
 

 

 

 

 

 

公開シンポジウム 

 

シラバス作成を科学にする 

－日本語教育に役立つ多面的な文法シラバスの作成－ 

 

日時：2014年2月22日（土） 13：00～16：30 

会場：一橋大学 東２号館２３０１教室 

 

 

 

【趣旨】 

山内がOPI データから導き出した初級文法シラバス（山内2009）と庵が理論的

に導き出した初級文法シラバス（庵2009、2011）は、概ね一致していた。この

一致は偶然なのか必然なのか。それを知るために、さらに別の角度から複数の

文法シラバスを作成し、それらの共通点・相違点を探求したい。このように多

面的・客観的にシラバスを眺めることによって、理想の文法シラバスの姿を見

極め、同時に、シラバス作成を科学にしていきたい。 



 

 

 

 

 

 

【プログラム】 

（前半司会：栁田直美） 

13:00 開会の挨拶 庵功雄 

 

13:05 基調講演Ⅰ「文法シラバスの作成を科学する」庵功雄 

13:35 発表①「口頭表現出現率から見た文法シラバス」岩田一成 

13:55 発表②「生産性から見た文法シラバス」中俣尚己 

14:15 前半のディスカッション 

 

14:35 ＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋（休憩）＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

 

（後半司会：石黒圭） 

14:50 発表③「日本語能力試験から見た文法シラバス」森篤嗣 

15:10 発表④「既存テキストから見た文法シラバス」田中祐輔 

15:30 基調講演Ⅱ「文法シラバスの現場への導入を科学する」山内

博之 

16:00 全体ディスカッション 

 

16:30 シンポジウムの総括 山内博之 
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文法シラバスの作成を科学する 

一橋大学国際教育センター教授 庵 功雄 

isaoiori@courante.plala.or.jp 

http://www12.plala.or.jp/isaoiori/ 

 

１．はじめに 

 本発表では、現行の文法シラバスの問題点を指摘し、その改善のための方法につい

ての私見を述べ、学校型日本語教育における初級文法シラバスの具体案を提案する。 

 

２．用語について 

 本節では、本発表で用いる用語について簡単に説明する。 

 

2.1 学校型日本語教育と地域型日本語教育 

 最初に取り上げるのは、学校型日本語教育（学校型）と地域型日本語教育（地域型）

である（cf. 尾崎2004）。 

 両者はいくつかの点で異なるが、発表者なりに違いをまとめると次のようになる。 

 

 学校型 地域型 

参加者間の関係 教師－学生（契約関係） 学び合い（cf. 庵2013d） 

外国人のビザ 留学ビザ 就労ビザ（家族滞在ビザ） 

初級の標準時間数 300時間（旧 JLPT3級） 

集中予備教育 

週 2時間 

表 1 学校型と地域型 

 

 この違いを踏まえると、地域型において学校型の方法（典型的には文型積み上げ式）

や教材を用いるのは不適切であることがわかる。そして、その対案として、発表者が

考えたのが「地域型初級」である。これは、「やさしい日本語」という考え方の中の柱

となる理念の1つである1。 

 

2.2 理解レベルと産出レベル 

 次に取り上げるのは、理解レベルと産出レベルの違いである。 

 言語項目（文法、語彙）には、（L1 と L2 のいずれにおいても）意味がわかればい

                                            
1 「やさしい日本語」の理念については、庵・イ・森編(2013)、庵(2013d, 2014b)を

参照。 

mailto:isaoiori@courante.plala.or.jp
http://www12.plala.or.jp/isaoiori/
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いもの（理解レベル）と、意味がわかった上で使える必要があるもの（産出レベル）

がある（庵2006, 2011b, 2014予定 b）。例えば、「事由」という語は大部分の日本語

母語話者にとって理解レベルの語であるが、同じ意味の「理由」は産出レベルの語で

ある。 

 

３．現行の文法シラバスの何が問題か 

 本節では、現行の文法シラバスの特徴を指摘し、シラバスのどこに問題があり、な

ぜ変えなければならないのかについて考える。 

 

3.1 現在の文法シラバスの特徴 

 現在の文法シラバスの特徴としては、大きく次の 3点が指摘できる。 

 

3.1.1 初級偏重（「文法」は初級で終わり） 

 第一の特徴は、初級偏重である。これは言い換えると、シンタクスに関わる狭義の

「文法」は初級で終わらせるという枠組みということである（cf. 小林 2009）。この

やり方の問題点は、初級で教える必要がない項目が教えられていること（野田 2005

の言う「体系主義の弊害」。庵 2009b なども参照）や、逆に産出できなければならな

い項目が適切に教えられていないこと（cf. 庵2012b, 2013d、高梨 2013）などである。 

 

3.1.2 中級以上に「文法」が（ほとんど）ない 

 第二の特徴は、3.1.1の裏返しで、中級以上に「文法」と言えるものがほとんどない

ということである。これは文法項目を「異なり語数」で選定したことの弊害と言える。 

 

3.1.3 理解レベルと産出レベルの混同 

 第三の特徴は、理解レベルと産出レベルの混同である。具体的には、初級の教科書

では、聞いてわかればいい項目について産出練習をさせているケースがよく見られる。 

 

3.2 なぜ変えなければならないのか？―留学生教育における「英語シフト」― 

 このように、現行の文法シラバスには問題があるのは事実である。しかし、それで

も、実際の運用上特に問題がなければ、強いて変えなくてもよいと言えるかもしれな

い。しかし、実際にはそうはいかない外的状況があるのである。 

 そうした外的状況のうち、最も重大なのは、大学の留学生教育における「英語シフ

ト」である。すなわち、日本国内の有力大学がこぞって、「英語」を看板に留学生を獲

得するという戦略をとる方向に大きく舵を切りつつあるということである。 
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 こうした大学の留学生獲得戦略の転換の中で、「留学生センター」2が生き残るため

には、「日本語で教育を行っても、英語とそれほど変わらない時間数で専門教育を行う

ことは可能である」という命題を証明しなければならない。それができず、かつ、現

在の「英語シフト」の流れが変わらなければ、近い将来、「留学生センター」は存亡の

危機に立たされる可能性が強い。発表者が学校型日本語教育においても文法シラバス

を作り直す必要があると考える最大の理由はここにある（cf. 庵2013d, 2014a）3。 

 

４．どこをどう変えるべきか 

 前節での議論を受け、本節では、現行の文法シラバスのどこをどのように変えるべ

きかについて考える。 

 

4.1 初級を軽くする 

 まず、第一に取り組むべきは、「初級を軽くする」ということである。この点につい

ての具体的な議論については本シンポジウムの各発表を参照していただきたいが、こ

こでは、なぜ「初級」が重要なのかについての私見を述べる。 

 「初級」が重要であることの背景には学習者の変容がある。そもそも、現在の初級

文法シラバスが固まった 1960 年代後半における学習者は極めて動機付けの高い層だ

ったと考えられる。一方、現在、「留学生センター」で学ぶ学習者の多数派になりつつ

ある学習者層は、日本語学習を主たる目的としている人たちとは言いがたい場合が多

くなってきている。それを反映して、「初級」においても授業時間が減少してきている。 

 このように、学習者が変質してきている以上、それに合わせて初級を軽くする必要

があると考えられる。 

 

4.2 初級を「産出」中心にする 

 次に考えるべきことは、「初級」を「産出」中心にするということである。 

 上述のように、現在の初級教科書では、初級では産出させる必要がない項目まで、

産出レベルで取り扱っているケースが多い。初級の項目が肥大化している大きな要因

がこの点にある（この点については庵2009a、山内2009も参照）。 

 初級の文法項目を産出レベルのものを中心とする厳選されたものにすることで、日

本語力があまり高くない段階から学習者に、「日本語で自分の考えを表現する」経験を

持たせることが可能になり、学習者の動機付けを維持しやすくなると考えられる4。 

                                            
2 ここでは大学で留学生向けの日本語教育を担当する部局の総称としてこの語を使う。 
3 なお、これとは別に、地域型日本語教育に関しては、明らかに現在の文法シラバス

は過剰である。この点について詳しくは、庵(2009a, 2011a, 2014b)を参照されたい。 
4 これに関連して、地域型日本語教育の中で産出を重視すべきであるというイ(2013)
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５．変えるためにどうすべきか―初級の場合― 

 前節での議論を受け、本節では、初級を変える際に具体的に考えなければならない

点について考える。ここではその中で特に考える必要がある2点について順に考える。 

 

5.1 「森羅万象」を日本語で表現できる 

 第一に考えなければならないのは、項目を減らしても、日本語で「森羅万象」を表

現できることが原理的には可能であるという点である5。 

 このことを保証するためには、単文、複文レベルにおいて、全ての文法カテゴリー

を含んでいることが必要となる。ここでは、単文については、庵(2012a)にしたがい、

次のような階層構造を設定する（cf. 南1974）。 

 

図 1 日本語の単文の階層構造 

 一方、複文については、仁田(1995)を参考に、次の節タイプを認める。 

 

  (1) 副詞節、中止節（テ節、中止節）、因果関係節（条件節、逆条件節、理 

    由節）、時間節、接続節（逆接、並立を表す節） 

 

 これらは原則として統合的（syntagmatic）な関係にあるので、これらの文法カテ

ゴリー／節を含めば、原理的には日本語で森羅万象を表現することが可能になる。た

だし、「初級を軽くする」という目的に照らして、基本的には、庵(2009a, 2011)と同

じく「１機能１形式」を採用する。 

 

5.2 「活用」でつまずかせない 

 第二に考えるべきことは、初級を２つに分けるということである。 

                                                                                                                                

の議論も参照されたい。 
5 これは地域日本語教育の観点からも重要である。地域日本語教育の観点からの考察

については、庵(2009a, 2013d, 2014b)などを参照されたい。 

語幹 ボイス アスペクト 丁寧さ 肯否 テンス 対事的モダリティ 対人的モダリティ
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 そのうち、初級前半では、活用を含む表現を導入しない6。これは、学校型における

授業時間数の減少に対応したものでもあるが、あまり動機付けが高くない学習者が「活

用」（特にテ形）でつまずくことが多いという経験的事実に基づくものでもある7。 

 一方、初級後半では、地域型の場合と同じく普通形（plain form）を導入するほか、

最低限必要な活用形も導入する。また、理解レベルの項目も導入する。 

 

5.3 「初級前半」のポイント 

 ここでは、初級前半のポイントについて簡単に触れる。 

 初級前半は、全て産出レベルとする。このレベルは基本的に、助詞と丁寧形の世界

である。このレベルにおいて、「活用」がなくてもさまざまな知的活動ができることを

学習者に体験させることが重要である。それは、次のように、扱う語彙を「高級」な

ものにすることで可能である8。 

 

  (2) 2012年の日本の国内総生産はイギリスの約2倍です。 

  (3) 日本の財政赤字は先進国の中でいちばん多いです。 

  (4) ローマの年平均気温は東京の年平均気温と同じぐらいです。 

 

5.4 「初級後半」のポイント 

 続いて、初級後半のポイントについて簡単に触れる。 

 ここでは、「普通形（plain form）」が使えるようになる。そのことによって、名詞

修飾、モダリティ形式、複文などがかなり使えるようになる。 

 ただし、ここでは、地域型の場合（cf. 庵 2009a, 2011a, 2014b）と同じく、「１機

能１形式」を原則とする9。そのため、例えば、「条件」を表す形式としては「たら」

のみを採用する。理解レベルが現れるのも地域型のときと同様である（ただし、そこ

に含める形式は地域型よりも多い）。 

 

5.4.1 「が」の扱い方 

 一方、地域型と大きく異なるのは、「が」の扱いである。主語（主格）を表す「が」

                                            
6 もちろん、「行きます」に対する「行きました／行きません」なども活用だが、これ

らは「ます」の部分を「ました／ません」などに取り替えればいいだけなので、実質

的には活用がないのと同じである。 
7 ただし、逆に動機付けが高い学習者に対しては、これとは違った方略も考えられる。

これについては 7節で述べる。 
8 この点は語彙シラバスの問題とも直結するが、これについては、ひとまず、山内編

(2013)および、庵(2013c)を参照されたい。 
9 この例外は「ので」と「から」である。 
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をこのレベルで網羅的に扱うこととする10。 

 産出レベルでの「が」の扱い方については、発表者も試行錯誤を続けているが（cf. 

