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日本語教育学の課題に対して計量分析は何ができるか 

 
 

李 在鎬（早稲田大学） 
 

要旨 
日本語教育は，言語，教育，社会にまたがる研究テーマを扱う領域である．このことは，

過去 40 年間の日本語教育の歩みからも確認できる．日本語教育における様々な研究課題

に対して，計量言語学の頻度分析モデルがどのような事実を明らかにするのか，具体事例

に基づいて考える．とりわけ，3点の事実を明らかにする．1) 母語話者データの大規模コ

ーパスの調査分析に基づく研究は，言語と教育にまたがる日本語教育の課題を解決する可

能性があること，2) 学習者コーパスの調査分析に基づく研究は，教育における日本語教育

の課題，とりわけ第二言語習得における課題を解決する可能性があること，3) 小規模の自

作コーパスの調査分析に基づく研究は，社会における日本語教育の課題を解決する上で，

有効であることを示す． 
 

キーワード：頻度分析，学際的研究，コーパス調査，BCCWJ，I-JAS，日本語教科書 
 
１．はじめに：日本語教育学が目指すもの 

本論文は，計量分析と日本語教育の接点を考えるもので，計量言語学が精緻化してきた

頻度分析が，日本語教育における研究課題に何を示唆するかを考える．本論に先立って，

そもそも日本語教育とはどのような学問領域であるかを明らかにしておきたい．とりわけ，

日本語教育という分野が持つ学際的な性質を理解することが重要であると考える． 
国内の日本語教育に関わる研究や実践の中心的コミュニティとして「公益社団法人日本

語教育学会」（http://www.nkg.or.jp/）がある．「日本語教育学会」はいわゆる学術組織であ

ると同時に，公益社団法人として社会的な課題（外国人との共生に関わる課題）に対して

も一定の役割を果たしている． 
さて，こうした「日本語教育学会」のウェブサイトにおいて，「一般の方へ」というメニ

ューの中に「日本語教育って何？」という見出しがあり，以下の記述がなされている． 
 
日本語教育って何？ 
日本語教育が関わる場面には、様々なものが考えられます。たとえば、 

 国内外の大学や日本語学校で、外国人が日本語を学習する場面 
 日本に移り住んだ外国人児童が、通常の授業以外で日本語を学ぶ場面 
 国際結婚した日本人が、海外で生んだ子どもに日本語を教える場面 
 自治体やボランティア団体のイベントで、外国人と日本人がお互いのことば

や文化を学び合う場面 



計量国語学 32 巻 7 号 李 pp.372-386. 

373 
 

誰もが、生きていく中で自分のことばを獲得します。そして、自分が獲得して

きたことばとは違うことばに触れ、それを新たに学ぶ体験を重ねて生きていきま

す。ことばの学びは、教室だけで行われるものではありません。社会生活の中で

も、親子関係の中でも、日本語の学びは起こります。 
（http://www.nkg.or.jp/ippan/about：2020.7.8閲覧） 

 
学問領域として「日本語教育」を捉えた場合，直接的には「日本語」という言語を「教育」

することであると捉えられる．しかし，上の日本語教育学会の記述は，それだけに限定さ

れていないことを示す．いわゆる教室場面で，教師がいて，学生が学ぶという場面に限定

されないということである．日本語教育は，日本語という「言語」に関わる領域であると

同時に，授業デザインのような学びの場づくりをするという意味では「教育」に関わる研

究領域でもある．さらには，多文化共生や外国人の定住を支援する機能も担っており，「社

会」に関わる研究テーマに対しても積極的にアプローチしてきた．以上の理由から日本語

教育学という分野が持つ学際性は，「言語」「教育」「社会」を柱に捉えることができる． 
こうした日本語教育学の全体像を示した書籍として坂本・川崎・石澤（監修）（2017）が

あり，全 4 巻 31 章で日本語教育における様々なテーマを扱っている．その章立てに含ま

れている語をキーワードとして取り出し，「言語」「教育」「社会」の観点から整理する． 
 

 
図1 日本語教育学の研究テーマの学際性 

 
いわゆる日本語教育学に関する専門知は，特定の研究トピックに関する知識に加え，図 1
に示す3領域の関係性を俯瞰的に捉える力が求められる． 
以下では，2 節で，1980 年以降，40 年間の日本語教育の歩みを振り返りながら，日本

