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論文Ｂ 

 
BCCWJ に含まれる学校教科書コーパスの計量的分析 

―日本語教育のためのリーダビリティと語彙レベルの分布を中心に― 
 
 

李 在鎬（早稲田大学） 
 

 
要旨 
本研究では，「現代日本語書き言葉均衡コーパス」（BCCWJ: Balanced Corpus of 

Contemporary Written Japanese）に含まれている教科書データ 412 件について日本語

教育のためのリーダビリティと語彙レベルの分布を計量的に分析した．分析の結果，次の

4点が明らかになった．1）学年が上がるに従って，日本語教育的観点からみた文章の難易

度も上がっていくこと，2）小 1～高校までの 10 学年は，5 つのグループに分けられるこ

と，3）「社会」や「数学」や「理科」などは比較的難しい文章で構成されているのに対し

て，「国語」や「芸術１」などは比較的読みやすい文章で構成されていること，4）初級語彙

は学年が上がるに従って，減少していくのに対して，中級語彙は増えていく傾向が見られ

たことである．こうした計量的分析結果は，年少者日本語教育の教科学習における日本語

指導の範囲を決めるための基礎資料になると考えられる． 
 

キーワード：日本語教育のためのリーダビリティ，学校教科書，BCCWJ，分散分析 
 
 
１．はじめに（背景と目的） 

本稿は，年少者日本語教育２への貢献を目的に，日本の小中校で使用される教科書を計量

 
１ BCCWJ DVD に収録されている「bccwj_manual_v1_1.pdf」のP.37 において教科書データの母

集団やサンプリングの詳細が記録されており，層別方法として，二つの基準に基づいて母集団を層

別したことが記されている．教科（10層：「国語」「数学」「理科」「社会」「外国語」「技術家庭」「芸

術」「保健体育」「情報」「生活」）と校種（3 層：「小学校」「中学校」「高等学校」）である．教科の層

として「芸術」が挙げられているが，厳密には芸術教科は高等学校学習指導要領（http:// 
www.mext.go.jp/a_menu/shotou/cs/1320221.htm，2019.7閲覧）にあるものであり，小学校と中学

校には芸術という教科はない．BCCWJ がどのような手続きで小学校と中学校の「芸術」教科を取

り上げているかはマニュアルには記載がないが，小中校における「美術」や「音楽」の総称として用

いられていると考えられる．その証拠として，学習指導要領「第2章 普通教育に関する各教科 第

7節 芸術」（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/cs/1320330.htm，2019.7閲覧）において中学

校での音楽や美術との関連を考慮すべきという指針が提示されている． 
２ 本研究では日本語指導が必要な児童生徒に対する総称として「年少者」という用語を使う．対象

としては，文部科学省の提案に従い，公立小学校，中学校，高等学校，義務教育学校，中等教育学校

及び特別支援学校に通う子どもたちを対象にしている．（http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/ 
29/06/__icsFiles/afieldfile/2017/06/21/1386753.pdf，2019.7閲覧） 
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的に分析した結果を報告するものである．以下では，本稿の研究背景として，年少者日本

語教育をめぐる研究の現状と文章の読みやすさを提示するリーダビリティ研究について述

べる． 
まず，年少者日本語教育をめぐる社会的背景として 2016 年度に文部科学省が行った調

査結果を示しておきたい３．それによれば，「日本語指導が必要な外国籍の児童生徒数は

34,335 人で前回調査（2014 年度）より 5,137 人増加した。」とされており，その内訳は，

小学生 22,156 人，中学生 8,792 人，高校生 2,915 人，義務教育学校 159 人，中等教育学

校 52 人，特別支援学校 261 人であると報告している（（ ）は著者による補足）．こうし

た児童生徒らに対する日本語指導が年少者日本語教育であり，次のように定義されている．

「日本で幼稚園・保育園から高校までの教育機関に通っている年齢の様々な「日本語教育

を必要とする」子どもに，日本語や母語や教科の教育をすること」（松本 2017，p.104）．
年少者日本語教育は学校教育と日本語教育にまたがっていることによる難しさが存在する