庵 2010, 2011）、ここでは、次のように考えてみたい11。 

 

  (5)a. 英語で言う”It is/was A that/who B.”の構文（分裂文）で言いたい内容があ

るときは、それを「ＡがＢ。」という形で表すことができる。この場合の

「が」は「排他」になる。 

      b. aのニュアンスがなく、かつ、主語が3人称で、述語が動詞のテイル形／テ

イタ形、タ形の場合は、主語は「が」で表され、その「が」は「中立叙述」

になる。 

   c. a, b以外の場合の主語には「は」をつける。 

 

    このうち、(5)aは、指定文「ＢはＡだ。」12は同じ意味で「ＡがＢだ。」に置き換え 

   可能であるという三上(1953)の指摘とそれを発展させた西山(2003)の指摘などを踏ま 

   えたものである。 

 

5.4.2 ボイスに含める形式 

 もう 1 つ、地域型と異なるのは、ボイスに含める形式である。具体的には、「～て

もらう」と「受身」を、初級後半の産出レベルに加える。 

 このうち、「～てもらう」を加えるのは、この形式が「使役」の代替形式として機能

するためである（cf. 庵2012, 2013）。 

 一方、「受身」を加えることについては、庵(2014予定)を参照されたい。 

 

６．新しい初級文法シラバス 

 以上を踏まえて、発表者の立場からした、新しい初級文法シラバスを提案すると、

次のようになる。これは、基本的には、「地域型初級」のために考案したStep1, 2に

対応するものだが（cf. 庵 2009, 2011, 2014）、このうち、ゴシック体のものはそれに

加えたものである。 

  

                                            
10 ここでは、「主格主語」を「主語」と呼び、「主語」を「は」で取り立てることを「主

語を「は」で表す」と表現することにする（cf. 庵2003, 2012a）。 
11 「中立叙述」は久野(1973)の意味で用いる。「排他」は三上(1963)、野田(1996)の用

語で、久野(1973)の「総記」に当たる。 
12 この文は西山(2003)の用語では「倒置指定文」になり、「ＡがＢだ。」が「指定文」

になる。 
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初級前半（新Step1） 

名詞文・ナ形容詞文 

 ～は…です。 ～は…ですか。 ～は…じゃないです／じゃありません。 

 ～は…でした。 ～は…じゃなかったです／じゃありませんでした。 

イ形容詞文 

 ～は…です。 ～は…ですか。 ～は…くないです／くありません。 

 ～は…かったです。 ～は…くなかったです／くありませんでした。 

動詞文 

 ～は…ます。 ～は…ますか。 ～は…ません。 

 ～は…ました。 ～は…なかったです／ませんでした。 

存在文・所有文 

 ～に…がいます／あります。 …は～にいません／ありません。 

 ～には…がいます。 

応答 

 ＜名詞文＞  ～は…ですか／でしたか。――はい、そうです／そうでした。 

                    ――いいえ、違います。 

 ＜ナ形容詞文＞～は…ですか／でしたか。――はい、…です／…でした。 

                    ――いいえ、…じゃないです／なかったです。 

                      いいえ、…じゃありません。／じゃありませんでした。 

 ＜イ形容詞文＞～は…ですか。   ――はい、…です。 

                  ――いいえ、…くないです／くありません。 

        ～は…かったですか。――はい、…かったです。 

                  ――いいえ、…くなかったです／くありませんでした。 

 ＜動詞文＞  ～は…ますか／ましたか。――はい、…ます／ました。 

                    ――いいえ、…ません／ませんでした。 

助詞 

 ＜格助詞＞～を（対象）、～が（目的語）、～に（場所）、～に（時間）、～に（行き先）、～に（相手）、 

      ～で（場所）、～で（手段）、～と（相手）、～から（出どころ＜時間、場所＞）、 

      ～まで（着点＜時間、場所＞）、～より（基準）、～φ（時間）、～の（所有格） 

   ◎「住んでいます／勤めている／働いています／結婚している」はかたまりとして導入 

   ◎「歩いて」はかたまりとして導入 

 ＜とりたて助詞＞～も  ＜並列助詞＞～と  ＜準体助詞＞～の 

疑問詞 

 誰、何、何○（何時、何年、何歳、何個）、どこ、いつ、どれ・どっち、どう 

指示詞 

（現場指示）これ／それ／あれ、この／その／あの、ここ／そこ／あそこ、こっち／そっち／あっち 
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文型 

 ＡはＢより～です。（比較）  ＡはＢの中でいちばん～です。（最上級） 

 ～（というの）は…（の）ことです。（定義文） 

ボイス 

 …を―たいです。（願望）（主語は1人称） 

モダリティ 

 たぶん―です／ます。 

その他 

 助数詞（つ、個、本、冊） 

 

初級後半（新Step2） 

＜産出レベル＞ 

「が」（主語）（これ以外の主語には「は」をつける） 

動詞文 

 ＜中立叙述＞～が…ています。（主語は三人称）  ～が…ました。 （主語は三人称） 

全てのタイプの文 

 ＜排他＞ 

  名詞文  

   ～が…です。（＝…は～です。）（田中さんが幹事です。＝幹事は田中さんです。） 

  形容詞文 

   ―は～が…です。（＝―が…なのは～です。）（牛丼は松屋がうまい。＝牛丼がうまいのは松屋だ。） 

  動詞文 

   ～が…ます／ました。（…＜plain＞のは～です。）（主語は制限なし） 

   （私がその本を書きました。＝その本を書いたのは私です。） 

助詞 

 ＜とりたて助詞＞～しか（…ない）、～なら（相手が導入した主題） 

 ＜並列助詞＞～や（名詞の複数形）  ＜終助詞＞～ね、～よ、～でしょ（確認） 

フィラー 

 あのー、えーと 

形式名詞  

 こと、もの 

文型 

 ～たり…たりします。（動詞の複数形） 

ボイス 

 ～ことができます（可能） 

 ～く／～に／～Ｖ<dic>ようになります（変化）   ～てもらいます（恩恵、使役）  受身 
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アスペクト 

 ～ています（進行中） （もう）～ました（完了） （まだ）～ていません（未完了） 

 ～たことがあります（経験） 

モダリティ（認識） 

 ～と思います（断定緩和）、～かもしれません（可能性） 

モダリティ（当為） 

 ～たほうがいいですよ（当為）（主語は2，3人称）、 

 ～てもいいですか（許可求め）（主語は1人称） 

モダリティ（対人） 

 ～てください（依頼）（主語は2人称）、 

 ～たいんですが（願望・許可求め）（主語は1人称）、 

 ～ましょう（勧誘）（主語は 1人称複数） 

複文・接続詞 

 ～ながら（付帯状況）、 

  ～て（継起）、～て（理由）、～て（並列）、 

（Ex. 図書館に行って、本を借りました。／物価が上がって、大変です。／この本は面白くて、役に立

ちます。） 

 ～てから（継起）／～。それから、 ～とき（時間）、／～。そのとき、 

 ～たら（条件）   ～ので（理由）／～。それで、 ～から（理由）／～。ですから、 

 ～けど（逆接）／～。しかし、  ～けど、（前置き）   ～ために／～ように／～ためのＮ（目的） 

 ～んです（文末の接続詞）     どうして…んですか？――～からです。（文末の接続詞） 

 

＜理解レベル＞ 

複文 

 ～たら／と、…ました。（異主語による出来事）、 

 ～のに（逆接）  ～ても（譲歩） 

モダリティ（当為） 

 ～ないといけません・なければなりません（当為）（主語は2，3人称）、 

 ～てもいいです（許可）（主語は2，3人称） 

モダリティ（対人） 

 ～てはいけません（禁止）（主語は2人称）、 

 ～なさい（命令）（主語は2人称） 

その他 

 昨日買った本（はこれです。）（動詞による名詞修飾）、 

 田中さんが来るかどうか／誰が来るか（を教えてください）（間接疑問文） 
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７．まとめ―初級を変える。そのあとに必要なこと― 

 以上、初級を中心に、現行の文法シラバスを変えることの必要性と、そのための具

体案を提案した。本節ではまとめとして、残された課題について述べることにする。 

 

7.1 初級だけがシラバスではない 

 ここまでは、初級だけを対象としてきた。しかし、文法シラバスについて考えるべ

きことは初級だけではない。必要なのは、初級から上級までを見通した一貫性のある

シラバスである。この点について、発表者は以下のように考えている。 

  

  (5)a. 初級をStep1, 2とする。（＝本発表） 

    b. 初級の上を初中級、中級、中上級、上級とし、それぞれStep3～6とする。 

    c. 初級から上級までをできるだけ短い時間数で進めるようにする。 

    d. cのために、必要な文法項目を厳選し、かつ、教室内で行うべきことと、教   

     室外で自習に任せるべきことを適切に仕分ける13。 

  

 このうち、Step3（初中級）は、丁寧な話しことば中心である Step1, 2（初級）か

ら、親しい間柄での話しことば、および、書きことばという別の文体に触れる時期と

位置づける。 

 

7.2 「読む」以外にも必要な項目と「読む」だけに必要な項目 

 続くStep4～6では、次に示す 4技能の違いを踏まえた項目選定が求められる。 

 

    メディア 

音声 文字 

レベル 理解 聞く 読む 

産出 話す 書く 

（表2）４技能の位置づけ 

 

 すなわち、「読む」以外にも必要な項目か、「読む」だけに必要な項目かということ

である（「読む」だけに必要な項目は、口頭では話されないので「聞く」必要はない）。

以下、この2つにおいて必要点を考える。 

 このうち、「読む」以外にも必要な項目の場合に考えるべきことは、次のことである。 

 

  (6)a. 「聞く」だけいい項目であるか 

                                            
13 (5)c, dについては庵(2014a)にその素描を示した。 
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    b. 産出が必要な項目であるか 

    c. bで、「話す」必要があるか、「書く」必要があるか、あるいは両方必要か 

 

 当該の項目が(6)a～cのどこに位置づけられるのかを吟味する必要がある。一方、レ

ベルの違いについては、次のことが重要である。すなわち、Step4 以降で扱う文法項

目は、図 1および(1)で表された文の階層構造において、それぞれの部分を（Step3ま

でよりも）精密に表すためのものである。例えば、「だろう、はずだ」などのモダリテ

ィ形式は、「と思う、かもしれない」以外の、命題に対する話し手のとらえ方を表すこ

とを可能にする。言語習得が進むということは、こうしたコードの洗練化（elaboration）

の過程ととらえることができる（cf. 庵2013）。 

 一方、「読む」だけに必要な項目の場合は、産出に関する練習は不要である。必要な

のは、その形式に含まれている「価値観」や「評価」を読み取ることである。例えば、

次の2文の違いを認識し、(7)bに含まれる話者の気持ちを読み取れる必要がある。 

 

  (7)a. 今日は残業をする必要がある。 

   b. 今日は残業をせざるを得ない。 

 

7.3 「日本語エリート」への教育の場合 

 以上、ここまで述べてきたのは、現在の日本の大学の「留学生センター」で多数派

になりつつある層（特に、交流学生）に対して、いかに効率的に日本語教育を行うか

ということであった。一方、これまで、学校型日本語教育の中心であった「日本語エ

リート」（野田 2005）に対する教育においても工夫が必要である。 

 最初期からできる工夫としては、動詞を導入する際にマス形とテ形をセットで覚え

させるということが考えられる（cf. 庵 2013a）。これを行うことで、「のだ」や名詞

修飾などを不必要に後回しにする必要がなくなると考えられる（cf. 菊地・増田2009）。 

 

7.4 日本語教育が生き残るために 

 本発表では、文法シラバスを変えることの必要性を論じてきたが、このことが必要

である最も大きな理由は、日本語教育が生き残るためにこれが最も重要な課題である

ということである。なぜなら、3.2で述べたように、このことが実現できなければ、「留

学生センター」のポストは今後確実に引きはがされ、日本語教育を志す前途有為の大

学院生や若手研究者がテニア（任期なし）のポストに就ける可能性が大幅に減少する

と考えられるからである。そして、一旦そうなってしまったら、それは、「日本語教育」

という学問分野全体が沈んでいくことにつながるのである。そうならないためには、

こうしたシラバスの開発やそれにもとづく教材の開発に、日本語教育関係者の総力を

結集することが不可欠である。そして、これは「Now or Never」の喫緊の課題である。 
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口頭表現出現率  から見た文法シラバス   

広島市立大学 国際学部  

岩田一成  

 

 

１、はじめに  

１．１ シラバスを議論する必要性  

従来の初級文法教育観を指摘した小林（2009：28）では、初級文法

項目（日本語能力試験３・４級レベル）では、助詞や活用などの日本

語の基本的な文型に関わる要素をひと通り教えて、中級（2 級レベル）

以降では、複合辞や機能語を教えるという指摘がなされている。初級

は指導項目が非常に多いということになる。   

一方、初級の教育現場では、選んだ教科書（文法シラバス）によっ

てシラバスが決定されることが多く 1、高頻度文法項目も低頻度項目も

指導時間はほとんど変わらない。話し言葉と書き言葉の区別も教材に

しっかり記述されているわけではなく、実際には、現場の先生のセン

スで調整されているのが現状であろう。  

2000 年以降、教育内容を問う議論が活発化している（野田編 2005、

野田編 2012、森・庵編 2011 など）。先行研究は、個別の文法をテーマ

にしていることが多いため、ここで一度体系的に文法を見直してみた

い（出現頻度を出してみて客観的な議論をする）。こういったデータの

積み重ねが、初級文法として指導すべき項目、指導項目から削除して

もかまわない文法の仕分け作業に貢献すると考えている。  

１．２ 先行研究  

先行研究としてはすでに、江田・小西（2008）がある。小規模では

あるが、会話コーパス・小説コーパス・新書コーパスをそれぞれ 15

万字で作って検索をかけ、3 級文法の出現頻度を公開している。また、

書き言葉に特化しているが、森（2011）では 2009 年度モニター公開

版 BCCWJ（934655 語）を用いて初級文法項目を抽出して公開してい

る。なお、学習者コーパスを扱ったものには山内（2005）がある。先

行研究を踏まえると、森（2011）と同じくらいの規模で日本語母語話

者の話し言葉を扱ったものがまだないことになる。  

  

                                                   
1 初級教材は 3 級文法を下敷きにしているが、教材間にさほど採用文法の差が

ないことを筆者は指摘している（岩田印刷中）。  
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２ 研究方法と目的 

２．１ 研究方法：名大会話コーパスの分析  

本稿では、名大会話コーパスを用いる。おしゃべりをしているコー

パス（自分の趣味や経験、将来の展望を相手に伝えている）で、発話

者は名古屋人だけではなく、また学生に限定しているわけではない。

おしゃべりという活動は口頭表現の中の一部に過ぎないが、分析対象

として全く的外れだというわけではない。例えば西口（2008）、在日外

国人に期待されているのは「実用日本語」ではなく「おしゃべり日本

語」である可能性が指摘されている。 

名大会話コーパスの使用データは、Data1-86 までの 68 時間分であ

る（1026675 語）。これは形態素解析した際、エクセルで 104 万行に収

まる範囲でのぎりぎりラインである。使用したのは、①形態素解析済

みのファイルと②語彙素だけをテキスト化して改行削除したファイル

の二つである。コーパスを実際に操作するまえに、前作業として 10 時

間分のおしゃべりを目で読んで頻出項目にチェックをつけている。  

２．２ 研究目的 

 ここまでの議論を踏まえ、本稿の研究目的は会話における初級文法

項目の出現頻度リストを明らかにすることである。その際、初級には

ないが、会話コーパスに頻出する文法項目の洗い出しも並行して行う。

また、先行研究の書き言葉における出現頻度データと照らし合わせて、

口頭表現出現率を出したい。森（ 2011）のコーパスは、本研究のデー

タとサイズが同規模のため、両者の出現数が比較可能であると考える。

最終的には、タグ付き文法シラバス（口頭表現出現率、頻度）の提案

を行いたい。シラバス再編に向けて基礎データを提示することが目的

であるが、短期的には、明日の授業から使えるものであると考えてい

る。じっくり時間をかけるべき項目さらっと終わってしまう項目とい

った濃淡をつける、これは話し言葉で使う／使わないといった技能別

の指導を行うための基礎資料となるはずである。 

 

