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1.はじめに

目本語コンテンツを利用している国.地域は,米国.カナダ.オ-ストラリア.中東欧を除く

ヨ-ロツパと日本であり,全体的に先進国に偏っているo この理由は, rその他の国と比較して

日本語コンテンツを必要とする教師.学習者の人数が多いためJまたは r教師.学習者のまわり

に現地のI T専門家がたくさんいるので技術的支援を容易に受けられるためJと考えられる.

先進国以外の国.地域では,日本語教師.学習者が少なく, I T専門家の支援が容易に得られ

ない日本語教育機関が多数存在する.そのような日本語教育機関では,日本語コンテンツを利用

することや- I T技術を利用した日本語教育を実践することが困難な状況にあるといえる.

2.本研究の目的と特徴

本研究は,中東欧諸国及びその周辺国の日本語教育機関を研究対象として,次の0とelの調査

を行い,実態に即した日本語コンテンツの開発について検討することを目的とするo

O日本語コンテンツの実態 く需要.供給.開発状況とI T環境等lを調査するo

く診教師.学習者の日本語コンテンツ活用能力の実態を調査するo

本研究の組織は,日本語教育研究者く大曾美恵子,加納千恵子,カイザ-.シュテフアンー土

屋順-一 土屋千尋,嘗作靖彦- アルド.トリ-ニ,豊田悦子lと教育工学研究者く坂谷内勝,赤

堀侃司,吉岡亮衛,小松幸贋Jで構成されており,異なる分野の研究者が協力して本研究を遂行

することが,本研究の大きな特徴といえるo

3.中東欧諸国を対象とする理由

本研究の研究対象を,中東欧諸国及びその周辺国の日本語教育機関とした理由は,日本語教師.

教材の不足と地理的な不便性を, I Tの活用によって克服できるのではないかと考えたからであ

る.そして,中東欧諸国の日本語教育関係者が-年に-度r日本語教育連絡会議Jに参加し,情

報交換を行っているということが,本研究に中東欧諸国の目本語研究者.教師が協力していただ

けるのではないかと考えたからであるo

本研究の予備調査は- 2007年2月にボスニア.-ルッゴビアのサラエボ大使館とセルビアのベ

オグラ-ド大学く日本語教師と学生lを訪間し,聞き取り調査を行ったo その結果, fTの活用

に関して興味を持っているのだが,国内のI T技術やI T環境が十分整備されていないので,ま

だ積極的にI Tを活用していないという報告があった.また,ネットワ-ク使用料が高いので,

配布してもらう教材はダウンロ-ドよりDVDの方が良いという意見があったc

4.日本語教育連絡会議とは

日本語教育連絡会議は- 中東欧諸国及びその周辺国で開催されているo 最近の開催場所は次の

とおりであるo
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.2003年と2006年は- スロべニア.リュブリャ-ナ市.リュブリヤ-ナ大学

.2004年は,トルコ.アンカラ市.土日基金文化センタ-

.2005年と2007年は- -ンガリ-.ブダペスト市郊外 くカ-ロリ.ガ-シュパ-ル大学目本

学科主催l

日本語教育連絡会議について,群馬大学の砂川裕-先生が下記のとおり的確な紹介を行ってい

る く日本語教育連絡会議ホ-ムペ-ジ く若井誠二lから引用l.

