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要旨： 
	 環境工学を専攻する学部留学生の日本語学習支援を目的に開発された

「環境工学系オンライン日本語学習教材」は、先行研究（水本・池田 2003
他）において、一定の教育効果があること、および、学習者のモチベーシ

ョン向上という面においても肯定的な結果がでることを証明することがで

きた。 
ただし、実験レベルでなく、日常的に学習者が利用するには不適切と思

われるシステム上の課題が存在しており、「マルチプラットフォーム性の向

上」「メンテナンス性の向上」「安定性・使用感の向上」等の問題が残され

ていた。そこで、教材の実用性向上のために有効であると考えられる「リ

レーショナルデータベースの採用」「データ構造の変更」「MVC アーキテ
クチャによる検索システムの再設計」等のシステム改善を行った。 
	 本稿で扱った問題は JSP系オンライン教材においては普遍的な課題であ
るとも考えられるため、今後は、JSP 教材開発者は、システム開発技術者
の協力を得ながら、相互の連携を深め、システム開発を効率的に進めてい

くための仕組みづくりを行っていく必要があると考えられる。 
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１．はじめに	 

１．１	 環境工学系オンライン日本語学習教材開発の背景	 

	 北九州市立大学国際環境工学部（以下、国際環境工学部）においては、

2001 年度の開設年度より日本語能力試験２級レベルの学部留学生の受け
入れを行ってきた。当時、一般的には、留学生が学部教育を滞りなく受け

るにあたっては日本語能力試験１級レベルの日本語能力が必須とされてい

たが、国際環境工学部においては、日本語能力試験２級レベルの学部留学

生に対応する必要があった。そのため、そのレベルに特化した日本語教育

プログラムを組み込み、留学生の日本語能力をできるだけ早期に学部教育

を支障なく受けることができるレベルに達することができるようカリキュ

ラムが企図されていた。しかしながら、実際は、その日本語教育プログラ

ムだけでは、留学生が学部の授業を理解することはできないというのが当

時の現状であった。そこで、留学生を対象に調査を行ったところ、授業理

解困難の要因として も多く挙げられていたのは「専門用語の困難さ」で

あった。（水本・池田 2003） 
	 「専門用語が困難」と学部留学生が訴え始めたのは、学部１～２年次の

ことであり、その時点での授業においては、理解が困難になるほどの専門

用語が頻出しているとは考えられない状況であった。一部の授業において

は担当教員により、授業で使用する専門的な用語に留学生の母語で翻訳を

つけたリストを事前に与えられるなどの工夫がなされていた。それにも拘

わらず、「専門用語が難しい」との留学生の声は止まなかった。そこで、留

学生がこれまで受けてきた日本語教育と、学部教育の授業において使用さ

れる日本語との間に大きな隔たりがあるのではないかとの疑念が浮かび上



がってきた。 
	 そこで、国際環境工学部の専門教員の協力を得ながら調査を行ったとこ

ろ、日本語教育で網羅される語彙の領域と、学部教育において「学生が知

っていること」が前提となる語彙の間に差異があることが判明した。つま

り、留学生にとっては未習であるが、学部の授業においては既習であるこ

とが前提とされる語彙が存在していたのである。これらの語彙は、一般教

養的な日本語であり学部教育を受けるための基礎となるもので、先行研究

（水本・池田 2003, 水本他 2005）においては、これを「基礎専門語」（Basic 
Technical Japanese、以下、BTJ）と称している。学術的にも説明が必要な専
門用語（Core Technical Japanese、以下、CTJ）であれば、授業の担当教員
も意識して対応することが可能であるが、BTJについては「学部に入学し
た学生ならば知っているはず」という前提があるため、十分な対処が行わ

れず、その結果、留学生は「難しい専門用語が使われている」と認識する

という実態が存在していたのである。 
１．２	 オンライン教材の有効性	 

	 上述の問題を克服するためには、オンライン教材が有効である。その理

由は、以下の３点に集約される： 
	 理由１：BTJの内容は学生の専攻によって差異があり、複数の専攻の留

学生が混在する日本語教育の場においては適切なBTJをいかに
選ぶかが課題となる。 

	 理由２：BTJは「知っていること」が前提であるため、実際の専門の授
業中にその言葉を抜き出して留学生のために別途教育を行って

いくことは非効率的である。 
	 理由３：留学生によって、BTJの習熟度は異なる。 
	 時間・場所を問わず、ユーザーの必要性にあわせて自律的に学習できる

オンライン教材は、BTJが理解できないという問題を克服し、早期の学部



教育への適応支援として適切な手段であると考えられた。（水本・池田 2003, 
2004a, 2004b） 
１．３	 オンライン教材の効果	 

	 開発されたオンライン教材には、「環境工学系 BTJ ジャンル別語彙検索
システム」「Flashアニメーションを使用した環境工学系BTJ学習教材」「環
境工学系CTJジャンル別語彙検索システム」「BTJ・CTJ漢字語彙発音学習
教材」の４種の学習素材が組み込まれた。詳細については先行研究（水本・

