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JAMIOLAS: センサを用いた擬態語・擬音語学習支援環境の試作
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Learning with Sensors
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Abstract: This paper proposes a computer supported ubiquitous learning environment for language learning.
Especially, this paper describes contextaware languagelearning support system for learning Japanese
mimesis and onomatopoeia (MIO) words, which is called JAMIOLAS (Japanese Mimesis and Onomatopoeia
Learning Assisting System). This system provides a learner the appropriate MIO expressions deriving from
sensor data in the learner’s situation. Phidgets is used as sensors in order to get realworld data from the
physical world, e.g., temperature, humidity, etc. This paper describes the implementation, the interface and
usage scenario of JAMIOLAS. Moreover, the preliminary experiment using JAMIOLAS shows the
effectiveness of this system.
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１．はじめに
結び，人々の生活を支援するユビキタスコンピューティ
日本語の言語表現の一つとして，擬態語・擬音語があ

ング技術が注目されている(3,4)。特に，センサ技術は，現

る。擬音語とは，人間の聴覚から入る外界の音響・音声

実世界の温度や湿度など，ユーザを取り巻く周囲の環境

をまねて作った語である。例えば，「さらさら」
「ざあざ

から様々な情報を計算機が入手する手段として非常に重

あ」
「わんわん」などがある。一方，擬態語とは，視覚や

要である(5,6)。また，このような技術を用いて，実世界の

触覚など聴覚以外の感覚印象を言語音によって表した語

活動の中で，日常的に学習を支援するユビキタス学習環

である。例えば，「きらきら」
「にやにや」
「ふらふら」

境の研究も盛んに行われている(7,8)。

などがある(1,2)。擬音語・擬態語は，瞬間的にある情景を

特に筆者らは，語学学習を対象としたユビキタス学習

感覚的あるいは情緒的に描写し，
直感的連想力をもって，

環境を提案してきた。例えば，GPS を用いた用例学習支

さまざま意味を浮かびあがらせる効果がある。よって，

援システム CLUE(9), RFID タグを用いた単語学習支援シ

日本人の会話の中では擬音語・擬態語が頻繁に登場する。

ステム TANGO(10), PDA を用いた待遇表現支援システム

しかし，これは日本独特の表現が多く，また感覚的であ

JAPELAS(11)などを構築し，その有効性を示してきた。し

るために日本語を学ぶ留学生にとっては学習が非常に困

かし，擬態語・擬音語を対象としたシステムはこれまで

難である。

提案されていない。

一方，近年のワイヤレス通信やセンサ，RFID タグ，

そこで，本論文では，センサを用いて擬態語・擬音語

PDA などの情報通信機器の発展により，携帯情報端末や

の学習支援を行う，ユビキタス学習環境 JAMIOLAS

環境に埋め込まれた計算機デバイス等をネットワークで

(Japanese Mimesis and Onomatopoeia Learning Assistant with
Sensors)を提案する。この特徴を以下に示す。
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(1) 学習者はセンサを身につけ，学習者の周囲のデータ
を読み取り，その状況に相応しい擬態語・擬音語の
質問をエージェントが提示する。
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(2) 擬態語・擬音語辞書を用いて，センサの値を変更す

