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知っておきたい⽇本語教育のための
ＩＴ活⽤

李 在 鎬
り じぇ ほ

筑 波 ⼤ 学

⽬次
1. （少し個⼈的な）研究背景
2. リーダビリティシステムについて
 どんなシステム︖
 なぜ作った︖
 どうやって作った︖
 何を⽬指す︖
 今度の展開について

3. ⽇本語教材「筑波⽇本語eラーニング」

専⾨

2005~2009 2009~2011
2011~︖

京都⼤学
2000~2005

1. 認知⾔語学（構⽂論、意味論）︓ 2000〜
2. 計量⾔語学（語彙研究）︓ 2003〜
3. ⾔語テスト（出題基準、難易度）︓ 2009〜
4. テキストマイニング︓ 2008〜
5. コーパス研究と構築︓ 2007〜
 タグ付きKYコーパス（〜2008） ・ 韓国語作⽂コーパス（〜2010）
 ⽇本語学習者作⽂コーパス（〜2011） ・ C-JAS（〜2013）
 BCCWJ 、TWC、NINJAL-LWP、寺村誤⽤集

研究背景 量的研究

質的研究

理論的研究 応⽤的・実践的研究

認知⾔語学の
構⽂研究

（2000-2002）
修⼠

コーパスと
⾔語テスト

（2009-2011）
国際交流基⾦

リーダビリティ
（2008〜）
情報通信研究機構

⾔語テスト
（2009〜）
国際交流基⾦

Eラーニング
（2011〜）
筑波⼤学

⽇本語の格助詞
（1997）
学部

統計⾔語学
（2005〜）

NICT

意味フレーム
（2005〜）

NICT

コーパス基盤
語彙研究
（2007〜）

NICT

コーパス基盤
構⽂研究

（2002-2007）
博⼠

学習者コーパス
（2005-2007）

NICT
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今⽇のトピック
■リーダビリティ
1. ⽂章の難易度を測定する研究。

2. 何らかの公式（⼀般的には回帰式）に基づいて難しさを測定する。

3. 複合領域︓⽂章論、⾔語テスト、認知科学、計算⾔語学（テキストマイニング）、⾃
然⾔語処理、コーパス研究

⽇本語⽂章難易度判別システム
http://jreadability.net

リーダビリティとは リーダビリティリサーチラボ
リーダービリティーとは、⽂章の読みやすさの尺度のことを⾔います。リーダビリ
ティー研究は，古くは1890年代からあると⾔われていますが，本格的な研究は⽶
国で1940年代に盛んになりました。

http://readability.nagaokaut.ac.jp/research/html/modules/pico/index.php?content_id=2
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意外と⾝近なリーダビリティ
マイクロソフトワードの機能として
実装されている

意外と⾝近なリーダビリティ
実は、旧⽇本語能⼒試験の出題基準にもリーダビリ
ティに通じるルールが存在する。

なぜ必要︖
2つの理由

1. ⼀般向け︓汎⽤的なリーダビリティ
2. 教育関係者向け︓特定の⽬的に特化したリーダビリティ
 ⽇本語学習者に特化したもの。書籍に特化したものなどなど

なぜ必要︖
2つの理由

1. ⼀般向け︓汎⽤的なリーダビリティ
2. 教育関係者向け︓特定の⽬的に特化したリーダビリティ
 ⽇本語学習者に特化したもの。書籍に特化したものなどなど
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なぜ必要︖
不特定多数に対して必要な情報を開⽰する必要があるもの。

なぜ必要︖
2つの理由

1. ⼀般向け︓汎⽤的なリーダビリティ
2. 教育関係者向け︓特定の⽬的に特化したリーダビリティ
 ⽇本語学習者に特化したもの。書籍に特化したものなどなど

なぜ必要︖
2つの理由

1. ⼀般向け︓汎⽤的なリーダビリティ
2. 教育関係者向け︓特定の⽬的に特化したリーダビリティ
 ⽇本語学習者に特化したもの。書籍に特化したものなどなど

なぜ必要︖
1. 教育分野では、読解教育との関連で議論されることが多い。
2. 基本的な考え⽅︓能⼒にあった読み物を与えるべき。

→ 難しすぎず、易しすぎず

A) 難しすぎず︓⼩学⽣には、中学⽣の読み物を与えても理解できない。
B) 易しすぎず︓中学⽣には、⼩学⽣の読み物を与えても興味がわかない。

⽇本語教育的に⾔えば、
A) 初級の⼈に上級の読み物を与えても「理解できない」
B) 上級の⼈に初級の読み物を与えても「燃えない」
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なぜ必要︖

1. リーダビリティはコーパス研究とも関連が深い

2. リーダビリティはコーパスデータの潜在的な可能性を掘り起こす
① ⼀般的にはコーパスは検索して使うので、「コーパス＝⽤例バンク」。

② しかし、コーパスは⽂章の集合でもある。

③ リーダビリティ研究からコーパスを捉えると「コーパス（データ）＝読解教材バンク」

なぜ必要︖
⾔語教育・⽇本語教育にとってのもう⼀つの意味

コーパス＝宝の⼭

例えばBCCWJ収録データとして
井上ひさし|著|2001|紙屋町さくらホテル
宮沢賢治|原著;鎌⽥東⼆|著|2001|宮沢賢治｢銀河鉄道の夜｣精読
夏⽬漱⽯|作|1990|明暗
井上ひさし|著|2002|東京セブンローズ
菊池寛|著|2002|真珠夫⼈
菊池寛|著|2002|真珠夫⼈
淀川乱歩|著|2004|根暗野⽕魂
遠藤周作|著|2005|ほんとうの私を求めて
芥川⻯之介|ほか著|1989|夢の蹄
遠藤周作|著|1994|決戦の時

