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日本語教育事情調査データの DB 化とサイト公開
－国内外の高等教育機関における日本語教育事情調査（中間報告Ⅳ）－

佐野洋（東京外国語大学）
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1. はじめに
1.1. 研究成果の公開
　インターネットが社会基盤として広範にそして隅々にまで定着している。様々なサービス
がインターネット上で実現し、大規模に展開されている。特に 2000 年代後半からは、無線
帯域の大幅な拡大により、今や企業を始めとするサービス組織は、消費者やステークホルダ
ーとのコミュニケーションに、インターネット及びインターネットと情報のやり取りを行う
通信デバイス（可搬型 PC やモバイルデバイス等）を当然のモノとして利用している。その
ムーブメントは、従来、情報技術基盤を専用のアピールや広報媒体としなかった製造業分野、
小売業分野、農業分野や教育分野にも押寄せている。
　しかし、情報提供や広報活動の一つとして、あるいは研究成果公開の手段として教育研究
組織が自らインターネットサイトの構築や資料のデータ化と検索手段を提供するとなると、
調査資料のデータ化や成果公開サイトの開発にかかる手間やコストの増大といった幾つもの
障害に直面することになる。
　シンプルで操作性も良いインターフェースを備え、アクセスした人に分かり易く成果を伝
えるデザインでありながら、セキュリティにも怠りなく情報を発信し、そして情報の提供を
し続けるには、データ管理の能力と検索等のアプリケーション開発の効率化やデザインパタ
ーンの熟知など情報技術知識を欠くことができない。しかしながら、教育研究を主たる業務
とし、収集した資料の分析や学術的視点に基づく検討に注力することが教育研究組織の任務
である以上、研究成果公開に要する手間や関連する情報技術習得のための時間、資料のディ
ジタル化のための雑務が増えるため、それらに対応する人的コストや労働コスト、あるいは
実コストが増えるだけでなく、本来、行うべき研究成果の創出に費やす時間が犠牲になるこ
とすらある。

1.2. NetCommons
　こうした状況にあって、情報やデータ操作の業務ルール（情報発信・活用の手続き）を支
援する枠組みは、情報発信や管理のための作業コストを低減させ、コンテンツ作成の作業
効率を向上させるものとして利用が盛んである。そうした支援技術の枠組みの一つとして
CMS がある（ [ 佐野洋 , 2014]）。CMS は、ウェブサイトを通じて発信したり提供したりす
る情報内容を容易に構築することができるソフトウェアをいう。見栄え（デザイン）の支援
機能を有する類いもあって、情報内容をプレゼンテーションする人は、特段の技術知識や情
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報技能を持たなくても CMS を導入すれば、技術的な記述や操作を行う必要がなくなり、情
報内容を構成する個々の要素の更新においても、細かな仕様を気にすること無く、コンテン
ツを作成したり変更したりすることができる。
　国際日本研究センター・国際日本語教育部門において調査・収集された日本語教育事情調
査データは、オープンソース CMS のひとつである NetCommons® を利用して DB 化され、
そして同時にインターネット上に公開されている。
　NetCommons1 は、国立情報学研究所（以後 NII）2 が提供する CMS である。NetCommons
プロジェクトによって開発されたソフトウェアで、NII では、当該ソフトウェアをコミュテ
ィウェアと称し、CMS と LMS（Learning Management System）及びグループウェアを統
合したソフトウェアとしての位置づけをしている。この CMS を用いると短時間で主要ブラ
ウザを使って閲覧可能な美しくデザインされたサイトを構築することができる。NII による
と NetCommons を用いて簡単に構築できるサイトは以下であるという。

　�e- ラーニングサイト、NPO や NGO のためのバーチャルオフィス、共同研究・
学会活動のポータルサイト兼グループウェア、オフィス用グループウェア、ソ
ーシャルネットワークサービス

　次章では、国際日本研究センター・国際日本語教育部門が、これまでに収集・整理してき
た日本語教育事情調査データの内容を説明する。3 章では、それらの資料価値を高めるため
の DB 化の方法に触れ、4 章でサイト公開の仕組みについて説明する。

2. 日本語教育事情調査データ
　国際日本研究センター・国際日本語教育部門では、海外の諸地域における日本語教育事情
を調査・収集してきた。収集されているデータの内容を示す。
2.1. 調査項目
　調査項目とそのデータタイプを表 1 〜表 4 に示す。データタイプは記録されるデータの
性質や範囲などを示す。なお、データベースにおけるデータ型 3 ほど厳密ではない。各地域
の諸機関に出向きヒアリング調査を行ったり、当該機関の日本語教育研究関連組織（の担当
者）に直接依頼して、記述してもらったりすることで調査・収集を行っている。従って基本
的にテキストデータである。また、下位項目について最新のデータでは、その項目数が増え
ている。