点やアイデンティティ形成に関わる問題が関係している点など，複数の観点から研究が行

われてきた． 
年少者日本語教育をめぐっては，日本語指導の観点からの研究として齋藤（1999，2000），

石井（2006），継承語教育の観点からの研究として中島（1998，2010），多文化共生の観点

からのものとして臼井（編）（2009）など，多様な方面での研究が行われている．多くの先

行研究において学習言語と生活言語の存在が指摘されており，以下のような違いがあると

記述されている． 
 

表1：生活言語と学習言語の違い（臼井（編）2009，p.66） 
生活言語 学習言語 
・ 日常生活を送る上で必要な日本語 
・ 日常会話を行うために必要 

・ 学習活動をする上で必要な日本語 
・ 授業内容を理解するために必要 

・ 日常生活での友人や教師との関わりだけで

も習得は可能 
・ 体系的な学習経験がなくても習得は可能 
・ 1 年程度で，簡単な日常の用務に必要な程

度の会話は可能 

・ 日常生活での友人や教師との関わりだけで

は習得が困難 
・ 数年の滞在経験があっても，体系的な学習

経験がないと習得は困難 
・ 習得には5年以上かかる 
・ 日本生まれ日本育ちでも，保護者の母語が

日本語でない場合，子供の学習言語の習得

は容易ではない 
 
表1の記述が示すように，学習言語は体系的な学習が必要であり，生活言語に比べ，習

得が難しいとされている．本稿では，年少の日本語学習者が学習言語を学ぶ上でもっとも

基礎的なコンテンツであり，コアな資料である教科書をとりあげ，定量的分析を試みる．

 
３ http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/29/06/1386753.htm（2019.7.閲覧） 
また，過去の調査結果については，https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei= 
00400305&tstat=000001016761（2019.7 閲覧）を参照してほしい． 
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とりわけ，教科書の文章が持つ潜在的な難易度に注目し，日本語教育および計量言語学的

観点からの分析を行う． 
教科書の難易度を捉える方法として，本研究が注目するのは，文章の読みやすさに対す

る指標化を目指すリーダビリティ（readability）の研究である．リーダビリティ研究では，

一文あたりの語数などの表層情報をもとに，文章の難しさをランクづけすることを目指し

ている．リーダビリティの研究成果がもっとも広く利用されている英語の場合，100 年ほ

どの歴史を持っているとされ，Flesch（1948）やSmith & Kincaid（1970）などが代表的

な事例で，回帰式による読みやすさの計算式が提案されてきた（野本 2016）．英語におけ

るリーダビリティ研究のきっかけは，1920 年代にヨーロッパや南アメリカなどからの移

民がアメリカに入ってきたことである．この移民により，英語が分からず，教科書が読め

ない児童が増えたわけで，それに対応するため児童の読解力にあった教科書選定が課題と

なった．この課題を解決するものとして，リーダビリティ研究が登場し，文章の適正学年

を推定する技術として注目された．このように，リーダビリティ研究と子どもの学校教育

は密接な関係であった． 
さて，日本語のリーダビリティに関する先行研究としては坂本（1964），建石（他）（1988），

佐藤（2011），酒井（2011），柴崎・原（2010）があり，ウェブシステムとして計算式が実

装されている例もある４．ただし，これらは国語教育や言語処理研究の立場から提案された

ものであり，日本語教育の立場からリーダビリティを捉えたものではない．日本語教育の

立場からリーダビリティを捉えたものとしては，李（2016），李・長谷部（2017）があり，

本研究は日本語教育的観点からリーダビリティを捉えるものであるため，李（2016）のモ

デルを利用し，調査を行う．李（2016）は「文章の読みやすさ={平均文長*-0.056}+{漢語率

*-0.126}+{和語率*-0.042}+{動詞率*-0.145}+{助詞率*-0.044}+11.724」（R2=.896）の回帰式

を提案しており，これにそって文章難易度を自動判別するウェブシステムとして

「jReadablity」（https://jreadability.net/）を公開している５．  
本研究では，学校教科書として，『現代日本語書き言葉均衡コーパス』に収録されている

教科書データを利用した．また，難易度に関する分析のため「jReadablity」を使用した．

「jReadablity」を使用する理由は，次のとおりである．「jReadablity」は日本語を外国語・

第二言語として学習するものにとっての文章の難易度を日本語教科書に基づいて推定する

ウェブシステムであるが，本研究が対象とする年少の日本語学習者も日本語を外国語・第

 
４ 佐藤（2011）および柴崎・原（2010）は以下のサイトで，測定システムが実装されている． 
・佐藤（2011）: http://kotoba.nuee.nagoya-u.ac.jp/sc/obi3/ 
・柴崎・原（2010）: http://readability.nagaokaut.ac.jp/readability 