池田 2003, 2004a, 2004b, 2006a, 2006b, 2008, 水本他 2005）を参照されたい。 
	 これらの各機能について、実験を行い、その効果の検証を行った。 
	 水本・池田（2004a, 2004b）において、「Flashアニメーションを使用した
環境工学系BTJ学習教材」の学習効果を、日本滞在暦１年未満の学習者を
対象に検証した。その結果、同じ語彙の学習を、印刷物媒体で学習したケ

ースと比較し、このオンライン教材を用いたケースのほうが学習者の理解

度を促進できるという結果を得ることができた。 
	 また、水本・池田（2006a, 2006b）においては、「BTJ・CTJ 漢字語彙発
音学習教材」の学習効果を、国際環境工学部の学部留学生１年生 21名を対
象に検証した。その結果、同じ内容を印刷物媒体で学習したケースと比較

し、「ひらがなによる読み方表記の正確さ」「口頭における発音の正確さ」

ともに、オンライン教材を用いたケースのほうが高い効果があることが検

証された。また、水本・池田（2008）においては、学習直後のみならず、
長期的にも漢字学習の効果が持続するという一定の結果を得ることに成功

した。 
	 さらに、学習意欲の向上という側面においても、各種素材に対して、「お

もしろい」「もっと勉強したい」との好意的な回答を被験者から得ることが

できた（水本・池田 2004b, 2006b）。学習効果のみならず、学習に対するモ
チベーションを高めることができるという点でも、ある程度の評価を得ら



れる教材になっていることを検証することができた。 

 
２．実用性の欠如	 

２．１	 実験においては検証し得なかった側面	 

	 先行研究においては、学習効果、および、学習者からの好意的な評価を

得ることができたにもかかわらず、開発されたオンライン教材は十分に活

用されているとは言いがたい状況である。その原因は、システム上の課題

にあった。ここでいう「システム」とはプログラム、Webサーバ、データ
ベース等により構築されたコンピュータシステム全体を指すものである。

実験レベルでは明らかにならなかったが、実際的に日常的に運用していく

にあたっては実用性に欠けると言わざるを得ないシステム上の課題が検出

されたのである。その課題を２．２にて列挙していく。 
２．２	 システム面における課題	 

	 開発された教材に組み込まれた４種の学習素材は、それぞれ単独で使用

した際には、効果を発揮することは確認されている。それぞれの素材に組

み込まれた機能は、オンライン上で、ある程度想定どおりに動作させるこ

とができた。しかし、４種の学習素材を一つのシステムとして統合し運用

しようとした際に、いくつかの異常が検出されることとなった。課題の一

部については、先行研究（佐竹 2006）においても触れられている。だが、
本稿においては、教材の抜本的な改定を行うべく、開発されたオンライン

教材のシステム上の課題を考察・分析し、改善すべきシステム上の課題を

以下の３点に分類した。 
２．２．１	 マルチプラットフォーム性の向上	 

	 開発当初、端末の種類や機種に依存することのない、Web上で閲覧・利
用可能な学習教材の開発を目指していた。しかし、実際には、特定のブラ

ウザ（Windows版 Internet Explorer 6.0）のみで動作確認が保証されていた



というのが実態であり、それ以外のブラウザ・OS では常に正しく動作さ
せることはできなかった。特に発音機能に関しては上記の環境独自の機能

を用いていたため他の環境では動作させることが困難であった。 
そこで、マルチプラットフォーム対応の Adobe Flashを利用することに
よりこの問題の解決を目指していくことが有効な対処法と考えられる。具

