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内容

1. 外国人の日本語文章読解を支援する日本語学
習システム．

2 数式の入力から採点までを実施する数学教育2. 数式の入力から採点までを実施する数学教育
システム．

3. ユーザに応じたコンテンツを配信するヒューマ
ンライクe‐ラーニングシステム．ンライクe ラ ングシステム．

想定される用途：想定される用途

日本語教育，外国人向け情報提供，小学生から高校
生までの数学教育 e‐ラーニングシステム一般
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生までの数学教育，e‐ラ ニングシステム 般



日本語教育を取り巻く状況

留学生30万人計画

教育再生懇談会（2008年5月20日）

留学生数の遷移留学生数の遷移

文部科学省文部科学省
ホームペー
ジより
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図：（青）海外の大学へ留学する日本人学生数，（赤）日本の大学で学ぶ留学生数．



日本語学習者数の遷移

国際交流基金「海外の日本語教育の現状－日本語
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国際交流基金「海外の日本語教育の現状 日本語
教育機関調査・2006年－」より



日本語と英語の比較(1)

物真似音声が似ていると知覚される要因を調物真似音声が似ていると知覚される要因を調
べるため，プロの物真似タレントによる物真似
音声と対象話者の音声を比較した音声と対象話者の音声を比較した．

This study is a comparative survey of voice 
produced by a professional impersonatorproduced by a professional impersonator 
imitating a target speaker in order to explore 

ibl t l f t f i il it fpossible perceptual factors of similarity of 
speaker characteristics. 
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日本語と英語の比較(2)

日本語は，

分かち書きをしない．

漢字を使う漢字を使う．

日本語を学ぶ人たちにとっては，

どこまでが１つの単語かわかりにくい．

漢字の読みをおぼえるのが大変．漢字の読みをおぼえるのが大変．

辞書をひくのが難しい

文章を読むのが 苦労文章を読むのが一苦労
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リーディング・チュウ太(1999～)

形態素解析で日本語文章を単語に分割し，各単
辞書情報を す語に辞書情報をリンクする．

東京国際大学川村よし子先生との共同研究東京国際大学川村よし子先生との共同研究．

態素解析

サーバー

形態素解析システム
ChaSen (NAIST)

今日は良く晴れました
今日 きょう 今日 時相名詞
は は は 副助詞
良く よく 良い 形容詞
晴れ はれ 晴れる動詞晴れ はれ 晴れる動詞
ました ましたます 動詞性接尾辞
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辞書

WWWブラウザ



システムの特長

学習者の特性を熟知した日本語教師との共同開発．

学習者

日本語文法を知っていれば 辞書を引く手間を省いて読め日本語文法を知っていれば，辞書を引く手間を省いて読め
る． 多読

自分の読みたい文章を教材にできる自分の読みたい文章を教材にできる．

オンデマンド教材

日本語教師日本語教師

講義のたびに教材にふりがなをふったり，単語リストを作る
手間から解放される．

コンテンツとツールを切り分けたことによる自由度向上．
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チュウ太のツール群

日本語教育に役立つさまざまなツール，情報．

辞書ツール

レベル判定ツールレベル判定ツ ル

読解教材バンク

リ ク集リンク集

チュウ太を用いた教育の事例報告

日本語教育界のデファクト・スタンダードの１つ

// /http://language.tiu.ac.jp/
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レベル判定ツール

日本語能力試験（財団法人日本国際教育支援

協会）の級に応じて，入力文章中の語彙または
漢字のレベルを判定する．漢字のレ ルを判定する

教師が，学習者のレベルに応じた教材を探すの
に重宝しているに重宝している．
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読解教材バンク

日本語教育に適した文章（200以上）を，辞書ツール
レベ 判定ツ で処理して掲載，レベル判定ツールで処理して掲載．

ThinkQuest@Japan’99大学生・社会人の部最優秀賞Quest@Japa 99大学生 社会人の部最優秀賞
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辞書作りの広がり

辞書さえあればチュウ太のシステムに載せられるこ
とが 各国の日本語教育界で知られるようにな たとが，各国の日本語教育界で知られるようになった．

個人の力で育てられた辞書が点在していた．個人の力で育てられた辞書が点在して た

辞書作りプロジェクト

オランダ語 スロベ ア語 スペイン語オランダ語，スロベニア語，スペイン語，…

日本語教育用の例文を含む

辞書ツールに反映されつつある

広告を取ることで市販の辞書を広告を取ることで市販の辞書を
利用したサービス実現の可能性
あり
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技術的課題

