
コンピュータとドイツ語教育

―マルチメディア型外国語CAI学習の現在―

吉田　光演

０.　はじめに　―「外国語教育の工夫」としてのCAI　―

　文部省が今年度、国立大学９５校を対象に実施した「大学改革実態調査」の項目の中に

は「情報処理教育の取り組み」の他に、「外国語教育の工夫」も挙げられている。これは、

教養教育（旧一般教育）に自明の柱として組み込まれてきた外国語教育のあり方への批判

の現れである。少人数教育、習熟度別クラス、文化的背景の紹介、実践的な会話授業など

の工夫が考えられるが、筆者はその中に「コンピュータ支援外国語教育」（Computer

Assisted Instruction: CAI)を組み込むべきだと考える。吉田(1992a)、吉田(1992b)で、

筆者はパソコン教材の利用について論じたが、当時在職していた琉球大学には外国語用コ

ンピュータ教室がなかったので、授業には応用できなかった。1993年10月から広島大学

総合科学部に移り、1994年4月から総合科学部のJ209ＬＬ教室において、２つのクラス

（総合科学部１年生のドイツ語、外国語コース対象の「ドイツ語聴取法演習I I 」）でCAI

授業を担当することになった。もはや実践が伴わない理想を語るだけでは済まない。そこ

で、この間の授業の実践の経験と反省を踏まえながら、CAI教育をとりまく現実と今後の

展望を模索してみたい。本報告は、又、CAIドイツ語授業が果たして、外国語の教育＝学

習と適合するのかどうか、という問いに対する一つの答えでもある。

１. コンピュータは外国語学習を不要にするか？

　筆者が構想する外国語CAI教育は、コンピュータを道具として授業に利用することであ

り、コンピュータの操作を教えたり（コンピュータリテラシー教育）、コンピュータを教

師の肩代わりにする（完全なCAI)授業ではない。確かに、外国語（言語一般）の教育研

究領域でもコンピュータの役割は飛躍的に増大した。筆者は主にドイツ語を対象言語とし

た現代言語理論を研究しているが、理論言語学の観点から見ても、コンピュータ（人工知

能）に自然言語の理解をシミュレートさせるということは面白いテーマである。例えば、
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    (1)　猫が好きな犬



のような句の意味の曖昧性はどこから来るのか？(1)の名詞句は文を埋め込んでいるが、

名詞「犬」がその関係文で主語か、目的語になるかで、解釈が違ってくる：

    (1a) [[(犬が)[主語]　猫が好き] な　犬]

    (1b)  [猫が　(犬が)[目的語] 好き] な　犬]

単語の意味を直線的に繋げる訳では、正しい翻訳は不可能である。コンピュータに言語を

認知させるには、言語解析の規則と手続きを我々が知らねばならない。言語理解の過程を

コンピュータで実行可能にする言語理論があれば、その理論は客観的に証明されたことに

なる。もし、コンピュータで音声認識が100%近い精度で可能になり、外国語と日本語と

の双方向の機械翻訳が実現すれば、外国語学習の負担から解放されることも考えられるが、

幸か不幸か、そういう時代はまだ来ないだろう。英語を日本語に翻訳するソフトは価格も

下がっているが、それも人間が後から手を加えてやらなくては使いものにならない。次の

例は、英日翻訳ソフト"The Translator"(カテナ)の翻訳例である：

(2) In Japan, students have to work hard to get into college, but once they are in, they don't have to

study very much to pass their cources.

