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学習者の作文評価を考える
➖コンピュータによる作文評価の可能性➖

李在鎬（りじぇほ）
早稲田大学大学院日本語教育研究科
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自己紹介＋研究の社会的背景

自己紹介

• 李在鎬（☓鍋）

• 仕事を通した学び＆本づくりを通した学び

1. 2005～（独）情報通信研究機構→自然言語処理、
コーパス

2. 2009～ 国際交流基金→テスト、評価

3. 2011～ 筑波大学→ eラーニング、日本語教育

4. 2016～ 早稲田大学→日本語教育と社会
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自己紹介

• テスト開発、コーパス、評価の多様性（日本語教師 vs 
専門教員）

• 日本語教師の長年の経験知をコンピュータに移植
• ウェブ経由の学習者・日本語教師の支援

日本語教師（人間）とコンピュータ（機械）の共生

『人間と機械のあいだ』（池上・石黒 2016）

人の（文明の）進化：遺伝子による進化，技術による進化
技術による進化：人の機能を代替させることで進化し続ける
ロボットの研究は，人への探求

意識とは

時間
モデル

心は
現象か
存在か

ネット
は脳に
なるか

https://jreadability.net/

文章 作文

文法
項目

語彙
項目



2019/11/27

3

活動
1. 2015年8月17日 ミュンヘン（ミュンヘン大学）
2. 2015年12月5日 京都（キャンパスプラザ京都）
3. 2016年2月14日 東京（筑波大学東京キャンパス）
4. 2016年12月17日 博多（九州大学伊都キャンパス）
5. 2017年5月18日 ケルン（基金日本語文化センター）
6. 2017年7月7日 東京（早稲田キャンパス）
7. 2017年7月30日 バンコク（国際交流基金）
8. 2017年10月21日 ソウル（建国大学）
9. 2018年3月15日 北京（清華大学）
10. 2018年5月13日 プリンストン（プリンストン大学）
11. 2018年7月8日 名古屋（南山大学）
12. 2018年7月23日 東京（東京外国語大学）
13. 2018年8月7日 チューリッヒ（チューリッヒ大）

この頃の関心

• 短期的目標：ウェブシステムの運用と利用データの蓄積

• 中期的目標：コンピュータに知性(教えたことが分かる）をもた
せる。人工知能（Artificial Intelligence）と日本語教育の関連づけ。

• 長期的目標：理工系の研究者と共同作業できる日本語教育研究
者の育成。新時代（ICT時代）に耐えうる（柔軟性をもっ
た）日本語教師の育成。

人工知能

http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2017/04/17springtokubetsu.pdf

