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２つの英会話ソフトの比較考察

上田眞理砂

１．

はじめに

　音声認識技術を使用した英会話ソフトが日本で本格的に販売されるようになったのは ，１９９６年

末頃からである 。それ以前は，ほとんどのコンピューター本体に音声認識機能が備わ っていなか

った。音声認識機能が備わ っているものでも ，その技術は現在程高くなく ，大変局価なものであ

ったし，装置もかなり大掛かりなものであった。音声認識技術の精度とパーソナルコンピュータ

の処理能力が，１９９６年以降急激に向上した結果，ＣＤ－ＲＯＭを使用した重量も価格も手軽な英会

話ソフトが普及してきた。このレヴユーでは２００１年１月時点で，最も人気が高く販売数の多い ，

以下の２つの英会話ソフトを比較考察してみる 。

２． 各教材の概要と構成

　本書においては，次の２つを比較考察してみる 。Ｎａｔｉｖｅ　Ｗｏｒ１ｄ　ｖｅｒ．２ ．Ｏビジネス会話（国内）

編（以下，Ｎ・ｔｉ・・ Ｗ・・１ｄ）は ，制作に財団法人ＮＨＫサービスセンター が， 撮影協力に全日空が ，

それぞれ協力しており ，東只純心女子大学教授の田崎清忠教授が監修している 。１９９８年にソフト

ウェア ・プロダクト ・オブ ・ザ ・イヤーの第１０回記念ソーシャル／ライフ分野で平岩賞を ，１９９９

年優秀映像教材選で優秀作品賞を，それぞれ受賞している 。

Ｎａｔｉｖｅ　Ｗｏｒｌｄの学習対象者は日本のビジネスマンで，海外からの取引先の客を出迎え，仕事

の話や接待をする ，ということを想定した英会話ソフトである 。概要は，！１の学習シーンから構

成されている 。学習シーンは，練習ステージと会話ステージの２つに別れている 。

　前者の練習ステージは「ビデオ」 ，「練習」 ，「会話」 ，「アウトライン」 ，「ボキャブラリー」の５

つから構成されている 。後者の会話ステージは，「アウトライン」 ，「表現」の２つから構成され

ている 。

（３４９）



１８　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第５０巻 ・第４号）

　　　レヴユー教材名

　Ａ ．Ｎａｔｉｖｅ Ｗｏｒ１ｄｖｅｒ．２ ．Ｏビジネス会話（国内）編（Ｍｉ。。。。。ｆｔＷｉ．ｄ．ｗ。 版）

販売元

監修

価格

出版年

商品構成

（株）ラーニングウェア

田崎清忠（東京純心女子大学教授）

２４ ，８００円（税別）

１９９９年

ＣＤ－ＲＯＭ３枚，オー ディオテープ１本，学習ガイド１冊，トラブルシュー

テイングガイド１冊，ユーザーズマニュアル１冊，ヘッドセット ，端子，各１つ

　　動作環境Ｍ１ｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｍｄｏｗｓ９５／９８／Ｍｅ　Ｍ１ｃｒｏｓｏｆｔ　Ｉｎｔｅｍｅｔ　Ｅｘｐ１ｏｒｅｒ４０１以上
。

　　　　　　　ＣＰＵ ，Ｉｎｔｅ１Ｐｅｎｔ１ｕｍプロセノサ１３３ＭＨｓ以上（推奨１６６Ｍｈｚ以上）。 メモリ

　　　　　　　容量；３２ＭＢ以上，ハードディスク空き容量；７０ＭＢ以上。表示機能 ；６４０

　　　　　　　 ×４８０ドット３万２千色以上表示可能なディスプレイ 。ＣＤ－ＲＯＭ装置 ；４

　　　　　　　倍速以上。サウンド機能 ；Ｓｏｕｎｄ　Ｂｌａｓｔｅｒ または互換ボート（マイク入力端

　　　　　　　子）が必要。動画再生機能 ，ＭＰＥＧ１動画再生機能 。

Ｂ． ＴｅＬＬ　ｍｅ　Ｍｏｒｅ　ＰＬＵＳ４海外旅行編（Ｍｉ・・…ｆｔＷｉｎｄ・ｗ・ 版）

　　販売元　　（株）工一・ アイ ・ソフト

　　価格　　　９ ，８００円（税別）

　　出版年　　１９９９年

　　商品構成　ＣＤ－ＲＯＭ１枚，ポケ ットブック１冊，ヘッドセット１つ

　　動作環境Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓ９５／９８，動作機種 ；ＤＯＳ／Ｖ機，ＰＣ－９８２１シリーズ
，