  --> 日本で学生がカレッジに入るために、一生懸命に仕事に持っている、 しかし、彼ら

が中にいるならば、彼らは彼らの cources を通過するために、非常に大いに勉強し

てはならない。

"have to"は「なければならない」の意味だが、"don't have to"が「なくてもよい」を表すこ

とさえ初期状態では解析できず、"not"=「否定」＋"have to"=「なければならない」を「し

てはならない」と誤訳する。これは辞書登録を行うことで、解決するだろう。しかし、文

脈上の意味選択（"be in"は「（大学に）入る」の意味）の問題は、プログラムに知識を追

加させることでは解決しない。要するに、正しい訳か誤訳かを判断するには、人間の側に

外国語の知識が不可欠であり、パソコンが外国語教師の職を奪う危機は遠いＳＦの話であ

る。だいいち、機械というフィルターを通してしか、他者を理解できないというのは、進

歩というより、不自由でしかない。コンピュータ教育としての情報教育が盛んに唱えられ

ているが、歴史的にも新しい情報を知る第一歩は外国語の習得だった。世界中どこにでも

行ける現代では、多くの言語を知らなければ、ハード面での技術革新は進んでも、ソフト

面で人間の多様なあり方は理解できない。その意味で今日でも外国語学習は、地味だが、

個人の「情報化」には欠かせない。コンピュータを即外国語教育に結びつけるアプリオリ
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な根拠は存在しないといわねばならない。



　

2.  外国語教育とテクノロジーの関わり

　他方、外国語教育を見ると、技術革新の流れとはほど遠い。黒板とチョーク、教科書に

辞書、教師１人に何十人の学生が向き合う一斉授業。加わったメディアと言えば、誰でも

持っているカセットデッキくらいである。20数年前には、アメリカの影響でＬＬ教室が

盛んに使われた。文法・読解ではなく、音声を反復練習し、実用的な外国語学習を進める

のが狙いだった。当時のＬＬ教室は、教員と学生がガラス壁で隔てられ、学生ブースを衝

立で仕切って、外部環境を遮断し、テープの音に集中する方式だった。筆者もこの方式の

ＬＬを使ったことがあるが、密室で言葉を教える非人間的環境にうんざりした。機械的反

復練習が外国語習得に役に立つのかという疑問が噴出し、この閉鎖型ＬＬは廃れた。その

後、ＬＬ教室も、仕切りを廃止したオープン型のものになり、ビデオ機器の普及により、

映像教材が開発され、AV機器を設置した視聴覚教室に移行した。そして、数年前からは

コンピュータの普及によって、大学でもコンピュータ教室が新たに作られ、語学設備でも、

少しずつパソコン教室が設置されつつある。広島大学でも、総合科学部のＬＬ教室の一つ

J209教室に44台の学生用パソコンが設置され、1993年から英語、フランス語のCAI授業

が行われ、筆者も今年度からドイツ語のCAI授業を担当している。

　ドイツ文学語学研究者を中心に「ドイツ語情報処理研究会」という研究会が作られてお

り、筆者もその一員である。この会の調査（「ドイツ語情報処理研究第6号(1994)」のア

ンケート）によれば、コンピュータ教室でドイツ語授業が行われている大学は７校である。

設備はあるが、ドイツ語CAI教育は行っていない大学は21校であり、ドイツ語のCAI教育

は圧倒的に少ない。CAI教室の設置に多額のコストがかかり、操作に高度の知識が必要な

ので、簡単に普及しないことは明らかである。外国語教員の中の一握りの物好きがとびつ

いているといっても過言ではない。だが、問題はテクノロジーの象徴であるコンピュータ

を、技術に背を向けてきた外国語教育がいかに有効に取り扱えるかということにある。単

に目新しい技術にすぎないなら、閉鎖型ＬＬのように、歴史の博物館行きだろう。そうで

はなく、コンピュータは有効な活用手段＝道具になりうるのかどうか？この疑問に答える

には、外国語教育の問題点とコンピュータの特性を考えねばならない。

3. 外国語教育の問題　―練習時間と動機―
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　子供は、母語の音声を聞きつつ、無意識に母語の音声・語彙・文法を習得する。それに



