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1. はじめに 

 本研究は、テキストマイニングの手法を用いて小説等の文章を分析し、読解の

授業で用いるという試みを行った実践報告の一部である。分析に用いたソフトは

KH-Coder で、形態素分析をおこない、それを応用して小説から頻出語彙を取り

出して語彙表を作成し、小説を読む前に語彙表を学習者に提示し、学習者の日本

語のレベルによって教師が工夫できるようにするということを試みた。 

 学習者のレベルは、今回は日本の大学の学部に在籍する上級者を対象におこな

ったため、上級を前提としているが、今後の取り組みでは初級段階でも使用でき

るようにしたいと考えている。この取り組みは、初級学習者であるから簡単なも

のしか読めない、簡単なものを教材として使用するという既存の考えを離れ、成

人学習者には読みたいものを読ませたい、ということを到達目標として考えたも

のである。2004 年から 2005 年に筆者はニューブランズウィック州のマウントア

リソン大学（Mount Allison University）で大江都先生の授業を拝見した。Creative 

Writing を掲げ、初級学習者であっても、書きたいものを書かせたい、言いたい

ことを言わせたいというコンセプトでスピーチコンテストに学生を送り出す授業

の取り組みと、その指導を受けた学習者の書き上げた日本語に感銘を受け、日本

でも同様のコンセプトで、「読む」指導をおこないたいと考えた。そう思いなが

らなかなか具体的には取り組めなかったが、数年前から、大学に入学した留学生

に対して、専門書だけでなく、日本語で読書を楽しもうという授業をいくつかお

こなってきた。昨年、形態素分析等も含め、大量のデータを分析できる KH-

Coder というソフトを知り、小説も含め、日本語の文章をさまざまな側面から分

析できる可能性があることがわかったので、それを利用し、研究だけでなく、教

材作成にも取り組んでみた。そうしたことを教材作成という側面から報告したい。 

 

2. 研究の背景 

2.1 授業での取り組み 

数年前から、「一般日本事情」科目において、専門書以外の読書をして発表す

るという課題を与え、授業を進めてきた。評論や実用書ではなく「小説」を読む

ことを課題としたが、そこでわかったのが、留学生が読みたい小説は、日本語の

中上級学習者向け授業でもしばしば取り上げられる、夏目漱石や川端康成、芥川

龍之介などの定番の名作ではなく、現代作家の東野圭吾や村上春樹、三浦しをん

等の作品だということである。その理由は、それらの作家の作品というのは、英

語、中国語、韓国語などに翻訳され、学生の母国でも多く読まれているというこ

とと、ドラマや映画等で取り上げられている作品でもあるので、日本に来てから
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は、テレビドラマやネット上で簡単に閲覧できるので、そうした作品を読みたい

と希望する学習者が圧倒的に多いということがわかった。本研究でもそうした一

連の作品の中から、教師自身が読んでみて面白く、ストーリー性がある東野圭吾

の作品を取り上げることとした。 

 

2.2学習者への調査と分析 

 学習者に対し、日本語で読書をするかどうかを調査した結果、文学部日本文学

文化学科の留学生以外は、ほとんど読書をしないということがわかった。日本語

ではしない、という学習者と、母語でもほとんど読書はしない、という学習者が

いることも判明したが、本来は読書が好きなのに、日本語ではほとんど読書をし

ないのはなぜかを質問した結果、以下のような回答が得られた。学習者のグルー

プとして、漢字圏出身の学習者と、非漢字圏出身の学習者では回答が異なってい

る。 

 今回の場合、漢字圏出身者の出身国は、中国、韓国であり、非漢字圏出身者の

出身国は、ベトナム、ラオス、カンボジア、カナダである。 

 

 漢字圏出身者の理由： 

① 日本語の書籍は縦書きなので読みにくい。何度も同じ行を読んでしまい

そうになる。（母語の書籍は、現在では横書き） 

② 人名がわかりにくい。読みながら覚えられないのでストーリーが頭に入

ってこない。どの物語も、犯人はすべて「田中」、主人公は「山田」な

どであれば区別しやすいが。 

 

非漢字圏出身者の理由： 

① とにかく、漢字が多すぎて、新しい語彙もなにもかも読む気が失せる。 

② 縦書きは読みにくい。 

 