社会の変化に対して日本語教育はどのような歩みをしてきたかについて述べる．その上で，

3 節では，日本語教育学と計量言語学の接点を模索するため，具体的な研究事例を示しな

がら，日本語教育学の課題に対して計量分析はいかに貢献できるかを考える．最後の4節

では，日本語教育学における計量分析が持つ一般的な展望と課題にふれる．日本語教育学

と計量分析の融合は，相互にとって多くの成果をもたらす点を指摘する． 
 

２．日本語教育学の過去・現在・未来 
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日本語教育は，社会の変化と連動しながら進化した学問領域である．具体例として，大

隅・谷内（2015）は日本語学習者の熟達度を測る「日本語能力試験」の位置づけを考える

ための資料として表1を報告している（大隅・谷内（2015:32））． 

 

表1 日本語能力試験と学習者数，受験者数等 

年 

学習者数（人） 日本語能力試験 日本経済 

成長率 

(％) 

できごと 
海外 国内 

受験者数

（人） 

実施国・ 

地域数 

1974 77,827 - （開始前） （開始前） -0.5 1973 石油危機  

1980 127,167 - （開始前） （開始前） 2.6 1978 日中平和友好条約締結 

1984 - 28,565 7,019 15 4.8  

1985 584,934 - 13,069 18 6.3 1985 プラザ合意，円切り上げ 

1990 981,407 60,601 42,787 22 6.2 1989 日経平均株価最高値 
38,915円に 

1992 - 69,650 68,565 26 0.7 1991 バブル崩壊 

1993 - 76,940 80,713 29 -0.5  

1994 1,623,455 83,220 82,327 31 1.5   

1998 2,102,103 83,086 130,385 34 -1.5   

2000 - 95,049 201,021 36 2.0   

2003 2,356,745 135,146 269,617 39 2.3   

2006 2,979,820 152,694 437,360 47 1.8 2007 日経平均株価6,994円に 

2009 3,651,232 170,858 768,113 54 -2.0   

2012 3,984,538 139,613 572,169 64 1.2 2011 東日本大震災 

 

日本語能力試験は，国内外における日本語学習者の急増を受け，1983年の「21世紀への

留学生政策に関する提言」，1984年の「21世紀への留学生政策の展開について」の2つの

提言から生まれたテストである（大隅・谷内2015:31）．表1は，国内外の日本語学習者数

と日本語能力試験の受験者数の推移を示すものであるが，日本経済成長率の上昇と学習者

数の上昇が連動していることやバブル崩壊や東日本大震災により，上昇率が鈍化している

ことが見て取れる． 
1980年代以降の日本語教育の過去・現在・未来を考える上で，とりわけ重要な出来事を

整理しながら，40年間の変化を捉えてみる． 
 

1. 1984 留学生10万人計画１：留学生の戦略的受け入れを政策として決定 
2. 1984 日本語能力試験開始：日本語学習者の日本語能力を測定 
3. 1988 日本語教育能力検定試験：日本語教師の教育能力に関する検定試験 
4. 1989 国際交流基金「日本語国際センター」設立 

 
１ https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/007/gijiroku/030101/2-1.htm（2020.7.
閲覧） 
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5. 1990 出入国管理および難民法改正：日系定住者受け入れ 
6. 1995 阪神淡路大震災：外国人などの情報弱者への配慮の必要性に気付く 
7. 2000 日本の永住者への認定条件の大幅緩和 
8. 2005 外国人児童の就学に関する初の実態調査（文部科学省） 
9. 2008 留学生30万人計画２ 
10. 2009 出入国管理及び難民認定法改正案の閣議決定 
11. 2009 JF日本語教育スタンダード試行版公開（国際交流基金）３ 
12. 2010 外国人登録制度の廃止 
13. 2010 やさしい日本語（科研費の基盤研究（A）採択）４ 
14. 2013 日本語教育学会の公益社団法人への移行 
15. 2016 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 
16. 2019 在留資格「特定技能1号」と紐付いたJFT-Basicテストの開始 
17. 2019 「日本語教育の推進に関する法律」の公布・施行 
 