　　　　　　　ＰＣ９８－ＮＸシリーズ，ＦＭＶシリーズ，４８６Ｄ×４１００ＭＨｚ以上サウンド機能

　　　　　　　 ；Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓ９５／９８に対応した１６ビット以上のサウンドカード必

　　　　　　　須。Ｓｏｍｄ　Ｂ１ａｓｔｅｒ 及び完全互換カードまたはＳｏｕｎｄ　Ｂ１ａｓｔｅｒ　Ｐｒｏ 及ぴ完全

　　　　　　　互換カードが必要。メモリ容量 ；１６ＭＢ以上，ハードディスク空き容量 ；

　　　　　　　 ２４ＭＢ以上。表示機能 ；６４０×４８０ドット２５６色以上表示可能なディスプレイ 。

　　　　　　　ＣＤ－ＲＯＭ装置 ；４倍速以上 。

３． 各ＣＤ－ＲＯＭの特徴

３．

１Ｎａｔｉｖｅ　Ｗｏｒ１ｄ

図１からもわかるように，Ｎａｔｉｖｅ Ｗｏｒ１ｄは１～１１の学習シーンから構成されている

ｉ）空港へ出迎える

ｉｉ）ホテルにチ ェックインする

ｉｉｉ）スケジュールを確認、する

ｉＶ）スタッフを紹介する

Ｖ）工場を案内する

Ｖｉ）歓迎会でカラオケをすすめる

袖）日本のサラリーマンの話をする

充）都内観光の希望を聞く

ｉＸ）買い物を手伝う

Ｘ）空港のチェックインを手伝う

Ｘｉ）空港で見送りをする

（３５０）



Ｓｏｆｔｗａ．ｅ　Ｒｅｖｉｅｗ： ２つの英会話ソフトの比較考察（上田） １９
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図１ ：学習シーンの選択

　上記１１の学習シーンから１つ選択すると ，画面下に練習ステーシと会話ステーシがあらわれる 。

前者の練胃ステージでは，それぞれの場面で必要な各種の表現を学習する 。後者の会話ステージ

では，練習ステーシで学習した文を ，スムースに話せるかがテストされ，結果が画面に表示され

る。

（３５１）



２０　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第５０巻 ・第４号）

　下の図２左側にあるように，練習ステージは，「ビデオ」 ，「練習」 ，「会話」 ，「アウトライン」
，

「ボキャブラリー」の５つから構成されている 。

　学習の順序として，まず「アウトライン」で，学習シーンの概要を聞く 。画面右上のポタンで ，

日本語，英語のどちらでも選択できる 。

　次に，「ビデオ」で映像を見ながら全ての会話文を聞き ，全体の流れを把握する 。この時，画

面下のパートナー 学習者の部分に英語 ・日本語のどちらかで，会話文の表示もできる 。１文ず

つのスロー再生もできるし，聞きたい文だけを再生することもできる 。
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図２ ：学習シーンの選択

　次に，ｒボキャブラリー」では，重要な単語やフレーズを学習する 。図３のように，お手本と

して読み上げられる単語に続いて学習者が発話すると ，録音され評価が表示される 。

　下の図４からもわかるように，練習では，画面上のネイティフスピーカーがお手本となり ，学

習者と１文ずつ発話練習を行う 。音の強さ（ストレス）は，直線の縦方向に３段階で，単語やフ

レースの長さは横方向にそれぞれ表示される 。曲線クラフは，発話者の主に母音のイントネーシ

ョンを示している 。いずれもお手本が上段に，学習者が下段に表示される 。

　なお，音声認識不可能な場合は，「うまく聞き取れませんでした。お手本を聞いてもう一度挑

戦しよう！」といったメッセージが表示される 。

（３５２）
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図３ ：ボキャブラリー
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　２２　　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第５０巻 ・第４号）

