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研究成果の概要（和文）： 本研究では、日本人学習者の外国語のコミュニケーション能力

向上を目指して、ICT（情報通信技術）を利用したCALL（コンピュータ支援型語学教育）

やe-ラーニングを含む応用言語学的研究を展開した。国際化時代に有効な会話主体の外国語

教育支援システムの開発を推進し、良質で多様な言語文化の理解が可能なコンテンツの開

発に基づきICT支援型の教材も作成した。研究成果の一部であるマルチメディア教材は希望

する教育機関や研究機関に提供することができた。 

 

研究成果の概要（英文）： The aim of this study is to improve the communication skills 

of Japanese learners of foreign languages. We have expanded our research in Applied 

Linguistics to include e-learning as well as CALL (Computer Assisted-Language Learning) 

with ICT (Information Communication Technology) for the purpose of developing a 

conversation-based support system for foreign language learning that is more effective 

in the age of internationalization. Copies of the multimedia CALL materials we have 

developed as part of our research results have been provided to educational facilities 

and research institutions at their request. 
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 (1) 研究の準備状況として、応用言語学・音
声学を専門とする研究代表者・壇辻は、音
声・言語情報処理を専門とする研究分担者・
坪田と協力して、共同で先進的な音声・言語
情報処理技術を活用してコンピュータによ
る英語会話の自動評価を含むコンピュータ
支援型外国語教育や e-ラーニングに関する
研究を展開してきた。  

(2) 本研究では、対象言語を既習外国語であ
る英語だけに留めるのではなく、各大学で比
較的履修希望者の多く見込まれる初習外国
語の会話教育へのコンピュータ支援システ
ムへと展開をはかり、それをステップとして
さらに多様な言語への応用へと拡張を図っ
ていきたいと考えていた。  

(3) また、開発当初の社会的背景としては、
社会の国際化や高度情報化に伴って、外国語
会話に対する社会の関心は益々高まる傾向
にあったが、一方、大学を含む高等教育機関
における人件費抑制の傾向が続く中で、外国
語教育課目に必要な教員増が俄かには望め
ないだけでなく、非常勤講師の削減が進む状
況にあった。  

(4) そこで、初級や初中級レベルで、会話教
育指導がインタラクティブに可能で、ある程
度自動化を図ることができるコンピュータ
支援型教育(ＣＡＬＬ)や e-ラーニングを導入
して、各学生のニーズや自律学習（自学自習）
への意欲に応じた指導を行うことを目的と
した。  

 
２．研究の目的 

(1) 本研究では、外国語の基礎運用能力の内、
学習者の会話の音声入力に対応して発音指
導とリスニング指導及び初級文法指導を、自
律学習（自立学習）、すなわち、自学自習の
学習形態で習得を可能にする外国語学習コ
ンピュータ支援型（CALL）システムとその
e-ラーニング化の開発を目指すものである。  

(2) 具体的には、日本人学習者が困難を感じ
る外国語の会話の習得支援を目的とする。音
声・言語情報処理技術を応用したコンピュー
タによる日本人学習者の外国語発音や初級
文法の認識と評価や教示がインタラクティ
ブに可能な CALL システムと e-ラーニング
の開発を目的としている。  

(3) マルチメディア・コンテンツを内蔵して
いて、会話の実践場面をモニター上に再現し
て、学習者のモチベーションを高め、コンピ
ュータやモバイル機器との応答によって外
国語会話が進捗するシステムである。初級段
階の基礎的な反復練習の部分をコンピュー
タへの音声入出力を利用して自律学習や学
習評価を試みることを目的としている。  

(4) また、研究の成果である外国語教育支援
マルチメディア教材は、希望する教育・研究
機関に無償で提供し、研究の成果を社会貢献

に繋げることも目的としている。  

 

３．研究の方法 

(1) 基礎段階での研究計画では、多様な外国
語教育に適したマルチリンガル音声データ
ベースの構築と、学習者の音響モデルの設計
を研究計画の中心に据えた。  

(2) 中間段階では、実際の会話の場面をコン
ピュータ上に再現するための、音声や画像・
映像などのマルチメディア・コンテンツの開
発と構築を推進する。また、学習者の会話を
自動的に分析し、自動認識と自動評価しなが
ら応答を行なうマルチモーダル・インターフ
ェースの構築を進める。 

 (3) 応用段階では、構築した応用言語学的シ
ステムを外国語教育の現場に実践導入し、問
題点を洗い出し、本研究課題の実用化を目指
す。  

(4) 本研究計画では、今日の進んだ ICT を活
用した外国語教育システムの構築とマルチ
メディア教材の開発が柱になる。初年度の基
礎段階での研究計画では、多様な外国語教育
に適したマルチリンガル音声データベース
の構築と、学習者の音響モデルの設計を研究
計画の中心に据えた。  

(5) 翌年度と翌々年度は、実際の会話の場面
をコンピュータ上に再現するための、音声や
画像・映像などのマルチメディア・コンテン
ツの開発と構築を推進した。また、学習者の
会話を分析し、認識と評価しながら応答を行
なうマルチモーダル・インターフェースの構
築を進めた。 

 

４．研究成果 
(1) 本研究では、日本人学習者の外国語コミ
ュニケーション能力の向上を目指して、ＩＣ
Ｔを利用した応用言語学的研究を展開し、国
際化時代に有効な会話主体の外国語教育支
援システムを開発し、教育の現場に提供・導
入して、教育界や社会に貢献することを目的
としていたが、この研究成果によって得られ
た ICT 支援型外国語教材や CALL システム
は、マルチメディアの特性を活かした斬新な
試みを含んでおり、申請者の本務校の初修外
国語の現場だけではなく、希望する他の教
育・研究機関や、高大連携や地域連携を通じ
て、他の教育・研究機関からも高い評価を得
ることができた。 

 

(2) マ ル チ メ デ ィ ア 英 語 CALL 教 材
GLOCAL STUDIES, CD-ROM 版は、高大連
携や地域連携を通じて、地域の高等学校等に
も提供され、好評を博した。  

(3) 学習者の会話を自動的に分析し、自動認
識と自動評価しながら応答を行なう ICT 支
援システムは国立民族学博物館・言語展示部
門・言語展示用プログラムに提供され、好評



 

 

を博した。  

(4) 留学生用日本語教育用 CALL 教材『日本
の風土と文化』試行版は、中国のハルビン工
科大学等にも提供され、好評を博した。  

(5) 上記のように、研究成果は内外の教育・
研究機関においても好評を博し、高い評価を
得ることができた。実際の教育の現場での声
をフィードバックし、今後の改善につなげる
ネットワークの形成も可能になった。 
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