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研究成果の概要（和文）：本研究では、日本語母語話者や教師による学習支援を得にくい学習者に対して、漢字
と特殊拍の多段自律学習を支援する公開型仮想学び舎を構築し、新しい時代の教育改善に資することを目的とし
た。
漢字産出支援では、Web型手書き漢字認識システムを開発し、漢字の画や筆順を誤った場合は、画の色を変更し
て、学習者に誤りに気づきを生み易い機能を付けた。世界各地から利用され、過去一年間は約４分の1がスマー
ト機器からの利用であった。また、特殊拍音声の産出支援では、スマートフォンを用いて、100点法の対話型発
音評価を開発した。運用実験では、米国の学習者に活用され、その5段階MOS値が約4.0であり、有効性が確認さ
れた。

研究成果の概要（英文）：We have developed an autonomous learning support system for production of 
Japanese kanji and special morae in the Open-MANABIX. And we have carried out global field testing 
and evaluation for the system.
Ability of production and discrimination for similar kanji such as ”禾-未-末” and “木-不” is one
 of important skills for kanji learning. We have developed a web-based system of kanji hand-writing 
recognition for skill up. In the system, error strokes by learners are automatically marked by a 
color for noticing. About one quarter of accesses for the system is from the smart devices.
In assessments for production of special morae, spoken words are recorded using smartphone apps for 
SNR improvement, and then are calculated as between 0 and 100 points by Bayes’ theorem. The total 
average of mean-opinion-score by non-native speakers in the test mode has the value of 4.0. Then, 
the system is effective for autonomous learning of Japanese special morae.

研究分野： 教育工学
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１．研究開始当初の背景 
2008 年に文部科学省が発表した留学生 30

万人計画を達成するには、渡日前の日本語教
育をより推進する必要がある。また、日本国
内でも、発達障がい児や外国に外国にルーツ
を持つ子どもたちへの「やさしい漢字教育」
や「日本語特有の特殊拍音声教育」の必要性
が高まっている。近年、スマート機器が非常
に普及してきており、日本語母語話者や教師
による学習支援を得にくい学習者に対して、
人工知能や情報技術を利用して、自律学習支
援できる環境が整ってきている。 
 
２．研究の目的 
 本研究では、人工知能や情報技術を利用し
て、日本語母語話者や教師による学習支援を
得にくい日本語学習者に対して、スマート機
器により、いつでも、どこでも、だれにでも、
手軽に、繰り返し学習できるクラウドコンピ
ュータ環境で、漢字と特殊拍音声の産出学習
を支援する多段自律学習できる公開型仮想
学 び 舎 (Open-MANABIX: Multistage 
Autonomy Networks for Associative Brain 
and Intelligence in Cloud Computing 
Systems)を構築し、地球規模での公開運用実
験を行い、新時代の日本語教育に資すること
を、研究目的とした 
 
３．研究の方法 
本研究では、自律学習のアドバイザーの段

階的な関わり度合いに応じて、多段的な自律
学習を支援する日本語学習支援システムを
開発して、地球規模の運用評価を実施する。 
なお、アドバイザーをコンピュータに代替

する場合に、学習者に「気づき（noticing）」
を与えるように、誤り情報などをフィードバ
ックする機能が必要であり、より効率的なフ
ィードバック方法を検討する。 
 自律学習支援システムの地球規模での運
用評価においては、米国ホノルル、メキシコ、
イタリア、トルコ、米国ボストンで開催され
る国際学会で発表し、普及のための広報活動
も行う。 
 
４．研究成果 
(1) 漢字産出の自立学習支援 
① 漢字学習支援 
非漢字圏の日本語学習者においては、明朝

体フォントの鱗を漢字の重要な要素と捉え
るなど、誤りが化石化してしまう危険性があ
る。また、発達障がい児では、明朝体の漢字
の横の線が見えなかったり、太字ボールド体
は真っ黒に見えたりするため、比較的、丸ゴ
シック体や、やや太めの教科書体がわかりや
すいと言われており、画の止めや跳ねに気づ
きにくい傾向がある。このため、漢字格文法
と、スマートフォンに手書き漢字認識機能を
導入し、漢字の筆画の誤りなどを色つきでフ
ィードバックする機能を追加した、日本語学
習者向け自律型漢字字形学習支援システム