３．分析結果 

３．１ 初級文法項目の出現頻度  

 まずは、分析したコーパスと初級文法項目が重なり合う部分につい

て紹介したい。高頻度のものを表 1 にあげる。なお、本研究で初級文

法項目と呼ぶものは、国際交流基金（ 1994）に提示されているものを

指す。 
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表１ 初級文法項目内で高頻度項目 2 

―のだ  10806 

・・・から  7953 

―て、  4531 

―たら  3406 

可能動詞 V（ら）れる  3124 

（だろう）と思う  2522 

―と  2008 

V（ら）れる（ほぼ受身）  1841 

―とき  1800 

V てくる  1786 

し  1532 

―ば  1183 

V たい  1080 

V ていく  940 

 

３．２．初級文法にはないが会話コーパスに頻出する項目 

 次の表 2 は、初級文法項目にはないがコーパスに出てくる項目であ

る。よって教科書などで採用されることはあまりない形式となる。  

表２ 高頻度出現項目（初級文法項目ではないがそれと同機能のもの） 

けれど、 6715 

X って[言う]3  引用 4975 

N って… 3326 

ちゃう 2114 

X って。 1796 

みたい 1404 

かな 1302 

わけだ 1114 

                                                   
2 「のだ」は「ので」293 例を含んでいる。表中の「可能動詞  V（ラ）レル」

の内訳は、五段動詞（可能動詞）1905、一段動詞 488（ラ抜き 200・ラ入り 288）、

‘できる’1019 である。「（だろう）と思う」は出題基準の形式であるが、実際

には意向形がほとんど接続しないため「と思う」の出現数を入れている。また、

‘ラ（レル）’は 1734 が受身で、中でも 615 は‘言う’286 例は‘する’であ

る。  
3 ‘って’は 12607 例あるが、ここでは‘言う’の前に用いられているものだ

けをカウントしている。確実に引用を表わしている例を抽出するためである。  



 

20 

 

３．３ 各論：おしゃべりに必要な文法機能とは？  

 ここからは、おしゃべりの展開上重要だと思われる場面を文法カテ

ゴリー別にいくつか立てて、そこで使用されている文法項目を見てい

きたい。枠で囲っている項目は、初級文法項目ではないものである。  

 

① 出来事の時間設定や順序について語る  

表３ 時間・順序に関わる接続形式  

て、 4531 ながら 220 

とき 1800 V まえに 47 

てから 227 たあとで 8 

② 話している内容がどの程度確実／正しいことなのか伝える  

表４ 意志や推量に関わる形式  

と思う 2522 たぶん  

660 

ぜったい   

394 

かも  

182 

かな  1302 

ようだ （全数） 925 

かもしれない 566 

そうだ 推量 513 

らしい（名詞に後節するものは削除） 410 

はずだ 87 

つもりだ 64 

③ 話している内容が自分の情報なのか他人からもらった情報なのか

を伝える 

表５ 情報の出処を伝える形式  

って[言う] 4975 ようだ（全数） 925 

って。 4 1796 らしい 410 

みたい（全数） 1404 そうだ 伝聞 41 

 

ここまでの出現頻度を見てきて、同機能を表わしている対立ペアがい

くつかあり、偏りが見られるものがある。話し言葉／書き言葉の対立

として考えられる場合もあるのではないだろうか。  

（ら）れる（可能動詞） 3124  vs ことができる 42 

  から 7953            ので 293 

 なきゃいけない ？        なければならない １ 

                                                   
4 出現頻度の低い‘そうだ’の代わりに、どんな文法項目が使われているのか

という議論は小西（2011）に詳しい  
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 けれど 6715           が 132 

 って[言う]4975          そうだ 41 

  て、4531             てから 227、ながら 220       

  

４．口頭表現出現率：書き言葉データと話し言葉データの比較 

ここまで分析に用いてきた名大会話コーパスの出現頻度を、書き言

葉のデータ（森 2011）と比較してみたい。その際、初級文法項目を全

部提示すると非常に多くなるため、岩田（印刷中）を参考にコア文型 5

に絞って提示する。口頭表現出現率とは、［話し言葉の出現頻度÷話し

言葉と書き言葉の出現頻度の和］で計算したものである。この割合が

高いほど話し言葉に近づく。  

 

表６ コア文型の出現頻度と口頭表現出現率（下線付き数字は森 2011

で扱っていないため今回筆者が同データを元に補てんしたもの） 

項目  
話し言

葉  

書き

言葉  
計  

口頭表

現出現

率  

話し言葉代換

形式  

～のだ 10806 2263 13069 82.7% 
 

～ている（結果・進行） 669 7624 8293 8.1% てる 11058 

～から、 7953 299 8252 96.4% 
 

受身  1841 4972 6813 27.0% 
 

可能動詞、～られる 3124 3068 6192 50.5% 
 

～たら、 3406 584 3990 85.4% 
 

～と、 2008 1553 3561 56.4% 
 

～（よ）うと思う（意向） 2522 843 3365 74.9% 
 

～ようだ（比況）／（推量） 925 2362 3287 28.1% みたいだ 1404 

～ば、 1183 1376 2559 46.2% 
 

～とき 1800 451 2251 80.0% 
 

～でしょう 1436 762 2198 65.3% 
 

～たい 1080 649 1729 62.5% 
 

～て＋授受  1067 544 1611 66.2% 
 

使役  346 852 1198 28.9% 
 

～たり 747 189 936 79.8% 
 

                                                   
5 国際交流基金（1994）の調査結果に基づき、当時の教材に採択率が高かった

もの（採択 6 以上）、かつ動詞に関わるもの、かつ 90 年以降の教科書採択率が

高いものだけを抽出。  
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～てみる(試み) 479 344 823 58.2% 
 

～かもしれない 566 194 760 74.5% かも 182 

～ので、 293 432 725 40.4% 
 

～のに 665 59 724 91.9% 
 

～なら 271 410 681 39.8% 
 

～てある 496 106 602 82.4% 
 

～てください 210 368 578 36.3% 
 

～そうだ（兆候） 513 38 551 93.1% 
 

～てから 227 129 356 63.8% て、4531 

～ながら 220 79 299 73.6% て、4531 

～ことができる（可能）  42 253 295 14.2% 
可能動詞

3124 

～ておく（準備） 113 146 259 43.6% とく 361 

～てもいい（許可） 203 43 246 82.5% 
 

～たことがある（経験）  173 73 246 70.3% 
 

～たほうがいい 161 77 238 67.6% 
 

～てしまう（完了、不本

意完了） 
131 71 202 64.9% ちゃう 2114 

～ましょう（誘い） 95 104 199 47.7% 
 

～かどうか 91 105 196 46.4% 
 

～はずだ 87 64 151 57.6% 
 

～なければならない

（義務・当然） 
1 126 127 0.8% 

なきゃいけない

（小西 2008） 

～なさい 113 8 121 93.4% 
 

お～になる 73 28 101 72.3% 
 

～られる（尊敬） ？ 101 101 ？ 
 

～ところだ 12 83 95 12.6% 
 

～つもりだ（意向） 64 28 92 69.6% 
 

～なくてもいい（許容）  44 22 66 66.7% 
 

使役受身  17 47 64 26.6% 
 

～ことにする 22 36 58 37.9% 
 

～てはいけない（禁止） 15 29 44 34.1% 
 

～そうだ（伝聞） 41 2 43 95.3% 
って言う 4975

って。1796 

～ないでください 7 5 12 58.3% 
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 本研究結果の妥当性を確認するために、江田・小西（2008）の結果

を表 6 に流し込んで比較してみた。1 位「のだ」と 2 位「ている」が

逆なのは、本研究が「てる」を別にカウントしたためである。8 位は

「意向形＋思う」であるが、本研究では「思う」の数で計算したため

先行研究とズレがでている。また、9 位の「ようだ」は、機能を分け

て分析している先行研究に対して、本研究では分けていないため順位

が異なっている。これらを考慮すれば、順位が若干異なるところは分

析方法の違いで説明ができる。つまり、出現頻度の高い上位に関して

は他のコーパスで調べた研究とさほど順位に違いが出ていないことが

わかる。 

表７ 本研究の結果と江田・小西（2008）の比較 

順位  

 

先行研

究順位  

順位  先行研究

順位  

順位  先行研究

順位  

1 2 16 17 33 40 

2 1 17 21 34 37 

3 4 18 20 35 23 

4 3 19 11 36 29 

5 8 20 33 37 45 

6 12 21 26 38 35 

7 5 22 25 39 35 

8 36 23 31 40 47 

9 10、18 24 28 41 41 

10 6 25 30 42 44 

11 9 26 22 43 32 

12 13 27 15 44 39 

13 19 28 24 45 42 

14 16 29 27 46 43 

15 14 30 34 47 46 

 

５．蛇足の議論：いろいろ気になること  

５．１ 書き言葉形式 vs 話し言葉形式 

 以下に挙げたのは、書き言葉形式・話し言葉形式の対立として一般

に知られているペアである。会話コーパスの出現頻度を比べてみると、

必ずしも話し言葉形式が優位とは限らないことがわかる。  

 



 

24 

 

ている：てる    ６６９：１１０５８ 

ておく：とく    １１３：３６１ 

てしまう：ちゃう  １３１：２１１４ 

ようだ：みたいだ  ９２５：１４０４ 

かもしれない：かも ５６６：１８２ 

ていく：てく    ５６６：３７４ 

５．２ 普通体 

初級文法項目として、名詞述語文は「名詞 +だ」で肯定文、「名詞+

か」で疑問文とされている。しかし、実際の話し言葉を見たとき、明

らかに現実に合っていない。表８からわかるように、「名詞＋だ」で終

わるような文は非常に少数であり、むしろ裸で文が終わっている。「名

詞＋だ」の名詞にはどんなものが入るのか、表９からわかる。「本当、

駄目、そう」といった一般的な名詞とはいいにくいものが形態素解析

されており、教科書に出てくるような「学生、先生、中国人」といっ

た名詞は出てこない。  

 

表８ 名詞述語文 

だ。（書字形） １２１７ 

N だ。 ２０６ 

N。 ６４２２ 

表９「だ。」の前にくる名詞  

本当 41 事 4 

駄目 10 方 4 

そう-伝聞 7 人 4 

訳 7 オーケー-okay 4 

奴 4 

 疑問文では、‘の’で質問することが多いことがわかる。分析したデ

ータはほとんどが普通体で会話が進んでいる 6。 

表１０ ？の前にくる終助詞  

の １５９２ 

か １３６ 

５．３ 「て／で」 について考える 

 音声コミュニケーションにおいて、「て／で」が非常に多く出現して

                                                   
6 対象データは文末「。」が 78394 あり、そのうち最後もしくは最後から 2 番

目に「です・ます」が来るのは、5301 である。つまり丁寧体は全体の６．８％

に過ぎない。  
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いるのではないだろうか。重要な機能語である場合が多く、口頭表現

を教える場合、どういった意味で用いられているのか丁寧に解説した

方がよいと考える。  

① 「って」１２６０７ 

表１１ 「って」の代表的な使い方 

X って[言う] 4975 主に引用 

N って…（N って言う 938

を含む） 
3326 

①  提題、②‘という’の意味 

X って。 1796 
文末の「って」：引用、強い主張？

例 あいつは宇宙人だって。  

②   動詞のテ形  ２０９６３ 

動詞の活用の一つであるが、文末で出現するときは辞書形に近い使い

方をしている。 

③ 接続詞‘で’ ２０７７ 7 

５．４ 話し言葉の文末 

 文末に来るものを一覧にしてみた。「～ので。～けど。～て。～って。

～から。」などは、必ずしも教科書で習うような機能語としての意味を

保持しておらず、文末の形態をどう指導すべきか悩ましい。  

 

表１２「。」の前に来る語彙素  

ね 11589 だ 2529 

うん 5025 た 2467 

よ 4136 な 2118 

か 3393 けれど 1907 

て 3214 って 1797 

の 2701 です 1704 

  から 1626 

 

６ 本研究の利用方法と限界  

 本研究で提示した表 6 が、タグ付きシラバスの原型である。もう少

し使いやすくするための修正は必要であるが、この表を実践に生かす

ことは可能であろう。まずは出現頻度を確認して、頻度が高い項目は

ゆっくり時間をかけて教えるが、低い項目はドリルもなしで導入だけ

で終わるといった指導に濃淡をつけることが可能である。また、口頭

                                                   
7本研究では語彙扱いで、表 1 のランキングに入っていない  
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表現出現率が高い項目は「これは話し言葉ですよ」という説明をする