　練習ステージの仕上げはｒ会話」で，実際に交互に会話を進めていく 。練習ステージで学習し

た会話文を使って，初めから終わりまでスムーズに会話を続けられる力を養うのが目的である 。

この時，パートナーと学習者の発話内容は初期設定では表示されないが，設定をすれは英語 ・日

本語のとちらかで表示できる 。図５は，ネイティフスピーカーと学習者の会話文を，英語で表示

選択したものである 。黒い画面の部分には，会話の相手がヒテオで現れる 。

巫総む 紬蜘鮒伽醐６磁ｙｏ泌．

…獲獲欄燃

燃５滋蝋流蜘ｄ磁ｙ鮒パ卿脇泌養篶泌虚訟養，”♂跳６伽加むｏ伽ｃＧ汐慨伽ｏ鮒
．塞 銚概

図５ ：会話

　練習ステージには１１のシーンがあると前述したが，それぞれのシーンの中にはさらに２～４つ

の場面が用意されている 。各場面の学習が終わるか，あるいはストノ プボタンで学習を終了する

と， 画面に図６のような総合評価が表示される 。

　練習ステージが終了したら ，会話ステージヘ進むが，練習量が十分でないと ，「まだ練習が足

りないようです。それでも会話ステージヘ進みますか？」といったメッセージが表示される 。

　次に，会話ステージでは，「アウトライン」，「表現」の２つから構成されている 。

　前述の練習ステージと同様，ｒアウトライン」で学習シーンの概要を聞く 。日本語，英語のと

ちらでも選択できる 。

　次に，「表現」では，先に練習ステージの「練習」で学習した文と ，内容は同じであるが，表

現や言い回しが違う文を１文ずつ学習する 。「練習」と同じように，音の強さ（ストレス）は，直

線の縦方向に３段階で，単語やフレーズの長さは横方向に，それぞれ表示される 。曲線グラフは ，

発話者の主に母音のイントネーションを示している 。いずれも ，お手本が上段に，学習者が下段

に表示される 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３５４）
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図６ ：総合評価

　なお，音声認識不可能な場合は，「うまく聞き取れませんでした。お手本を聞いてもう一度挑

戦しよう！」といったメッセージが表示される 。

（３５５）



　２４　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第５０巻 ・第４号）

　下の図７にもあるように，会話ステージの仕上げとして，フリートーキング画面で，ネイティ

ブスピーカーと学習者が会話できる設定になっている 。この時，ネイティブスピーカーの発話内

容は，必ずしも練習ステージで学習した同一の会話文であるとは限らず，学習者は臨機応変な対

応が要求される 。また，学習者の発話が正しく認識されなかった場合は，画面上のネイティフス

ピーカー が，“Ｐ１ｅａｓｅｓｐｅａｋｍｏｒｅｓ１ｏｗ１ｙ ”や
‘‘

Ｐａｒｄｏｎｍｅ？” などと聞き返してくる 。ネイティフ

スピーカーの発話内容は初期設定では表示されないが，選択すれば英語 ・日本語のどちらかで表

示ができる 。なお，学習者が発話すべき　語　句はフリートーキング画面では表示されず，おお

まかな内容に関するキーワードのみが，図７画面下のように表示される 。また，黒い画面の部分

には，会語相手がビデオで現れる 。

嚢繁纏馨
志

図７ ：会話ステージ画面（フリートーキンク）

　３２ＴｅＬＬ　ｍｅ　Ｍｏｒｅ　ＰＬＵＳ４海外旅行編（Ｍ１ｃｒｏｓｏｆｔＷｍｄｏｗｓ 版）

　図８からもわかるように，ＴｅＬＬ　ｍｅ　Ｍｏｒｅ は大きく分けて，６つのレッスンから構成されて

いる；

　１ ）Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ１　　　　　　　　　　　 １ｖ）Ａｔ　Ｃｕｓｔｏｍｓ

　ｉｉ）Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ２　　　　　　　　　　　 ｖ）Ａｔ　ｔｈｅ　Ｈｏｔｅ１

　ｍ）Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ３　　　　　　　　　　　　 ｖ１ ）Ｓ１ｇｈｔｓｅｅｍｇ

（３５６）
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　ＴｅＬＬ　ｍｅ　Ｍｏ．ｅ
は， 視覚情報が多く ，メニュー 選択は全て画面下のメニューアイコン「全画