等々であった。漢字圏出身の学習者のうち、中国語を母語とする学習者の場合、

全部読んでも話が覚えられないという者もいるが、これはおそらく漢字の語句を

目で追い、ひらがなは目に入っては来るが、きちんと読んでいないために、モダ

リティなどを表す語が用いられた場合、きちんと読んでいないからではないかと

推測される。 

 つまり、いずれにしても頻出語彙、あるいは品詞別の語彙表を与えることによ

り、読み仮名、意味、語句等を事前に調べ、当該小説をカバーする語句を頭に入

れることにより、ボトムアップ方式で読んでいっても、内容理解が進むと期待さ

れる。 

 また、品詞別により分類できれば、人名を予め把握することが可能になるので、

メモも取りやすくなると考えられる。 

 以上のことから、今回は、有効な語彙表を作成し、事前に与えて読ませるとい

う試みをおこなった。また、語彙表の作成には、形態素分析機能を持つ、テキス

トマイニングのためのソフト、KH-Coder を使用した。 
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3. 先行研究 

 いわゆる「読書」が理解力を向上させるというのは、決まりきったことのよう

に思われるが、もっとも影響するのはどのくらい語彙を知っているか、つまり既

知の語彙数によると考えられる。しかし、既知の語彙数が多いと理解力が進むの

か、読書をすることによって語彙数が増えるのか研究するためにはその因果関係

にも着目しなければならない。その観点から先行研究にあたると、猪原（2014）

では、語彙について、受容語彙（receptive vocabulary）と表出語彙（productive 

vocabulary）に分け、受容語彙の獲得という点から述べている。また、その際、

読書量が増えることによって語彙力が増え、それに基づく文章理解力が向上する

のか、語彙力があるから、多くの読書をする力があるとするのかについては研究

が必要であるとしている。 

 一方、文章の体裁であるが、これについては学習者からは横書きではない日本

語を読むのが負担であるという声も聴取している。神長（2014）は、これについ

ては、分を読むのに要する眼球運動は、その停留時間が短ければ、相対的な時間

は短くなるとしている。眼球の移動をサッカード（saccade）と言い、その間に

生じる停留時間は、新密度の低い語、文字数の多い語ほど長くなるとしている。

また、サッカードは横書きのほうが速いという実験結果も出ているということで、

学習者の言う縦書きが読みにくい、ということも、これまでの読書週間の違いだ

とは一概には言えないということになろう。 

 

4. 「読み」についての考察 

いずれにしても、文章理解力のためには、既知語彙の数が大きく関係している

ということは否定できない。だからこそ、漢字圏出身者は母語と目標言語に共通

する漢字語彙があると、学習する前から認識可能な既知語彙数あるため、非漢字

圏出身の学習者に比べ、文章の認知と理解力は圧倒的に高くなる。口頭表現とし

て用いる場合には、発音等も関係するので、運用能力が全般的に高くなるとは言

えないが、認知に関しては有利である。漢字圏出身学習者にとっては、その分、

共通する語であっても 100％意味が同じでないものもあるので、その点は、しっ

かり学習しなければ本当の理解力の向上にはならないので、教師も学習者もこの

点については知っておかなければならない。 

また、知らない語が多いと「読み」が進まず、速度が落ちるということになり、

非漢字圏出身の学習者は、同じページ数でも読書にかかる時間が長くなってしま

うということになろう。漢字圏出身の学習者の場合、既知の漢字語彙が多いとい

うことは、逆に、読みの負担を無意識的に減らすため、漢字語彙から漢字語彙へ

とサッカードがおこり、語に後続する助詞等はあまり認識せずに読書を進め、正

確な理解ができない場合も往々にしてあると言えよう。中国語を母語とする学習

者が、普段でも極端に助詞の習得が劣っていると感じるのは、こうしたところに

原因があるとも考えられる。 

以上のようなことを考えると、読書を進めるにあたっては、まず、語彙を意識

させるということが、漢字圏、非漢字圏出身にかかわらず、学習者にとって必要

なことであると確認できた。 
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5. テキストマイニングによる語彙表の作成 