だけでなく、ドリルやタスクでリスニングや発話を行うような形にす

れば、現実のコミュニケーションに近づけられる。一方、口頭表現出

現率が低い項目は、読んだり書いたりする活動をすればよい。ここで

注意は、出現頻度がそもそも低い場合、口頭表現出現率が高くても誤

差である可能性があるという点である。最後に以下で本研究の限界を

指摘する。  

1 点目は、そもそも母語話者の発話を規範にしてシラバスを作るこ

との意味はなんであろうかということである。母語話者がこういう話

し方をするからと言って、必ずしも学習者が真似をする必然性はない。

出現頻度とは、学習者が耳にする確率を表している程度に過ぎない。

ただし、話し言葉、書き言葉の対立においてはある程度意味を持つの

ではないかと考えている。  

2 点目は、採用した会話コーパスの内容がおしゃべりであるため、

出現文法に偏りが出ている可能性がある。例えば、対人モダリティ（て

ください、てもいいですかなど）は行動を伴うため、おしゃべりには

出にくい可能性がある。 
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生産性から見た文法シラバス 
中俣 尚己（なかまた なおき） 

京都教育大学 

nakamata@kyokyo-u.ac.jp 

 

１． 生産性とは？ 

 近年、コーパスを使った研究が広く行われ、その中には前接動詞に注目した

ものもある。そして文法項目の中には、動詞に著しい偏りを見せるものが存在

する。例えば「てある」は話し言葉では「書いてある」だけで５割近い割合を

占め、「置いてある」がさらに１割を占めることがわかっている(中俣 2011)。 

 このような偏りは教育において重要な意味をもつ。つまり、初級で「てある」

の授業を行う時は、「書いてある」「置いてある」を重点的に教えるべきで、「開

けてある」「冷やしてある」のように様々な動詞を使ってドリル練習をしても効

果は薄いということになる。他方、「ている」などは色々な動詞と接続するため、

ドリル練習は効果があるといえるだろう。 

 そうすると、次のような疑問が浮かび上がる。どの項目がドリル練習をした

ほうが良い項目で、どの項目がしなくてもよい項目なのか。この疑問を明らか

にするためには、「どれだけの種類の動詞と結びつくか」という度合いを数値化

して比較する必要がある。 

 本発表ではこの「どれだけの種類の動詞と結びつくか」という度合いを「生

産性」(productivity)と呼ぶ。そして、２．で生産性の計算方法を提案し、３．

で生産性のランキングと性質を論じる。そして４．で生産性が難易度と関係し

ていることを示し、それを元に５．でシラバスに対する提案を行う。 

 そもそも生産性という概念は英語の接辞研究において、規則活用と不規則活

用は異なる処理をしているとする生成言語学者(Pinker & Prince1994)や、同じ

処理方法で説明できるとするコネクショニストや認知言語学者(Bybee 1985, 

1995)の論争の中で、ネットワークモデルによる統一的な説明の試みとして持ち

だされた。そして Bybee(1995)は生産性の決定要因は Token頻度ではなく Type

頻度であるという重要な指摘を行っている。ただし、当然 Token 頻度が違うも

のどうしを直接比較することはできない。そのため、Token 頻度にも配慮した

比較が必要なのだが、その方法は簡単ではない。 
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表１「ている」と「てある」の Token頻度と Type頻度 

 接続する動詞の種類

(Type頻度) 

文法項目の出現数

(Token 頻度） 

Type/Token 

てある 1,217 15,088 0.081 

ている 20,907 985,113 0.021 

 表１は「てある」と「ている」の Type頻度、Token頻度を示したものである。

「てある」は他動詞にしか接続せず、「ている」は自動詞と他動詞に接続するこ

とから、「ている」のほうが圧倒的に生産性が高いことが予想される。事実、接

続する動詞の種類だけを見ると、「ている」の方が高い数値を示している。しか

し、そもそもの母数（＝Token 頻度)が異なるため、この比較はフェアであると

は言えない。他の、もっと微妙な形式の比較を行う上でも、よりしっかりした

計算方法を確立する必要がある。 

 

２． 生産性の計算方法 

 本研究の目標は生産性を客観的に測定することであるが、ア・プリオリにど

のような計算方法が良いかということはわからない。そこで、７つの候補を立

て、実際に大規模データを使ってそれぞれの計算方法を試し、その結果から最

適な計算方法を選び出すという経験的な手法をとった。７つの候補は以下のと

おり。 

（１） Guiraud Index 

（２） Hardenの C 

（３） 上位 10語のカバー率 

（４） 標準化 TTR 

（５） 修正 Perplexity 

（６） ジニ係数 

（７） エントロピー 

 各候補の計算方法や１つの指標を選び出すプロセスに関しては別稿に譲る。 

検討の結果、Guiraud Index が最も優れた指標であることがわかった。これは

以下の式で示される。 

 

 

 本研究で扱う文法項目に則して書き直すと以下のようになる。 

 

 

 

 

Token

Type
＝p

項目の出現数

前接動詞の種類数
生産性指数＝
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３． 生産性のランキングとその特徴 

 ここでは、生産性のランキングを示すが、まず、調査に使用したデータにつ

いて説明する。調査の対象項目は『初級を教える人のための日本語文法ハンド

ブック』の見出しから，動詞に接続する 103項目を調査対象とした。 

 次に，『現代日本語書き言葉近郊コーパス』(BCCWJ)の検索アプリケーショ

ン『中納言 1.1.0』を用い，長単位検索モードを使って文法項目の直前に接続す

る動詞と，文法項目の前に助動詞を１つ挟んで接続する動詞を全て検索，ダウ

ンロードした。具体的には以下のとおりである。 

「食べ／ている」 「食べる」は「ている」の前接動詞としてカウント。 

「言わ／れ／ている」 「言う」は「ている」の前接動詞としてカウント。 

「殴／られ／続け／ている」 「殴る」は「ている」の前接動詞としてカウ

ントしない。 

 ダウンロードした用例は 103項目で延べ 4,819,084 例である。 

 長単位検索モードを用いた理由は，「かもしれない」のように，多くの初級文

法項目が１単位としてカウントされているため検索が容易であることと，短単

位検索では「勉強する」「失敗する」などのサ変動詞が２語に分割され，結果，

「する」の数が増えるなど Type頻度に大きな影響を与えてしまうためである。

また，前接語の品詞を動詞のみに絞った理由は名詞を対象に入れると，「ている」

のように動詞のみと接続する形式と「かもしれない」のように，動詞，形容詞，

名詞＋コピュラと接続する形式で基準が異なってくるからであり，また，名詞

は動詞と比較して，頻度が少ない語が大量に出現するという傾向をとるからで

ある。 

 103項目の生産性によるランキング表は、この原稿の末尾に付録として示す。 

 次に、生産性がどのような意味を持っているのかについて簡単に触れる。 

 まず，生産性の高い 15項目を表２に示す。 

表２ 生産性の高い 15項目 

項目 生産性 項目 生産性 項目 生産性 

たり 27.10 るとき 22.40 ようになる 21.91 

た後 24.45 たら 22.29 ている 21.06 

のに 23.98 から 22.22 てしまう 20.58 

ことになる 23.09 させる 22.13 ながら 20.40 

ようにする 22.93 たとき 22.03 と 20.36 

 最も生産性が高い項目は並列を表す「たり」であり，２位の「た後」と比べ

ても比較的大きな差がある。並列はその内容に特に意味的制約を持たないため，

生産性が高くなることが予測される。また，「～る時」「～た後」「たら」「なが

ら」など時間に関係する節を作る要素も生産性が高い。 
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日本語教育の観点からいえば「たら」が「と」よりも高い点も注目に値する。

書き言葉のコーパスということもあり，頻度は圧倒的に「と」が多いのである

が，「たら」の方が汎用的と言える。これはコーパスに基づいても「たら」の方

が基本的な表現であると主張する根拠になる。 

また，上の表では３位に「のに」があるが，これは「送ったのに届かない」

と「書くのに使う」の区別ができておらず、実際の数値はこれよりも低い。 

 次に，生産性の低い 15項目を表３に示す。 

表３ 生産性の低い 15項目 

項目 生産性 項目 生産性 項目 生産性 

てあげる 11.65  ないか 9.82  ませんか 7.25  

しようか 11.64  たことがない 9.52  終える 6.50  

てください 10.58  ましょうか 8.88  尊敬お～になる 5.94  

ないでください 10.08  すぎる 8.05  謙遜お～する 2.46  

てある 9.91  終わる 7.91  やむ 0.53  

 生産性が低い文法項目では，「終わる」「終える」「やむ」など終了を表すもの

が目立つ。これらは終了が問題になるタイプの動詞としか結びつかないため，

生産性が低くなっていると考えられる。   

しかし，生産性が低い項目にはもう一つ顕著な共通点がある。「ませんか」「ま

しょうか」「しようか」「てください」「お～になる」「お～する」は全て書き言

葉というよりも，むしろ話し言葉でよく用いられる表現であるということであ

る。 

この傾向は他の文法項目にも見られる。例えば，理由を表す「から」と「ので」

は「ので」の方が丁寧であるとされ(日本語記述文法研究会 2008:126)，そのた

めに話し言葉に多く用いられると考えられるが，生産性は「から」22.22 に対し

て，「ので」13.78 と「ので」の方が圧倒的に低い。逆接に関しても「が」19.77

に対して、「けど」は 12.54である。異形態であると考えられる「なければなら

ない」と「なければいけない」も，生産性は前者が 19.06，後者が 13.73 やはり

後者の方が生産性が低い。 

これは単に書き言葉コーパスには話し言葉特有の要素が出現しないから，と

いう理由では説明がつかない。（相関は 0.25）。生産性の低い項目でも，「謙遜お

～する」「てある」「てください」はいずれも出現数が１万を越える。他方，生

産性が２番目に高い「た後」の出現数は 9,711 であり，出現数の問題では片付

かない。現時点で言えるのは，「書き言葉においては，話し言葉的な性質を持つ

語は，生産性が低くなる」ということである。現時点では，複数考えられる生

産性の決定要因の一つに，話し言葉性が存在する，と結論づけたい。 
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４． 生産性と難易度 

 ここでは、生産性と難易度について論じる。結論から言うと、生産性が高い

項目と低い項目は簡単で、生産性が中程度の項目が難しいという関係が存在す

る。図１は KY コーパスにおける学習者の使用と生産性の関係を表した散布図

である。 

 

図１ 生産性と KYコーパスにおける出現率 

 横軸は生産性を示し、縦軸は超級での出現数を１とした時の中級での出現の

割合である。なお、レベルごとに総形態素数が異なるので、１万語あたりの調

整頻度を元に計算している。この数値が高いということは、中級時点で超級と

あまり変わらないレベルでの使用が見られるということで、難易度が低いとい

うことを意味する。また、超級でも使わないような項目について難易度を論じ

ても仕方がないので、そのような項目はプロットから外してある。すなわち、

使用の割合が０である項目は「超級では使用しているが、中級では全く使用し

ていない」項目であり、このような項目は習得難易度が高いと言える。そして、

そのような項目は生産性が中程度の部分に集中している。 

 図２は 103 項目を 1/3 ずつ高生産性語、中生産性語、低生産性語に分け、超

級を１とした時にどのように使用率が変化していくかの平均を見たものである。 

やはり、中生産性語が高生産性語・低生産性語と比べて習得が遅れていること

がわかる。「中級で０だが、その後使うようになる項目」の数は順に１，１０、

５であり、中生産性語が多い。低生産性語はそもそも使用頻度が低いため、使

用が見られないという効果が混ざっているが、「中生産性語は必要だが難しい」

ということである。 
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図２ 生産性指数で分割した KYコーパスでの出現割合の変化 

 なお、初級で高生産性語が少ないのは、最終的な産出量が多いためである。 

 では、なぜ中生産性語が難しいのであろうか。これは情報理論におけるエン

トロピーの概念で説明が可能であるが、わかりやすい喩えとして降水確率を例

にあげる。降水確率が 90%であれば傘を持って行くことに迷わないし、降水確

率が 10%であれば、傘を持っていかないという選択をたやすく下すことができ

る。一番選択に迷うのは降水確率が 50%の時である。これと同様に、生産性が

高い語は制約が少ないため、使用しやすいし、生産性が低い語は制約が強すぎ

るため、逆に使えるフレーズをまる覚えできる。一番難しいのは中途半端に使

えたり使えなかったりする項目であるということである。 

  

５．生産性から見た文法シラバス 

 生産性指数は連続的な値をとるが、シラバスにするためにはどこかで線を引

くことが必要である。これについては、表４のように提案したい。なお、19 と

13はおよそ 75%ライン、25%ラインに相当する。 

表４ 生産性と文法シラバスの関係 

高生産性語 

（19以上） 

中生産性語 

（13～19） 

低生産性語 

（13以下） 

・習得が容易 

・初級前半から 

・習得が難しい 

・初級後半～中級 

・文法というより語彙 

・初級前半から必要に応じて 

 ただし、使わないものを初級で扱っても意味がないので、頻度のランクで下

位 25%に相当する 6,000以下は足切りにする。 
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 その場合、生産性が低いがよく使う項目は以下である。 

「てみる」「にくい」「けど」 

「てあげる」「しようか」「てください」「てある」「たことがない」 

「すぎる」「お～する（謙譲語）」 「な」「よね」「ませんか」 

 

 これらは語彙（フレーズ）で導入すべきで、色々な動詞でドリル練習をして

も効果の薄い項目であると言える。 

 

６． まとめ 

 この発表ではまず Type÷√Tokenという生産性指数の計算方法を提案し、生

産性指数によって初級文法項目 103のランキング表を提示した。次に、KYコー

パスの出現数との比較から、中生産性語が最も難しいということを客観的に示

した。生産性から見たシラバスでは、中生産性語は後回しにし、低生産性語は

語彙・フレーズとして扱いドリル練習などは行わないという方策になる。 

 生産性がそもそも何を意味しているのかについてはまだまだ考察が必要であ

るが、「記述しれきれないほど細かいものも含めた、制約の多寡」と考えれば、

中生産性語が「たい」や「てくれる」あるいは「のだ」といった人称制限や場

面の制約が強い形式を多く含むことに意味を与えられる。そのような記述しに

くい制約を Token頻度と Type頻度という客観的な数値を元に示せた。 

 また、この生産性指数は意図的に Token 頻度の影響を受けにくいものを選ん

でいる。つまり、このランキング表は「よく使うか」という重要性・必要性と

いった側面を捨象した純粋な難易度を、教師の主観を完全に排して測定するこ

とに、ある程度成功したといえる。今後も難易度に関する研究を更に進めるこ

とで、理想の文法シラバスのための基礎データを提供したい。 
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付表 初級文法項目の生産性指数のランキング表 