1 http://netcommons.org
2 大学共同利用期間法人 情報システム研究機構国立情報学研究所 URL http://www.nii.ac.jp
3 データベース内に記録するデータの取り扱い方を示す形式のこと。データの性質や範囲などを定義したものである。
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表 1 調査項目一覧（1）
項目 下位項目 データタイプ
国・地域 国・地域 [ テキスト]

機関名 [ テキスト]
大学名 [ テキスト]
原語名または英語名 [ テキスト]
URL [URL]
調査に関して [ テキスト]
調査協力者 [ テキスト]
調査者（資料を含む） [ テキスト]
調査日 [ 日付 ]

表 2 調査項目一覧（2）
項目 下位項目 データタイプ
学部（日本語学科あるいは関連学科） 構成（組織・教員数・学生数） [ テキスト]

日本語学習の主たる目的
（言語スキル・知識など重視する点） [ テキスト]

必修科目 [ テキスト]
日本人教員情報（人数・専門・役割・採用条件・担当科目）[ テキスト]
目標とする日本語のレベル（日本語能力試験など） [ テキスト]
必修科目の使用テキスト [ テキスト]
卒業生の進路 [ テキスト]
学習上の困難点 [ テキスト]

表 3 調査項目一覧（3）
項目 下位項目 データタイプ
大学院（日本語研究関連コース） 構成（組織・教員数・学生数） [ テキスト]

研究領域・方向性（日本学、日本語学、日本語教育他）[ テキスト]
コースの特徴

（コースワーク、単位制度、博士候補資格試験等） [ テキスト]

学位授与（学位取得者の人数、専門領域） [ テキスト]
卒業後の進路 [ テキスト]
日本留学に関して [ テキスト]
カリキュラムの中の日本留学の位置づけ

（単位交換の有無など） [ テキスト]

留学に対する意識・条件・選抜 [ テキスト]
提携大学 [ テキスト]
留学後の学生の状況 [ テキスト]

表 4 調査項目一覧（4）
項目 下位項目 データタイプ
その他 [ テキスト]
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2.2　調査内容
　表 1 〜表 4 に示したようにデータは基本的にテキストである。一例として、「国・地域」
についての調査内容例を表 5 に示す。内容例で示すように、すべての調査項目に対してデ
ータが存在するのではなく欠損データもある（この例では「機関名」調査に関して」のデー
タが欠けている）。
　表 2 や表 3 の調査項目では、自由記述の部分があることから非定形の比較的長いテキス
トが記録される。調査データは、MS- エクセルにその内容を記入したり、調査者がヒアリン
グの内容を電子化することもある。
表 5 調査内容例（イギリス・マンチェスター大学）
下位項目 調査内容

国・地域 イギリス

機関名

大学名 マンチェスター大学

原語名または英語名 The University of Manchester

URL http://www.manchester.ac.uk/

調査に関して

調査協力者 Jonathan Bunt（Senior Lecturer, School of Language, Linguistics and Cultures, 
The University of Manchester）

調査者（資料を含む） 谷口龍子（東京外国語大学 国際日本語研究センター 准教授）

調査日 2011 年 7 月5 日

３．データの扱い
3.1. データベース
　本稿で紹介した NetCommons がそうであるように、現在ではオープンソースのアプリケ
ーションソフトウェアを比較的容易に使うことができる。データベース管理ソフトウェアに
ついても PostgreSQL4、MySQL5 や MongoDB6 いったオープンソースのデータベースがある。
データ規模の小さい Web アプリケーションであっても、こうしたデータベースをデータ提
供のためのエンジンとして利用することがごく普通である。NetCommons では MySQL を
データベースエンジンとして用いている。
　本節は、データを記録する際に必要なデータベース設計の基本について簡便に説明する。
まず、データベース設計の大まかな処理手順を示す。
　データベース設計では、データベースによって収集したデータを維持・管理できるように、
収集意図やその資料内容をある程度、抽象化してデータモデルを作成する。データモデルと
はデータベースをどのように構成するのかということである。この構成は、一般的に概念設
計、論理設計と物理設計という 3 つの段階を通して行われる。そして，それぞれの段階では
アウトプットとして概念モデル、論理モデルと物理モデルが作り出されることになる。