5.1教材対象作品の選定 

 今回は、前述の東野圭吾著『手紙』を取り上げ、語意表を作成した。この前年、

同書を語彙表等を作らず上級クラスで読んだが、漢字圏学習者と非漢字圏学習者

の読みのスピードがかなり異なったため、非漢字圏出身の学習者が内容の確認や

ディスカッションへの参加が難しく、読書がかなり苦しいものになってしまった

ので、今回は、再度同じ作品を対象とし、分析ソフトの力を借りた補助教材の効

果を見ることとした。 

 

5.2作成作業 

 まず、本文をスキャナで取り込み、それを KH-Coder で分析するためにテキス

トファイルに変換した。スキャナは富士通の ScanSnap を使用し、取り込んだも

のを OCR 変換ソフト、e-typist で取り込み、さらにフリーソフト TeraPad によ

ってテキストファイルを編集したものを KH-Coder にかけて語彙の分析をおこな

った。品詞別語彙表を作成するためには、形態素分析が必要であるが、これは、

KH-Coder に同梱されているソフト「茶筅」（wincha）で行い、相関図などを作

成するためには、同じく、KH-Coder 同梱の統計ソフト「R」を使用する。 

KH-Coder で分析するさい、データにタグを付けることによって、章別、節別

にも語彙が取り出せるので、OCR データからテキストファイルにするときに識

別タグを付す作業もおこなう。 

以上の作業によって、以下の語リストの抽出がおこなえる。 

① 全章 / 章別 いずれかの頻出語彙 150 語 

② 全章 / 章別いずれかの品詞別語彙リスト 

③ 章別特徴語彙各 10 語 

 

① の頻出語彙 150 語は以下のように抽出される。 

 

表１ 頻出語 150 語リストの一部 
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② の品詞別語彙リストは以下のように抽出される。 

 

表２ 品詞別語彙リストの一部 

 
 

 

③ の章別特徴語彙 10 語は以下のように抽出される。 

 

表３ 章別特徴語彙 10 語 

 
 

 

5.3授業で用いる教材として 

 以上のような表から、必要なものを加工し、教材として使用した。上記②の品

詞別語彙リストを加工し、語彙数を任意の数に制限し、表４のように、品詞も、

形容詞→イ形容詞、形容動詞→ナ形容詞と修正し、表中の品詞の場所も学習者が

見やすいと思われる順番に配置した上で、メモを書き込める箇所をエクセル上で

増やし、学習者が、新出の語、読み方がわからない漢字語等に意味を書き込んだ

りふりがなをふったり、人名には、小説の中での役割を書き込んだりするのに使

用できるようにした。また、上級学習者の場合は、知らない語にのみ書き込みを

すれば、自分が把握していなかった語が一目で区別がつく。次の表４は、終章を

例とした教材用語彙表の一部である。 
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表４ 教材用語彙表（終章） 

 
 

 

6. おわりに 

 今回は、KH-Coder の機能のうち、形態素抽出機能を利用した品詞別語彙の抽

出表を加工して授業の教材作成をする試みについて記した。実際に、授業を進め

る中で、どのようにディスカッションに発展させたらよいかということを考えて

臨んだが、学生たちが積極的に取り組み、小説の場面ごとに感想を述べながら、

お互いに意見交換を進め、案じていたより授業が順調に展開していった。例えば、

『手紙』のストーリーの登場人物について、主人公を応援してくれる高校の担任

教師に焦点を当て、本当は関わりたくないのに役目上、しかたなく接しているの

ではないか、とか、よく考えてみると、この話を通じて、ほとんどの人が犯罪者

の家族をかわいそうだと思いながら、関わりを持つのをさけているようで歯がゆ

い、などと感想を述べ合ったりするなど、思った以上に内容に没頭して読み進め

ていたようであった。 

 今後は、素材として長編ではなく、もう少し短いものを選び、教材化を試みた

いと考えている。また、KH-Coder 自体も、まだ使っていない機能、加工できる

部分もあるので、それについても使い方に習熟し、別の試みもしてみたい。KH-

Coder はすでにテキストファイル化されている「青空文庫」の作品なら、簡単に

扱えるので、そうした点も鑑み、新しい語意表作成も試みたい。 
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