◆は１語前まで検索。 ▼は短単位検索を使用。 平均＝15.95 

文法形式 Token Type 生産性指数 

たり 73,100 7,327 27.10 

た後 9,711 2,409 24.45 

のに 23,524 3,678 23.98 

ことになる 34,171 4,269 23.09 

ようにする◆ 9,199 2,199 22.93 

るとき 43,557 4,674 22.40 

たら 87,198 6,582 22.29 

から 61,214 5,497 22.22 

させる 122,746 7,755 22.13 

たとき 47,316 4,791 22.03 

ようになる◆ 22,858 3,313 21.91 

ている 985,113 20,907 21.06 

てしまう 92,258 6,252 20.58 

ながら 61,489 5,059 20.40 

と 219,995 9,549 20.36 

意向形◆ 96,339 6,307 20.32 

はず 17,354 2,661 20.20 

ていく 66,242 5,187 20.15 

が 144,300 7,510 19.77 

ても 88,715 5,885 19.76 

ば 135,634 7,267 19.73 

し 28,704 3,334 19.68 

ために 31,855 3,512 19.68 

なら 16,504 2,463 19.17 

られる 781,023 16,868 19.09 

なければならない 22,679 2,871 19.06 

だろう 24,606 2,985 19.03 

てから 24,283 2,945 18.90 

つもり◆ 6,443 1,513 18.85 

そうだ様態 20,090 2,659 18.76  

ことができる 41,206 3,746 18.45  

ようだ 14,950 2,244 18.35  
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命令形現代◆ 28,399 3,076 18.25  

てくる 96,994 5,619 18.04  

まで 11,632 1,925 17.85  

みたい 5,420 1,313 17.83  

かもしれない 9,133 1,692 17.70  

か 62,582 4,419 17.66  

前に 6,890 1,466 17.66  

ないで 7,438 1,522 17.65  

ずに 17,901 2,353 17.59  

そうだ伝聞 6,232 1,374 17.40  

でしょう 21,637 2,535 17.23  

始める 18,175 2,323 17.23 

た後で 1,264 609 17.13  

たい 115,706 5,815 17.10  

のです 185,304 7,322 17.01  

ことがある 5,047 1,200 16.89  

ことにする 7,434 1,456 16.89  

らしい 5,275 1,217 16.76  

ず 54,264 3,892 16.71  

てやる 6,187 1,311 16.67  

に違いない 1,706 688 16.66  

てくれる 59,040 4,042 16.64  

までに 2,018 746 16.61  

てもらう 26,469 2,699 16.59  

ていただく 16,890 2,061 15.86  

よ 32,113 2,782 15.52  

やすい◆ 20,866 2,212 15.31  

てほしい 10,009 1,509 15.08  

うちに 5,407 1,083 14.73  

たまま 9,983 1,471 14.72  

ましょう 25,144 2,320 14.63  

てはいけない 4,365 958 14.50  

ね 16,391 1,851 14.46  

のだ▼ 28,054 2,390 14.27  

てもいい 6,233 1,123 14.22  
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続ける◆ 13,440 1,634 14.09  

たことがある◆ 11,437 1,485 13.89  

あいだ 1,923 606 13.82  

ので▼ 56,286 3,269 13.78  

なければいけない 1,936 604 13.73  

ておく 31,801 2,425 13.60 

あいだに 2,204 630 13.42  

たほうがいい◆ 8,383 1,200 13.11  

てみる 61,440 3,221 12.99  

つつある 5,092 924 12.95  

前 677 336 12.91  

にくい◆ 8,162 1,165 12.90  

な◆ 7,316 1,102 12.88  

てくださる 2,167 590 12.67  

けど 34,782 2,338 12.54  

なさい◆ 5,523 919 12.37  

なくてもいい 2,844 657 12.32  

ているところだ 2,774 648 12.30  

なくて◆ 3,627 719 11.94  

よね 6,075 911 11.69  

てあげる 8,449 1,071 11.65  

しようか◆ 9,258 1,120 11.64  

てください 49,234 2,347 10.58  

ないでください 1,467 386 10.08  

てある 15,088 1,217 9.91  

ないか◆ 1,404 368 9.82  

たことがない◆ 8,125 858 9.52  

ましょうか 1,756 372 8.88  

すぎる▼ 7,766 709 8.05  

終わる◆ 2,012 355 7.91  

ませんか 7,013 607 7.25  

終える◆ 1,167 222 6.50  

尊敬お～になる▼ 4,284 389 5.94  

謙遜お～する▼ 28,489 415 2.46  

やむ◆ 286 9 0.53  
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日本語能力試験から見た文法シラバス 

 

森篤嗣（帝塚山大学） 

 

１．『分析評価に関する報告書』について 

 日本語能力試験は，平成 22 年（2010 年）から新試験を実施している。新試験実施に伴い，

項目プール方式が導入され，過去問の発売がなくなった。それに伴い，『分析評価に関する

報告書』も発行されなくなった。 

 しかし，旧試験の『分析評価に関する報告書』は，1984 年度の第 1 回試験から内部資料

として作成されはじめ，1990 年度から非売品。として，2002 年度からは市販もされており，

27 年間分という膨大な資料が残っている。1984 年度当初は 10 万人に満たなかった受験者

も，旧試験最後となった 2009 年度では，77 万人（2 回実施の合計）に達し，1 回の試験で

も 50 万人を超える日本語学習者が受験している巨大テストである。この蓄積を日本語教育

に活かさないのはあまりに惜しい。 

 

図 1 旧日本語能力試験の受験者数の推移 

 

２．項目分析の方法 

項目分析の分析対象は，「文字・語彙」，「聴解」，「読解・文法」とし，今回のシンポジウ

ムでは 2005 年度～2009 年度の 5 年分のうち，のうち，文法項目が正答のキーになる問題

1,025 項目の正答率・識別力・グラフ型を中心に分析した。ただし，「文字・語種」につい

ては，正答するためのキーに文法項目が絡んでいない場合は，分析対象から除外した。使用

する指標は，量的な検討では正答率（困難度），識別力，グラフ型（後述），質的な検討では

選択率，母語別正答率・識別力である。 
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３．項目分析の概要 

 まず，分析の対象となる 1,025 項目の分布について示す。図 2 は「読解・文法」および「聴

解」の分布についてである。 

 

図 2 1,025項目の「読解・文法」および「聴解」の分布 

 

 そもそも 2005 年度～2009 年度の 5 年分では，「読解・文法」が 1,184 項目，「聴解」が

543 項目と，68.6%：31.4%という比率であるが，「読解」はともかく「文法」はほとんど対

象になるのに比べると，「聴解」は少なくなる。 

 次に，分析の対象となる 1,025 項目の級別の分布について示す。 

 

図 3 1,025項目の級別分布 

 

級別の分布については，元は図 4 の通りで下位級の方が項目数が多い。それにもかかわら
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ず，本稿で対象とする 1,025 項目でバランスが良くなったのは，上位級ほど多くの要素が入

り，文法だけで決まる項目の比率が下がったからであると思われる。 

 

図 4 2005年度～2009年度の 5年分の級別比率 

 

４．識別力とは 

 識別力については，『分析評価に関する報告書』に詳しい。以下，平成 20 年度『分析評

価に関する報告書』から引用する。 

 

識別力は、受験者間の能力の違いを、その問題項目がどの程度明らかにできるかを示す。すな

わち識別力は、各項目が受験者間の特性の違いをどの程度正確に表しているかを示す指標である。

能力の高い受験者が高い得点を示し、能力の低い受験者は低い得点しか示さないような問題から

構成されるテストが、能力差を明確にできるよいテストである。具体的には、その項目の得点と

テスト得点との相関係数を求める。この値が 0.0 に近い場合は、テスト得点との相関関係がない

ということで、その項目が測定している能力はテスト全体が測定しようとしている能力と関係の

ないものであることを表している。識別力を表す指標には、点双列相関係数ｒが用いられる。 

 

 

 上記の通り，識別力が高い項目ほど，良い項目ということになる。少なくともテスト項目

には，0.2 以上の識別力が必要であると言われるが，旧日本語能力試験ではより厳しく 0.3

を基準として，それ以下は問題のある項目として分析している。 

 

５．1,025項目の識別力の分布 

 1,025 項目の識別力の分布を級別に示すと，図 5 のようになる。識別力 0.3 未満の 180 項

目（もしくは 0.2 未満の 62 項目）の質的な分析が必要である。 
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図 5 1,025の級別識別力の分布 

 

 続いて，識別力と正答率の分布を，図 6 として散布図で示す。 

 

図 6 1,025項目の識別力と正答率の散布図 

 

 図 6 を見ると分かるように，正答率の低い項目は識別力も低くなる傾向がある｡当該受検

者のレベル以上に難しすぎる項目は，上位者も正答するのが難しくなるためである。また，

正答率が高くなりすぎても，識別力はやや低くなる傾向がある。これは，例えば正答率が 8

～9 割にもなると，下位者もほとんど正答してしまうためである。 
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６．グラフ型による分析 

 旧旧日本語能力試験では，受験者全体をテスト得点に基づいて 10 段階に分け，各選択肢

の選択率を折れ線グラフで示している。各受検者のテスト得点と当該項目の選択率（正答を

含む）を見るという点では，識別力と類似した指標となるが，日本語教師にとって直観的な

グラフであるため，質的分析との連動を考慮し，1,025 項目を下記の 5 つのグラフ型に分類

し，分析をおこなってみた。 

 

 

 もちろん，グラフ型は多様であり，上記の 5 つの型に当てはまるとは限らないため，分類

には多分に主観が含まれることとなる。上記の 5 つのグラフ型を級別に集計した結果は以下

の通りである。 

 

 

図 7 1,025項目の級別グラフ型の分布 

 

 先にも述べたように，グラフ型の分類には主観が反映される部分が大きいため，分類が妥

当であるかどうかを検証するため，グラフ型と正答率の散布図を確認してみた。 
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図 8 1,025項目のグラフ型と正答率の散布図 

 

 グラフ型 1（標準）が受検者間の能力を測るための良い項目であり，グラフ型 2（交差弱），

グラフ型 3（交差強）と進むにしたがって悪い項目になると仮説を立てたとき，図 8 は右下

がりになっており，Pearson の積率相関係数で-0.731 と強い負の相関を示しているため，仮

説は概ね成立すると見て良いだろう。 

 

７．主要項目分析 

 旧日本語能力試験の文法項目は，1 級から 4 級までかなりの種類があるため，1,025 項目

をキーとなる文法項目別に集計すると，それぞれの文法項目に分類される問題は多くない。

助詞類を除くと，上位 11 項目は下記の通りである。 

 
図 8 助詞類を除いた主要項目（級別） 
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 本発表では，まずはこの 11 項目について分析を進めていく。図 8 を見るとわかるように，

聴解で出題されやすい文法項目と，そうでない文法項目がある。このことは，当該の文法項

目が話し言葉的であるかを判断する一つの基準になり得る。 

 続いて，これら 11 の主要項目が，修得困難な項目であるかどうかを考えるため，正答委

率，識別力，グラフ型による指標を当てはめてみる。 

 
図 9 助詞類を除いた主要項目（正答率と識別力） 

 

 正答率については，級が異なった場合，それぞれの級の受験者のレベルに応じて語彙の難

易度やその他の要素により，調整がなされているため，単純に正答率の平均を見ることにほ

とんど意味はない。ただ，図 8 を見てみると，主要項目の中では，動詞テイル形と動詞ズ（ニ）

形という，いずれも動詞の活用形の正答率の平均が低くなっている。 

 次に識別力についてである。識別力は点双列相関係数であるため，平均を求めるなどの計

算を加えることは望ましくない。したがって，旧日本語能力試験が「問題のある項目」とし

て分析する識別力 0.3 未満を基準として，主要項目それぞれの数のうち，識別力が低くなっ

ている項目がいくつかあるかを調べてみた。その結果，正答率の平均でも低くなっていた動

詞テイル形と動詞ズ（ニ）形に加え，譲歩テモに識別力の低い項目が多かった。続いて，条

件タラ，勧告ホウガイイなどがあった。 

 このことから動詞の活用は，4 級ではテイル形，3 級ではズ（ニ）形で正答率，識別力と

も低くなっており，当該レベルの困難さをうかがわせた。このことから 4 級では活用を扱わ

ず，3 級から順次，活用を扱うという方向性も示唆されるだろう。また，複文の中でも，譲

歩テモや条件タラのような論理性を扱う複文は，3 級の受験者の能力を適切に測る項目にな
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っていないため，これももう少し後ろにずらす可能性もあるだろう。 

 ちなみに，勧告ホウガイイについては，3 級項目であるにもかかわらず，識別力が 3.0 未

満の 2 項目については，4 級での出題だった。これについては，後に改めて扱う。 

 

図 10 助詞類を除いた主要項目（グラフ型） 

 

 グラフ型による分析においても，識別力と似た結果となった。新たに，希望タイがやや高

い値となったが，この詳細については質的に見る必要があり，今回は扱わない。 

 

８．事例研究 

８．１ 動詞テイル形 

 平成 19 年 4 級 読解・文法 3-33 を例として挙げる。識別力は 0.153 と低い。 

 

 否定を表す「あきません」の選択率が，正答の「あいています」を上回っている。確かに，

「まだ郵便局はあいていません。早く行きましょう」は，空いていない郵便局の前で待つぐ

らいなら，早く他に行こうという解釈なら成立しないこともない。しかし，短文の問題でそ
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こまでの推論が求められるとは考えにくく，「早く行く」のが郵便局であると考えるのが妥