５ 李（2016）の回帰式の中には和語と漢語の割合が異なる重みでレベル判定に作用している．それ

は，和語が増えれば文章が易しくなり，漢語が増えれば文章が難しくなるという単純な構造ではな

いからである．和語の中には表1 で述べたような生活言語として，日常の中に浸透している語彙

「朝，昼，春，夏」もあれば，日本古来の精神文化に関わる抽象度の高い語彙「誇り，恥，粋」も

存在する．ということを踏まえて考えてみた場合，和語と漢語の増減による具体性・抽象性の変化

や難易度の変化は非常に複雑であり，李（2016）は，その事実を捉えることを試みた．次に回帰式

の決定の経緯について述べる．6つの難易度にレベル分けされた合計875個のテキストを学習デー

タにし，重回帰分析（ステップワイズ法）を行った結果，5つの回帰モデルが生成された．決定係

数を確認し，もっとも精度の良いモデルを選択した結果，漢語率に対して-0.126が，和語率には-
0.042の偏回帰係数がついた．それぞれの係数は，学習データから導き出されたものである． 
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二言語として学習するという意味では，「jReadablity」の想定ユーザーであると判断した

ためである． 
 
２．データと方法 

2.1 分析データ 

本研究では，学校教科書としてBCCWJ のDVD 版データ（Ver1.1, 2015）に収録され

ている短単位タグ形態論情報付きデータ「TSV_SUW_NT」の「OT」（レジスタータグ）

データを利用した．この形態論情報付きデータからプレーンテキストを作成した．プレー

ンテキストに作成した理由は，「jReadability」で読みやすさを測定するためである６． 
 
 
 

学年 
テキスト 
サンプル数 

総形態素数 
 

科目 
テキスト 
サンプル数 

総形態素数 

小学1 9 3,637  理科 98 306,409 

小学2 10 5,965  社会 88 287,672 

小学3 19 20,858  国語 62 159,132 

小学4 15 22,178  数学 54 98,568 

小学5 20 36,127  技術家庭 40 86,112 

小学6 21 53,719  芸術 25 68,551 

中学1 14 27,670  情報 18 40,631 

中学2 29 100,875  外国語 16 26,090 

中学3 24 78,082  保健体育 8 22,043 

高校 251 747,156  生活 3 1,059 

総計 412 1,096,267  総計 412 1,096,267 

 
表2は，BCCWJの教科書データを学年別に集計したものである．表3は科目別に集計

したものである．表2および表3の総形態素数は，「jReadability」に実装されている形態

素解析モジュール（「jReadability」の解析辞書は「UniDic（バージョン 2.2.0）」
（https://unidic.ninjal.ac.jp/，2019.5閲覧）であり，解析エンジンは「MeCab（バージョ

ン0.996）」（https://taku910.github.io/mecab/，2019.5閲覧））を利用している． 
表2からもわかるように，学年によってテキスト数が大きく異なる．とりわけ，高校の

テキストが全体の半分以上をしめている．また，テキストの長さも異なっている． 

 
６ 「jReadability」は，通常のテキストデータを入力とし，文章の難易度や語彙レベルなどの情報

を出力する．システムの詳細は長谷部・久保・李（2017）を参照してほしい． 

表2：学年別のテキストサンプル数と 
総形態素数 

表3：科目別のテキストサンプル数と

総形態素数 
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図1：総文字数の箱ひげ図 

 
図1は，学年を基準に作成した総文字数の箱ひげ図である．もっとも短いテキストとし

ては，小1の「芸術」のテキストで114文字のものがある一方，もっとも長いテキストと

しては，高校の「芸術」のテキストで14,567文字のものがある．このことを踏まえ，本稿

では出現頻度を比率に変換し，学年間を比較しながら，教科書の特徴を計量的に分析する

ことにした． 
 
2.2 分析方法 

計量的分析のために 412 本の教科書テキストを「jReadability」で解析した．

「jReadability」は，テキストデータを入力とし，形態素解析を行った上で，文章の読みや

すさのほかに，品詞や語種の度数，6 段階の語彙難易度の度数などを表示する（詳細は，

長谷部・久保・李（2017）参照）．本研究では，412本のテキストを解析したあと，BCCWJ
の出典情報（DVD内のJoined_info.txt ファイル）を抽出し，表4のような分析データを