面に戻る」 ，「メイン画面」 ，「ヒテオ」 ，「発音練習」 ，「会話」 ，「練習問題」 ，「単語辞書」 ，「文法」
，

「翻訳」 ，「練習結果」 ，「オプション」 ，「ヘルプ」の中から学習したい項目を選択する 。

　最初に「ヒテオ」を選択すると ，画面左半分にヒテオ映像が，右半分にトランスクリプトが表

示され，その後，１０問出題され５～７つの選択肢の中から答える 。

蟻

図８ ：レッスンの選択

（３５７）



　２６　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第５０巻 ・第４号）

　次にｒ発音練習」では，下の図９からも明確なように，上段にお手本の，下段に学習者の発音

の波形と ，イントネーションが曲線で表示される 。この時，発音ミスがあれば，ＡＰＥＤ

（Ａｕｔ．ｍ．ｔ１． Ｐ。。ｎｕｎ．１．ｔ１．ｎ　Ｅ
。。。。 Ｄ．ｔ。。ｔ１．ｎ）システムが文中の発音ミスを自動検出し，該当の単語が

赤く反転表示される 。赤く反転表示された単語をダブルクリックすることで，その単語の発音を

集中的に学習できる画面に切り替わる 。

　また，文や単語だけでなく ，‘‘ｈ” や‘‘ｖ’’

など練習したい音素を選択すると ，その音素を含む単

語の発音練習もできる 。その際，図１０にあるように，立体画像で唇や舌の動かし方が表示され ，

その下には解説もでる 。

（３５８）
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図９ ：発音練習 ａ
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図１０ ：発音練習ｂ
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　２８　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第５０巻 ・第４号）

　次にｒ会話」では，以下の図１１のように，画面左半分にヒデオ映像が，右上にトランスクリプ

トが，そして右下に選択肢が表示される 。読み上げられる質問に対し，応答文の中から答えを選

んで発音すると ，合否が判定される 。正解の場合は，学習者が選んだ応答文が緑色に反転し，会

話が先へ進む。しかし，何度挑戦しても ，発音が悪くて合格レベルに達しなければ，これより先

へは進めない設定になっている 。その場合は，設定画面に移動して，学習者に適応した合格レベ

ルやスピードに７段階の中から選択し，再設定する 。

　次にｒ練習問題」は，以下の７つに別れている；

　ｉ）語の並び変え　　　　　　　　 Ｖ）画像／語の連想

　１１ ）空白をうめる　　　　　　　　　Ｖ１ ）連語選択

　雌）ハングマン　　　　　　　　　　Ｖｉｉ）クロスワードパズル

　ｉＶ）書き取り

　最初に，「語の並び変え」（図１２）では，単語群にある単語を発音して文を完成する 。ここでは ，

単語レベルの発音が正しくても ，文として発音したときに認知されなければ合格にはならない 。

（３６０）
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　「空白をうめる」（図１３）では，文中の空白を下段の与えられた枠の中から正しい単語を選択し
，

マウスで移動させて文を完成させる 。

　「ハンクマン」では（図１４）では，画面の説明文から連想する語句，または表現をキーボード

を使って回答するが，不正解は７回までと限定されている 。

　「書き取り」（図１５）では，聞いた文章をキーボードで入力する 。不正解の場合は先へは進めな

い設定になっている 。しかし，何度挑戦しても ，合格レベルに達しなければ，これより先へは進

めない設定になっているので，その場合は，設定画面に移動して，学習者に適応した合格レベル

やスピードに７段階の中から選択し，再設定する 。
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　「語の連想」（図１６）では，画面の視覚情報を見て，連想する単語を選択肢の中から選んで発音

する 。設定でマウスによる回答もできる 。

　「連語選択」（図１７）では，空白になっている部分を，選択肢の中から選んで文全体を発音する 。

設定でマウスによる回答もできる 。

　「クロスワードパスル」（図１８）では，画面右上に表示されている語の意味を参考にして，パス

ルを完成させる 。マス目をクリソクすると単語が発音されるので，画面上のキーボードをクリソ

クして，単語を完成させる 。学習者のレベルに応じて，パネルの大きさを設定することもできる 。

　「単語辞書」（図１９）では，画面左側に英語，画面右側に日本語が表示される 。特徴は，知りた

い単語や語句をクリソクすると ，発音が聞けることである 。

　このほかに「文法」の解説の機能もある 。「練習の結果」では（図２０），どの分野で，どんな成

績を納めたかがわかる 。実際の画面では，赤や緑なとの色によって正解，不正解が表示される 。

讐ａ欄彬欲ｓ撤

毒鋳錨舳鋤樹
．１

、轡１籔、繊鮪感碗鰍 ：

図１６語の連想
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図１７ ：連語選択
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図１８ ：クロスワードパズル
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４． 各教材の利点 ・欠点