対し、日本人が外国語を学ぶのは、英語は中学校に入ってから、ドイツ語などに至っては

大学に入ってからである。大人の段階では、言語習得に関わる脳の発達は終わっており、

特に、大学での初修外国語の学習は限りなく困難である。初修外国語の場合、週２回の授

業で１年が普通だろうが、時間に換算すれば、実質1.5時間×2回×15×2＝90時間、合

計しても４日間にもならない。又、広島大学のように１クラスの受講生の数が平均５０～

６０数人という現状では教師が各人に指導する余裕はない。この環境で、外国語を学習せ

よという方が無理である。家で予習・復習の時間が授業の２倍位あればよいが、そのよう

な期待は非現実的である。この状況を無視した教育改善は机上の空論にすぎない。この

ギャップを補うには、大人の知性・興味に訴え、時間をかけた練習の場を作り出す必要が

ある。会話は切り捨て、文法を暗記させ、読解力を養成するのが、従来の文法読解式の授

業であった。大人数でも行えるが、教材がステロタイプになり、きめの細かい指導は無理

で、肝心の文法の練習も不十分である。旧式のＬＬ授業は、知性を無視して、機械的な反

復練習を行った。状況に支えられない言語学習がコミュニケーションのあり方と反するこ

とは明らかであった。視聴覚型ＬＬ教室の利用により、ビデオなど取り扱えるメディアが

拡大し、文化背景もビジュアルに提示でき、学習者の関心を高められる。しかし、豊かな

素材の受容をどのように能動的な学習に転化するかという問題は残る。

　結局、ネックになるのは、クラスの人数の大きさと授業時間の不足という外部要因と、

教材の貧困さによる動機づけの不足という内部要因である。これを解決する（一つの）手

段として、コンピュータの利用がある。これを次に見よう。

4.　マルチメディア型コンピュータの登場

　コンピュータは用途が限定されない汎用機である。確かに、昔のコンピュータは数値計

算が主目的で、言語処理には不便だった。10数年前、論文作成のために大学の計算機端

末を使用したが、その日本語エディターは１行編集しかできず、ドイツ語のウムラウトは

手書きする他はなかった。その後、国産パソコンも購入したが、外国語ワープロとしては

あまりに貧弱だった。1989年にドイツのKonstanz大学に研究員として在籍する機会を

得たが、同大学の言語学科のコンピュータ環境は素晴らしいものだった。多くの研究室に

はパソコンが設置され、10数台のアップル・マッキントッシュ（「Mac」と略す）とレー

ザープリンターを備えた共同コンピュータ室もあった。これらの機器はネットワークで結
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ばれており、コンピュータ室のレーザープリンターにアクセスするだけで文書が印刷され



る。「今からテクストが出て来る、行こう！」言語学の教授がそう言って、研究室からパ

ソコン室に行くと、プリンターから美しい書類が出てくる。現在では珍しくないが、こう

したネットワーク環境は、当時の私にはまるで魔法だった。更に、ウムラウトだけでなく、

フランス語の記号や、音声記号なども表示でき、絵・図も描ける。辞書、シソーラスも利

用できる。ゲーテのように多くの作品を残した人のテキストから単語を検索し、頻度を出

すといった大変な作業も楽に行える。この体験から、人文系分野でもコンピュータを欧文・

日本語タイプライターの用途を越え、様々の道具として利用することの可能性を発見した。

更に、これは外国語教育にも利用できるのではないかと考え始めたのである。

　外国語を学ぶ場合、状況・場面などの言語外の要素を無視できないし、外国の生活の生

きた知識もなくては面白くない。つまり多様なメディアを使用できる環境が必要である。

現在のパソコンは機種を問わず、文字、グラフィック（動画）、音声などを統合したマル

チメディア型のものが主流になりつつある。例えば、パソコンとカセット・ビデオ機器類

を接続して、音声・映像データをやりとりすることもできる。確かに、文字は書物の形で

読め、音声はカセットで聞けるし、ビデオデッキがあれば洋画も見られる。しかし、これ

らはあくまで一方通行のメディアで、いくら懸命に働きかけても、元の素材は変わらない。

それに対してコンピュータは、プログラムの構造によって、臨機応変に反応する。プログ

ラムに一定の融通性があれば、学習者からの働きかけで、メディアの応答の仕方も変わる、

つまりインターラクティブ＝相互方向の形での主体的な学習が可能になる。練習問題も、

間違った箇所を何度でも繰り返すことができ、自分のペースに合わせて進められる。ゲー

ムと同じ感覚で遊びながら、楽しみながら外国語を学ぶことも出来、行ったこともない国

の文化、生活、慣習などについても、学習者の興味に合わせて、選択して見たり、聞いた

りできる。個人個人がパソコンを使える環境を用意すれば、教材・プログラムさえそろえ

ば、様々の授業・練習のバリエーションが可能になるのである。

5.  "DO IT YOURSELF!"