ノ適潜会麓ノ統 促廉飲おcfぴそ物艶好のH臓好を中心ir Lた停毅交瀕t彪顔会tを

G戯t L T. 1988牢IEmヱ-ゴヌラビアのjlllクブL7ブ土クrあのIHヱ-磯の虜ぎの厳裾磯

きれ.そLT蘇っjil野プ で1好めて願きれ,それ以来姦卒. 1尻 たいTいの穿合促廉紗ど

こか聯きメ乙ているo. . . I中解ノ彪虜邑なぐ牢会費あなレlo 虜窟Lた事務局あなLlo よぐ学

び.
cfぐノ欝.クーcfぐ遜び.よぐ倉ペかつcfぐ飲むこtを二蒼LみIrLて賓まクたい人,5j算まa手伊

クの蕨穿会であao LかL.膚赦交瀕のjtlめの穿告巌丈穿ば姦牢必ヂ丹行Lていao B,勿ガ1らの

事修でi夢営鵬汐クE7-ズjlであク.ノニ来牢のお知らゼソば虜財t L, T今牢参勿LたJtlr Lか屠

かなblo それであどこかからノ野きつifT.叡琴久Lぶクの顔が3-E7yノ切どこかir貨うo

本研究は, 2006-ノ2008年度の3か年計画で遂行しており,来年度く2008年度1に研究を取りま

とめ,報告書を作成する予定である.昨年度に引き続き今年度は,中東欧諸国及びその周辺国の

日本語教育関係者から様々な情報を収集しているo本年度.は,まだ本研究の成果がまとまってい

ない段階であるo

5.日本語教育におけるコンピュ-タの教育利用

本研究を進めるにあたり, r日本語教育におけるコンピュ-タの教育利用Jに関する研究論文が

どのくらい発表されているかについて調べてみることにした.

李徳奉く20031は, F目本語教育Jlく日本語教育学会lの95年3月以降の記事と論文を調べた結

果, 0文法関連のものが最も多い く全体の24%l, C2,日本語教育の基盤をなす理論的研究が少な

い1 C81最近流行のCAI, WBII WBTのような教育メディア関連- コンテンツ,コ-パス関

連研究も見当たらない,と述べているo

鈴木く19951は, 1980年代半ばから約10数年間のコンピュ-タを日本語教育に利用すること

に関する研究を調査し,くり1990年代は飛躍的に研究件数が増えていることと,く21開発研究に

比べて,実際に授業にコンヒュ-タを利用する実践的な研究が少ないことを明らかにしたo

坂谷内 く20071は, r日本語教育Jく日本語教育学会Iの準備号から129号く2006年4月lまで

の45年間に発表されたすべての論文を調査しノ,oソコン, I T技術等に関する論文が全体論文の

約3% く-37ノ12891しかないことを報告しているo

5. 1 r日本語教育Jにおけるコンピュ-タ等に関する論文数の動向

図1は, 45年間のr日本語教育Jの論文数と-その内,パソコン等に関する論文数を5年区

分でグラフ化したものであるo論文全体の数は1980年代から現在まで年間約40本であるo その

内-パソコン等に関する論文数を5年区分でみると, 1981-1985年と1991-1995年に際立って

多いo この理由は, 1984年の特集rコンピュ-タと日本語教育Jと1992年の特集r日本語教育
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図1 r目本語教育J論文数とパソコン等に関する論文数
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図2 r日本語教育J口頭発表数と教育工学くコンピュ-タ等1口頭発表数
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とCAIJの影響であるo パソコン等に関する特集は- マイコンブ-ム く1983年lとパソコンブ