(3) 擬音語・擬態語には，類似した発音の語(類音語)が

ることにより，現在とは異なる状況の関連する語を

存在する。例えば，「ひりひりする」と「ぴりぴり

学習できる。

する」のように，音の類似性はあるが意味を異にす

(3) 日本人教師や日本人学習者が，システムを使いなが

る語が多い。

ら擬態語・擬音語を登録できる。

以上のような理由から，留学生にとって擬態語・擬音語

関連研究として，擬態語・擬音語辞書システム

の学習は非常に困難である。

JAMIOS がある(12)。これは，映像や音，絵などのマルチ

また，擬音語・擬態語は表現の対象により，以下の 3

メディアデータを用いて，擬態語・擬音語の学習を支援

つに分類できる(1,2)。

する。しかし，辞書機能のみのシステムであるため，学

(1) 人の感情を表す：例えば，いらいら・わくわく・が

習者は現実にどのような状況下で使えるのかが分からな

っかりなどがある。

い。また，エージェントを用いた日本語学習支援システ
ム Anckle

(2) 人や物体の動きを表す：例えば，うろうろ・ぐらぐ

がある(13)。ここではエージェントが日本語と

ら・ぐっすりなどがある。

中国語の差異に気づかせるために，チャットに介入する

(3) 自然の状況を表す：例えば，図１に示すように，雨

モデルを提案した。本論文では，これを改良してモデル

の量により，ぽつぽつ・しとしと・ざーざーのよう

を提案する。

に変化する。

以下，2 章では擬態語・擬音語学習の特徴とシステム

以上のように，擬態語・擬音語の利用は，表現を豊かに

設計方針について，3 章ではシステムの構築について述

し，会話を生き生きとさせる。そして，擬音語・擬態語

べ，4 章でシステムの評価実験について述べる。

は，日本の文化にも密接に関係しており，日本文化を理
解する意味でも重要である。

２．システムの設計
２．２ 擬態語・擬音語の学習形態
本章では，
擬態語・擬音語の特徴とその学習形態を述べ，

擬態語・擬音語の学習形態としては，以下の 2 つに分類

その分析を元に，システムの設計方針を述べる。

できる。
(1) 公式の学習形態(formal learning)：日本語教育や研

２．１ 擬態語・擬音語の特徴

修などの講義や演習の形式で学習する場合である。

擬音語・擬態語の特徴を以下にまとめる(12)。

(2) 非公式の学習形態(informal learning)：学校や研修

(1) 擬音語・擬態語は感覚的な表現なので言葉の説明で

などの組織や制度とは異なり，
日常生活を送る中で，

は理解しにくい。また，留学生には該当する適切な

経験や体験を通じて学習する場合である。

母国語が存在しない場合も多い。

語学学習においては，辞書や教科書を用いた公式の学

(2) 擬音語・擬態語は，状況に応じて使い分けることは

習形態だけでなく，日常生活の営みの中で非公式の学習

困難を伴う。また，説明によって理解できたとして

形態で学ぶことが重要であることが，報告されている(14)。

も，感覚的に使い分けることは非常に困難である。

このような学習環境の背景には，Authentic Learning(真正

図 1：擬態語・擬音語の例（雨に対する表現）
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の学習)という，学習理論がある。これは，学習者が日常

日常生活の中で，学習者の周りの環境（湿度・温度など）

生活の中での体験や現実世界での実際の教材を通じて学

のデータを取得し，その値からその場に一番適した問題

(15)