研究の日本語教育学的背景
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背景１：文章研究

1. 言語単位からみた文章：佐久間・杉戸・半澤
（編）(1997)，佐久間（2003）

2. コミュニケーションからみた文章：半澤
（2014），石黒（2008）

3. 研究領域別にみた文章

A) 国語学・日本語学における文章：時枝
（1950），市川（1978）、永野（1986）

B) 国語教育・日本語教育における文章：高
崎・立川（編）（2008），村岡（2014）

C) 自然言語処理における文章：河原
（2017）

D) 計量言語学における文章：石田・金（編）
（2012），伊藤（2002）

背景２：ICT

• ICTを利用した日本語教育の効率化

1. ウェブテストでプレイスメントテスト

2. スカイプを利用した遠隔授業

3. AIチューターによる誤用訂正

4. 作文の到達度の自動判定

• 自立学習支援

1. ウェブ教材、eラーニング、学習アプリ

2. 反転授業

3. デジタルストーリーテーリング（DST）

言語研究のツールとしてのICT

http://kotoba.nuee.nagoya-u.ac.jp/sc/obi3/

http://readability.nagaokaut.ac.jp/readability

https://jreadability.net/sys/ja

http://language.tiu.ac.jp/

https://jreadability.net/jwriter/

https://goodwriting.jp/rater

https://khcoder.net/

https://textmining.userlocal.jp/

ツール名 プラットフォーム 公開時期 主たる機能 要素技術 活用範囲

KH coder MySQL+R 2001～ 計量テキスト分析 形態素解析 様々

リーディング
チュウ太

ウェブアプリ 1997～ 語彙レベル解析
語彙の辞書引き

形態素解析 日本語教育支援
（特に読解）

帯 ウェブアプリ 2008～ 文章難易度判定 N-gramの言語モデル 工学的処理

リーダビリ
ティリサーチ
ラボ

ウェブアプリRuby 2009～ 文章難易度判定
漢字レベルの推定

形態素解析
係り受け解析

国語教育

jReadability ウェブアプリRuby 2013～ 文章難易度判定
文章の可視化
辞書引き
語彙リスト作成

形態素解析 日本語教育支援
（特に読解）

jWriter ウェブアプリ 2016～ 作文の到達度判定
作文の可視化

形態素解析 レベル判定

GoodWriting
Rater

ウェブアプリ 2018～ 作文の到達度判定 形態素解析 レベル判定

User Local ウェブアプリ ?2010～ 計量テキスト分析 ？形態素解析 様々
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要素記述

• 形態素解析：MeCabや茶筌など
• 統計処理：重回帰分析，N-gram
• ウェブ用言語：Ruby，Python，PHP

テキスト入力 形態素解析 統計モデル 結果

日本語文章難易度判別システムができるまで

LEE,Jae-Ho, Yoichiro Hasebe(2019 in press)「Readability Measurement for Japanese Text Based on Leveled Corpora」

文章の難しさをはかる

文章A

今朝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、市民の生活は麻痺
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。

文章の難しさをはかる

文章A

今朝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、市民の生活は麻痺
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。

11.724+(-0.056*平均文長)+(-0.126*漢語率)+(-0.042*和語率)+
(-0.145*動詞率)+(-0.044*助詞率)
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課題

• 正解のない問：難易度、熟達度、、、
• データ駆動的方法論を用いた課題解決
• 難易度や熟達度に対する先験的定義はしない

うその「マイクロソフトから」というメールに気
をつけて

日本マイクロソフトによると、１２日から、うそ
のメールがたくさん見つかっています。うその
メールは、「マイクロソフト社のセキュリティ
チーム」が送ったように書いてあります。メール
のタイトルは「ご注意！ＯＦＦＩＣＥのプロダク
トキーが不正コピーされています」などです。
メールには、ワードやエクセルなどのソフトウエ
アを使うときに必要なプロダクトキーがほかの人
にコピーされたと書いてあります。そして、メー
ルに出ているリンクをクリックするように書いて
あります。クリックすると、うそのウェブサイト
が開きます。
日本マイクロソフトは、コンピューターにウイル
スが入ったり、自分の情報が盗まれたりする危険
があるため、うそのメールは開かないで消すよう
に言っています。

開かず削除を マイクロソフト装う偽メールに警戒

ワープロソフトのワードや表計算ソフトのエクセルなどを提
供しているマイクロソフト社を装い、「製品を利用するのに
必要なプロダクトキーが不正コピーされている」として、特
定のサイトにアクセスさせる偽のメールが不特定多数の人に
大量にばらまかれていて、会社側では、メールを開かず削除
するなど警戒を呼びかけています。
問題のメールは「ご注意！ＯＦＦＩＣＥのプロダクトキーが
不正コピーされています」などのタイトルで送りつけられ、
マイクロソフト社のセキュリティチームを名乗っています。
この中では、ワープロや表計算ソフトのワードやエクセルな
ど、「オフィス」と呼ばれる一連の製品の利用に必要な暗証
番号にあたるプロダクトキーが、何者かにコピーされている
と利用者の不安をあおります。
そのうえで、本人の確認が必要だとして、メールに書かれた
リンクをクリックするよう求め、求めに応じると偽のサイト
にアクセスさせられ、さらに操作を求められます。
日本マイクロソフトによりますと、こうした偽のメールは１
２日になって大量に見つかり、パソコンがウイルスに感染さ
せられたり、個人情報を盗まれたりするおそれもあるとして、
「開かずに削除してほしい」と警戒を呼びかけています。