4 https://www.postgresql.jp/
5 http://www.mysql.gr.jp/
6 https://62e60c2c9e4f4c61769ea89b71.doorkeeper.jp/
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3.2. データモデル
3.2.1. 概念設計
　概念設計では、実際のデータが存在している世界から、データベースによってデータ管理
の対象とする部分を取り出し、一般化された概念的なモデルを作成する。概念モデルとは、
コンピュータで実装されるデータベースでデータを管理するにしても、特定のデータを操作
し、計算するような形式を意識して作成するものではない。なお、概念モデルの作成にあた
っては，ER モデル 7 と呼ばれるデータ表現形式がしばしば使用される。
3.2.2. 論理設計
　論理設計では、概念設計によって作成されたデータを表現する概念的なモデルを、特定の
データモデルに対応した論理モデルに変換する。具体的には、上述の ER モデルからリレー
ショナルモデルを作成することになる。直観的には、ER モデルからの構造変換は機械的に
行うことができることが指摘されている。技術的には、適切なデータ形式に変換する作業（正
規化 8）が必要であるとされる。本稿では、こうした変換の詳細を述べることが目的ではない
ので割愛する。
3.2.3. 物理設計
　物理設計では、データベースのデータ処理性能を考慮することになる。具体的には、検索
速度や応答速度が速くなったり、データの処理時間が短くなったり、データの記録サイズが
小さくなったりするような処理手続き上の工夫を行う。さらにデータベースが実装されてい
るコンピュータに依存した技術的な取り組みを行うこともある。
3.3. NetCommons の利用とその利点
　前節で述べたように、収集したデータを維持・管理できるようにデータベースに登録する
には 3 つの段階を経なければならない。技術的に難しい部分がある。NetCommons を利用
する利点をして、こうしたデータベース設計のプロセスを隠蔽し（物理設計や論理設計を意
識することがなく）、直観的な登録操作で、データベースを構築できることにある。加えて、
直感的なデータ登録作業と試行錯誤的なデータベース操作を通じて、適切なデータ登録状態
に近づけることができる点も挙げることができる。
　具体的には、2.1 節で示した調査項目を、NetCommons の汎用データベースモジュール 9

を使ってデータ登録することができる。このモジュールは情報共有のための機能として提供
されている。このモジュールを利用することで、直観的な操作によって、データスキーマの
管理ができ、同時にデータの表現（ページデザイン）を設定することができる。データスキ
ーマの修正もできるので（上述のように）試行錯誤的なデータベース操作を通じて、目的に
適するデータベースを構築することができる。

7 ERモデルとは、ある世界を「エンティティ」（実体）、「アトリビュート」（属性）、「リレーションシップ」（関連）と
いう3つの構成要素を用いて概念化したデータモデルのことである。ht tp : / /www .web l i o . j p / c on t en t /
ER%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB から引用した。

8 正規化とは、データの冗長性をなくしたり、混在している等価な表現をある統一形式に整形したりすることによって、同じ形式で
データを扱えるようにすることである。http://www.weblio.jp/content/%E6%AD%A3%E8%A6%8F%E5%8C%96 から
引用した。

9 http://manual.netcommons.org/ユーザーマニュアル を参照のこと。
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3.4. データの登録
3.4.1. データスキーマの設定
　図 1 は、日本語教育事情調査データのデータスキーマとデータ型の設定の画面のスナッ
プショットである。

　データスキーマの設定・編集
は、データ編集を行う権限で公
開サイトにログインして、ウェ
ブブラウザを通じて行う。デー
タスキーマの設定・編集は、お
およそ論理設計部分に該当す
る。必要なデータ項目名を [ 項
目追加 ] ボタンを用いて入力す
る。項目名はユニークである。
各項目名に対して属性を設定
する（図 1 の画面右下に重ね
て表示しているスナップショ
ットである）。属性の設定では、
データ入力が必須なのかどう
か、デザイン上のこと（詳細画
面に表示するのかどうかや項
目名を表示するのかどうか）、
検索の対象とする項目なのか、
といった事柄を設定する。
　設定画面で［属性］とあるの
はデータ型である。メニュー
形式で選択肢（画面で［テキ
スト］、［テキストエリア］、［リ

ンク］などと表示されている部分）の中から適切なデータ型を選択する。
　例えば、日本語教育事情調査データのように、ヒアリングを通じて行うアンケートに近い
形式での調査項目では、テキスト、選択式（択一 / 複数）、日付などのデータ型で十分だろう。
分かり易さのために調査対象組織を表す簡単な画像や、ホームページの URL などを追加す
ることになる。例えば、[ 使用テキスト ] などは海外で利用されている日本語教育教本を調
査し、選択式で指定することも可能である。