当であろう。テイル形の時間幅についての理解が不十分である。 

 

グラフ型を見てみても，「あきません」は得点段階 1 から 9 まで最も選ばれており，得点

段階 10 の学習者のみ，「あいていません」の選択率が上回る。とはいっても，得点段階 10

の学習者でも，およそ 4 割が「あいていません」を選択していることから，テイル形の当該

レベルでの修得の困難さをうかがわせる。 

 

８．２ 条件タラ 

 平成 21 年第 1 回 2 級 読解・文法 4-34 を例として挙げる。識別力は，0.178 である。 

 

 

 条件タラは，ほかの条件を表す文法項目ト，バ，ナラと並べて出題されることが多いが，

ここでは，「だけあって」，「ところ」，「うえで」という項目と並べて出題されている。正答

の「塗ったら」は，4 つの選択肢の中では，とりあえずは一番選ばれているが，残りの 3 項

目もまんべんなく選ばれている。得点段階を見てみると，得点段階 1 から 7 あたりまで，4

項目が並んでおり，得点段階 8 以降で，ようやく「塗ったら」が抜け出すというグラフ型で

言えば典型的な「束」型である。2 級レベルの学習者であっても，事実的条件のタラを類似

の複文から確信を持って選択することは困難であることがわかる。 
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８．３ 勧告ホウガイイ 

 平成 20 年 4 級 読解・文法 2-25 と平成 20 年 3 級 読解・文法 2-18 を例として

あげる。この項目は 3 級と 4 級で重ね合わせ項目となっている。3 級では正答率 0.491 で識

別力 0.481 と何の問題もないが，4 級では正答率は 0.301 と著しく低くはないものの識別力

が 0.070 とかなり低くなっている。 

 

平成 20 年 3 級 読解・文法 2-18 

 

 

 

平成 20 年 4 級 読解・文法 2-25 

 

 

 このように比較してみると，勧告ホウガイイは 3 級に適切な項目であると言うことが出来
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そうであるが，そもそも，勧告ホウガイイは文法項目といっても，語彙的な性格が強く，既

習であったか否かが大きく影響していると思われる。文法シラバスの構築という観点で言え

ば，必ずしも 3 級でなければならないと簡単に結論づけるのは早計かもしれない。 

 

９．まとめ 

本発表では，旧日本語能力試験の平成 17 年度から 21 年度までの 5 年分の『分析評価任

官する報告書』のデータをもとに，正答のためにキーとなる文法項目を抽出し，文法シラバ

ス構築を目指して分析をおこなった。1,025 項目を抽出したが，数多くある文法項目に分か

れるため，一つ一つの文法項目の項目数は多くなく，さらにデータを増やす必要があること

がわかった。今回の 5 年分については，最初から最後まで入力して分類・データ処理をおこ

なってきたが，この先の分については，必要な文法項目だけ探して入力するといった方法を

採るべきかもしれない。 

また，「文字・語彙」から抽出できた項目はなかった「読解・文法」が中心となり，一部

「聴解」も文法項目によっては聴解率が高いものがあり「話し言葉で出題しやすい項目」が

わかるという副次的な発見もあった。 

正答率は級によって語彙などで調整されているため，指標になりにくく，グラフ型による

困難項目の選定は一定の成果はあったが，グラフ型の判断に主観が入るため，やはり識別力

を指標にするのがよいこともわかった。 

さらに，困難項目を質的に見ることによって，当該級の学習者が何を混同しやすいか特定

可能である。データ数にも限りがあるため，質的に丁寧に見ていくことが不可欠である。ま

た，級間の等化のため，同じ問題が異なる級で出題されている場合がある。この問題を探し

出せば，当該文法項目の困難度の推定に大いに役立つが，文法シラバスの構築という観点か

ら言えば，過信は禁物である。 

日本語能力試験の結果は，まさにビッグデータなので，少々，主観的な部分を交えても文

法シラバスに活かしていく意味はある。ただし，27 年の蓄積をもってしても，全ての文法

項目の序列化に必要なだけのデータが取得するのは難しいと思われ，その意味では，他の手

法と合わせて，コーパスによる頻度などでは判定しにくい困難さの差異を特定するというよ

うな副次的な使い方になるのかもしれない。 
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既存テキストから見た文法シラバス 

―戦後日本語教科書の変遷と現在― 

 

田中 祐輔（東洋大学） 

 

１．研究の背景 

1-1．本研究の位置づけ 

 本研究は、既存テキスト1の側面から文法シラバスについて考察するものである。現在、「複数

の異なるアプローチによってシラバスを作成し、それらの一致度を見る」（山内，2014：197）取

り組みが、山内（2009）や庵（2011）を始めとして、様々な切り口から進められているが2、本研

究は、こうした、今後の在り方についての議論に必要不可欠な、過去から現在までの文法シラバ

スの歩みに関する基礎的資料を提示するために行われるものである。 

 

２．研究の方法 

2-1．分析対象 

 本研究では戦後に日本で出版された初級総合日本語教科書の準全数調査を実施するために、戦

後に日本で出版された初級総合日本語教科書を網羅している先行研究を参照し、調査対象をそれ

らの記述に従うことにした。 

 今日までに日本で発行された初級総合日本語教科書を網羅しているのは『日本語教材目録及び

日本語教材関連論文目録』（以下、「目録」）である。そこで、本研究では、目録に掲載された初級

総合日本語教科書を対象3とすることにする。具体的な対象教科書4名を以下の【表．1】に示す。 

【表．1】本研究が対象とする初級総合日本語教科書 

                                                        
1
 本稿では「テキスト」と「教科書」を同義のものとし、以下は「教科書」と記す。 

2
 山内（2009）は KY コーパスと『みんなの日本語』（スリーエーネットワーク，1998）を用いてシラバスの作成を行
っている。庵（2011）は、地域日本語教育に資するシラバスの作成を独自の観点から試みている。中俣（2013）は、
「文法項目の生産性」という視点に基づいて、シラバス作成に関する基礎的研究を行っている。 
3
 改めて言うまでもないことではあるが、全ての初級総合日本語教科書が同じ目的や条件の下に作成されているわけ
ではない。想定する対象者や方針、構成に異動が存在する。そのため、目録に初級総合日本語教科書として記載され
たものの中には、所謂ゼロビギナーではなく、50〜100 時間程度学習した経験を持つ学習者を対象にする教科書もあ
る（例：いしいようこ（1991）『楽しく学べる日本語初級コース』アルク）。また、教科書が到達目標とするレベルや
語彙・文法の数にもばらつきが見られる。こうした対象教科書の差異については、異なる教科書を計量分析する上で
必然的に生じるものであるため、予め差異を埋める、排除するといった調整は行わない。しかし、内容が明らかに
「初級」学習者を対象にしていないものは調査対象から除外した（例えば、目録に初級総合日本語教科書として記載
されたシリーズ教科書の後半の巻が精読のための文章のみで構成されている場合は、後半の巻は調査対象から除外し
た）。目録に初級総合日本語教科書として分類されているものでも、実際には「総合」教科書とは考えづらいものも
僅かだが存在した（例：にほんご〈あいうえお〉をつくる会（2002）『新にほんご〈あいうえお〉』アルク※当該教科
書 p.4 の「このテキストを使用される方へ」では「このテキストは、主として、ひらがな・カタカナを学ぶためのも
の」とされている。／山上明・鶴田庸子（1994）『リーとクラークの冒険』イーストビュー出版・凡人社は、教科書
の表紙に「日本語会話中級教科書」と明記されている）。そうした場合も、初級総合日本語教科書とはみなさず、調
査対象から除外した。 
4
 目録は「1946年から 2010年までに出版された日本語教材」（吉岡，2012：9）を調査対象とし、結果が記載されてい
るが、初級総合日本語教科書については 1946 年から 1949 年までに発行されたものは記載されていないため、本研究
では 1950 年代からの教科書を対象とする。対象とした教科書について、本研究では極力初版を分析するよう努めた
が、止むを得ず初版を入手できなかった場合は、2 版以降を参照したものもある（例：国際学友会日本語学校編
（1979）『正しい日本語（第 6 版）』国際学友会）。この場合は、版が改訂されているため、その版が発行された年を
出版年とみなした。なお、シリーズ教科書の出版年は、巻ごとに若干異なるものもある（例：山内繁勝著（2001）
『Step up Nihongo 1-2』英治出版は、第 1冊の発行年が 2001年であり、第 2冊の発行年が 2003年となっている）。こ
の場合は、目録の手法に則して第 1 冊目の出版年をそのシリーズの出版年とみなした。目録に出版年の誤植があった
場合は、実際の出版年に訂正した（例：『学ぼう！にほんご 初級Ⅰ-Ⅱ』（日本語教育教材開発委員会編著，専門教
育出版）の初版年は、目録では 2004年とされているが、現物の奥付には 2005年と記されているため、2005 年を出版
年とみなした）。 
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2-2．分析の観点と手順 

 本研究では、目録に掲載された初級総合日本語教科書を対象とし、それらの文法項目の計量分

析を通して、戦後日本語教科書の中で取り扱われてきた文法項目、提示順について、その特徴と

傾向を明らかにする。具体的には、調査対象教科書における（1）各文法項目の出現頻度と年代ご

との特徴、（2）各文法項目の提出順と年代ごとの特徴、（3）「（1）」「（2）」の関係の特徴、につい

て分析する。 

2-3．集計方法 

 集計を行うにあたって、【表．1】に示した対象教科書の中で取り扱われている文法項目をピッ

クアップ5した。その上で、第一に、各文法項目の「出現頻度」と年代ごとの特徴を明らかにする

ために、それぞれがどれだけの教科書に取り扱われているかを集計した（最高値：89
6）。年代ご

とに対象教科書数が異なるため、それぞれの年代の出現頻度を比較するには数値を標準化する必

要があるため、「出現度数」を下記の数式を用いて算出した。 

出現度数7：f(x)=x/n 

 第二に、各文法項目がそれぞれの教科書で取り扱われる際の順序（提出順8）と年代ごとの特徴

を明らかにするために、以下の数式を用いて、各文法項目がそれぞれの教科書で取り扱われる順

序を「配列値」として算出した。  

配列値9：f(x)=(n-x+1)/n 

                                                        
5
 対象教科書の中で学習項目として提示されているもの、特定の場面・話題に必要なものとして提示されているもの

を集計した。なお、説明文や設問文の中に出現し、特に学習項目として明示されていないものは除外した。 
6  対象教科書は一冊で完結しているものと、数冊のシリーズとなっているものとがあり、本研究の調査対象は 89 シリ
ーズ（計 126 冊）である。どれだけの教科書に掲載されているかをカウントする際の最大値は対象教科書の総シリー
ズ数と同数になる。 
7
 例えば、文法項目「〜は〜です」は、80 年代における出現頻度 x=17 であり、また、80 年代の教科書のシリーズ数

は n=17 であるため、f(x)=17/17=1.00 となる。文法項目「今〜しています（現在進行形）」は 80 年代における出現頻

度 x=14であり、また、80年代の教科書シリーズ数 n=17 であるため、f(x)=14/17=0.82となる。数値が高いほど、その

文法項目が取り扱われた教科書は多いこととなる。 
8
 同一の課に掲載された文法項目は、いずれもその課に掲載されたものとして集計した。課の番号がない教科書につ
いては、ページ数を出現順の基準とした（例：片桐ユズル（1990）『はじめての日本語』大修館書店）。 
9
 n は教科書の課の総数、x は文法項目が扱われた教科書の課を示す。例えば、『新日本語の基礎Ⅰ-Ⅱ』（1990）は全

50 課であるので、n=50。第 1 課に出現した文法項目「〜は〜です」の配列値は、f(x)=(50-1+1)/50=1.00。同様に第 26
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考察では、各文法項目の配列値が、掲載された教科書ごとにどれほど変化するか、その変化の度

合いを「配列変化度数」とし、以下の数式を用いて算出した。 

配列変化度数10：f(x)= (/x1-a/+/x2-a /+…+/xn-a/)/n 

 第三に、それぞれの文法項目の「出現頻度」と「配列値」の関連性について明らかにするため

に、統計解析ソフト『R（R 3.0.1 GUI 1.61）』を利用して相関係数を算出した。 

 以上の手法を用いた調査と分析から得られた結果を考察し、既存教科書の視座から戦後日本語

教育において主要初級総合日本語教科書が、いかなる文法項目を扱ってきたのかについて明らか

にする。 

 

３．結果と考察 

 調査結果は発表の際に報告するが、概要を以下に記す。 

3-1．出現頻度 

 対象教科書で取り扱われている文法項目を抽出し、それぞれの「出現頻度」を割り出した。対

象教科書（全体）の結果を【表．2】に、対象教科書（年代別）の結果を【表．4】【表．6】【表．

8】【表．10】【表．12】【表．14】に示す。 

【表．2】対象教科書全体の過半数に掲載される文法項目の出現頻度 

                                                                                                                                                                                                        
課に出現した文法項目「〜んです」の配列値は、f(x)=(50-26+1)/50=0.50 と算出される。数値が高いほど、取り扱われ
た教科書の中において早い段階で提示されていることを示す。 
10

 各文法項目の配列値について、全ての教科書における配列値平均を平均値 a とし、それぞれの教科書におけるその
文法項目の配列値 xnが、平均配列値 a とどのくらいの差があるのかを計算し、平均値との差異の絶対値総和の平均を
配列変化度数とする。例えば、文法項目「〜は〜です」では、配列値の平均値 a=0.98、Japanese in thirty hours（1953）
における「〜は〜です」の配列値 x1=1.00であるため、/x1-a/=/1.00-0.98/=0.02となる。同様に、日本語読本巻一（1954）
における「〜は〜です」の配列値 x1=1.00 であるため、/x1-a/=/1.00-0.98/=0.02 となる。このように全 89 シリーズの教
科書における「〜は〜です」の変化値を計算し、最終的には、f(x)=(/1.00-0.98/+/1.00-0.98/+…+/1.00-0.98/)/89=0.04 と
なった。度数が高いほど、取り扱われた教科書内の位置にばらつきがあることを示す。 
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3-1-1．対象教科書（全体）の集計結果 