日本語教育の40年を振り返ってみると，まず，1980年代は，留学生の受け入れとそれに

伴う基盤構築を目指した時期であり，とりわけ高等教育における教育に主眼が置かれてい

た．次に1990年代は，留学生から外国人の受け入れへシフトした時代であり，受け入れる

人の多様性に伴い，日本語教育においても多様性にどう対応するかが問題になった．なお，

多様化に関する問題は，上野（1988）の議論からも分かることであるが，1980年代後半か

ら議論され，近年の多文化共生との関連において重要なトピックである（多文化共生に関

しては松尾（編）（2018），近藤（2019））参照）．次に，2000年代は，外国人児童の問題が

フォーカスされ，日本語教育の方向性としても外国人の生活支援や定住支援としての性格

が濃くなった．最後に，2010年代は，外国人との共生社会のための日本語教育という性格

がさらに加速化した． 
2010年代に議論されてきた外国人との共生は，令和の時代になり，さらに加速化してい

る．この加速化を象徴するものとして，上記の17で示した「日本語教育の推進に関する法

律」の公布・施行が挙げられる．これは，日本語教育に関する法的整備を意味するもので

あり，日本社会においても大きな意味を持つものと言えよう．こうした変化を受け，近年，

日本語教育においても「多文化共生」のための日本語教育は，非常にホットなトピックに

なっている（川上（編）（2017），庵ほか（編）（2019），牲川ほか（編）（2019））． 
これからの日本語教育の位置づけを考える上で，注目すべき点は「日本語教育＝外国人

に対して日本語を教えること」に限定されなくなっている点である．これは，日本人に対

する新しいリテラシーの1つとして日本語教育的知見を活用する動きである．具体的には，

庵ほか（編）（2019）の「やさしい日本語」に関連する動きである．この「やさしい日本語」

 
２ https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/__icsFiles/afieldfile/2019/09/18/1420758_001. 
pdf（2020.7.閲覧） 
３ ヨーロッパ言語共通参照枠（Common European Framework of Reference for Languages：CEFR）

を参考に構築した日本語能力のフレームワークのこと．詳細は，『JF日本語教育スタンダード 試行

版』（2009年）（https://jfstandard.jp/pdf/trial_all.pdf）（2020.7.閲覧）を参照してほしい． 
４ https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-22242013/（2020.7.閲覧） 
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はもともと災害時に外国人にも伝わる日本語を使用すべきという立場から出てきた考え方

で，弘前大学 佐藤和之氏により，減災のための日本語として提案されたものである（佐藤

1994）．しかし，庵（2016）によって平時の日本語に関しても外国人との接触場面におい

て活用できることが指摘され，多方面で活用されている．例えば，岩田（2016）が行った

研究では，市役所などの公用文をやさしい語彙や表現の尺度である「やさしい日本語」の

観点から問題提起している．そして，田中ほか（2013）では，ニュースなどメディアのこ

とばの調整においても，「やさしい日本語」の活用が有効であることを示している．この田

中ほか（2013）の成果は，「NEWS WEB EASY」（https://www3.nhk.or.jp/news/easy/，
2020.11.6閲覧）などの公共サービスにおいても活用されており，日本語教育の社会的意義