Ｎａｔ１ｖｅ Ｗｏｒ１ｄやＴｅＬＬ　ｍｅ Ｍｏｒｅ に共通した一番の利点は，ほんの数年前までは大変局価で ，

装置も大掛かりであ った音声認識機能を搭載したＣＤ－ＲＯＭ教材であるということだろう 。時間

や授業料を懸念することなく ，ネイティブスピーカーの発話する１文１文を，納得いくまで細部

にわたり練習できる機会というのは現実的に希有であるから ，こういった点が可能であるという

のは大きな利点である 。

４１Ｎ
ａｔ１ｖｅ　Ｗｏｒ１ｄ　ｖｅｒ２．０ビジネス会話（国内）編

　ビデオでの映像は大変鮮明で，パーソナルコンピュータというよりも本当のビデオを見ている

ようである 。音声面でも ，オー ディオテープが１本ついているので，通勤 ・通学時に学習可能で

ある 。他の利点としては以下の３点があげられるだろう ；

　ｉ）客観的評価をすぐに得られる 。

　ｉｉ）発話した単語，フレーズや文が，グラフ等の視覚情報ですぐ提示される 。

　１１１
）会話文を丸暗記しなくても ，ある程度の臨機応変な会話文でも可とされる 。

上記の点は，今までは語学における独学の欠占でもあったが，このＮａｔ１．ｅ　Ｗｏ．１ｄでは音声認

識機能を搭載したＣＤ－ＲＯＭ教材で ，その欠点を利点に転向させている 。

　しかし，いくつかの賞を受賞し販売数も多い教材であるが，もちろん欠点もある 。まず，図２１

のように，練習ステージでは「ビデオ」 ，「練習」 ，「会話」 ，「アウトライン」 ，「ボキャブラリー」

の順で構成されているが，学習の手順である「ビデオ」 ，「アウトライン」 ，「ボキャブラリー」 ，

「練習」 ，「会話」と合致せず，やや使いにくい感じがした 。

　また，「練習」や「会話」の中途で他の画面に移動した場合，早送り機能がないので，中断し

た場面からの学習ができず，初めからやり直さなくてはいけないのがやや不便である 。

　最大の利点であり欠点でもあるのは，「練習」や「会話」で示されるグラフである 。設定画面

で， １を初級レベル，５を上級者もしくはネイティブスピーカーレベルとして設定ができる ・日

本語を母語とする大学生２名に設定値３でｒ練習」に何度挑戦してもらっても ，全て「平均以

下」の評価であった 。

　次に，設定値を５に変更して，イギリス ，カナダとアメリカのネイティブスピーカーのそれぞ

れ１名ずつ合計３名に，挑戦してもらった。しかし，結果は同じく ，全員「平均以下」の評価で

あった。ネイティブスピーカー が自然に発話しても ，お手本の発話の波形やイントネーションと

差異があれは，低い評価がつけられてしまう ，といった本末転倒の結果が表示されてしまった 。

　お手本として示される発話の音の強さ（ストレス），単語やフレーズの長さ ，イントネーション

は， 実際の発話パターンのほんの１種類にしかすきず，あくまでも目安や参考，一例と考えて合

致しない場合でも必ずしもｒ平均以下」とは隈らない。この点は，ユーザーズマニュアルにも記

述が見られた 。

　また，スピートも評価の要因であることが判明した。上記３名のネイティフスピーカーに自然

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３６７）
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図２１ ：練習ステージ

なスピードで発話してもらった場合，いずれもお手本の発話スピードよりも早かった。すると ，

音声認識不可能で，ｒうまく聞き取れませんでした。お手本を聞いてもう一度挑戦しよう １」と

いったメッセージが表示された。ややゆっくりしたスピードで発話しないと ，うまく音声認識さ

れなかった 。

　こういっ た認識可能な範囲は，いくら音声認識技術が進歩しても ，現時点では人間の比ではな
く， 機械の限界であると感じた。ネイティブスピーカーですら ，「優秀」はおろか，「よろしい」