習するというアプローチである 。

をデータベースから検索し，学習者に提示する。このよ

特に擬態語・擬音語は，様々な状況に合わせて，使い

うに，システムの利用形態としては，常に身につけ，常時

方が変化するため，公式の学習形態だけでなく，非公式

システムを起動している状況を想定する。将来，ウェアラ

の学習形態の支援も必要である。

ブルコンピュータ(16)などの普及により，このような利用形
態は可能であると考えられる。ここで，センサを用いるた

２．３ 設計方針

め，本システムは，自然の状況を表す擬態語・擬音語を対

上述の非公式な学習形態を支援するためには，センサ

象とする。

等を用いて，学習者の状況を把握し，擬態語・擬音語が
学習できるか計算機が理解し，適切な介入により，適切

３．１ システムの機能

な擬態語・擬音語を学習させる必要がある。そこで，以

本システムの機能を以下に述べる。

下の設計方針をたてた。

(1) ユーザ認証機能：ユーザを特定し，そのユーザに適応

(1) センサを用いて学習者の周囲の情報を取得し，自動

した擬態語・擬音語を提示するための機能である。

的に適切な擬態語を推測する。

(2) 擬態語・擬音語問題提示・解答機能：問題をクイズ形

(2) センサの値を変更することによって，現在とは異な

式で提示し，解答は，現在のセンサの値と複数の日本

る状況での擬態語・擬音語も学習できるようにする。

人が登録した擬態語・擬音語の閾値を比較し，それぞ

(3) 学習者の理解状況や介入の設定などにより，適切な

れの擬態語・擬音語の候補への支持率を視覚的に表示

タイミングで介入できるようにする。

する。

(4) 擬音語・擬態語は感覚的な言葉であるため，人によ

(3) 擬態語・擬音語辞書機能：擬態語・擬音語の例文や意

って異なる。そこで，教師や日本人学生など，複数

味，それに関連する擬態語・擬音語の知識を得ること

人からデータを得て，適切な擬態語・擬音語を提示

ができる。

できるようにする。

(4) 擬態語・擬音語登録機能：擬態語・擬音語を登録する。

(5) すべて擬態語・擬音語を最初から登録するのは困難

その時，湿度センサ等のセンサ入力とその閾値を入力

であると考えられるため，システムを使いながら追

できる。

加・修正できるように柔軟な設計とする。
屋内

(5) エージェントインタフェース：学習を円滑に進める
ためにエージェントを設けて，次に行う行動や操作を

屋外

対話的に指示する。
ぬくぬく

さむざむ

３．２ システム構成

センサ

システムのモジュール構成を以下に示す。
(1) 学習者モデル（Learner model）：氏名・年齢などの学習
者の個人情報と学習者の理解度を管理する。個人情報
はシステム利用前に入力する.
(2) 環境モデル（Environmental model）：実世界における状
況をデータとして管理する。
図 2：システムの利用風景

(3) センサ情報管理機構（Sensing data manager）：センサか
らの情報はこの機構を通じてサーバ内の各機構に送ら

３．JAMIOLAS の構築

れる。
(4) 教授モデル（Educational model）：環境モデルのデータ

本システムは，図2のように学習者はセンサを身につけ，
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(5)適応制御機構（Adaptation engine）：学習者モデル・環境

拡張性にも優れている。

モデル・教授モデルを参照し，学習者に適した擬態

以上のような特徴から，本システムで Phidgets を用いるこ

語・擬音語の質問を提示する。

とにより，擬態語・擬音語で用いるセンサの追加が容易に
できる。
３．３ 学習者モデルと介入方法
文献(13)を参考に，システムが提示する擬態語・擬音語の
質問に対して，学習者が正解したかどうかにより，学習者
の理解状態を判断する。各擬態語・擬音語に対する理解状
態を以下に示す（図 4 参照）
。
(1) 初期状態：まだ学習したことがない状態である。この
状態で質問に正解の場合は，一時的理解へ移動し，不
正解の場合は，一時的不正解に移動する。

図 3：システム構成

(2) 一時的理解：質問に一度正解した状態で，まだ，十分
理解しているかどうか分からない状態である。この状

次に，データベースの構成を以下に示す。

態の時は，時々介入し，質問する。質問に正解した場

(1)学習者データベース(Learner’s info)：これは，学習者の

合は，理解へ移動し，不正解の場合は，一時的不正解
に移動する。

ID，パスワード，年齢，性別，エージェントの種類，
学習状況，最終学習日などを保存する。このデータベ

(3) 理解：質問に再度，正解し，理解している状態である。

ースを用いて，学習者に提示する問題の出題頻度が変

この状態では介入はせず，質問しないが，ある一定時

化する。

間が経過すると一時的理解状態となる。

(2)実世界データベース(Real world data)：このデータベース

(4) 一時的不理解：質問に一度，不正解した状態で，本当

は，擬音語・擬態語それぞれを判断するセンサの種類

に理解してないかどうか分からない状態である。この

とその閾値情報を保存する。

状態の時は，常に介入し，質問する。質問に正解した
場合は，一時的理解へ移動し，不正解の場合は，不正

(3)擬音語・擬態語問題データベース(Learning materials)：
これは，擬音語・擬態語のカテゴリ別に擬音語・擬態

解に移動する。

語の意味，例文，説明のための画像や音などを保存す

(5) 不理解：質問に再度，不正解し，理解していない状態

る。これは，JAMIOS の辞書を元に構築した。

である。この状態の時は，常に介入し，質問する。
上述の介入方法に加えて，携帯電話でのマナーモードの設

３．２ Phidgets

定のように，
介入を設定できる。
これには以下の2 つある。
(17)