意味情報以外の情報を提供したい．

ポルトガル語，中国語，朝鮮語の辞書が欲しい．

携帯端末で利用できるように携帯端末で利用できるように．

携帯電話，携帯ゲーム機

学習効果向上 ため 機能 開発学習効果向上のための機能の開発．

文章難易度に関して，文章難易度に関して，

文章難易度判定の高度化

言い換え技術による難易度変換言い換え技術による難易度変換
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数式の自動採点

• Web上での数式の自動採点

背景と目的

数式評価サーバ 表現形評価サーバ
• 穴埋め・選択式出題

• 簡便な内容になりがち

• 数式を数式として採点する

webMathematica webMathematica

数式を数式として採点する
• 解析器の構築・入力方式の整備が困難

• 既存の数式処理システムの活用による解決

• 数式処理システムのメリットを生かした，

TeX表現による
・入力された数式

数式処理システムのメリットを生かした，
細やかな処理の実現

手法
・正解の数式

• 2つの式を比較する数式評価サーバ群
• webMathematicaによる数式評価サーバ・表現形

評価サ バの構築

手法

数式入力GUI
評価サーバの構築

• 数式入力GUIを持つクライアント
• Flashによるグラフィカルな画面表示

式 力
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WEBブラウザ• GUIを用いたマウスオペレーションによる数式入力

• TeXによる汎用的な入出力



動作例と特徴

数式
価 象

表現形
採点結

動作例 評価例

数式
評価サーバ

評価対象
表現形

評価サーバ
採点結果

x^2-3x+1
と

3 + ^2+1
正解True True

-3x+x 2+1
x^2+x-2

と
(x+2)(x-1)

不正解True False

x^2+x-1
と

x^2-x+1
不正解False False

特徴と展望

2つのTeX形式の数式を受け取ると評価を実施
コンテンツの充足，事例の蓄積が課題
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充足，事例 蓄積 課題

携帯機器等，様々なシステムからの利用の可能性



ヒューマンライクe-ラーニングシステム

エンターテインメント性

楽しみながら学習

試行錯誤を通じ発見

一人ひとりにあった学習

（必ずしも全員が同じストーリーで学習しない）（必ずしも全員が同じストーリーで学習しない）

対話型

があたかも人間の教師が

対話型
質問に対し即座に対応

する

あたかも人間の教師が
側にいるように
状況に応じて対応する
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ヒューマンライクe-ラーニングシステムのヒューマンライクe ラーニングシステムの
構築

システムを構成する諸要素

Support Vector Machines 
(SVM)による学習者の試行錯
誤状況の評価

構文解析による質問への自動構文解析による質問 の自動
応答

音声に合わせたキャラクタの音声に合わせたキャラクタの
アニメーション

今後の展望
コンテンツの充足と親しみやすいシステムを目指した更なる改編
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充足 親 す を目指 更 改編

メンテナンス性の向上と拡張性の向上



まとめ

日本語学習システム
学習者が読みたい文章を教材にすることができる学習者が読みたい文章を教材にすることができる．

教師の教材作成支援にも利用可能．

災害時 情報提供など様 な応 能性がある災害時の情報提供など様々な応用の可能性がある．

数学教育システム
数式処理システムのメリットを活かした細やかな採点をオ
ンライン上で実現

数式入力クライアントと数式評価サーバからなるシステム

ヒューマンライクe‐ラーニングシステムヒ マンライクe ラ ングシステム
機械学習を用いて状況に応じたコンテンツを配信

学習者の興味を持続させる様々な仕組みの導入学習者の興味を持続させる様々な仕組みの導入
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デモ

知財本部ブースIP‐53（甲南大学）にて，３つのシ
デ を ますステムのデモンストレーションを行います．

日本語学習システム日本語学習システム

数学教育システム

ヒューマンライクe‐ラーニングシステム

ぜひお越しくださいぜひお越しください．
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お問い合わせ先

甲南大学フロンティア研究推進機構

産官学コーディネータ 安田耕三

Tel 078 435 2754Tel: 078‐435‐2754

Fax: 078‐435‐2324

e‐mail: officefront@center.konan‐u.ac.jp
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