を考える上で，重要な研究であると言える．これらの研究に共通しているポイントは，こ

れからの日本社会が向かうであろう「多文化共生社会」の実現のために，「やさしい日本語」

が持つ意味は大きいということである． 
この「やさしい日本語」は計量分析とも多分に接点を持つものである．というのは，「や

さしい日本語」をツールとして活用する場合，「やさしさ」の尺度をどう定義するか，とい

う問題が出てくるからである．特定の「文章A」と「文章B」を比べ，どちらかがより易し

いかという判断をする場合，そこには「難易」の尺度が仮定されることになる．この難易

の尺度が持つ妥当性と信頼性は，「やさしい日本語」の普及にとって重要といえる．具体例

として，日本語の難易度をチェックするシステムとして「やさにちチェッカー」

（http://www4414uj.sakura.ne.jp/Yasanichi1/nsindan/，2020.11.6閲覧）というものがあ

る．このシステムは，入力された文章を「語彙」「漢字」「硬さ」「長さ」「文法」の観点か

ら自動評価する．これらの項目は，いわゆる日本語教師がことばの難しさ・易しさを判断

する基準として用いてきたものであり，計量テキスト分析においても広く用いられてきた

指標であると言えよう．「やさにちチェッカー」と類似のシステムとして日本語文章難易度

判別システム「jReadability」（https://jreadability.net/，2020.11.6閲覧）があり，これは，

計量言語学のリーダビリティモデルを日本語教育のために実装したウェブシステムである

（李2016，李（編）2017）． 
以上で述べたとおり，日本語教育は社会の変化と連動する形で進化してきた領域である．

外国人との多文化共生が加速している現代の日本社会において，日本語教育への社会的期

待はますます大きくなっていくものと予測する．こうした方向性は，日本語教育学の研究

においても影響を与える．日本語教育の社会的な性格が強くなるのに従って，研究の社会

的な意義が問われることになるし，さらには政策決定の根拠になりうるデータと視点の提

供が求められるであろう．このような研究の方向性において，計量分析が果たす役割は非

常に大きいと考える．今の日本語教育学の研究は，従来型の教師の「勘」に基づく主観的

な分析から，データ分析に裏付けられた客観的な分析へとシフトする時期に来ている． 
 
３．日本語教育学と計量分析の接点 

近年，国立国語研究所が中心になり，様々なコーパス開発が推し進められており，日本

語教育分野でも，コーパスを利用した研究が定着している（李・石川・砂川（2018），鎌

田・曹・歌代・村岡（編）（2012），森（編）（2018））．伊藤（2005）では，コーパス言語

学のことを「コーパスを使った計量言語学」と述べており，計量分析とコーパスは不可分
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の関係にあることは周知の事実である． 
では，日本語教育学とコーパス研究はどのような関係にあるだろうか．両者の関係性は

表2のように整理することができる． 
 

表2 日本語教育学におけるコーパス研究 
No. コーパスの 

種類 
データ 
サイズ 

日本語教育学にお

ける利用目的 
教育的示唆 

1 母語話者 
コーパス 

大規模 日本語の使用実態

の正確な把握 
学習項目の選定，学習項目

の提示順の決定 
2 学習者コー

パス 
中規模・ 
小規模 

学習者の言語使用

の理解 
学習者の理解状況を踏まえ

た授業デザイン 
3 自作コーパ

ス 
小規模 特定の目的の解決 タスクベースの学習．社会

につながる教育の実現． 
 
表2では，コーパス研究で広く利用されている「母語話者コーパス」「学習者コーパス」

「自作コーパス」をとりあげ，データサイズとしての特徴と日本語教育学における利用目

的，そして，日本語教育の教育実践における示唆を示した． 
表2に示した3つの方向性について順に考えていきたい．まず，1の方向性として，「現

代日本語書き言葉均衡コーパス（Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese: 
BCCWJ）」（山崎（編）（2014））のような大規模コーパスに対する調査分析が考えられる．

こうした調査分析を行うことで，日本語教師は，日本語の生きた姿を把握できる．そこで

得た知見から，教師は日本語学習者にどんな語彙やどんな文法項目を，いつ教えるかにつ

いての優先順位を決めることができる． 
次に，2の方向性として，「多言語母語の日本語学習者横断コーパス（International Corpus 

of Japanese as a Second Language: I-JAS）（http://lsaj.ninjal.ac.jp/，2020.11.6閲覧）」（迫

田・石川・李（編）（2020））や「日本語学習者作文コーパス」（李・宮岡・林（2013））の

ような中規模・小規模コーパスに対する調査分析が考えられる．こうした調査分析を行う

ことで，日本語教師は，学習者の習熟度（proficiency：鎌田・嶋田・迫田（2008））に応じ

た日本語の使用状況を知ることができる．そこで得た知見から，教師は，日本語学習者に

学習項目をどのように教えるのが良いかを決めることができる． 
最後に，3 の方向性として，個別の目的に特化して分析者が作成した小規模コーパスに

対する調査分析が考えられる．こうした調査分析を行うことで，日本語教師は，言語的タ

スクと日本語の対応を詳細に把握することができる．そこで得た知見から，教師はタスク

に応じた語彙や文法項目を特定することができ，教授資料を作成できる． 
表2でまとめた3つの方向性を1節の図1で示した，言語，教育，社会，という観点か

ら捉えた場合，1の方向性は，主として言語と教育にまたがるものと捉えることができる．

2 の方向性は，主として教育に関わるものと捉えることができる．3 の方向性は，主とし

て社会に関わるものと捉えることができる．次節からは，具体事例をもとに，1～3の方向

性について考えてみたい．3.1節では1の方向性をめぐる研究事例，3.2節では2の方向性

をめぐる研究事例，3.3節では3の方向性をめぐる研究事例を紹介する． 
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3.1 大規模な母語話者コーパスと日本語教育学 

言語教育の現場では，学習者に対してどのような学習項目を，どのような順番で教える

のが良いかを判断する必要がある．学習の順番に関して，1 つの指針として機能するのが

教科書である．というのは，教科書は，「できるだけ短時間で効率よく学習する」（深澤・

本田 2019:34）ことを目的に作られたもので，項目と順番が線形的に提示されているから

である．以下では，この教科書における課題に対して，コーパスがどのような解決策を提

示できるかを検討する．具体的には，吉岡（編）（2008）や吉岡・本田（編）（2016）をも

とに教科書が目指すものについて述べたあと，コーパスが果たす役割について考える． 
これまで日本語教育学の分野では，「教材研究」という研究分野があり，日本語教科書を