を開発した。 
 
② 自律型漢字字形学習支援システム 
自律型漢字字形学習支援システムでは、例

えば、「木」の第１画を「←」と逆向きに書
いたり、「木」を「十」と「へ」で書いたり
した場合、「←」や「へ」の画に色を付けて、
学習者に自動でフィードバックする機能を、
学習者向けに追加した。すなわち、誤りの画
をカラーで、学習者にフィードバックするこ
とにより、学習者は、漢字の画の記述誤りに
気が付きやすくなり、漢字の画の字形の特徴
を自律的に学習できる。ひいては、禾-未-末、
木-不、好-奴、計-訂、肌-肋、漢-漠などの
類似漢字の識別力が向上し、漢字の理解力が
高まるものと期待される。 
 
 ③ 漢字画文法の利用 
 漢字の学習の初期段階で、30 分程度の漢字
の画文法の知識を説明する。 
 従来、部首、偏、旁などの構成要素で分割
する方法は考えられていたが、文の係り受け
構造木と同様に、漢字をさらに画まで多段階
に木構造で分解して表現すと、筆順も理解し
やすくなる。 
漢字画文法では、T, H, N, S, P (↗、→、

↘、↓、↙）の 5 個の基本画でのみ表現され、
はね画や明朝フォントの鱗などは、在っても
無くても良いと考える。すなわち、「干」と
「于」のように、「跳ね」が漢字の弁別の要
素になる漢字の例も存在するが、常用漢字
2136 字の中には、「跳ね」が漢字の弁別とな
らないので、時計の 9 時以降の方向画は存在
しないものとし、この 5 画を基本画とした。 
また、画文法では、漢字は、5 個の基本画

と 10 個の複合画 A, F, K, L, M, V, X, Y, Z, 
W（フ、㇆、く、L、レ、∠、㇈、㇉、乙、㇎）
の合計 15 個の書記素（grapheme）から構成
されるものとする。すなわち、鋭角のみが結
合し、鈍角は結合しない。また、TNはひらが
なの「へ」として存在するが、漢字には存在
しないし、また、NP は、こざとへん「⻖」の
第 2画目に含まれるが、経済則から、HP「フ」
で代用させる。 
漢字の画の筆順優先規則(Kanji Stroke 

Order Rule)として、（ ）を漢字例、[ ]を
反例漢字例とすると、上から優先順位の順番
に、以下で表される｡ 
1. 偏や旁の基本要素毎に書く（山行林時曜）

/Radical Rule 
2. 慣性の筆運動法則に従う（⺡⺖⺘⺩右左）
/Anti Inertia and Beauty Rule 
3. 貫く画は後で書く（十子女中母毎）[世] 
/Through Stroke Last Rule 
4. 連続する鈍角の画は分離、鋭角の画は連
続（氏卵）/ Acute Connection and Abuse 
No-connection Rule 
5. 蓋は後で書く（日田円曲国）/Enclosure 
Last Rule 
6. 中左右は中-左-右の順に書く（業）[⺖] 



/Center First Rule 
7. 左はらい右はらいの順（六父文食袖）
/Left and Right Sweep and Happy Rule 
8. T字形を先に書く（王玉集）[干金] /T First 
Rule 
9. 上から下の順に書く（上下止王）/Up to 
Down Rule 
10. 左から右の順に書く（八川心）/Left to 
Right Rule 
一般的に、画の順序として、9 番と 10 番の

規則が強調されているが、特に、7 番と 10 番
の規則の優先順序を理解していると、「父」、
「文」、「食」、「初」などの筆順を誤ることが
なくなる利点がある。 
また、このツールを使用すると、同一部首

