応用研究は8件.評価研究は4件である｡開発研究が全体の70%を占め

るOこれは,この分野の研究は,システムやアプリケーションソフトの開発研究が主目的

であり,その応用または評価研究があまりなされていないといえるO

研究対象別に分類すると.漢字に関する研究は20件 (全体の50%)で,その中でも漢字

学習を支援する研究は13件 (全体の33%)である｡次に多い研究対象は,日本語教育に関

するデータベース (知識ベースを含む)の開発研究で12件 (全体の30%)であるOこれは,

情報工学研究者の日本語教育に対する興味 ･関心が ｢漢字｣または ｢データベース (知識

ベースを含む)｣に偏っているといえる｡しかし, ｢漢字学習｣に関しては.日本語教育

研究の中でも非常に関心の高い研究分野であるし, ｢データベース開発｣に関しては,換

言すれば ｢電子化辞書の開発｣であるため,新たな辞書作成という点で,日本言吾教育研究

にとって今後重要な研究課題といえる｡

各研究報告に付加されているキーワードについて調べてみると,頻度が2以上のキ-ワ

ードは表 lのとおりであるoなお,キーワ-ドがない研究報告については,筆者がタイト

ルから名詞を抽出し,それをキ-ワ-ドとした｡

表 1の結果から,漢字学習に関する研究が多いこと,CAIのようなシステム開発研究が

多いことが分かるOまた,ICAI(IntelligentCAt)や知識を扱う認知心理学的研究も多い

ことが分かる｡

●表 1 キーワード(頻度)

･漢字学習 (6) ･KALIST (2) ･自由学習 (2)

･日本語教育 (4) ･環境型ICAI(2) ･知識獲得 (2)

･CAI (3) ･漢字工房 (2) ･知識定着 (2)

･学習環境 (3) ･漢字熟語学習 (2)

4.研究報告事例

以下に,これまで開発されてきた日本語教育用システムのいくつかを紹介する0

(1)CASTEL/∫ (日本語教育支援システム)

CASTEL/Jは,漢字 ･単語等の各種辞書データベースと,新書 ･台本等の教材テキス トデ

ータベースからなる,チ-タベース中心の日本語教育支援システムであるO基本的な単語

やその用例に関しては,文字情報の他に音声情報と画像情報も含まれており.すべての情

戟 (データベース)は1枚のCD-ROMに格納されている. (文献2,3,8,12,19,20)

(2)CATERS (科学技術日本語読解支援システム)

cATERSは,科学技術の領域を専門とする科学技術者のための日本語読解支援システふで

ある｡このシステムはMITの夏季講座で試用し,システム機能別評価の他 システム利用

の授業評価や学習評価を行っている｡ (文献4,13)

(3)CAT (コンピュータを利用した漢字力診断テスト)

cATは,学習者の漢字習得状況に関する総合的な到達度を測るだけではなく,漢字習得

状況の診断の結果 学習者に適切なアドバイスを与えるという形成的評価の役割をするシ

ステムである｡このシステムは,インタフェ-スが簡便化されている. (文献5,6,ll)

(4)KAl.1ST (漢字学習を支援するための知的CAI)
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XALISTは,部分構造に着目した漢字辞書を応用して争学習者の漢字知識の定着を支援す

るために,漢字知識の階層的な表象 漢字知識の獲得状態と定着状態の朝晩 統合型学習

環境の動的制御を行う知的CALYシステムであるO (文献23,25,32,38)

(5)K王Ds玉 (漢字熟語辞書システム)

KIDSⅡは,単漢字1900字をベースに,熟語2800語に対して,各熟語の構成 (意晩 熟語

発音等)を規則化し,熟語を構成する漢字からその熟語の意味や発音等を導出ずることが

できるシステムであるCさらに;意味や発音等を導出する過程での知識を検索する機能も

持 っているO (文献27,33)

(:6)サバイバル日本語学習プロダラ左 音声学習支援システム

サバイバル日本語学習プログラムは,NHK日本語講座 (テレビ番組)を東郷 こ開発し

たプログラムでテ自分の音を録音する機能やロ-ルプレイ練習機鰭があるO音声学習支援

システムは,聴覚情報に視覚情報を加え身音声情報の自己分析,自己評価ができるシステ

ムであるO共にマルチメディアを利招じた日本語教育支援システムであるo i:文献釦

(7)苛ルチメディア暴言よる外国人草薮屑日本語教材ソフトウェア

めの理科教鋸であるs教科書によく出等宅る文型に-鉦 t8て招日本語学習機能や母語 く中国

語)で説明する機能を捧-3｡ (文献捕

柑)JKaflj呈(漢字学習支援システ封

弛昆1-l紺また筆順を含めた漢字の形を正し宅理解するためのシステムであるOグラフイカ

:しこ一一一ザ ィT,二i'7_,.--<与.T上--てゲー/I､_.,賎業で漢字学習,,l･,-1lrI:.きるごまだ . i∵I,:,-･藩 -/･.-

利用も考慮されている1, (文献]8,39.)

(9)QT!くarljま.RanjL享Quiz(デジタIL動画漢字学習支援システム)

QTh'anjiは.:＼ィ.べ､か ド上の漢字か ｣:に漢字筆順をデジタル動画で掲示し,音訓

の読み瓦 熟語を学習するシステムである｡Ka頼Qu豆Zは,クイズ形式で漢字の学習進度

を測るプログラムであるOこれらのシステムはWWWよで利用できるように変換し イン

タ-ネットによる遠隔地利屑を試みているO (文献22)

そvpnJ勉vmJE3本語教育用システムとして∂対話型 ド臣レ作成システム (文献D,漢字ノ-

トブック (文献7);漢字学習支援デ-タベース (文献1且15)｡日本語会話デ-夕べ-ス

(文献16),日本語デ-夕べ-ス (文献17),敬語練習システム (文献24),日本語の学

習を支援するシステム (文献26,40).漢字筆順同定システム (文献29),日本語のモダリ

ティ学習支援システム (文献30),象形文字辞書システム (文献31),漢字学習支援シス

テム (文献34).擬態語 ･擬音語辞書システム (文献35),日本語待遇表現学習支援シス

テム (文献36)｡漢字教育支援システム (文献39)などがある0

5.おわりに

コンピュータを利用した日本吉吾教育研究を進めるには,日本語教育研究者と情報工学研

究者の相互協力が必要不可欠であるo今後,双方の知見や研究アプロ-チを積極的に取り

入れ 学際的な研究を進めていくことが重要である｡
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