作成した． 
 

表4：分析データ見本 
No. テキスト出典 計量指標 

ID 科目 学年 リーダビリティ値 名詞率 漢語率 ：： 
1 OT01_00017 国語 小3 4.16  71.28  0.17 ：： 
2 OT01_00018 国語 小4 4.33  73.94  0.20 ：： 
： ：： ：： ：： ：：  ：：  ：：  ：： 
412 OT91_00009 生活 小1 4.48 64.04 0.13 ：： 

 
計量指標としては，名詞率やリーダビリティ値のほかに，漢語率，和語率，外来語率，

混種語率，初級前半語率，初級後半語率，中級前半語率，中級後半語率，上級前半語率，
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上級後半語率を計算した．なお，名詞率以外は，「jReadability」の解析結果に基づいてい

る．また，名詞率は，総形態素数に対する一般名詞の比率である． 
 
2.3 リーダビリティ測定の妥当性 

本研究は，BCCWJに含まれる教科書コーパスに対して，日本語教育的観点からそのリ

ーダビリティ値を計算し，学年別・教科別に，どのような特徴があるかを明らかにするも

のであるが，そもそもの前提として，このようなアプローチの妥当性について考える必要

がある． 
教科書の学年別の比較は，児童の発達状況を踏まえた表現が使用されると考えられるた

め，リーダビリティを測定することに異論がないと考えられるが，教科別の比較に関して

は次に述べる本質的課題が存在する．それは．教科書に存在する「意図して設計された異

質性」の問題である．というのは，教科によって日本語の役割も違えば，文章の質も異な

るからである．例えば，国語の教科書の場合，日本語を通して言語感覚を豊かにするため

の教育を目的として設置されているので，日本語そのものに比重が置かれるが，算数・数

学や外国語の教科書の場合，それぞれの教科で必要な概念を理解させることを目標に設置

されているので，日本語は補助的手段として位置づけられる．国語の教科書であれば，「読

む・書く・聞く・話す」という技能の学習をとおし，日本語の自律的な使い手になること

が求められる．数学の教科書であれば，数や図形についての概念，さらには集合論といっ

た概念の学習をとおして，数学的に考える能力を身につけることが求められる．こうした

目的の違いがあるゆえに，文章そのものも質的に異なることが予想される．国語であれば，

創作的な文章になることが予想されるし，数学であれば，説明的な文章になることが予想

される．こうした日本語の位置づけや文章の質的相違がある中で，「jReadability」が捉え

る漢語率や平均文長といった表面的な要素で難易度を測ることの是非はどこにあるだろう

か． 
上記の課題に対し，2 点の前提を述べる．1 つ目は，「jReadability」は日本語教育とし

てのリーダビリティ，すなわち外国語としての日本語の特徴を捉えるものであること，2つ

目は，「jReadability」は文章の語彙的要素の組み合わせが創発させる難易度を捉えるもの

であること． 
1 つ目の前提として，「jReadability」が対象にしている難易度とは，あくまで日本語学

習者にとっての難易度であり，外国人が日本語を学習する際に遭遇する問題を捉えるため

のツールである．外国人の日本語学習者が日本語の文章を接した際に感じる外国語として

の困難度には，教科の違いを超える普遍性があると考えている． 
2 つ目の前提として，「jReadability」は文章の構成要素となる語彙や文の長さなど，多

様な要素の組み合わせからの難易度を計算しており，これは日本語で書かれた文章に共通

する潜在的な性質であると考えている．ということから考えれば，「jReadability」が測定

する難易度は，「テキストそのものの難易度」というよりは，「テキスト内の構成要素とそ

の組み合わせによる難易度」と考えるのが妥当であろう．ただし，両者を線引するための

経験的な根拠が見つからないため，現時点では「テキスト内の構成要素とその組み合わせ

による難易度」を「テキストそのものの難易度」と捉えることにする． 
最後に，調査デザインのテクニカルな問題として，科目という軸を捨てて，1 つの科目
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のみを対象にすることも可能であったが，本研究ではあえて科目を限定しないデザインに