体的な手法について「３．システム改善の詳細」にて後述する。 
２．２．２	 メンテナンス性の向上	 

Perl/CGI1)でゼロから作り上げられた以前のシステムは、機能の実証とい

う点では一定の成果を得ることができたが、全てがオリジナルのプログラ

ムであったため、その後の継続的な開発、例えば、第三者への引き継ぎや

データベース(DB)、HTMLファイルのメンテナンス等において問題があっ
た。 
教材の改定・更新という面において、オンライン教材は印刷物教材より

も有利である。本稿において開発中の教材は、「環境工学」という比較的新

しい学問分野を専攻する留学生を対象として作られたものであり、学習が

必要なキーワードは日々追加され、また、移り変わっていく。その変化に

対応できるという点が、オンライン教材の強みであったが、実際には情報

の追加・更新の作業には手間がかかり、また、特定の作業環境、特定の知

識を有する技術者を要求するものとなった。「更新」のみならず、すでにあ

る情報の「修正」という面においても、同様の手間をかけなければならず、

教材の新規性、内容の適切さという面で、時間がたつにつれて問題点が大

きくなってきていた。 
したがって、実用性向上のためには、メンテナンス性を向上させるため

のシステム構成の変更が不可欠な作業であると認められる。その具体的な

手法を「３．システム改善の詳細」にて後述する。 
	 



２．２．３	 安定性・使用感の向上	 

以前のシステムでは不意な文字化けや大量の検索結果表示による速度低

下などの問題があった。作業端末やサーバを変更するたびに、何かしらの

不具合が生じていた。故に、日常的に安定した使用状況を保証するには、

どのような環境においても安定して機能するシステムを構築していかなけ

ればならない。そのためには、新たなフレームワークの導入が有効であり、

また、必要な手段である考えられる。そこで、その具体的な手法を「３．

システム改善の詳細」にて後述する。 

 
３．システム改善の詳細	 

	 ２．２の課題を克服すべく、本稿では、以下の手法を採用し、システム

の改善を試みる。 
	 ここで「新システム」「新教材」とは、改善後のオンライン学習教材をさ

し、「旧システム」「旧教材」とは改善前の状態を指す。内容的に別の教材

を作成しているわけではないが、説明の都合上「新」「旧」という呼称を用

いる。 
３．１	 システム構成	 

新教材のシステムは、HTTP サーバ 2)およびプログラミング言語 Ruby3)

の実行環境、リレーショナルデータベース(RDB) 4)のMySQL、そしてWeb
ブラウザから構成されている（図１）。 
以前のシステムとの 大の相違点はプログラミング言語が Perl から

Ruby へ、データベースがカンマ区切りテキストファイル(CSV)から RDB
へと変更されたことである。 
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図１ システムの構成図



３．２	 リレーショナルデータベースの採用	 

これまでは全てオリジナルのプログラムによる CSV からの検索を行っ
ていた。この方法はプログラミング次第でどのような仕様にも対応できる

柔軟性がある半面、作業量の増加、それに起因する信頼性の低下、特定の

プログラマに対する依存、そして作業者の技術レベルに対する依存等の弱

点がある。RDBを採用する 大の利点は広く普及している SQLに基づく
手法やリレーショナルデータベース・マネージメントシステム(RDBMS)
を利用できることであり、これによって一定の信頼性の保証や技術者の確

保などが容易になる。本システムでは企業や個人で広く利用されている

RDBMSである Sun MicrosystemsのMySQLを採用した。 
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図２データ構造の変更を反映したテーブル設計図

	 



３．３	 データ構造の変更	 

RDBの機能を活かすため、一つの表に全てのデータを集約していたこれ
までのデータベースを適切な粒度のテーブルへと分解を行った。これによ

り一対多などの関係が容易に実現できるようになり、関連語やジャンルな

ど一つの単語に付随する情報をより柔軟に扱えるようになった。図２はデ

ータ構造変更後のテーブル設計図である。単語テーブルの１データに対し

て複数のジャンルと関連語を保持可能な設計となっている。ジャンルの名

称はさらにテーブルを分けることにより記憶量の無駄を減らしながら一対

多を実現するようになっている。 
３．４	 MVCアーキテクチャによる検索システムの再設計 

本システムで利用しているRubyで記述されたWebアプリケーションフ
レームワークであるRuby on Rails (RoR) 5)は、データを表現するModel、画
面表示を行うView、ブラウザからのリクエスト等を処理してModelとView
の操作を行うControllerを明確に分離するMVCアーキテクチャと呼ばれる
機構を採用している。この機構に従ってシステムを実装していくことで、