　しかし、CAI教育には一つの壁がある。肝心のCAI教材の数が足りないことである。英

語の需要と、コンピュータが英語圏で作られたという出自から、英語教材は国外・国内製

のものなど数多くある。しかし、それらは対象者が英米圏の子供であったり、個人学習用

に限定されていたり、教授法的な裏づけに乏しく、日本の大学で使用することを考慮して
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いないものも多い。フランス語CAI教材は、フランス語圏の広がりもあり、英語に続いて



数多く作られているが、内容的な問題は同様だろう。ドイツ語教育ソフトに至っては、ド

イツ語圏でも日本でも探すのに苦労する。ドイツ人は英語を苦にしないので、パソコンで

は英語版ソフトをそのまま使用する傾向があり、ほとんどのドイツ語教材はアメリカ製で

ある（ドイツ語を学ぶ前に英語を知らねばならない）。更に、内容的にもドリル形式

("German Tutor"など)のものがほとんどで、マルチメディア型は稀である。Macでは、

アメリカで開発された"Rosetta Stone"(Fairfield Language Technologies)というド

イツ語学習向きCD-ROM教材が、絵・音声・テキストに対応している。このソフトでは、

幾つかの写真（「少年」、「少女」、「犬」etc.）が現れ、"ein Hund"といったドイツ

語の音声が流れる。「犬」をマウスで押すと、正解になり、次の場面に移る（図１）。絵

と音声をうまく結合しており、初級の学習には効果的である。１年生のドイツ語の初回の

授業で、視察に来たDAAD（ドイツ海外学術交流局）のアジア諸国担当のドイツ人にこれ

を見せた。一人の学生を指名して、問題を解くように指示した所、全問正解して、全員拍

手喝采となった。このDAAD職員は、「最新のコンピュータ教室で、日本人が（ドイツで

はなく）アメリカで作られたドイツ語教材をマウスで扱っているのにショックを受けた」

と述べていた。もっとも、この教材も「刺激と反応」パターンに流れすぎで、画像と音声

だけで語学を学ぶことは不可能で、全ての授業をこの教材で行うことは無理だろう。

　要するに、我々が日本の大学に見合うCAI教育を行うには、市販のCAI教材に全面的に

依拠できないのである。残る方法は、自らCAI教材を開発することである。コンピュータ

による教材開発というと、技術的な知識が要求されるので、大変なことだと思われるかも

しれないが、想像するほど難しいものではない。何もFortranやC言語などのハードなプ

ログラムを作成する必要はない。幸いなことに、Macでは標準で、"Hyper Card"という

カード型データベースが付属しており、文字のタイプ、画像の貼りこみ、音声の再生など

が自由にできる。更に"Hyper Talk"という英語に近い簡単なプログラミング言語が備わっ

ているので、容易に教材ソフトを作成することができる。例えば、文法・テキストの説明

や図・写真を駆使した文化・生活を見せる提示型教材、ドリル型教材、項目の復習―練習―

まとめを合体させたチュートリアル型教材、ゲーム型教材など、様々のタイプのCAI教材

が作れる。グラフィック集、操作プログラムを納めた選択ボタン・フィールドのようなオ

ブジェクトも既存のものを利用し、作り直すなど、"Do it yourself!"の精神さえあれば、

紙芝居や日曜大工の感覚で教材を作成していくことができる。
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　　　図１　　　　　　　　　　　図２