「やさしい日本語ニュース」の例（田中・李2017）

田中伊式, 李在鎬（2017）「リーダビリティからみたやさし
い日本語ニュースの定量的分析」計量国語学会第六十一回大
会

うその「マイクロソフトから」というメールに気をつけて

日本マイクロソフトによると、１２日から、うそのメールがたくさん見つかっています。うそのメールは、
「マイクロソフト社のセキュリティチーム」が送ったように書いてあります。メールのタイトルは「ご注意！
ＯＦＦＩＣＥのプロダクトキーが不正コピーされています」などです。
メールには、ワードやエクセルなどのソフトウエアを使うときに必要なプロダクトキーがほかの人にコピーさ
れたと書いてあります。そして、メールに出ているリンクをクリックするように書いてあります。クリックす
ると、うそのウェブサイトが開きます。
日本マイクロソフトは、コンピューターにウイルスが入ったり、自分の情報が盗まれたりする危険があるため、
うそのメールは開かないで消すように言っています。

帯3

リーダビリティリサーチラボ
jReadability

6.97年生
（7年生、中1）
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開かず削除を マイクロソフト装う偽メールに警戒

ワープロソフトのワードや表計算ソフトのエクセルなどを提供しているマイクロソフト社を装い、「製品を利
用するのに必要なプロダクトキーが不正コピーされている」として、特定のサイトにアクセスさせる偽のメー
ルが不特定多数の人に大量にばらまかれていて、会社側では、メールを開かず削除するなど警戒を呼びかけて
います。
問題のメールは「ご注意！ＯＦＦＩＣＥのプロダクトキーが不正コピーされています」などのタイトルで送り
つけられ、マイクロソフト社のセキュリティチームを名乗っています。
この中では、ワープロや表計算ソフトのワードやエクセルなど、「オフィス」と呼ばれる一連の製品の利用に
必要な暗証番号にあたるプロダクトキーが、何者かにコピーされていると利用者の不安をあおります。

帯3

リーダビリティリサーチラボ
jReadability

8.73年生
（9年生、高1） 李在鎬・長谷部陽一郎・久保圭(2016) 「日本語コーパスの文章難易度に関する大規模調査の報告」. 『2016 年度日本語教育学会春季大会予

稿集』、pp.152-157

• 小野正樹，守時なぎさ，田村直子，山下悠貴乃（2014）「日本語学習者の「言い換え」について―語彙知識とストラテジーに注目して―」（ヨーロッパ
日本語教育シンポジウム）

• 高橋亜紀子（2014）「筆記再生課題に見られる日本語学習者の読みの特徴」『文化 第78 巻 第 1・2号（東北大学文学会）』

• 北村達也・孝橋一希（2015）「文難易度の調整を支援するシステム「かぶとエディタ」の連語対応」

• 小林雄一郎，天笠美咲，鈴木崇史（2015）「語彙指標を用いた流行歌の歌詞の通時的分析」「人文科学とコンピュータシンポジウム」（2015年12月）

• 安井朱美・井手友里子・土居美有紀（2015）「中級日本語読解教材の書き換えにおける一考察―リーダビリティスコアと日本語教師の評価を基に―」
『国際教育センター紀要第15号』

• 陳雯（2015）「第二言語使用における慣用句の回避現象―第一言語慣用句との類似度に着目して―」『言語学論叢 オンライン版第 8号』

• 中深迫信一・向後千春（2015）「呈示モダリティと文章型が文章理解におよぼす影響」『日本教育工学会研究報告集』JSET15-4, pp.49-56.

• 鎌田美千子（2016）「日本語を第二言語とする子どもたちのためのリライト教材作成に関する方法論的検討―日常会話レベルから教科書レベルへの橋渡
し―」『宇都宮大学留学生教育研究論集7』pp.3-10.

• 早川杏子，魏志珍，初相娟，玉岡賀津雄（2016）「中国語および韓国語を母語とする日本語学習者のデータを基にした日本語聴解能力テストの開発と評
価」『関西学院大学日本語教育センター紀要(5)』

• 藤崎優理・三好康夫・鈴木一弘・塩田研一・岡本竜（2016）「学習リソースの推薦を目的としたアンダスタンダビリティ推定手法の検討」『教育システ
ム情報学会JSiSE2016』

• 森川結花（2017）「つながり」の実現を目指した読解授業プラン :吉本ばなな作「ムーンライト・シャドウ」を用いた読解授業の実践報告と授業案再
考」『言語と文化』21号，pp.197-211.