した．その理由として，上記２点の前提で調査を行っていることに加え，どの教科を排除

し，どの教科を対象にするかということに対する明確な根拠がないため，すべての教科を

対象にすることも意味があると考えたからである．また，すべての科目を対象に，学年と

科目の2つの軸で教科書の言葉が持つ多様性を明らかにすることの意味は大きいと考えた

からである． 
 
３．結果 

3.1 学年別のリーダビリティ 

表2で示した学年別の教科書データのリーダビリティを調査した結果，図2の結果が明

らかになった． 
 

 
図2：学年別リーダビリティ値の箱ひげ図 

 
図2の中央値は，「jReadability」のリーダビリティ値であり，解釈の基準は表5のとおり

である． 
 

表5：リーダビリティ値の解釈基準 

リーダビリティ値 日本語教育リーダビリティレベル 解釈の目安 

0.5～1.4 上級後半 とても難しい 
1.5～2.4 上級前半 難しい 
2.5～3.4 中級後半 やや難しい 
3.5～4.4 中級前半 ふつう 
4.5～5.4 初級後半 易しい 
5.5～6.4 初級前半 とても易しい 
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表 5 の基準にそって図 2 の結果を解釈すると，小 1 の教科書の中央値が 4.53 であるの

で，初級後半（易しい）ということになる．同じ方法で，小 2 から高校までを捉えると，

小 2～小 4 の中央値は中級前半（ふつう）に，小 5～中 3 の中央値は中級後半（やや難し

い）に，高校の中央値は上級前半（難しい）にあることが明らかになった．中2と中3で

中央値のわずかな逆転現象が起きているが，ほかのところに関しては学年が上がるに従っ

て，リーダビリティ値が下がる，すなわち難易度が上がっていくことが確認できる７． 
図 2 のより詳細な分布を確認すべく，412 テキストの日本語教育リーダビリティレベル

を調べてみた（表6）． 
 

表6：教科書データのリーダビリティレベル（単位：テキスト件数） 

  リーダビリティレベル 
合計 

上級後半 上級前半 中級後半 中級前半 初級後半 初級前半 

学年 

小学1       4 1 4 9 
小学2    1 7 2  10 
小学3    4 12  3 19 
小学4    5 9  1 15 
小学5    11 9    20 
小学6    12 8  1 21 
中学1    9 3  2 14 
中学2  6 17 4 1 1 29 
中学3  5 9 8  2 24 
高校 13 116 76 34 3 9 251 

合計 13 127 144 98 7 23 412 

 
さらに，リーダビリティと学年の対応をより詳細に分析するため，コレスポンデンス分

析を行った（図3）．表6と図3の対応として，■はリーダビリティレベル，〇は学年である． 

 

 
７ 中2と中3 の逆転現象の背景にあるものとして，BCCWJの設計において学年と教科の数が不均

等なことが関係している．学年と教科のクロス表を作成してみたところ，「社会」の教科書が中3
では 2テキストなのに対して，中 2は 13テキストも入っている． 
  外国語 技術 

家庭 
芸術 国語 社会 情報 数学 生活 保健 

体育 
理科 総計 

中1 3  3 6   2    14 

中2 1  4 3 13  2   6 29 

中3 3 6 4 2 2  2   5 24 

「社会」は図 4からわかるように，もっとも難しいテキストであることから，中2と中3 で逆転現

象が起きたと考えられる．また，中3では，やさしい文章である「技術・家庭」が多いことも影響

していると考えられる． 
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（イナーシャの寄与率は，次元1が0.581，次元2が0.212） 

図3：コレスポンデンス分析 

 

図3に注目すると，5つの集団が確認できる．寄与率が高い次元1に注目すると，1つ目の集

団として，小1と小2が確認できる．これらの集団はリーダビリティレベルでは初級前半と

初級後半に対応している．2つ目の集団は，小3と小4が中級前半に対応していることが確

認できる．3つ目の集団は，小5，小6，中1が中級前半と中級後半の間に位置しており，次

元１で同じポジションにある．4つ目の集団は，中2と中3で中級後半と対応している．そし

て，5つ目の集団は，高校で上級前半と上級後半に対応している． 

表6および図3の分析に対するさらなる検証として，5つの集団に対するリーダビリティ

値に有意な差があるか，一元配置分散分析を行った．分析の結果，有意な差が見られた（F 
= (4, 407) = 33.477, p = .000）． 
 
 
3.2 教科別のリーダビリティ 

本節では，教科別のリーダビリティ分析の結果を報告する． 
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図4：教科別リーダビリティ値の箱ひげ図 