6.  外国語教育へのコンピュータの応用の実際

　さて、筆者が行っているCAI授業の内容に移ろう。総合科学部のマルチメディア型ＬＬ

教室J209の設備としては、ＬＬ設備（カセット、ビデオ、CD/LD、教材提示カメラ、プ

ロジェクターなどの機器と学生用ブース）にコンピュータ（教師用の Mac Quadra700,

学生用 IIvi/8MB, 80MB HDD, CD-ROM）が接続され、学生用モニタはAV機器とパソコ

ン画面兼用である。各コンピュータはネットワークで結ばれており、教師側からファイル

転送(2MBまで可能)、画像転送ができるようになっている。例えば、ボタン操作一つで前

日に作成した教材ソフトを学生用パソコンにコピーでき、学生用モニタに教師側のパソコ

ン画面を転送し、模範解答を提示したり、ある学生のモニタ画面を他の学生に転送するこ

とも可能である（瞬時に画面が切り替わるので、「おーっ」と驚きの声が出る）。

　１年生（総合科学部理系）40名のドイツ語の授業（週１回・文法）では、教科書に東

北学院大学の佐伯啓氏の「引用で学ぶドイツ語」を使用している。これを選んだのは、

Hyper Card教材が付属しているからである。例文は、全て文学作品、歌曲、映画などか

らの引用で構成されており、ソフトもカラー画像が豊富で、文法説明、書き込み式・選択

式練習の他に、文化に関する早押しクイズなどを盛り込んだ労作である（図２）。授業は、

教科書で文法説明を行い、教科書の練習問題を解かせた後に、個人個人にHyperCard教

材の練習を行わせる方式で行っている。パソコンでの問題練習は何度でも繰り返せるので、

学生の中には次の問題に挑戦したり、同じ問題に四苦八苦するものもいる。ただ、教科書

の練習問題の全てが Hyper Card教材に盛られてはいないので、練習のカードを書き換え

ることで、問題を増やしている。「家内工業」的に一人で教材を作った佐伯氏には頭が下
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がるが、筆者が文学に弱い語学専門ということもあり、文学作品だけで文法説明をするの



は苦しい。もう少し様々の素材を扱った方が、学生の興味を引くのではと思い、自作の教

材も試している。以下、実際に導入した手作り教材ソフトの内容を紹介したい。

6. 1.  ドリル型のソフト

　プログラミングの知識さえあれば、作文、選択式練習は簡単に作ることができる：

3)        カッコ内の語を正しい形にしなさい。

    Ich  ( lernen ) Englisch. --私はドイツ語を学ぶ。

  _____ （書いたら、リターン（改行）しなさい）

まず、１行目、２行目の文を表示させ、３行目に解答欄を作り、タイピングするのを待つ。

改行コマンドが発信されたら、正しい形の"lerne"ならば、正解の反応を出し、次の問題

へ、それ以外なら間違いの反応を発し、もう一度課題を繰り返すという具合である。この

操作は数行のプログラムで済む。Hyper Talkでは次のようになる：

4) 問題リスト（練習問題の手順）：(field "問題")

Ich (lernen) Englisch,lerne

Er (lernen) Deutsch,lernt

.....

5) プログラム（の一部）：

Put field "答" into a

If a is item 2 of line x of field "問題" then play "Gut"

put item 1 of line x+1 of field "問題" into field "課題"

else play "Nein"

put item 1 of line x of field "問題" into field "課題"

練習内容のリスト（","で区切った文字列）をフィールド欄に作る。最初のアイテムが課

題文で、第２アイテムが正解である。5)のプログラムは、Hyper Cardのボタンなど（プ

ログラム格納部）にある。5)で変数xに"1"を入れると、リストの１行目から練習が始ま

る。解答欄フィールド"答"の内容を変数aに入れ、これがリスト１行目の第２アイテムと

同一であれば、"Gut"という音声を出し、第２問に移り、それ以外なら"Nein"という音を

出し、問題を繰り返す。選択式ドリルも似たような形で作成できる（図３）。この種のド

リルは雛型を作っておけば、次回からは問題の内容部分だけを書き直すだけで済むので、

教師側の労力は少ない。学生の側から見ると、解答が正しいか間違いかがすぐに分かり、
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反復学習が可能だが、機械的練習になりがちになる。実際、１年生の授業で、文法項目の