 調査対象とした教科書に掲載された文法項目の出現頻度を算出した。出現頻度上位の内、対象

教科書の過半数（89 シリーズの教科書があるため、45 シリーズ以上）に掲載されている項目を割

り出した。結果を【表．2】に示す。 

 【表．2】について、本研究が調査対象とした教科書の内、過半数の教科書で取り扱われている

文法項目は表に示した 59 項目であることが明らかとなった。数多くの初級総合日本語教科書に掲

載されていることから、それだけ教科書作成者に「初級の文法項目」として認識されてきたとい

うことが示唆される。 

 なお、これらの文法項目を最もカバーしている教科書は、本研究が対象とした教科書の中では

山﨑佳子・石井怜子・佐々木薫・高橋美和子・町田恵子（2008）『日本語初級 1-2 大地』スリー

エーネットワーク（カバー率11
96.61％）であり、ソニー・ランゲージ・ラボラトリー（1985）『に

ほんご 1-4』ソニー・ランゲージ・ラボラトリー（カバー率 94.92％）や文化外国語専門学校日本

語課程著作・編集（2000）『新文化初級日本語 1-2』凡人社（カバー率 93.22％）が後に続く。カバ

ー率 70％以上の教科書を【表．3】に示す。 

【表．3】過半数の教科書に掲載される文法項目を 70%以上カバーする教科書 

 【表．3】について、本研究が調査対象とした教科書 89 シリーズの内、過半数の教科書で取り

扱われている文法項目 59を 70％以上カバーしているものは、37シリーズであった。 

3-1-2．対象教科書（年代別）の集計結果 

 調査対象とした教科書を年代別に分け、掲載された文法項目の出現頻度を算出した。結果を

【表．4】（50 年代）、【表．6】（60 年代）、【表．8】（70 年代）、【表．10】（80 年代）、【表．12】

（90年代）、【表．14】（00年代以降）に示す。 

3-1-2-1．50年代―特徴― 

 調査対象とした 50 年代の教科書に掲載された文法項目の出現頻度を計測し出現度数を算出した。

出現度数上位の内、対象教科書の過半数（5 シリーズの教科書があるため、3 シリーズ以上）に掲

                                                        
11

 カバー率=N/59。Nは 59の文法項目の内、各教科書の中で表れた項目数。 
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載されている項目を割り出した。結果を【表．4】に示す。 

【表．4】50年代の教科書の過半数に掲載される文法項目の出現頻度 

 50 年代の教科書でしか取り扱われておらず、他の年代の教科書では取り扱われていない文法項

目を【表．5】に示す。 

【表．5】50年代特有の文法項目 

3-1-2-2．60年代―特徴― 

 調査対象とした 60 年代の教科書に掲載された文法項目の出現頻度を計測し出現度数を算出した。

出現度数上位の内、対象教科書の過半数（5 シリーズの教科書があるため、3 シリーズ以上）に掲

載されている項目を割り出した。結果を【表．6】に示す12。 

                                                        
12

 前の年代との比較において、出現度数がどの程度上下しているかを「Δ出現度数」欄に示した。また、前の年代に

ないものが出現した場合は同じく「Δ出現度数」欄に「▲」の印で示した。 
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【表．6】60年代の教科書の過半数に掲載される文法項目の出現頻度 

 60 年代の教科書でしか取り扱われておらず、他の年代の教科書では取り扱われていない文法項

目を【表．7】に示す。 

【表．7】60年代特有の文法項目 
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3-1-2-3．70年代―特徴― 

 調査対象とした 70 年代の教科書に掲載された文法項目の出現頻度を計測し出現度数を算出した。

出現度数上位の内、対象教科書の過半数（13 シリーズの教科書があるため、7 シリーズ以上）に

掲載されている項目を割り出した。結果を【表．8】に示す。 

【表．8】70年代の教科書の過半数に掲載される文法項目の出現頻度 

 70 年代の教科書でしか取り扱われておらず、他の年代の教科書では取り扱われていない文法項

目を【表．9】に示す。 

【表．9】70年代特有の文法項目 
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3-1-2-4．80年代―特徴― 

 調査対象とした 80 年代の教科書に掲載された文法項目の出現頻度を計測し出現度数を算出した。

出現度数上位の内、対象教科書の過半数（17 シリーズの教科書があるため、9 シリーズ以上）に

掲載されている項目を割り出した。結果を【表．10】に示す。 

【表．10】80年代の教科書の過半数に掲載される文法項目の出現頻度 

 
 80年代の教科書でしか取り扱われておらず、他の年代の教科書では取り扱われていない文法項

目を【表．11】に示す。 

【表．11】80年代特有の文法項目 

3-1-2-5．90年代―特徴― 
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 調査対象とした 90 年代の教科書に掲載された文法項目の出現頻度を計測し出現度数を算出した。

出現度数上位の内、対象教科書の過半数（20 シリーズの教科書があるため、11 シリーズ以上）に

掲載されている項目を割り出した。結果を【表．12】に示す。 

【表．12】90年代の教科書の過半数に掲載される文法項目の出現頻度 

 90 年代の教科書でしか取り扱われておらず、他の年代の教科書では取り扱われていない文法項

目を【表．13】に示す。 
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【表．13】90年代特有の文法項目 

3-1-2-6．00年代以降―特徴― 

 調査対象とした 00 年代以降の教科書に掲載された文法項目の計測し出現度数を算出した。出現

度数上位の内、対象教科書の過半数（29 シリーズの教科書があるため、15 シリーズ以上）に掲載

されている項目を割り出した。結果を【表．14】に示す。 

【表．14】00年代以降の教科書の過半数に掲載される文法項目の出現頻度 

 00 年代以降の教科書でしか取り扱われておらず、他の年代の教科書では取り扱われていない文

法項目を【表．15】に示す。 

【表．15】00年代以降特有の文法項目 
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3-1-2-7．50年代から 00年代以降にかけての変化（上位 20） 

 各年代の出現頻度上位 20
13について、50年代から 00年代にかけての変化を明らかにするために、

対象教科書全体の上位 20 を【表．16】に、出現頻度の推移を【表．17】【表．18】【表．19】【表．

20】【表．21】【表．22】に示す。各年代の上位 20 の中で、総合の上位と重なるものの項目名を網

掛けで示した。また、50 年代から 00 年代にかけての 6 つの年代区分のうち、6 つの年代全ての上

位 20 に入るものを「●」で示し、5 つの年代の上位 20 に入るものを「◎」で示し、4 つの年代の

上位 20に入るものを「○」で示した。 

【表．16】対象教科書全体の出現頻度上位 20  

【表．17】50年代の教科書の出現頻度上位 20 

                                                        
13

 上位 20の中で、同列のものがあるため、項目数が 20を超えることがあり、各年代の上位 20の項目数もそれぞれ異

なる場合がある。 
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【表．18】60年代の教科書の出現頻度上位 20 

【表．19】70年代の教科書の出現頻度上位 20 

【表．20】80年代の教科書の出現頻度上位 20 

【表．21】90年代の教科書の出現頻度上位 20 
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【表．22】00年代以降の教科書の出現頻度上位 20 

 以上から、「〜は〜です」「（〜（場所）に）〜があります／〜にあります」「〜は〜より〜（形

容詞）／比較／どっち／〜のほうが／〜と〜とどちらが〜／〜ほど〜ない／もっと／比べる」、そ

して「これ、それ、あれ」「（〜（場所）に）〜がいます／〜にいます」「今〜しています（現在進

行形）」「〜してください／〜てくださいませんか」「V ませんか／ましょう／ましょうか（誘い）」

「な形容詞／〜は（な形容詞）です」「い形容詞／〜は（い形容詞）です」については、ほぼどの

年代においても出現頻度が高く、総合の上位 20 に含まれる項目も大体はいずれの年代でも取り扱

われていることが明らかとなった（特定の年代に偏った結果が総合値に影響しているわけではな

いということが明らかとなった）。 

3-2．配列値 

 3-1-1（【表．2】）、3-1-2（【表．4】【表．6】【表．8】【表．10】【表．12】【表．14】）で述べた既

存教科書で取り扱われてきた文法項目について、それらがそれぞれの教科書で取り扱われる順序

（提出順）と年代ごとの特徴を明らかにするために「配列値」を算出した。対象教科書（全体）

の結果を【表．23】に示す。 

3-2-1．対象教科書（全体）の集計結果 

 調査対象とした教科書に掲載された文法項目の配列値を算出した。対象教科書の過半数（89 シ

リーズの教科書があるため、45 シリーズ以上）に掲載されている項目の配列値を算出した。結果

を【表．23】に示す。 

【表．23】対象教科書全体の過半数に掲載される文法項目の配列値 
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 本研究が調査対象とした教科書の内、過半数の教科書で取り扱われている文法項目 59 のカバー

率 90％を超える教科書（【表．3】参照）について、上記配列値との一致状況について、配列変化

度数で示した。 

【表．24】カバー率 90%以上の教科書の配列変化度数 

3-3．出現頻度と配列値の相関関係 

 それぞれの文法項目の「出現頻度」と「配列値」に何らかの関係があるのかについて明らかに

するために、統計解析ソフト『R（R 3.0.1 GUI 1.61）』を用いて相関係数を算出した。 

3-3-1．対象教科書（全体） 

 対象教科書全体の調査結果は r(全体)=0.2412824（【図．1】）となり、弱い相関が見られた14。次

に、対象教科書の過半数の教科書に採用されていた 59 項目に絞って相関係数を算出した。結果、

r(上位 59項目)= 0.3853185となった（【図．2】）。また、その上位約半数となる出現頻度上位 30項

目の文法項目で算出としたところ、r(上位 30項目)=0.4679426 となった（【図．3】）。そこで、強い

相関を意味する相関係数 0.7 以上は上位何項目までになるかを調べたところ、r(上位 12 項目)= 

0.7752375（【図．4】）であることが明らかとなった。この 12 項目は出現頻度が高ければ高いほど、

配列値も高くなる（提出順が早くなる）と言える。この結果は対象教科書全てを対象にした結果

であるため、年代ごとに 12 項目の出現度数と配列値がどのように変化しているかについて調べた。

12 項目の年代ごとの出現頻度平均を【図．5】の折れ線グラフに、年代ごとの出現変化度数平均

を【図．5】棒グラフに、そして、出現変化度数の指数推移を【図．5】点曲線に示す。また、12

項目の年代ごとの配列値平均を【図．6】の折れ線グラフに、年代ごとの配列変化度数平均を【図．

6】棒グラフに、そして、配列変化度数の指数推移を【図．6】点曲線に示す。 

                                                        
14

 相関係数を r と定義した場合、-0.2≦r≦0.2 は「ほとんど相関なし」、-0.4≦r＜-0.2 または 0.2＜r≦0.4 は「弱い相関
あり」、-0.7≦r＜-0.4 または 0.4＜r≦0.7 は「中程度の相関あり」、-1.0≦r＜-0.7 または 0.7＜r≦1.0 は「強い相関あり」
と判断される（山田・杉澤・村井，2008）。 

【図．2】過半数教科書掲載 【図．1】対象教科書全体 【図．4】上位 12項目 【図．3】上位 30項目 
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 以上から、次の 3 点が指摘できる。（1）出現頻度と出現順は全体としては緩い相関関係（r(全

体)=0.2412824）にあり、対象教科書の過半数の教科書に採用されていた 59 項目、その約半数と

なる上位 30 項目では、それぞれ r(上位 59 項目)= 0.3853185、r(上位 30 項目)=0.4679426 となり数

値は上昇すること。（2）そして、出現頻度上位 12（「〜は〜です」「い形容詞／〜は（い形容詞）

です」「（〜（場所）に）〜があります／〜にあります」「な形容詞／〜は（な形容詞）です」「こ

れ、それ、あれ」「V ませんか／ましょう／ましょうか（誘い）」「今〜しています（現在進行形）」

「〜してください／〜てくださいませんか」「〜は〜より〜（形容詞）／比較／どっち／〜のほう

が／〜と〜とどちらが〜／〜ほど〜ない／もっと／比べる」「〜したい」「（〜（場所）に）〜がい

ます／〜にいます」「〜てもいい／〜てもいいですか／〜てもかまわない」の 12 項目）について

は、r(上位 12 項目)= 0.7752375 となり、出現頻度と配列値が強い相関関係にあること。（3）また、

この 12項目の出現率と配列値は年代を経るごとに安定していること。以上である。 

 

４．まとめ 

 以上、本研究は、戦後日本語教育において、主要初級総合日本語教科書が、いかなる文法項目

を扱ってきたのかについて、戦後日本において発行された初級総合日本語教科書の準全数調査を

用いて明らかにした。以下に結論を述べる。 

4-1．「出現」と「配列」から示唆される「定番」「定位置」の存在 

 出現頻度と出現度数に関する調査結果からは、対象教科書全体の過半数に掲載された文法項目

は 59 項目であることが明らかとなった。それらを 70％以上カバーしているのは 37 シリーズで、

【図．5】対象教科書上位 12 項目の出現変化度数の推移 

 

【図．6】対象教科書上位 12 項目の配列変化度数の推移 
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90％以上カバーしているのは 7 シリーズであった。年代毎の調査結果からは、各年代でのみ取り