すらも ，なかなか表示されなかったので，まして日本語を母語とする学習者にとって，この点で

学習動機を失 ってしまう可能性が高く ，Ｎａｔｉｖｅ　Ｗｏｒ１ｄに搭載されている音声認識技術の精度に

やや疑問を抱いた 。

　４．２ＴｅＬＬ　ｍｅ　Ｍｏｒｅ　ＰＬＵＳ４外旅行編（ＭｉｃｒｏｓｏｆｔＷｉｎｄｏｗｓ 版）

　ビデオ映像はＮａｔｉｖｅ　Ｗｏｒｌｄと同じく大変鮮明で，本当のビデオを見ているようである 。音声

面では，ヒアリング練習用のオーディオＣＤが１枚ついているので，通勤 ・通学時に学習可能

である 。他に，手のひらサイズのポケ ットブ ックがついていて，会話 ・ヒアリングレッスンの全

てが収録されているので，オー ディオＣＤと合わせて活用できる 。別の利点としては，以下の

２点があげられる；

　ｉ）客観的評価をすぐに得られる 。

　ｉｉ）発話した単語，フレーズや文が，グラフといった視覚情報で提示される 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３６８）
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　上記の点は，今までは語学における独学の欠点でもあったが，Ｎａｔｉｖｅ　Ｗｏｒ１ｄ同様，ＴｅＬＬ　ｍｅ

Ｍｏｒｅ も音声認識機能を搭載したＣＤ－ＲＯＭ教材で，その欠点を利点に転向させている 。７種類

の「練習問題」においてもそのほとんどで，発音して答える形式が用いられており ，音声認識機

能をフルに活用している 。

　また，辞書機能が個別に設けてあるが，わさわさその辞書機能を開かなくても ，全編を通じて ・

知りたい単語があれば，その場で，画面の中のその単語をクリノクするだけで，発音を聞くこと

ができて意味も表示されるので非常に便利である 。

　しかし，「世界６３カ国で５０万本販売された」英会話ソフトであっても ，いくつかの欠点もある 。

まず，練習問題における項目数の多さが気になった 。

　「語の並ぴ変え」，「空白をうめる」 ，「ハングマン」 ，「書き取り」 ，「画像／語の運想」 ，「連語選

択」 ，「クロスワードパズル」と７種類もあり ，ややもすると食傷気味になった 。

　また，発音が合格レベルに達していないと先へ進めない設定になっている箇所がいくつかある 。

実際には，学習者の発音で十分通用するのにも関わらず，「合格レベルに達していない」という

評価がたびたび下され，先へ進めなか った。この点に関してはＮａｔｉｖｅ　Ｗｏｒ１ｄ同様，いくら音声

認識技術が進歩しても ，音声認識可能な範囲は，現時点では人間の比ではなく ，機械には限界が

あるので，盲信すれば学習動機を失ってしまう可能性が高い。お手本として示されるパターンは ，

ほんの１種類にしかすきず，あくまでも ，目安や参考，一例と考えるべきである 。この点は ・

Ｎａｔｉｖｅ　Ｗｏｒｌｄとは違い，どこにも記述がなかったのが残念だ。最新の音声認識技術とはいえ ，

やはり人問の処理する音声情報量，質，範囲はその比ではなく ，機械の限界を見た気がした 。

５． おわりに

　ネイティブスピーカーによる個人指導で単語，フレーズや文を ，納得いくまで細部にわたり練

習することも可能であるが，現実には，学習者の好きな時間帯に好きな時問だけ学習することは

大変難しい。また，授業料も莫大なものとなるだろう 。

　一方，上記のような音声認識技術を搭載した教材を利用すれば，学習者の好きな時間帯に好き

な時問だけ学習することは可能になるが，発音した音が必ずしも正しく認識されないなど，技術

精度に問題が残る 。

　これら両方の学習スタイルの利点と欠点を良く理解した上で，学習者がそれぞれの利点をうま

く組み合わせ，自己に適した効率のよい学習スタイルを構築することが大切である 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参考資料

野澤和典（２０００） ．「Ｓｏｆｔｗａｒｅ　Ｒｅｖｉｅｗ： ＴＯＥＩＣ　ＴＥＳＴパーフェクト対策シリーズ」『立命館経済学』第４９

　巻，第２号 。
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