3.4.2. データ入力
　図 2 に調査データの入力画面例を示す。データ入力はウェブブラウザを通じて行う。
画面内の項目の右肩にある赤い※印は、必須入力データであることを示す。画面では、大学
名以外の項目は非必須としているが、データスキーマを編集し直すことで、任意に変更する
ことができる。

図 1 データスキーマ画面のスナップショット
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　入力画面の背景デザインは、とく
に日本語教育事情調査データ用に作
成したものである。項目数が多いこ
と、学部や大学院といった組織単位
でデータが収集されていることなど
を配慮して、シンプルだが分かり易
いデザインにしている。
　画面では入力ボックスが若干小さ
い。例えば [ 卒業生の進路 ]、[ 学習上
の困難点 ] など自由記述が想定されテ
キスト量が増える項目についてはデ
ザイン部分を変更することで対応で
きる。

4. データサイト
4.1. 概観
　図 3 にデータ公開サイト 10 の外観（トップページのスナップショット）を挙げる。

10　 http://ngc2068.tufs.ac.jp/icjs/htdocs/

図 2 データの入力画面

図 3 データサイトトップ（スナップショット）
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　大学名をデータ表示のためのタイトルとしている 11。画面右上方の [ 並べ替え ] メニューに
は、[ 新着順 ]、[ 入力順 ]、[ 大学名順 ] の選択肢がある。[ 大学名順 ] を選択することで、大
学名で並べ替えることができる。既定の表示件数は 10 件である。メニューを使って変更す
ることができる。
　なお、NetCommons で実現した調査データの公開サイトは、学内に設置しているサーバ
ー上に構築している。

4.2. 閲覧と検索
　[ 詳細を表示 ] リンクをクリックすると調査データを詳しく表示する画面が表示される（図 4）。
　[ 並べ替え ] メニュー直上の [ 検索 ] ボタンをクリックするとキーワード検索画面が表示さ
れる。図 5 に示す。は「イギリス」をキーワードとして検索した結果例である。図 6 に示
すように調査対象になったイギリスの 4 つの大学が検索結果として示されている。大学名称

はリンクデータなの
で、クリックするこ
とで、当該大学の調
査結果を表示させて、
その調査内容を確認
することができる。
　検索対象とする項
目の選択はデータス
キーマの設定で行う
ことができる。従っ
て、利用者による使
用感や意見を確認し
ながら、検索項目を
追加したり、あるい
は削除したりするこ
とができる。

11　 タイトル設定は、汎用データベース・モジュールのデータスキーマの設定で行う。項目名の中から一つだけ選択する。

図 4 調査データ内容の表示の様子
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4.3. データ編集
　入力済みのデータの再編集は、データ編集を行う権限で公開サイトにログインして、ウェ
ブブラウザを通じて行う。3.4.2 節で示したデータ入力と同じ画面が表示されるので、入力
データを確認しながら、必要な個所のデータ修正を行うことができる。

5. おわりに
　本稿は、国際日本研究センター・国際日本語教育部門で収集・整理を行っている世界諸地
域の教育機関（大学等）における日本語教育の現状（教育内容や教材等）を DB 化するため
の方法及びサイト公開の仕組みについて説明した。
　日本語教育事情調査データは、オープンソース CMS のひとつである NetCommons® を
利用して DB 化され、同時にインターネット上に公開されている。本公開サイトは、データ
検索の仕組みを用意することで利用者の利便性が向上している。本ソフトウェアを利用する
ことで、ウェブサイトを通じて発信したり提供したりする情報内容を容易に作成することが
可能となった。今後の調査データの追加にも柔軟に対応できるほか、検索項目の変更や検索
対象データの修正なども容易に行える。
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図 5 検索画面

図 6 キーワード検索結果例
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One of the activities of the International Japanese Education division of the International 

Center for Japanese Studies at Tokyo University of Foreign Studies is to ascertain the current 

state (content, teaching materials etc.) of Japanese education in universities and other educational 

institutions around the world and to strategically contribute to international Japanese education. This 

report explains the content of the survey data relating to the state of Japanese education collected thus 

far, and furthermore explains methods of database compilation and mechanisms of online publication 

for increasing the value of material.

Data from surveys into the state of Japanese education (currently available online) are 

compiled into a database using NetCommons®, a piece of CMS open software, and are simultaneously 

made available online. The site has increased user-friendliness by providing means of searching for 

data. Using this software has enabled the straightforward production of information content sent 

from or provided by the website. The increased ease of sending information has resulted in prompter 

content renewal and an increased presence for the International Japanese Education division of the 

International Center for Japanese Studies.  