どう捉えるか，という問題に関して様々な考察がなされてきた．具体的な研究として，吉

岡（編）（2008）のようなカタログ的な研究から，吉岡・本田（編）（2016）のような分析

的視点で日本語教材を俯瞰しているもの，さらには森（編）（2018）のようにコーパス研究

の観点から日本語教材の問題点を指摘したものなど，多岐にわたる研究の歴史がある．最

近の研究として，今井・伊藤（編）（2019）では日本語教育分野でもっとも広く使われてい

る6種類の教科書を取り上げ，その概観と課題を示している．吉岡（編）（2008）や今井・

伊藤（編）（2019）や深澤・本田（2019）から示唆されることとして，いわゆるよく使わ

れる教科書には，全体を貫く「考え方」が存在し，その「考え方」によって，課と課が関

連づけられ，個々のタスクが位置づけられているということがある．教科書に見られる「考

え方」の存在は，教科書の作成においては重要なことであるが，内容の偏りという別の問

題を派生する． 
教科書における偏りの問題は，大規模コーパスと日本語教育の接点を考える上で，重要

な点である．加納（2019）が紹介している『SFJ』（Situational Functional Japanese: 
http://sfj.intersc.tsukuba.ac.jp/，2020.11.6閲覧）は本物の日本語を学習者に示すことを目

標に，接触場面と発話機能を重視して作った教科書である．いわゆる場面シラバスと機能

シラバスを融合し，コミュニカティブ・アプローチで授業をすることを想定した教科書で

ある（吉岡（編）（2008:31）．『SFJ』のこうした思想は，近年，日本語教育分野で注目さ

れている日本語教材『まるごと』（https://www.marugoto.org/，2020.11.6閲覧）（八田2019）
に継承され，課題遂行（can-do）に基づく日本語教育が展開されている． 
さて，『SFJ』や『まるごと』とは，対照的な教科書として，名須川（2019）が紹介して

いる『みんなの日本語』が挙げられる．これは，文型積み上げ式で，個々の文型を正確に

理解し，1 つずつ積み重ねていくことで，運用力の育成を目指すという教科書である．授

業では，「文型・例文」→「練習 A」→「練習 B」→「練習 C」→「会話」→「問題」とい

う使い方をすることが多い（吉岡（編）（2008:27））． 
実際の教育現場では，受講生のニーズや学習目的などを踏まえて，様々な教科書が選択

されることになるが，日本語教科書に見られるある種の多様性は個々の教科書が持つ限界

を示すものでもある．というのは『まるごと』のように課題遂行をもとに，生きた言語使

用の場面を教材化するという立場に立つと，学習項目の体系的提示は難しくなるし，『みん

なの日本語』のような体系的な文法項目の積み上げを重視すると，真正性が担保されない

からである．『まるごと』のようにタスクに着目した場合，様々な言語的な要素が出現する

わけで，項目の難易度などの統制も難しく，出てきたものを全部，覚えるとなると，当然



計量国語学 32 巻 7 号 李 pp.372-386. 