本システムでは，センサを制御するために Phidgets を

(1) 介入不許可状態：学習者が仕事中などの理由で，介入

用いる。この特徴を以下に示す。

してほしくないときである。

(1) 光センサ，温度センサ，タッチセンサ，スライダセン

(2) 介入許可状態：学習者が介入しても良いと判断すると

サ，加速度センサ，回転センサなどのセンサ類を USB

きである。

経由でコンピュータに接続でき，入力値が 0～1000 の

介入不許可状態の場合，システムの電源を切る場合との違

値をとる。

いは，出題できたはずの擬音語・擬態語を記憶しておき，

(2) 様々なプログラミング言語で利用できるライブラリを

後から，時間があるときに，振り返って学習できる点であ

提供しており，USB 経由でセンサからデータを容易に

る。

読み取ることができる。例えば，Windows 上では，Java,
Visual Basic, Visual C++などで利用できる。
(3) 様々なセンサを自作したり組み合わせたりできるため，
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学習者がエージェントを選択すると，質問画面(B)が表
示される。ここで選択肢を選ぶと，日本語教師や日本人
学生の解答結果(C)が表示される。この画面から，じめじ
めが解答としては，もっともふさわしいことが分かる。
さらに，学習者は辞書画面(D)で他の擬態語・擬音語を
学習できる。画面中央のスライドバーを左右に動かすこ
とで，画面に表示される擬態語・擬音語が変化する。例
えば，図 5 では，現在は「しとしと」の状態であるが，ス
ライドを右に動かすに従って雨の量が増え，「さーさー」
「ざーざー」と変化する。また，これに対応する絵が表示
図 4：学習者の理解状態と介入のタイミング

される。

３．４ インタフェース

３．４．２ 教師側インタフェース

学習者と教師用のインタフェースを図 5 と図 6 に示す。

教師がログイン後，制御画面(E)が表示される。学習モ

３．４．１ 学習者側インタフェース

ードを選択すると，学習者のインタフェースと同じ画面

まず，システムを起動し，学習者がログインすると，

が表示される。また，辞書モードを選択すると，学習者

センサからデータを取得して，学習者履歴を参照し，画

側の辞書画面(D)が表示される。

面(A)のエージェントが現れ，質問を提示する。環境が変

登録データ編集を選択すると，画面(F)が表示される。現

化して，新しい質問が可能となる度にエージェントが出

在データベースに登録されている語の中から，現在の状況

現する。学習者がエージェントのアニメーションをクリ

に合った擬態語・擬音語を選択し，
「登録する」ボタンを

ックしない場合，数分の時間が経つと自動的に消える。

押すと，画面(G)が表示され，その語に対する閾値が設定で

(B)

きる。このデータは，図 5(C)のグラフに反映される．

(C)

新規登録モードを選択すると，画面(H)が表示され，新
しく擬音語・擬態語を追加できる。ここでは，まず，擬音
語・擬態語のカテゴリを選択し，登録したい単語を入力
し，使用するセンサを選択することで追加が可能となっ
ている。
また登録データ編集及び新規登録モードで擬態語・擬
音語の登録が終了すると，閾値設定画面(G)が表示される。
この画面では，擬態語・擬音語同士の閾値を設定するこ
とができ，現在のセンサ値とデータベースに登録されて
いる閾値を参考にして登録ができる。
３．５ 開発の詳細

(A)

本システムは，サーバ側の開発言語として Visual Basic
2005，データベースにはSQL Server 2000を用い，Windows
XPsp2 上で開発した。また，エージェントには Microsoft

(D)

Agent(18)を用いた。PC クライアントには，HP Compaq
Tablet PC TC1100 (Windows XP Tablet PC Edition sp1)を用い