扱われている文法項目の存在も確認され、各年代の過半数の教科書で取り扱われる文法項目にも

年代毎に異同があったが、上位 20 位に入る項目については概ね一致している（年代の別を問わず

安定している）ことが分かった。これらは所謂「定番」として、多くの教科書作成者に初級の文

法項目としてみなされてきたもの15と考えられる。また、配列値に関する調査結果からは、提出

される位置が、どの教科書でも大体同じ物とそうではないものとがあることが分かり、前者につ

いては具体的な「定位置」が明らかとなった。 

4-2．時を経て引き継がれる 12項目と様々な検討対象となっていた文法項目 

 出現頻度と配列値とは、全体としては緩い相関関係（r(全体)=0.2412824）にあり、対象教科書

の過半数の教科書に採用されていた 59 項目、その約半数となる上位 30 項目に絞ると数値は上昇

し、出現頻度上位 12 項目については出現頻度と配列値が強い相関関係にあることが明らかとなっ

た。さらに、この 12 項目の出現率と配列値の年代別推移からは、年代を経るごとに出現頻度も配

列値も安定する傾向にあることが明らかとなった。教科書ごと、年代ごとの特色も有為な差とし

て見えるが、基本的には、前の時代を受けて変わらない普遍的な側面が維持され、それは年を経

るごとに安定して来ていることが分かるのである。一方で、それら 12 項目以外については、徐々

に相関関係が緩くなることから、過半数の教科書に掲載された文法項目であっても、それぞれを

どのように配列するかについては教科書毎にまちまちであり、教科書作成者によって様々に検討

されていたということが指摘できるのである。 

4-3．文法シラバスの今後を議論する際の基礎的資料として 

 以上、既存教科書の文法シラバスからは、教科書ごと、あるいは年代ごとに「変化」してきた

部分と、時代を経ても変化の少ない「不偏」的な部分とが確認でき、一定の共通点の下に様々な

検討が行われたプロセスを垣間見ることができる。また、「定番化」はともすれば目的や主旨、あ

るいは日本語教育の実態や現実から離れた形で「固定化」に陥る危険性もある16。今後の文法シ

ラバスを科学的に「客観的根拠に基づいて」（山内，2014：197）、「データベーストな議論」（庵，

2012：5）し、そうした文法項目を問い直す際に、既存教科書の「定番」「定位置」の把握が役立

つよう引き続き調査と考察を進めて行きたいと考える。 
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文法シラバスの現場への導入を科学する 

山内博之（実践女子大学）  

 

１．本発表の目的 

◇「究極の初級シラバス」（庵・山内バージョン）を作成する。  

◇経緯・手順  

（1）初級文法シラバスに関し、庵 (2009、2011)と山内 (2009)の間に大きな共通

点が見られた。  

（2）その共通点を踏まえ、庵が庵 (2011)に修正を加え、究極と思える文法項目

（Step1, 2 改訂版：2013.12.21）を選定した。  

（3）Step1（学校型初級前半）の文法項目を、学習者に提示できる形に山内が

整えた。具体的には、最もふさわしいと思われる話題を計量的に選択し、そ

こに文法項目を当てはめていった。  

◇本発表の前提  

（1）文法項目を学習者に直接示すことは得策ではない。学習者には「話題」か

「場所」を示すべきである。  

（2）文法は極力教えないようにする。つまり、必要なものしか教えない。一方、

語彙はできるだけ多く示す。  

（3）使用のための文法を扱う。  

 

２．話題の難易度の設定 

◇使用データ  

山内 (編 )(2013)『実践日本語教育スタンダード』の名詞のリスト（100 話題、

延べ 9803 語）  

 

表 1 名詞のレベルの記述  

レベル  具体物を表す名詞  抽象概念を表す名詞  

Ａ  一般的な日本人が

非常に身近である

と感じる語。  

この語が使えないと、最低限の会話が成り立た

ない。あるいは、ティーチャートークでも使え

そうな、やさしい語であると感じられる。  

Ｂ  一般的な日本人が

やや身近であると

感じる語。  

まとまった話をするためには、この語が使えた

方がいい。このレベルの語群が使用できれば、

とりあえず困ることはない。  

Ｃ  一般的な日本人が

身近であるとは感

じない語。  

この語が使用されると、話の抽象度・詳細度が

ぐっと高まったように感じられる。やや専門的

になったようにも感じられる。  
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◇2 つの指標  

①具体度＝具体物の語数÷総語数×100  ←  山内 (2012) 

②レベル＝｛ (Ａの語数 )×1 点＋ (Ｂの語数 )×0.5 点＋ (Ｃの語数×0 点 )｝÷総語

数×100 

 

◇手順と結果  

①100 種類の話題別に、「具体度」と「レベル」を計算。  

 ⇒「食」名詞（具体度 88%、レベル 54%）  

 Ａ Ｂ Ｃ 合計 

具体物  ７３  １０９  ３９  ２２１  

抽象概念  ２  １４  １４   ３０  

合計  ７５  １２３   ５３  ２５１  

 

 ⇒「酒」名詞（具体度 46%、レベル 42%）  

 Ａ Ｂ Ｃ 合計 

具体物  １４  ２５  ２２   ６１  

抽象概念    ７  ４５  ２０   ７２  

合計   ２１   ７０   ４２  １３３  

 

②9803 語のすべての名詞を対象とし、「具体度」と「レベル」を計算。  

 ⇒ 具体度 44%、レベル 42% 

 

◇『実践日本語教育スタンダード』のある 1 つの話題の名詞リストの平均的な姿  

⇒  語数 98 語、具体度 44%、レベル 42% 

 

◇具体度の最大と最小  

⇒ 最大 88%（食）、最小 0%（性格、感情、株、税、差別、社会運動、  

算数・数学、サイエンス）  

 

◇レベルの最大と最小  

⇒ 最大 71%（趣味）、最小 15%（株）  

 

 

３．話題の難易度一覧と初級の話題  

 

◇初級にふさわしい話題  

「食」「家族」「家電・機械」「日常生活」「交通」「動物」「学校：大学」「住」  

「旅行」「学校：小中高」「町」  
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表 2 話題の難易度一覧  

  レベル  

Ⅰ：50%～  Ⅱ：42%～49% Ⅲ：～41% 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
具
体
度

 

A
：

6
7

%
～

8
8

%
 

食 (251) 、 家 族

(109)、家電・機械

(62)、パーティー

(52)、趣味 (48)、日

常生活 (41)、日曜大

工 (34)、手芸 (27)、

コレクション (19) 

交通 (171)、動物 (170)、

学校：大学 (150)、音楽

(115)、農林業 (109)、写

真 (63)、軽工業・機械

工業 (55) 

住 (228) 、 自 然 ・ 地 勢

(144)、工芸 (68)、重工業

(20) 

B
：

4
5

%
～

6
6

%
 

旅行 (260)、学校：

小 中 高 (232) 、 町

(174)、出産・育児

(171)、友達 (37)、

習い事 (23)、容姿

(15 語 ) 

人体 (218)、衣 (209)、

医療 (208)、遊び・ゲー

ム (134)、酒 (133)、植

物 (122)、絵画 (111)、映

画・演劇 (102)、引越し

(83)、エネルギー (75)、

家事 (59)、ふるさと (38) 

買い物・家計 (137)、通

信 (104)、建設・土木 (96)、

水産業 (88)、メディア

(87)、 死 (85)、 手 続 き

(79)、自動車産業 (74)、

宇宙 (64)、工業一般 (61) 

C
：

2
3
～

4
4

%
 

美容・健康 (123)、

季節・行事 (59)、思

い出 (18) 

 

スポーツ (249)、結婚

(147)、恋愛 (118)、マナ

ー・習慣 (108)、芸能界

(83)、環境問題 (83)、芸

術一般 (45) 

労働 (204)、歴史 (183)、

文芸・出版 (147)、調査・

研究 (135)、祭り (86)、芸

道 (50)、国際経済・金融

(44)、文化一般 (19) 

D
：

0
%
～

2
2

%
 

気象 (85)、成績 (34) 試験 (83)、コンピュー

タ (83)、就職活動 (57)、

喧嘩・トラブル (36)、

ギャンブル (32) 

 

テクノロジー (173)、言

葉 (157)、戦争 (147) 、算

数・数学 (144)、事件・

事故 (137)、宗教 (135)、

政治 (127)、サイエンス

(122)、ビジネス (101)、

災害 (93)、悩み (91)、社

会保障・福祉 (90)、差別

(85)、選挙 (84)、人づき

あい (75)、少子高齢化

(67)、株 (59)、社会運動

(55)、経済・財政・金融

(54)、 外 交 (53)、 性 格

(49)、会議 (47)、税 (38)、

感情 (33)、法律 (31)、夢・

目標 (30) 
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４．総合的初級シラバスの作成  

 

表 3 実質語の分類 ←  山内 (2012) 

カテゴリー 実質語 A 実質語 B  実質語 C 機能語 

例 アパート 首都 昔 を 

具体・抽象 具体物 抽象概念 

話題との関係 話題に従属する 話題に従属しない 

辞書的意味 あり なし 

 

◇課題：実質語 C と機能語に共通する概念を設定できないか？  

 

表 4 初級シラバス  

課  タイトル  

（話題）  

文法項目：学校型初級前半  概念  

１

課  

自己紹介  

（家族）  

《名詞文》  

～は…です。  

～は…ですか。  

～は…じゃないです／じゃありません。  

《名詞文の応答》  

～は…ですか。  

―はい、そうです。  

―いいえ、違います。  

《かたまり》  

「住んでいる」「勤めている」「働いてい

る」「結婚している」  

《定義・分類》  

２

課  

私の家族  

（家族）  

《ナ形容詞文》  

～は…です。  

～は…じゃないです／じゃありません。  

《ナ形容詞文の応答》  

～は…ですか。  

―はい、…です。  

―いいえ、…じゃないです／じゃありませ

ん。  

《イ形容詞文》  

～は…です。  

～は…くないです／くありません。  

《イ形容詞文の応答》  

～は…ですか。  

《定義・分類》  
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―はい、…です。  

―いいえ、…くないです／くありません。 

《格助詞》～の（所有格） 

《疑問詞》何○（何歳）  

《その他》数字  

３

課  

学校案内  

（学校：大

学）  

《指示詞：現場指示》これ／それ／あれ、

この／その／あの、ここ／そこ／あそこ、

こっち／そっち／あっち  

《疑問詞》誰、何、どこ、どれ・どっち  

《位置関係》  

前、横、隣、右、

左、向かい、真

ん前…  

４

課  

私の部屋  

（住、動物） 

《存在文・所有文》  

～に…がいます／あります。  

…は～にいません／ありません。  

～には…がいます。  

《疑問詞》何○（何個）  

《助数詞》つ、個、本、冊  

《存在》  

５

課  

私の１日  

（ 日 常 生

活、交通）  

《動詞文》  

 ～は…ます。  

 ～は…ません。  

《動詞文の応答》  

～は…ますか。  

―はい、…ます。  

―いいえ、…ません。  

《格助詞》～を(対象)、～に(場所)、～に(

時間)、～に(行き先)、～に(相手)、～で(場

所)、～で(手段)、～から(出どころ：時間、

場所)、～まで(着点：時間、場所)、～φ(時

間) 

《かたまり》「歩いて」 

《接続詞》それから  

《疑問詞》何○（何時）、いつ  

《その他》曜日  

《時間関係：繰

り返し》  

毎朝、毎週、い

つも、よく、し

ばしば、しょっ

ちゅう、時々、

たまに…  

６

課  

食べたい！

買いたい！  

（ 食 、 家

電・機械）  

《ボイス》…を―たいです。（願望）  

《モダリティ：対人》～ませんか（勧誘） 

《フィラー》あのー、えーと  

《格助詞》～が（目的語） 

《とりたて助詞》～も 

《並列助詞》～と 

《準体助詞》～の 

《疑問詞》どう  

《願望》  

ほしい、要る  

《勧誘》  

《関係・関連》  

全部、すべて  
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７

課  

楽しかった

旅行  

（旅行、町） 

《動詞文》  

～は…ました。  

～は…なかったです／ませんでした。  

《動詞文の応答》  

～は…ましたか。  

―はい、…ました。  

―いいえ、…ませんでした。  

《ナ形容詞文》  

～は…でした。  

～は…じゃなかったです／じゃありませ

んでした。  

《ナ形容詞文の応答》  

～は…でしたか。  

―はい、…でした。  

―いいえ、…じゃなかったです／じゃあり

ませんでした。  

《イ形容詞文》  

～は…かったです。 ～は…くなかったで

す／くありませんでした。  

《イ形容詞文の応答》  

～は…かったですか。  

―はい、…かったです。  

―いいえ、…くなかったです／くありませ

んでした。  

《格助詞》～と（相手） 

《接続詞》それで、そのとき  

《時間関係：過

去》  

きのう、おとと

い、先週、先月、

去年、おととし、

このあいだ、昔

…  

８

課  

高校時代  

（学校：小

中高）  

《名詞文》  

～は…でした。  

～は…じゃなかったです／じゃありませ

んでした。  

《名詞文の応答》  

～は…でしたか。  

―はい、そうでした。  

―いいえ、違います。  

《モダリティ》たぶん―です／ます。  

《疑問詞》何○（何年）  

《特徴》  
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５．まとめ  

 

表 5 話題の難易度と学習の進度  

 レベル  

50%～  42%～49% ～41% 

 
 
具
体
度

 

67%～88% AⅠ  

（初級）  

AⅡ  

（初級）  

AⅢ  

（中級）  

45%～66% BⅠ  

（初級）  

BⅡ  

（中級）  

BⅢ  

（中級）  

23%～44% CⅠ  

（中級）  

CⅡ  

（中級）  

CⅢ  

（上級）  

0%～22% DⅠ  

（中級）  

DⅡ  

（上級）  

DⅢ  

（上級）  

 

 

 

 

話題      実質語 A、B（親密度・難易度）：机、愛  

 

言語活動        実質語 C：大きい、今  

              機能  

      機能語（難易度）：が、を  

 

図 1 日本語の教科書に必要なもの 
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