379 
 

のことながら学習の体系性の面から望ましくないということになるし，学習する側への負

担も大きくなることが予測される．一方『みんなの日本語』のように文法項目の体系性に

注目した教科書だと，語彙や表現は必然的に単調なものになり，必ずしも現実には使われ

なくなったものも学ばざるを得なくなる．一例として，『みんなの日本語初級』の第1課に

は，自己紹介と「～は～です」の文型を学ぶことになっており，「わたしはマイク・ミラー

です」「サントスさんは学生じゃありません」という表現が載っているが，このような日本

語は，現実場面でどの程度，使われるのか疑問である． 
日本語教科書に見られるこれらの課題を解決する上で，大規模な母語話者コーパスに対

する調査分析が果たす役割は大きいと考える．特に，大規模コーパスに対する調査で得ら

れる出現頻度の情報は，様々な教育的決定にとって有効な指標になる．大規模な母語話者

コーパスの調査によって得られる頻度は，使用の度合いを示す尺度になる．したがって，

学習における優先度を決定する指標になると考えられる．森（編）（2018）では日本語教科

書は作成者の「主観」による判断がたぶんに含まれていると述べており，「コーパスで明ら

かにできるのは主観をサポートする「傾向」である」（森（編）（2018:13））とも述べてい

る．また，李・石川 ・砂川（2018:233）によると，日本語教育では，基本的で平易な語彙

から次第に難易度の高い語彙を習得させる手順を踏むが，平易さの判断に，コーパスの出

現頻度が役立つと指摘している．というのは，基本的で平易な語彙はどの分野にも現れや

すく，かつ使用頻度の高いものだからである． 
日本語教育学におけるコーパスの使い方として，使用頻度が持つ重要性に基づいて語彙

表のようなリストを作るという研究も盛んになされている．例えば山内（編）（2013）で

は，『現代日本語書き言葉均衡コーパス』（BCCWJ）の書籍コーパスの日本十進分類法を

活用し，話題別の語彙表を作成している．また，Sunakawa et al.(2013)でも，『現代日本

語書き言葉均衡コーパス』（BCCWJ）に基づいて使用頻度の高い語彙を抽出し，日本語教

師の主観判定で難易度別語彙表である「日本語教育語彙表」（https://jreadability.net/jev/，
2020.11.6閲覧）を作成し，公開している．こうした語彙表を使った辞書として『ねっこ日

日学習辞書』（三修社,2020）なども公開されており，コーパスやそれに基づく語彙表が持

つ波及効果の大きさを示している． 
山内（編）（2013）やSunakawa et al.（2012）が内容語を中心とする語彙項目に着目し

たリスト化を行っているのに対して，文法項目，すなわち機能語に対する研究として，中

俣（2014），庵・山内（編）（2015）が挙げられる．中俣（2014）は特定の文法項目と共起

する動詞の網羅的調査を行い，ハンドブックの形で公開しており，日本語教育の現場に大

きく貢献する資料を作成している．また，庵・山内（編）（2015）はコーパス分析をもとに

従来の文法シラバスの見直しを提案する研究である．なお，庵・山内（編）（2015）は「現

場に役立つ日本語教育研究」というシリーズ本の一部であるが，このシリーズ本は，監修

者の山内博之氏のことばによると「日本語教育における文法や語彙の指導項目は、必ずし

も客観的データに基いて導かれたものとは言えない。文法・語彙項目の要・不要や配列が

日本語を習得していく上で妥当かどうか、コーパスなどのデータを用いて網羅的に検証し、

新たな指導項目を提示する。」（https://www.9640.jp/book_view/?663，2020.7.20閲覧）と

いう問題意識のもとで，作成されたものであり，「コーパス」という道具が日本語教育にお

ける研究リソースの1つとして定着していることを示すものと捉えられる．また，機能語
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をリスト化したものとして，堀ほか（2017）の「機能語用例データベースはごろも

（https://www.hagoromo-text.work/）」や「日本語文型バンク（https://bunkeibank.ninjal. 
ac.jp）」がある． 
 
3.2 学習者コーパスと日本語教育学 

言語教育者の資質を評価する上で，教授言語に対する知識だけでなく，学び手となる学

習者を理解しているかどうかは，重要なポイントである．学習者のことを知るための試み

は，第2言語習得研究として長年，議論されてきた． 
第2言語習得に関する理論モデルとしては，3つの流れが考えられる．1つ目の流れは，

学習者が言語を知っているという現象の中身に関する議論である．2 つ目の流れは，学習

者はどうやってことばを知るという状態に達するのかに関する議論である．3 つ目の流れ

は，学習者の言語に対して，どのようなスタンスでアプローチするのかに関する議論であ

る．1つ目の流れは，いわゆるコミュニケーション能力に関する研究としてHymes（1972）
を筆頭とする様々な研究の歴史がある．その詳細は，柳瀬（2006）の第1部で詳細な議論

を展開している．2 つ目の流れは，生得論と経験論の対立を起点とし，言語獲得に影響を

与える要素に関する研究の歴史がある．その詳細は，迫田（2020）の第3章と第4章で詳

細な議論を展開している．3 つ目の流れは，対照分析（母語と学習言語の対照で学習者の

言葉にアプローチする），誤用分析（学習者の誤用に注目するアプローチ），中間言語分析

（母語とも，目標言語とも異なる学習者特有の第二言語の姿に注目するアプローチ）で一

般化がなされ，クラス活動や教授法の開発にも影響を与えた．その詳細は，大関（2010）
の第1章～第3章において詳細な議論が展開されている． 
こうした第2言語習得に関する理論モデルによって，学習者の言語使用の多くが明らか