図 5：学習者側のインタフェース

た。Phidgets には，Phidget Interface Kit Package #2 を用いた。
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JAMIOLAS を起動し，擬態語・擬音語を学習した。そ

(F)

の際，学習者は紙面上の辞書で予め 30 分間，擬態語・

(G)

擬音語の意味や例文などの基礎知識を習得してから，実
際に大学構内の建物を動き回って 30 分間学習してもら
い問題を解いてもらった。
表１：実験で用いた擬態語・擬音語

(H)

種類
温度

センサ
温度

光

光

天気
湿度

温 度 ，
光，湿度
湿度

風

振動

(E)

擬態語・擬音語
さむざむ，ひんやり，ぬくぬく，あつ
あつ
ちらちら，きらきら，ぴかぴか，ぎら
ぎら
どんより，ぽかぽか，うらうら，ぎら
ぎら
さらっと，しっぽり，じとじと，じめ
じめ，しっとり，びっしょり
そよそよ，ひゅうひゅう，びゅうびゅ
う，ぴゅうぴゅう

４．２ 実験結果と考察
日本人学生と留学生にJAMIOLAS をそれぞれ利用して
もらった後，5 を最大とする 1 から 5 の 5 段階のアンケ
ートを実施した。

図 6：教師側のインタフェース

４．２．１ 日本人学生による評価

４．評価実験

日本人学生によるアンケート結果を表 2 に示す。
我々は，開発した JAMIOLAS を用いて，システムの使
表 2：日本人学生によるアンケート結果

いやすさや学習効果，エージェントの効果，介入の妥当
性などを検証するために実験を行った。

番号

４．１ 実験方法
本実験には，
日本語教師役として日本人大学院生5 名と，

アンケート項目

平均

Q1

簡単に単語登録できましたか？

Q2

現在登録されている（他の日本人が登録し 4.2

4.5

た）閾値は参考になりましたか？

学習者として日本語教育を受講したことのある留学生 5
名が参加した。はじめに，擬態語・擬音語データベース
には，温度，光，湿度，振動センサを用いて 22 語を登
録した（表 1 参照）
。振動センサは，センサの先に 5cm
四方の薄紙をつけて，風を受け、その振動の強さを測定

Q3

閾値の入力は簡単にできましたか？

4.6

Q4

センサの値は参考になりましたか？

3.4

日本人学生は，Q1, 2, 3 の結果より，擬音語･擬態語の登

するために用いた。

録やそれらの閾値の設定は，他の日本人学生の設定した

まず，日本人学生がセンサを体につけて JAMIOLAS

値を参考にしながら，スムーズに行うことができたとい

を起動し，擬態語・擬音語の登録及び閾値の設定を行

える。また，Q4 から，設定する際に提示する情報がセ

った。これには，センサの値や学習者に提示する画像

ンサ値と現在登録されている閾値の 2 つだけでは不十分

（図 5(D)）などを見せながら，一人あたり約 30 分を要

であるという指摘もあった。この問題の解決策として，

した。

単にセンサの値だけでなく，それを実際の気温や風速等

その後，留学生学習者は，センサを体につけて
6
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に変換して表示する必要がある。