• 小山悟（2017）「学習方略研究と第二言語習得研究の知見に基づいた授業レシピの開発―歴史を題材としたCBIの場合―」『日本語教育学会2017年度春
季大会予稿集』pp.254-259.

• 渡邉亮彦, 村上聡一朗, 宮澤彬, 五島圭一, 柳瀬利彦, 高村大也, 宮尾祐介（2017）「TRF:テキストの読みやすさ解析ツール」（言語処理学会第23回年次大
会）

• 奈良健太, 津田雄一郎, 三上渓太郎, 高橋廉生, 松浦寛, 黒滝道子（2017）「文章難易度から見るアクティブラーニングの効果」（2017 PC Conference）

• 宮部真由美(2017)「中級・上級レベルの日本語学習者にとってのシテシマウ―意見と説明を述べるテクストの用例を中心に―」（日本語教育学会2017年
秋季大会，新潟朱鷺メッセ）

jReadabilityの研究事例

• 伊集院郁子・李在鎬・野口裕之・小森和子・奥切恵（2017）「IRT 系モデルとReadabilityによる日本語作文の定量的分析―大学教員による評価とコン
ピュータによる自動評価の比較―」（日本語教育学会2017年秋季大会，新潟朱鷺メッセ）

• 小野正樹 ・守時なぎさ・山下悠貴乃・田村直子（2017）「日本語母語話者と日本語学習者にとってわかりやすいカタカナ語の言い換え表現とその評
価」（日本語教育学会2017年秋季大会，新潟朱鷺メッセ）

• 徐暢・費 暁東（2017）「中国語を母語とする上級日本語学習者における聴解時のメモ行為の効果―作動記憶容量とメモの使用言語を操作した実験的検
討―」（日本語教育学会2017年秋季大会，新潟朱鷺メッセ）

• 前川紘子・李在鎬（2017）「多読教材の文章難易度に関する考察―段階別多読用教材と旧日本語能力試験の統計的な対応づけの試み―」（日本語教育学
会2017年秋季大会，新潟朱鷺メッセ）

• 松下達彦（2017）「日本語読解テキストのリライトの重要性とアプローチ－語彙的要素を中心に－」『日本言語文化研究会論集』13号，pp.1-18.

• 森川結花（2017）「「めやす」の教育理念の実現を目指した現地体験型研修旅行の実践－留学生が感じ，学んだ「広島」－」 2017 CAJLE Annual 
Conference Proceedings, pp.156-165.

• Yamamoto, Megumi et al.（2018）Automated Essay Scoring System Based on Rubric. Roger Lee (ed.) Applied Computing & Information Technology. 
pp177-190, Springger.

• 坂井香澄（2018）「JSL 高校生の授業理解を助ける補助教材開発の試み」 子どもの日本語教育研究会第３回大会.

• 黒宮寛之・日高一郎・山本義春・沖濱真治（2018）「卒業研究要旨の経年変化―都内中等教育学校における卒業研究要旨 31年分の定量的記述―」 東京
大学大学院教育研究科学校教育高度化・効果検証センターワーキングペーパー.

• 田中優季（2018）「日本語能力試験読解問題におけるリーダビリティ分析―新・旧試験の比較と特徴―」『日本言語教育 ICT 学会 2018 研究大会（東京
大会）発表予稿集』

• 宮部真由美（2018）「シテシマウの基本的な意味とテクスト的な意味との関わり」『人文・自然研究』12，pp.52-69.

• 髙橋廉生・津田雄一郎・堀尾克己・平塚修斗・松浦寛・黒滝道子・菊地雄介・髙木龍一郎（2018）「文章難易度から見るアクティブラーニングによる学
習効果 第二報」 2018 PC Conference.

• 横山りえこ（2019）「多読が作文に与える影響についての一考察：多読素材と看図作文に焦点をあてて」『2019年度日本語教育春季大会予稿集』
pp.406-411.