見通しがよく拡張性の高いシステムの実現が期待できる。本システムを

MVCアーキテクチャに従って設計した概念を図３に示した。 
３．５	 HTMLの動的生成によるファイル管理作業の低減 

以前のシステムでは単語の学習ページのために単語ごとの HTML ファ
イルを用意する必要があった。このため大量のHTMLファイルの管理を行
うこととなり、ファイル名やテキストエンコード形式の間違いといった不

具合の元になる人為的なミスが生じる原因となっていた。以前のシステム

を調査したところ、文字化けの原因はこの管理作業に起因するものがほと

んどであった。そこで新しいシステムでは、単語に依存しないHTMLにつ
いては RoRの ActionViewを利用したテンプレートとして用意し、単語の
読みや解説文など単語ごとに異なるデータについては、逐次DBから取得 
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し、動的にページを生成するという方法を採った。これにより、1000近い
ファイルの更新が必要だった学習ページのレイアウト変更が、一つのファ

イルを変更するだけで行えるようになり、保守性の大幅な向上を実現させ

ることができた。 
３．６	 Adobe Flashによる発音機能 

現時点で利用されているWindows XP/Vista、Mac OSX、Linux等の主要
なOS上で動作するブラウザは、ほぼ全てプラグイン等によりAdobe Flash
の実行が可能となっている。Flashを利用すればWindows版 Internet Explorer
の独自機能に頼っていた発音機能のクロスプラットフォーム化が期待でき

たため、Flash の mp3 再生機能を利用した発音ボタンを実装した。結果、
上記に示したような複数のOS、及び、ブラウザでの実用が可能になった。 



 
４．JSP（Japanese for Specific Purpose専門日本語教育）系オンライン

教材開発のための示唆 

	 今後は、上記「３．改善手法の詳細」で記した手続きを踏まえ教材の改

善を行い、より実用的なオンライン教材を運用させていくことを目指す。

しかし、適宜教材の効果検証やニーズ調査などを行いつつ開発されたオン

ライン教材が、何故 終的に「実用性を欠く」という実態に至ったのだろ

うか。その要因を、本稿のまとめとして内省する。 
４．１	 オンライン教材が「実用性を欠く」３つの要因	 

４．１．１	 限定されたユーザー	 

	 本研究において触れたオンライン教材は、「１．はじめに」で述べたよう

に環境工学を専攻する学部留学生を主なユーザーとして想定して開発され

た。オンライン教材という形態は、一般的な日本語教育教材においては十

分に教育が行き届かない特定の学習者に特化した学習システムを構築する

ために適切であると考えられる。 
	 さらに、特定の対象者が必要とする学習内容は、場合によっては、時代

とともに変化していく可能性がある。環境工学という新しい学問分野にお

いては、時々刻々とキーワードが移り変わっていき、それに応じて BTJ、
CTJも更新されていく。このような情報の更新の利便性という側面におい
ても、オンライン教材は強みを発揮するはずであった。 
	 ところが、ユーザーが限定されていることにより、広く一般的に利用可