 
図 4 は，教科によるリーダビリティの違いを示している．単純にこの結果を解釈すると，

「生活」がもっとも易しく，「社会」がもっとも難しいことになる．しかし，これには学年

による差が存在すると考えられ，学年と教科をクロスさせて，リーダビリティの平均値を

調査した（表7） 
 

表7：学年×教科のリーダビリティの平均値 

  生活 外国語 国語 芸術 数学 情報 理科 技術家庭 保健体育 社会 全体 

小1 4.4    4.6 5.0 4.1           4.5  

小2 3.7      4.7 3.5           4.1  

小3     3.8 4.0 3.5   3.7     3.8 3.8  

小4     3.5 3.9 3.2   3.4     3.6 3.6  

小5     3.7 3.3 3.7   3.3     3.1 3.4  

小6     3.7 3.2 3.2   3.0 3.8   2.9 3.4  

中1   4.4 3.2 3.4 2.8           3.4  

中2   4.9 3.9 3.3 3.3   2.9     2.7 3.1  

中3   4.3 3.9 3.9 4.1   2.5 3.1   2.9 3.3  

高校   4.4 3.5 3.2 3.0 3.1 2.4 2.4 2.2  1.9 2.7  

 
表7の全体的な傾向として，教科としての違いに加え，学年が上がるに従って，リーダビ

リティ値が下がる，すなわち難易度があがっていく傾向が確認できる．表7の結果をもと
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に，改めて図 3 の結果を解釈すると，「生活」がやさしいのは，小 1 と小 2 のレベルの文

章であることに起因し，「保健体育」が難しいのは，高校レベルの文章しかないことに起因

することが明らかになった．一方，全体と比較をすると，「社会」や「数学」や「理科」な

どは難しいテキストが多いのに対して，「国語」や「芸術」などは易しいテキストが多いこ

とが明らかになった．また，「外国語」がやさしい理由として，日本語以外の英字が多く含

まれていること，日本語の部分に関しても英単語の和訳であったり，短い指示の文であっ

たりすることから，やさしいという評価になっている． 
 
3.3 学年別の計量指標の分布 

本節では，文章の情報量や難しさに関わる要素として名詞率の分布と語種の分布，そし

て語彙レベルの分布についての調査結果を報告する．なお，語彙レベルの分布は，

「jReadablity」に実装されているもので，元データは，Sunakawa et al.（2012）による

ものである． 
 

 
図5：学年別名詞率の平均値 

 
図 5 は，名詞率の推移を示すもので，学年別の平均値の統計的有意性を調べるために，

一元配置分散分析を行った結果，有意差が見られた（F (9, 402) = 12.368, p = .000）．推移

の傾向としては，学年が上がるに従って，名詞率が増えていくことが確認できる．名詞率

の増加は文章が持つ総情報量を示すと言われており，学年が上がるに従って，情報量が増

えていくことが確認できる． 
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図6：語種の平均値 

 
図6は語種の推移を示すもので，統計的有意を調べた結果，すべての語種で有意差が見

られた（漢語：F (9, 402) = 13.954, p = .000，和語：F (9, 402) = 40.656, p = .000，外来語

率：F (9, 402) = 2.007, p = .037，F (9, 402) = 5.886, p = .000）．変化の傾向という観点か

ら見た場合，漢語に関しては学年が上がるに従って増加する傾向にあり，和語に関しては

学年が上がるに従って，減少する傾向が確認できる． 
次に，語彙レベルの分布を確認した（図7）． 
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図7：学年別の語彙レベルの分布 