回答とシステムの解答の割合の比較を示す。例えば，温
度の場合、ある日の気温に対して全体の 54%の日本人学

４．２．２ 留学生による評価

生が「ひんやり」と回答した．一方，その気温に対する

留学生によるアンケート結果を表 3 に示す。Q5 より

システムの解答では，全体の 59%の被験者の閾値データ

辞書を用いた従来の学習方法よりもJAMIOLAS を用い

が「ひんやり」を支持していた。この場合，今回の実験

た方が良い，Q6 より学習がスムーズに行うことが出来

では、
、その差は 5%であった。

る，Q10 より絵を用いた学習は良い，という高評価が得

このように，5 種類の擬音語・擬態語に対して，シス

られた。Q8, Q9, Q10 より，システムの操作性やエージ

テムの解答のうち，日本人被験者が最も多く支持した１

ェントインタフェース，グラフ表示は，まずまずの評価

位の擬音語・擬態語の割合と，今回の実験でそれを被験

を得た。

者が選択した割合の差を求める。そして，以下の式によ

留学生からの意見として，
「絵を使った学習は語の意味

って，擬音語・擬態語の種類ごとに 5 日間の平均を算出

が良く分かって非常に良いと思われる」や「擬態語・擬

したものを一致度とする。その結果を表４に示す。

音語を学習する上で実際の状況とリンクして覚えられる

ìï 5
üï
一致度(%) = í
100 - x i - y i )ý 5
ïî i =1
ïþ
x i = i日目におけるシステムの１位の解答の割合

å(

ため，
良いシステムだといえる」
という意見が多かった。
また，
「もっと使いたい」という意見も多く，今後は，長
期間にわたる評価が必要である。

y i = i日目における今回の実験でのその回答の割合

表 3：留学生によるアンケート結果
番号

アンケート項目

表４のように，擬態語・擬音語の種類によって，多少
平均

ばらつきはあるが，全体的にみて一致度は 89.3%と比較

Q5

辞書より分かりやすかったですか？

4.5

的一致していた。また、種類ごとにみると，温度や天気

Q6

介入のタイミングは適切で，スムーズ

4.8

は一致度が高く、光や風は低くなった。これらに関して
は，今後，システムの解答を作る際に日本人被験者を増

に学習できましたか？
Q7

操作は簡単に行えましたか？

4.2

やしたり，センサの組み合わせ等を改良していく必要が

Q8

エージェントは必要でしたか？

4.0

ある。

Q9

グラフは学習の参考になりました

4.3
表 4：システムの解答と学習者の回答の一致度

か？
Q10

絵は学習の参考になりましたか？

4.7

４．２．３ システムの解答の評価

種類

温度

光

天気

風

湿度

合計

一致度(%)

91.7

85.1

92.6

87.3

90.0

89.3

本実験において，システムが提示した解答の妥当性を
評価するために，実験に参加しなかった日本人学生 15
名（大学 4 年生 7 名，修士 1 年生 6 名，修士 2 年生 2 名）

５．おわりに

を対象に，システムを利用してもらった。この日本人被
験者は，実験期間の 2 週間のうち，晴れや雨，風の強い

日本語の言語表現の１つに擬音語・擬態語があり，そ

日など天候が異なる 5 日間，毎回約 15 分，本システム

の感覚的で状況ごとに変化する表現は日本語を母国語と

を利用した。そして，表 1 に示す 5 種類の擬態語・擬音

しない留学生には習得は困難である。そこで本論文では，

語に対して，温度や湿度など，現在の状況に正しい表現

日常生活を送る中で，現在の状況を擬態語・擬音語でど

を選択した。

のように表現できるかを学習しながら，擬態語・擬音語

この結果を付録 1 のグラフに示す．これは，それぞれ

を身につけていくことを目的として，センサを用いて擬

の擬態語・擬音語に対する，ある 1 日の日本人被験者の

態語・擬音語学習を支援するシステム JAMIOLAS を提
7
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案した。比較的小規模で短期間での実験ではあるが，そ

の研究動向”，教育システム情報学会学会誌，

の結果から，システムの有効性や改良点を示した。

Vol.22, No.3, pp.152160 (2005)
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和文概要：
本論文では，センサ技術を用いて，擬態語・擬音語の学
習を支援するシステム JAMIOLAS を提案する。JAMIOLAS
は，学習者が身につけた温度や湿度などのセンサ情報を
用いて，学習者の現在の状況に適した擬態語・擬音語を
示し，学習者に擬態語・擬音語を気づかせる。これによ
り，擬態語・擬音語と実際の状況を関連づけて，学習す
ることを可能とする。さらに，本システムは，センサを
9
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付録１：システムの解答と，ある一日おける日本人被験者
の回答の比較例
（横軸：回答の割合(%)， 縦軸：擬音語・擬態語表現）

温度
光

風
湿度

天気

1