能な教材を作るという視点が開発の過程で抜け落ちてしまった可能性があ

る。安定感や汎用性を意識し、機能や学習素材を限定したシステムを使用

することになってしまえば、対象としたユーザーのニーズを充足させるこ

とのできない教材しか創出されず、それでは開発の意味はない。だが、一

方で、個性的な機能や独自のデータベースを盛り込むことが、「ユニバーサ



ル・モデル」から遠ざかる要因にもなっているのではないかと考えられる

のである。 
４．１．２	 低予算・短期間での開発	 

	 上記「４．１」とも関連することであるが、大量のユーザーを見込める

教材ではないため、活用できる場も限定されてしまう。本稿で扱ったよう

なオンライン教材は、特定の教員が特定の学習者のために開発を行うとい

うケースが多く、必然的に予算の規模も限られてしまう。また、予算が与

えられる期間も限定されることが多い。 
	 そのため、全体と部分が想定どおりに統合されないという問題に陥るこ

ととなる。限られた予算と期間内で実現可能な教育素材を開発し、また別

の予算を確保できた時点で新たな教育素材の開発を行うというような形で、

開発の過程が断片化されることとなる。故に、断片化されたそれぞれの教

育素材を機能させることは可能であっても、それを統合した際の不具合に

ついては発見が遅れがちである。また、不具合が発見されたあとの修復も

困難なものとなると考えられる。 
４．１．３	 システム開発技術者の持続的確保の困難さ	 

	 語学教育のためのオンライン教材開発に際しては、学習者のニーズを分

析し適切な教材モデルを考案する語学教育者と、そのモデルをオンライン

上で機能させるためのシステムを開発していく技術者との連携が不可欠で

ある。「環境工学系オンライン日本語学習教材」の開発においては、幸運な

ことに適切な技術者との共同作業を行うことができ、そのおかげで、一通

りのシステムの完成に至った。しかし、実際には、「４．２」で示したよう

に、低予算・短期間での成果を求められるため、開発当初の技術者が持続

的に教材を管理していくことが不可能であった。 
複数の技術者で大規模に開発を進めていくということも実際には困難で

ある。そのため、開発の時点でかかわっていた技術者の個性が強く反映さ



れたシステムが完成することとなる。故に、新規の技術者が作業を引き継

ぎ、旧システムの課題を修正しようとしても、その作業が円滑に進まない

という結果に至る。 
教材への理解が深いシステム開発技術者を持続的に確保することが 善

ではあるが、実際には困難であろう。そこで、少なくとも、複数の技術者

が携わる、あるいは、技術者が引継ぎを行うという状況下において、でき

るだけ戸惑いがないようなシステムを構成して置くことが必須であると言

える。 
４．２	 JSP系オンライン教材開発における留意点 

	 上記の問題点は、本稿で触れた教材のみならず、JSP 系のオンライン教
材を開発する際には多くの場合課題となってくることであろう。各学習機

関において、JSP 系オンライン教材への高いニーズがあっても、商業ベー
スとなりうる規模で展開可能な教材ではないため、徹底した開発を行えな

いという現状が存在している。 
	 今後、大学をはじめとする日本の各種高等教育においては、受け入れる

留学生は多様化してくると推測される。学習者のニーズも多様化し、既存

の教育体制だけでは、留学生を十分に支援できなくなる可能性も出てくる

であろう。現状では、留学生個人の努力、チューター制度など機関からの

支援、あるいは、研究室の創意工夫などがあり、留学生教育が成立してい

る段階であるが、それぞれへの負担は軽いものではない。故に、留学生が

自律的に学習できる適切なオンライン教材へのニーズは高まってくると考

えられる。だが、全留学生に共通の内容の教材開発を目指すことと、JSP
教材開発の趣旨とは理念的には相容れない面がある。一方で、それぞれの

専門日本語の分野ごとに十分なオンライン教材を開発・管理し続けること

ができるだけの開発環境や予算を確保することは困難である。 
	 今後は、学習者のレベルや目的に応じて活用可能なオンライン教材を整



備することは、分野を問わず必須の課題になるであろう。そこで、システ

ム面を共有できる JSP系オンライン教材開発のために、システム開発技術
者の協力を得つつ、JSP 教材研究者間で連携を図っていくことが重要にな
ると思われる。 

 
注	 

1) Larry Wallによって開発されたインタプリタ方式のプログラミング言語であり、イン

ターネット黎明期から今日まで標準的に利用されているプログラミング言語の一つ

である。しかし、記述がわかりづらく、また、メンテナンスしづらいと指摘されるこ

とも多い。 

2) Webブラウザなどのクライアントから要求されたHTMLや画像といったファイルを

提供する Web において重要な役割を担うサーバである。Web アプリケーションと呼

ばれるものは、Webサーバ上で動作するプログラミング言語により記述されることが

多い。 

3) まつもとゆきひろにより開発が進められている日本発の比較的新しいプログラミン

グ言語。オブジェクト指向の言語であり記述が簡潔であることから、Perl に替わる言

語として日本だけでなく世界的に人気が高まっている。 

4) E.F.Coddが築いた関係モデルを基にしているデータベース。複数の表の関係演算によ

りデータの検索、変更などの操作を行うため、カード型や単純な表などのデータベー

スに比べると非常に柔軟な形でデータを取り出すことができる。現在世界で も多く

用いられているデータベースの方式である。関係演算を行うための問い合わせ言語と

して SQLが標準化されている。また RDBを管理するソフトウェアを RDB管理シス

テム(RDBMS)と呼び、Oracle Database、Microsoft SQL Server、MySQL、PostgreSQLな

どがよく利用される。 

5) Rubyの爆発的人気の要因となったDavid Heinemeier Hansson が開発したWebアプリ

ケーションフレームワークである。これまでの元と比べ、非常に少ないプログラミン



グで開発が行える様々な工夫が施されているため、非常に開発効率が良いフレームワ

ークとして人気を集めている。 
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