説明の後この種のドリルを実施しているが、１０～１５分程度の練習が限度のようだ。退

屈するのを避けるために、音声・効果音、ヒントを入れたりして、工夫している。

　6.2. 音声聞き取り練習

　コンピュータを利用して、通常の音声教材より優れた聞き取り教材を作成することがで

きる。カセットの場合は、テープの巻き戻しに時間がかり、正確な位置に戻すのも難しい。

コンピュータを用いたデジタル音声の場合、同じ音を瞬時に何回も再生できる。３年生用

の「聴取法」のクラスでは、ＬＬ・ビデオ教材の聞き取り理解の他に、HyperCard教材

を作成し、音声の対立ペアーを何度も聞かせて、日本語にはない音声の聞き取りを練習さ

せたり、長いテキストを聞かせて、重要部分の単語を空白にして、テキスト聞き取りのた

めの練習をさせたりしている。（図４）。中級CAI音声教材がほとんど手に入らない現状

で、教材を作成するのは確かに大変である。３日間ほど費やしてやっと作った教材も１時

間で終わったり、誤動作することもあるが、学生(12名）は真剣に取り組んでいる。準備

が整わず、カセットで練習させる時もあるが、「今日はカセットだから、巻き戻しが面倒

だな」と落胆の声が上がる（教師の苦労を知らない！)。問題は、コンピュータによる録

音は、膨大なデータ量になり、ハードディスクなどの記憶装置の限界に突き当たることで

ある。1.4MBの2HDフロッピーディスクに収容可能な音声データは（サンプリング周波数

にもよるが）５分にもならない。現在では、500MB位のCD-ROMディスクが大容量記憶

媒体として出回っているが、まだ、CD-ROM制作装置は高価で、普及していない。これは、

総合科学部のＬＬ教室・準備室にもまだないので、早急に導入する必要があるだろう。

　図３　　　　　　　　　　　　　　　　　　図４
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6. 3  画像を取り入れたマルチメディア志向の教材



　テキスト・音声に画像を組み込めば、多様なマルチメディア型教材になる。以前に作成

した場所・方向の前置詞教材を１年生のクラスで練習に使用してみた（図５）。これは、

ある部屋に帽子、本、ボール、コップなど様々な移動可能な絵を配置し、ボタンを押すと、

「帽子をタンスの上に置きなさい」といった指令がドイツ語で表示され、うまく移動でき

れば、次の指示に移るというものである。多くの学生たちは熱心にこの問題に取り組んで

おり、好評だった。幾つかの教科書でも絵を使った練習があるが、やはり静止画と実際に

動かせる画像とでは効果が違う。勿論、教室でも実際に鞄、教科書などを使って、方向の

前置詞の練習も行えるが、使えるものは限定される。コンピュータ画像は仮想現実世界を

作り出すことができるというメリットは大いに活用できそうだ。

　聴取法クラスでは、テキスト聞き取り理解として既存の教科書などのテープを用いて、

HyperCard教材に作り直している。音声だけでは理解しがたいテキストでは、絵のカー

ドをアニメのように連続的に見せながら、理解させようと試みた。例えば、"11 Texte

zum Lesen"（Schlecht/三室篇）の中の"Stern"の広告（"Zeit zum Umdenken"）の

テキストを読み上げ、交通渋滞の絵などを見せていくという具合である（図６）。一つ一

つの語彙を聞き取るのは困難だが、全体的な状況は絵などによって把握できるようになり、

細部の聞き取りは穴埋め形式のドリルにして、空白の数によって３段階のレベル別に問題

を組み立てた。学生の反応も好評で、「他の授業と違って集中するので、時間が早くすぎ

てしまう」といった意見が聞かれた。

　　図５ ("Stell den Hut auf den Schrank")　　　図６

7.   CAI教育の問題点と展望
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　この２つのクラスでドイツ語CAI授業を受講する学生３８名に、授業の感想を聞くアン



ケートをとった。これをまとめると、次のような感想であった。

(1)パソコンを使ったＬＬ授業をどう思うか？

　　非常に面白い (13)  面白い(23)  あまり面白くない(1) 何とも言えない(1)