しかし、、、

いわゆる⽣教材。

1. 難しいものから易しいものまで多様

2. どれをどの学習者に与えるべきか判断が難しい
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ほしいのは︖

1. ⼀貫した難易度判定のための公式とそれを実装したシステムが必要。

2. そのシステムに求められる要件
A) 信頼性

B) 妥当性

ほしいのは︖

1. ⼀貫した難易度判定のための公式とそれを実装したシステムが必要。

2. そのシステムに求められる要件
A) 信頼性︓いつ測っても結果が変わらない

B) 妥当性

機械には簡単

昨⽇ 49kg 今⽇ 56kg 明⽇ 43kg

昨⽇ 50kg 今⽇ 50kg 明⽇ 50kg

〉 〉

〉 〉

→信頼できない

→信頼できる

ほしいものは︖

1. ⼀貫した難易度判定のための公式とそれを実装したシステムが必要。

2. そのシステムに求められる要件
A) 信頼性

B) 妥当性︓測り⽅が実世界において価値があるもの
難しい。

ほしいものは︖

1. なぜ難しいか
A) 初級、中級、上級の概念的なブレ︓ゆるやかな共通認識があ

るが、ぴったり当てるのは無理

B) 差をつけることにフォーカスを当てる。

作業タスク︓テキストAとテキストBを読解するためには能⼒の差
が存在することが真であるなら、AとBの差を定義づける変量が存
在する。その変量の組み合わせにより、任意のスケールを構築し、
テキストAとテキストBを弁別する。
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具体例

⽂章A

けさ7時21分頃、東北地⽅を中⼼に広い
範囲で強い地震がありました。
⼤きな地震のあとには必ず余震があり
ます。
引き続き厳重に注意してください。
皆さんおちついて⾏動をお願いします。
ガス臭いようなところがありましたら
マッチを擦ったり、
照明のスイッチをつけたり、消したり、
ということはしないでください。
弘前市は断⽔や停電となり、市⺠の⽣
活は⿇痺しています。
中⼼部の雑居ビルが完全に崩れ落ちて
います。

⽂章B

今⽇ 朝 7時21分、 東北地⽅で
⼤きい 地震が ありました。
⼤きい 地震の 後には 余震＜後
から 来る 地震＞が あります。
気をつけて ください。
⽕を 使わないで ください。
⽕事に 気をつけて ください。
弘前市は ⽔と 電気が 使えませ
ん。
地震で 倒れた 建物に 気をつけ
て ください。

具体例

⽂章A

けさ7時21分頃、東北地⽅を中⼼に広い
範囲で強い地震がありました。
⼤きな地震のあとには必ず余震があり
ます。
引き続き厳重に注意してください。
皆さんおちついて⾏動をお願いします。
ガス臭いようなところがありましたら
マッチを擦ったり、
照明のスイッチをつけたり、消したり、
ということはしないでください。
弘前市は断⽔や停電となり、市⺠の⽣
活は⿇痺しています。
中⼼部の雑居ビルが完全に崩れ落ちて
います。

⽂章B

今⽇ 朝 7時21分、 東北地⽅で
⼤きい 地震が ありました。
⼤きい 地震の 後には 余震＜後
から 来る 地震＞が あります。
気をつけて ください。
⽕を 使わないで ください。
⽕事に 気をつけて ください。
弘前市は ⽔と 電気が 使えませ
ん。
地震で 倒れた 建物に 気をつけ
て ください。

デモンストレーション

どうやって作った︖

基準テキス
ト構築

• 難易度が付与
されたもの

公式作成 • 電⼦的に解析。
統計的な分析

ウェブシス
テム開発

• ブラウザベー
スのシステム



2014/6/29

8

どうやって作った︖

基準テキス
ト構築

• 難易度が付与
されたもの

公式作成 • 電⼦的に解析。
統計的な分析

ウェブシス
テム開発

• ブラウザベー
スのシステム

⼤量の⽇本語の教科書、
BCCWJのデータ

線形回帰分析

Ruby＋ウェブBBS＋FB

どうやって作った︖
線形回帰分析
独⽴変数と従属変数の間の関係を表す式を統計的⼿法によって推計する。
従属変数（⽬的変数）とは、説明したい変数（注⽬している変数）を指す。
独⽴変数（説明変数）とは、これを説明するために⽤いられる変数のことで
ある。経済学の例を挙げてみると次のようになる。経済全体の消費（C）を
国⺠所得（Y）で説明する消費関数がC=a+cYという形で表されるとする。こ
の例では、消費が従属変数、国⺠所得が独⽴変数に対応する。

どうやって作った︖
ID ⼀⽂⻑ 漢語率 動詞率 ・・
易⽂章1 5 10 1 …

易⽂章2 6 4 2 …

難⽂章1 12 23 5 …

易⽂章3 7 3 1 …

難⽂章2 17 45 4 …

・・・ … … … …

リーダビリティ公式

こういうのもあるよ
http://readability.nagaokaut.ac.jp/ http://kotoba.nuee.nagoya-u.ac.jp/cgi-bin/obi2.cgi
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今後の展開
好循環を作る

1. 解析データを得るのは⼤変
2. フィードバックによってデータを得る
3. 得られたデータで回帰式を改良
4. 改良結果をシステムに反映
5. 解析精度が向上。利⽤者への利益還元
6. 研究資⾦の獲得。システムの継続的な運⽤。

システム利⽤

フィード

バック

解析・回帰式の

改良

解析精度の

向上

謝辞
リーダビリティシステムのシステム構築は，共同研究者の⻑⾕部陽⼀郎⽒に
よるものです。感謝します。