や画数の漢字の検索や、意味や読みが不明な
漢字も、高価な電子辞書をしようすることな
く、スマートフォンを利用して漢字を検索す
ることができる。さらに、意味、読み、画数、
部首、SKIP、四角号碼など、様々な方法でも、
漢字を検索できる機能を有している。例えば、
SKIP 法では、従来、「引」を”1-3-1”で検索
していたが、 図式的に“⿰-3-1”または”
⿰3-1”でも検索できる。また、高価な電子
辞書を使用することなく、日ごろ使用してい
るスマートフォンを利用できることは、非常
にメリットとなる。 
 学習支援の例として、具体的には、15 個の
書記素と画文法を用いて、図 1(a)の例ように、
点つなぎを通して、漢字の基本を学ぶ。次に、
手書き認識システムを用いた場合、図 1(b)
の例ように、「木」を「十」と「へ」で書い
たりした時、「へ」の部分が赤色で表示され
る。また、図 1(c)の例ように、1画目と 4 画
目を逆方向に書くと、オレンジ色で表示され
る。さらに、2 画目と 3 画目の角度は鋭角で
あるので、筆順優先規則第 4 により、連結す
るはずであったが、3 画目を分離して書いた
ため、赤色の誤りとして表示される。このた
め、学習者が気づき易くなり、学習を効率的
に行うことができる。 
 
 
 
 
 
 
 

  

(a)         (b)            (c) 
図 1 漢字の点つなぎ学習と手書き誤り自動
検出表示例 
 
④ 漢字学習支援まとめ 
手書き認識機能を用いたスマートフォン

の自律型漢字産出学習支援システムについ
て述べた。この Web 版システムの過去１年間
の利用数は、約 5万漢字で、１日あたり約 150
文字の利用であり、また、その約 25%がスマ
ートフォンからの利用であり、世界各地から
有効的に活用されていることが分かった。な

お、公開している「ひらがなの手書き文字認
識機能」も、積極的に利用されており、漢字
に加えてひらがなの学習支援の充実させる
必要もある。 
 
なお、漢字仮名文字の手書き漢字認識シス

テムの URL は、以下である。 
http://www.sp.cis.iwate-u.ac.jp/icampus
/u/ihwr.jsp 
 
(2）特殊拍音声産出の自律学習支援 
① 特殊拍音声対話型試験システム 
日本語の発音が拍（モーラ）リズムに対し

て、外国語はストレスリズムなどであること
から、日本語学習者や発達障がい児の中には、
促音、撥音、長母音の特殊拍の発音が困難な
場合がある。また、テ形動詞の活用に含まれ
る特殊拍の発音も、音声と文法の面から困難
な場合がある。 
 このため、スマートフォンから、『「言う」
のテ形は何ですか？』と合成音声で質問され
た場合、「言って」または「言ってください」
と答えると、図 2 の例のように、50点以上の
正解かどうか教えてくれる対話型特殊拍音
声試験システムを開発した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 2 発音評価結果の表示例（かかって） 
 

② 発音学習支援システム評価 
 米国の大学生 66 名による演習と米国の大
学生 13 名による対話型試験の特殊拍音声の
判別率が、それぞれ 84%、85%であった。また、
本システムの評価を、米国の日本語学習者 7
名に 5段階平均オピニオン評点で行った結果、
評点が 4.0 であった。 
 
③ 発音学習支援まとめ 
本研究では、拗音を含む単語音声中の特殊

拍を対象とする自律学習支援と対話型発音
試験のシステムを開発した。このシステムで
は、S/N 比を改善するためスマートフォンア
プリにより音声入力を行い、音素認識後の特
殊拍の対数化持続時間と単語拍数から、事後
確率に基づいた 100 点満点のスコアを求めた。
65 個の演習単語による特殊拍の学習支援機
能と、10 個のテ形動詞からなる合成音声によ
る質問に回答する形式の対話型試験機能を
備えた。米国の大学生 66 名による演習と米
国の大学生 13 名による対話型試験の判別率
が、それぞれ 84%、85%であった。また、米国



の大学生 7名による学習者アンケートにおけ
る平均オピニオン評点が 4.0であったことか
ら、システムの有効性が確認された。 
 なお、日本語の発音においては、特殊拍の
他に、単語アクセントの発音が困難な場合が
多い。このため、開発したアプリの中には、
単語アクセントのアクセント型自動判定機
能も加えている。 
 
特殊拍音声と単語アクセントの発音評価

システムは、以下の URL で無料公開している。 
http://sw.sp.cis.iwate-u.ac.jp 
 
また、特殊拍と単語アクセント発音評価の

アンドロイド版アプリ SAIDER は、以下から
無料でダウンロードできる。 
http://sw.sp.cis.iwate-u.ac.jp/s/downloads/appl
ication/saider.apk 
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