になった．しかし，これらのモデルは研究者による部分的な学習者データで提案されたも

のであり，何らかの検証やモデルとしての評価が不可欠である．こうしたニーズに対して，

提案されたのが学習者コーパスである． 
学習者コーパスは，学習者の言語使用データを集め，コーパスとして構築するというも

ので，Granger（編）（1998）によってアイデアが示されて以降，英語教育の分野で進化し

てきた．英語教育分野における学習者コーパスについては投野ほか（2013）および石川

（2012）が詳しい．日本語教育においても，遅ればせながらも注目すべき研究成果が出て

きている．例えば，野田・迫田（編）（2019）では，日本語の学習者のデータの集め方を示

したあと，語彙研究，文法研究，バリエーションの研究の具体例が示されている．そして，

迫田・石川・李（編）（2020）では，統計的な妥当性を満たす初めての日本語学習者コーパ

ス「多言語母語の日本語学習者横断コーパス」（I-JAS）の設計とコーパス特性，さらには

分析事例などを紹介している． 
「I-JAS」のような学習者コーパスを利用する意義に関して迫田・石川・李（編）（2020）

は，次のように述べている．「I-JAS は，日本語教育の現場にとっても重要な意味を持つと

考える．それは，日本語教師は，I-JAS に含まれる日本語学習者のデータから多くのこと

が学べるからである．教育において重要なことの 1 つは，「学習者を知る」ことである．

教師が「学習者は必ずしも教師が教えたとおりに学んでいるとは限らない」「頭でわかるこ

とと実際に使うことは，技能が異なっている」「誤用は母語の影響だけではない」など，学
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習者の学び方について理解しておくことは，教える上で重要である。」（p.207）．「学習者を

知る」という目的のために，第2言語習得論の理論モデルと学習者コーパスは，車の両輪

のような存在であると言える．この2つがうまく速度を合わせて動作することにより，日

本語教育全体がより良い方向に進むと考えられる． 
 
3.3 自作コーパスと日本語教育学 

2010年代に入り，科研費に基づくデータ構築の大型プロジェクトが採択され，様々なコ

ーパスが公開された．個人単位では到底作れない規模や質のデータが，ウェブブラウザで

利用可能な環境が構築され，誰でも，どこからでも，簡単に大規模データにアクセスでき

るようになったのである．日本語教育研究者もこうした環境整備の恩恵を受けることにな

り，コーパスは日本語教育の研究リソースとしても定着してきていると言える．その一部

を 3.1 節や 3.2 節で紹介した．しかし，データに基づく計量的分析は，大規模なコーパス

分析だけに限定されない． 
日本では，言語の計量的分析に関する長い研究の歴史がある．計量国語学会が設立され

た1956年以降，70年以上の歴史がある．計量的分析では，分析者が自らの努力でデータ

を作り，それを分析するという手法は古くからなされてきているし，これからも続くもの

と考えられる．分析者自らがデータを作るというのは，計量分析の王道的なアプローチで

あると考えられるからである．  
日本語教育分野においても，自作データによる分析は，量こそ少ないものの，徐々に広

がりを見せている．李・石川・砂川（2018）では，自ら作るコーパスのことを「自作コー

パス」としてカテゴリー化し，その意義として次のことを述べている．それは，「「必要な

テキストを」，「必要なだけ作る」ことができる点である」（p.71）．また，研究調査という

のは，本質的に創造的な作業であることを踏まえた場合，新しい研究は新しいデータでも

って実現するのが良いと述べている（李・石川・砂川（2018:71））． 
自作コーパスの意義として，日本語教育に期待される社会的課題にアプローチできると

いうことがある．例えば，田中・李（2017）では，NHK が配信する「NEWS WEB EASY
（やさしい日本語で書いたニュース）（https://www3.nhk.or.jp/news/easy/，2020.11.6 閲

覧）」の 800 本の記事を自作コーパスとして構築し，リーダビリティ（readability）に関

する調査分析を行い， 定住外国人向けに発信している日本語ニュースの難易度を明らかに

している．また，小林（2017）は，外国人介護士のための日本語教育に貢献することを目

的とし，介護記録の自作コーパスを作成し，語彙や文法の特徴を明らかにしている．さら

に，亀井・李（2020）では，ハローワークの求人票をもとに自作コーパスを作成し，外国

人が職探しをする上での困難点を明確にしている．そして，大崎（2019）は，ITエンジニ

アの日本語教育への貢献を目的に，仕様書に見られる日本語表現の特徴分析をしている．

これらの研究は，日本に居住する外国人に関するテーマを扱っている．田中・李（2017）
の研究は外国人への情報伝達の問題であり，小林（2017）と亀井・李（2020）と大崎（2019）
は外国人の仕事に関する問題を扱っていることになる．外国人の仕事に関する問題を扱っ

た研究としては，岩田（2020）や蒙（2020）もある． 
自作コーパスの分析に基づく研究は，研究の数こそ少ないものの，日本語教育の社会的

役割を考えた場合，不可欠なタイプの研究であると考えられるし，計量テキスト分析と日
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本語教育の融合で新しい研究領域を創発させる可能性がある． 
 