• 打浪文子・大淵裕美（2019）「知的障害者向けのわかりやすい情報の応用可能性に関する予備的検討―留学生・聴覚障害を有する学生等を対象に―」
『社会言語科学会第43回大会発表論文集』pp.146-149.

jReadabilityの研究事例
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学習者の作文を分析する

概要

1. 何を：学習者が書いた作文の熟達度を測るシステム

2. いつ誰が：李・長谷部が2016年から基盤Cの助成を得て

3. なぜ作った：作文執筆を支援するため

4. どうやって：I-JASをもとにし，テキストマイニング（線形回

帰分析）してウェブシステムへ

日本語学習者作文評価システム

http://jreadability.net/jwriter
データと方法

• データ：
• I-JASのJFL環境の作文（エッセイ）データ560件。

• テーマ：「私たちの食生活：ファーストフードと家庭料理」
（600 字程度）

• 条件：辞書、インターネットの使用は可能で、時間制限も設
けていないが、日本人や日本語教師に尋ねたり、助けを求め
たりしないよう指示した。作文調査のプロンプトは学習者間
での条件

• 分析方法：多変量解析で言語テストと作文のテキスト
情報量（25変量）を対応づけた
• 判別分析、重回帰分析を実施

http://lsaj.ninjal.ac.jp/
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データの補足

• I-JASに至るまでに
• 李在鎬・長谷部陽一郎・嵐洋子(2014)「日本語作文の熟達度を評価

する指標の抽出」（第25回 第二言語習得研究会（JASLA））
YNUコーパス

• 李在鎬・木戸光子・加藤あさぎ・小浦方理恵(2015) 「「良い作文」
に対する定量的分析」（日本語教育学会2015年秋季大会）（予稿集
pp.211-216) 筑波大の作文

作文そのものを対象に教師が熟達度を判定し，機械に学習させた。いずれも失敗。

なぜ？→言語能力をはかる客観的な指標が不足

作文レベルを予測する

7 (定数) 1.592

平均語数 0.046

中級後半語 0.026

TTR -0.416

動詞 0.014

中級前半語 0.015

総文字数 -0.004

和語 0.006

8 (定数) 1.637

平均語数 0.045

中級後半語 0.021

TTR -0.430

動詞 0.015

中級前半語 0.011

総文字数 -0.004

和語 0.007

漢語 0.007

モデル７を採用した場合の（作文レベルを予測する）回帰式：
作文のレベル＝1.592+平均語数*0.046+中級後半語*0.026+TTR*-0.416
+動詞*0.014+中級前半語*0.015+総文字数*-0.004+和語*0.006

モデル8を採用した場合の（作文レベルを予測する）回帰式：
作文のレベル＝1.637+平均語数*0.045+中級後半語*0.021+TTR*-0.430
+動詞*0.015+中級前半語*0.011+総文字数*-0.004+和語*0.007+漢語*0.007

回帰式の妥当性確認

モデル７ 回帰式が予測するレベル
測定不可A 初級 中級 上級総計

元レベル 初級 9 88 6 103
中級 1 56 82 139
上級 85 46 131
総計 10 144 173 46 373

モデル８ 回帰式が予測するレベル
測定不可A 初級 中級 上級 測定不可B総計

元レベル 初級 1 68 34 103
中級 6 124 9 139
上級 18 103 10 131
総計 1 74 176 112 10 373

*測定不可A：回帰式の下限超え、測定不可B：回帰式の上限超え

初級に対しては高精度。中級、上級の人を低く評価する

中級・上級に対しては高精度。初級の人を低く評価する

jWriterへ実装

今後の展開

ありがとうございました。（lee@waseda.jp）

• 基盤研究（B）「論理的文章作成を支援するウェブ型自動処理システム
の開発と普及に関する研究」（2019～2022）：李 在鎬、伊集院 郁子 、
長谷部 陽一郎、青木優子

• 挑戦的研究(萌芽)「リーダビリティシステムを活用した日本語テスト問
題の自動生成に関する研究」（2019～2021）：李在鎬