 
語彙レベルに関しても統計的有意を確認したところ，上級後半語率を除くすべてのレベル

の語において，統計的な有意差が見られた（初級前半語：F (9, 402) = 8.620, p = .000，初

級前半語：F (9, 402) = 20.779, p = .000，中級前半語：F (9, 402) = 2.800, p = .000，中級

後半語：F (9, 402) = 18.792, p = .000，上級前半語：F (9, 402) = 13.786, p = .000，上級後

半語：F (9, 402) =.795, p = .621）．語彙レベルにおける全体的な推移傾向として，初級前

半と初級後半の語彙においては，学年が上がるに従って，減少する傾向が見られる一方，

中級前半と中級後半の語彙は，増加する傾向が見られる．上級前半の語彙においては，小

学校レベルにおいて目立った変化はないが，中学校レベルにおいて徐々に増え，高校レベ

ルにおいて多くなることが確認できる． 
 
４．まとめと今後の課題 

年少者日本語教育に関する先行研究においてすべての教科を対象にした調査は存在しな

い．そのため，年少者日本語学習者が直面する日本語教育的課題の実態は必ずしも明確で

はなかった．教科学習のための学習言語は習得が難しいことや学校の教科書は難しいこと

は指摘されているが，どの学年の，どの科目が，どの程度難しいのかについての実態は不

明瞭なままだったと言える．こうした状況に対して，本稿が行った調査結果によって以下

の事実が明らかになった． 
まず，BCCWJ に含まれる教科書データ 412 テキストに対する計量的分析を行った結

果，学年別のリーダビリティは，学年が上がるに従って，難易度も上がっていくことが確

認できた． 
次に，グループという観点から見ると，5つのグループの存在が明らかになった．1）小

1，小 2 のグループ，2）小 3，小 4 のグループ，3）小 5～中 1 のグループ，4）中 2，中

3のグループ，5）高校のグループである．これらの情報は，学年間のアーティキュレーシ

ョンを考える基礎資料になり，さらに，年少者のための特別クラスを編成する際の参考資

料になる． 
次に，教科別の調査により，「社会」「数学」「理科」は比較的に難しいものが多く，「国

語」「芸術」は比較的に易しいものが多いことが明らかになった．これらの情報は，教科学

習のための日本語支援の度合いを考える基礎資料になる．難しい教科に対しては手厚い日

本語支援を行うべきだという前提にたった場合，「社会」や「数学」や「理科」に対しては

相対的に丁寧な日本語支援が必要であると言えよう． 
最後に本研究の課題について述べる．教科書データに対するリーダビリティ研究の本質
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的な問題として，2.3節で述べた教科によって，日本語の位置づけが異なる問題に対して，

課題が残っている．具体的には，言語そのものが目的になっている国語のような教科と，

言語はあくまで手段になっている数学のような教科が存在する問題である．こうした教科

による相違に対して，リーダビリティ分析では，基本的に語種や品詞といった表層的な情

報を計算言語学の方法で処理するため，文章の用途や内容面の違いには十分に対応してお

らず，難易度の問題についても「教科書内のテキストが有する語彙的な難易度」という観

点から理解するのが良い．また，言語に含まれる文化的・社会的な知識量の問題も考慮さ

れねばならないが，リーダビリティ分析では対応できていない．年少者日本語教育の対象

となる児童・生徒は外国にルーツがあるため，文化的・社会的な知識量の問題は重要と言

える．これらの課題に対しては，質的分析による丁寧な観察と記述が必要であり，今後の

課題としたい．本研究が行ったリーダビリティの調査は，テキスト分析によるマクロレベ

ルの調査研究であるが，今後は，質的分析によるミクロレベルの調査を行うことで，双方

向での研究が進むことを期待したい． 
以上の限界があるものの，本研究は次の点において今後の展開が期待できる．本研究が

明らかにしたリーダビリティの分布や語彙の分布に関する調査結果を活用することで，年

少者の日本語学習者を日本語教師が教える際，補助教材や教授法の選定における基礎資料

になるからである． 
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Paper B 
Quantitative Analysis of School Textbook Corpus in BCCWJ: 

With a Focus on Readability and Vocabulary Level Distribution for 
Japanese Language Education 

 
LEE Jaeho (Waseda University) 

 
 
Abstract: 
This study quantitatively analyzed the readability and vocabulary level distribution of 412 books 
of textbook data found in the “Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese”. As a result 
of the analysis, the following 4 points became evident: 1) As the grade in school advanced, the 
text also becomes more difficult; 2) The 10 grades in school from grade 1 to senior high school 
are divisible into 5 groups; 3) Whereas “social studies” and “mathematics” and “science” are 
composed of comparatively difficult text, “Japanese” and “Arts” are composed of comparatively 
easy-to-read text; and 4) Whereas beginner’s vocabulary decreases as the grade in school 
advanced, the tendency has been for intermediate vocabulary to increase. These quantitative 
analytical findings are thought to be the basis for determining the scope of Japanese language 
instruction in the coursework of Japanese language education for young people. 
 
Keywords: Readability for Japanese language education, School Textbooks, BCCWJ, ANOVA 
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