-ム く1990年代初頭lの年とほぼ同じであるo

1996年以降の約10年間-パソコン等に関する論文数の合計が7本しかないので- このブ-ム

の頃を除くと, r全体的に少ないJということ, r特に近年増加しているとはいえないJというこ

とがわかるo

5. 2 r目本語教育Jにおけるコンピュ-タ等に関する口頭発表調査

日本語教育学会の全国大会や研究会に参加すると- コンピュ-タ等く教育工学lに関する口頭

発表を聴くことが多い.そこで, F日本語教育jlに掲載されている全ての口頭発表く要旨1につい

て,教育工学に関する発表件数を調べてみたo今回調べた発表件数は, 2192件く総数1であるo

図2より,年々,口頭発表の数と教育工学くコンピュ-タ等う 口頭発表数が増加している.そ

して,その増加率はほぼ同じである.つまり,全体の口頭発表に対して1教育工学くコンピュ-

タ等,の口頭発表が占める割合の増加は見られない.結論として-教育工学くコンピュ-タ等l

の口頭発表数が増加しているのは,全体の口頭発表数が増加しているためであり,系年的に教育

工学くコンピュ-タ等1の口頭発表の増加傾向は見られないo

5. 3 コンピュ-タ等に関する研究の内容

鈴木く19951はノlOソコンのマルチメディア的な機能に着目して研究内容を分析し,その結果,

マルチメディア的なシステムは会話の練習や漢字学習.文法学習に関するものが多いこと- そし

て1991年以降増加していると述べているo

r日本語教育Jの論文はパソコン等に関する論文が少ないので,そのような傾向の有無を調べ

ることができないo そこで,筆者は1996年以降のr日本語教育Jに掲載されている口頭発表く要

旨lとCASTELノJ,99プロシ-ディングく19991とCASTELノJ2002プロシ-ディングく20021の研究

発表を対象として-パソコン等に関する研究の内容の分析を試みたo

教育工学的なキ-ワ-ドとして,マルチメディア教材, wBT,インタ-ネット利用学習に関

する研究が非常に多い.そして-読解支援システム,遠隔教育,電子メ-ルに関する研究も比較

的多いo研究のタイプを調べると,開発研究が殆どセ,基礎研究.応用研究が少ないo多くの開

発研究は, I T技術による新しいツ-ルやメディアを日本語教育に利用しようと試みるものであ

るo

5. 4 コ-パス等を利用した研究

最近の教育工学的な研究につVI-C概観すると, CD-ROMに収録された文庫本や新聞を利用した類

義語分析,各種コ-パスを利用した研究, cD-ROMやホ-ムペ-ジ検索によって語嚢の意味分析.

文法の実態調査等を行った研究が比較的多いo これらの研究は-ディジタル化くテキスト化1さ

れた日本語をコンピュ-タで処理することによって,短時間に大量のデ-タを収集1分析するこ

とができ,コンピュ-タがない時代に同様な研究を行っていた研究者と比べて人的労力が少ないo

そのため-研究の着眼点が良ければ,または興味深い結果が得られた時,その研究成果を短期

間に論文にまとめることができるという特徴を持つ.今後1各種コ-パスの開発やホ-ムペ-ジ

等による様々な情報提供が加速度的に推進されることが予想されるため,このような研究が益々
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多くなると推察することができるo

5. 5 マルチメディア映像一 音声分析等を利用した研究

最新のI T技術である,マルチメディア映像,音声分析,音声合成等を日本語教育に応用した

研究がいくつか報告されている.

E例1コインタ-ネット接続のビデオ会議システムを利用して,遠隔で会話している双方の発話

行為を分析すると,このシステムを利用すると1より積極的な言語管理の意識が働いている

ことが明らかになったo

E例2コパソコンを使ってディジタル録音し,音声分析ソフトを利用して調査した結果,母音の

無声化に関する特徴が明らかになったo

E例3コ コンピュ-タを媒体とした口頭能力試験を作成し実施した結果,この試験と日本語能力

試験く特に2級lとの正の相関関係があり-妥当性が認められたo

このように,新しいI T技術を取り入れた教材開発や授業実践報告.研究は,先駆的な日本語

教育研究であり,これら新しいツ-ルやメディアの有効性や効果的利用法等を明らかにすること

で-今後,同様な手法で研究しようとする者を先導的する役目を持っているo

日本語教育におけろコンピュ-タ利用が目新しVlことではなくなったとき,新たな課題がある

という報告や,新たな課題に対しての解決法を見出そうとする報告があるo

E例1コ 中国系留学生を対象とし,片仮名のコンピュ-タ用語に関する調査を行った結果,日本

語のコンピュ-タ用語を理解していない留学生のために,母国語または英語との対照表が必

要性であるo

E例2j 日本語学習が日本語ワ-プロで文書を書し1たときの漠字の誤変換や長音や促音の誤入力

の実態を調査したo

6.おわりに

最後に- 日本語教育の論文にコンピュ-タ等に関する論文が少ない理由を考察してみる.まず

第-に,日本語教育者と工学者の共同研究が少ないことである.第二に,研究の新規性は認めら

れるが,日本語教育における有効性や実践した結果に関する評価が十分ではないことであるo場

合によっては費用対効果の検証や環境整備に伴う条件等が厳しいという間題も見受けられるo今

後,コンピュ-タ等に関する論文が増加することを期待したい.
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