　　-->95%の人が「面白い」方だと考えている

(2)その理由：　操作が楽(7)/難しい(11)　  タイピングが楽(7)/難しい(9) 　設備が充

実(21)/充実していない(5)　　答えがすぐ分かる(21) ソフトが面白い(20)

　文章形式の意見では、「動きがあるので退屈しない」、「他の授業は座って聞くだけだ

が、こちらは面白い」、「ゲーム感覚で勉強ができる」といった肯定的反応が多かった。

目新しい形式であることを割引かねばならないが、授業に能動的に参加できる意味を高く

評価している。通常のクラスとは違い、練習時間には大勢の学生が挙手して、質問に答え

るのに走り回ることになる。外国語の教育では動機づけが最も大切であるが、CAIはその

有効な手段として機能していると言える。その他、コンピュータ設備がなくても、視聴覚

設備さえあれば、工夫次第で、パソコンの画面をビデオ映像として提示する方法なども可

能である。実際、カラー表示できるワープロで、練習問題を作って、視聴覚教室のモニタ

に映し出したりすると、黒板とは違って全員が集中して見たりする。

　他方、「コンピュータの授業みたい」、「受験英語と変わらない内容もある」といった

批判的意見もあった。後者の批判に応えるには、CAI教材の改善が必要である。マルチメ

ディア教材を作ろうとすると、時間も労力もかかる。これを一人の人間で行うのは大変で

ある。CAIに関わる人々の共同研究によって、誰でも教材を作れるオーサリング・ソフト

の開発を含めて、教材内容を全体的に豊かにすることが急務である。後者の批判について

は、現在のコンピュータが抱えている技術的問題であり、容易には解決できない。我々が

行うのはコンピュータを道具として利用することだが、そのためには基本的操作に習熟し

なければならない。コンピュータが外国語教育に役立つとしても、複雑な操作が必要だと

すれば、我々がコンピュータに使われる危険もある。マウスで操作可能なMacのような機

械はそれほど難しくないと思うのは、パソコンにはまった者の思い上がりである。パソコ

ンにさわりたくて仕方がない学生もいるが、マウス操作をする内にいつの間にか、目的の

ソフト以外の箇所を動かしていたり、キーボードからのタイピングに苦しんだりする学生

もいる。ユーザーインターフェースの改善など、高度な機械であることを忘れさせる技術

の進歩に期待すると同時に、いつでも使えるパソコン実習室や自習時間の確保などの教育
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的配慮が必要だ。又、ネットワークを広げれば、Internet経由で全世界の教育機関にも



接続できるが、ネットワークにはトラブルがつきものである。J209教室でも、ファイル

転送が不可能になったり、学生用パソコンがハングアップすることもある。予定の授業内

容が消化できない不測の事態に備えて、代案を常に用意しなくてはならない。

　他に、倫理的問題もある。CAI教育がコンピュータとしかつきあえない「おたく」学生

を増やす結果をもたらすのはまずい。授業を全てCAIで行うのではなく、あくまで授業の

補助手段として使用していくことが望ましい。成績管理もコンピュータを使えば簡単だが、

「授業中の練習はいくら間違っても構わないから好きにやれ」と宣言しているので、練習

結果（得点）を集約する作業は行わず、筆記試験で成績を出している。人間にとって基本

的な言葉を教えるのだから、学生に手取り足取り、いきつ戻りつ、教えることが大切であ

る。教師と学生のコミュニケーションを確保しつつ、様々の練習問題をCAI形式で実施す

ることで、個々の学生を指導する時間的余裕が出てくるのである。

　技術に溺れず、技術を利用し、世界を広げる。CAI教育は当分試行錯誤を続けるだろう。

同僚の懐疑的な目もあるだろう。しかし、審判を下すのはひとえに学習者の側にある。
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