４．展望：日本語教育学と量的研究 

伝統的に日本語教育の分野では，「教師の勘」を大切にし，教育や研究がなされてきた．

教師としての経験からどのような学習者に，どのようなコンテンツが必要かを判断し，教

育を展開するというアプローチである．こうした「教師の勘」は，教育の現場においては

間違いなく大切な要素である．一方，現代のように社会全体が複雑化し，有機的に関係し

ている状況においては，「教師の勘」のような主観的な要素よりは，「データ」のような客

観的な要素がより求められる．可視化が難しい「教師の勘」よりは，可視化しやすい「デ

ータ」のほうがより説得力があるということである． 
日本語教育において，「データ」が持つ重要性が増すということは，同時に，「計量分析」

のニーズも増えることを意味する．日本語教育分野でも伝統的には，量的分析ということ

で，部分的に計量分析が実施されてきた．例えば，本田ほか（2019）では，日本語教育学

会の機関誌『日本語教育』101 号～170 号を対象に，どのような分析方法が用いられたか

を調査している．それによると，質的分析のみを用いたのが4本，量的分析のみを用いた

のが 21 本，質的分析と量的分析を併用しているのが 27 本あったと述べている（p.39）．
なお，ここでいう量的分析とはいわゆる統計的分析を行ったかどうかというよりは，分析

結果に対して何らかの形で数値化して提示している研究のことである．『日本語教育』が教

育寄りのジャーナルであるのに対して，研究寄りで第2言語習得に特化したジャーナルと

して『第二言語としての日本語の習得研究』（第二言語習得研究会）があるが，本田ほか

（2019）では，このジャーナルの1997年～2017年の論文に対しても『日本語教育』と同

様の調査を行っている．その結果を見ると，質的分析のみが4本，量的分析のみが39本，

質的分析と量的分析を併用しているのが24本あったと述べている（p.40）．日本語教育に

おける主要ジャーナルとして『日本語教育』と『第二言語としての日本語の習得研究』の

傾向を見る限り，日本語教育分野における量的分析は，決してマイナーな方法論とは思え

ない．ただ，この数字では分からないものがある．それは，いわゆる計量分析として妥当

で信頼性のある分析を行ったのかどうかという点である． 
島田・野口（2017）は日本語教育に特化した統計分析の事例を示した書籍である．この

本の著者である島田めぐみ氏と野口裕之氏はテスト研究を専門にし，教育心理学や日本語

教育の分野で活躍している研究者である．両氏が，この本を執筆した2つの理由を序論で

述べているが，日本語教育分野の論文で統計の誤用，つまり，統計分析の結果に対する不

適切な記述や誤った解釈が散見される点をあげている（pp.4-8）．いわゆる日本語教育の研

究者の多くは，文系出身者である故に数学に対する苦手意識が強く，統計分析に対しても

マニュアル頼みの分析が目立つ．こうしたことから，統計分析の誤用も多く，島田・野口

（2017）のような書籍が出ているのである． 
母語話者コーパスを分析するにせよ，学習者コーパスを分析するにせよ，自作コーパス

を分析するにせよ，コーパス分析において，計量分析は必須であり，統計分析は不可欠で

ある．迫田・石川・李（2020）の第 11 章では，学習者コーパスの分析において必要な計

量研究の方法を示しており，標本数の推定，有意差の検定，多変量解析の方法を紹介して

いる．特に，多変量解析に関しては日本語教育分野では，量的にも質的にも研究事例が少
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なく，コーパス研究の広がりとともに増えていくべきと考える．対応分析のように小規模

のデータでも変数間・ケース間の関連づけができる分析であり，日本語教育の研究におい

ても有効であると考える（伊集院ほか2020）． 
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Abstract: 
Japanese language education is an area of research that deals with themes that span language, 
education, and society. This can be confirmed by the history of Japanese language education 
over the past 40 years. I will consider what kind of facts the frequency analysis model of 
quantitative linguistics reveals about various research issues in Japanese language education, 
based on specific cases. In particular, the following three facts will be revealed: 1) research based 
on the survey and analysis of a large corpus of native speaker data has the potential to resolve 
issues in Japanese language education across language and education, 2) research based on the 
survey and analysis of a learner's corpus has the potential to address issues in Japanese language 
education, especially second language acquisition, 3) research based on the survey analysis of 
small-scale, self-made corpus is effective in solving the problems of Japanese language education 
in society. 
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