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-wEBによる漢字語嚢処理能カテストー

加納 千恵子 く筑波大学I

1.はじめに

従来の漢字の読み書きテストは,主に漢字および漢字語尭の読み く音声1と書き く表記1の連

合ができているかどうかをみるものであり,外国人学習者の漠字語嚢力の到達度評価としては機

能するが,テスト結果をその後の学習方法や教授法の改善などに役立てられるような形成的評価

として使うのは難しい.特に非漢字圏の学習者にとっては,漢字語嚢の学習がどこまで進んでい

るのか,何ができて何ができていないのか,どこに弱点があるのか,その原因は何か- などを詳

しく分析的にみることによって,その後の学習方法の改善に繋がるような形成的評価をする必要

があると思われるo

そこで,初級レベルの漢字語嚢力を,字形処理の能力,読み処理の能力,意味処理の能力,用

法処理の能力などに分け,それらがどこまでできているかを細かくみていくための分析的な漢字

語嚢テストを考えた.紙によるテストの試行を繰り返した後.コンピュ-タ上でできるWEB漢字

語尭処理能カテストを開発し, 2007年7月に筑波大学留学生センタ-において43名.の学習者に

実施したo その結果から,外国人学習者にとって難しいと思われる漢字語嚢処理の項目が明らか

になったo また,このような形成的なテストを通じて,教師および学習者が漢字学習の方法につ

いて考える機会になることが顛待される.

2.漢字語央処理能カテストの評価項目

従来の漠字の読み書きテストは,漢字の持つ r形 く字形1J r昔 く読みh r義 く意味h という

3つの要素のうち,主に r字形Jと r読みJの連合ができているかどうかをみるためのものであ

り,設間の形式を文単位にすることによって- r意味Jの理解ができているかどうかも含めてみ

ることができるとされてきたo ただし,このようなテストは,習ったことが定着しているかどう

かをみるための到達度評価として使われることが多く,テストの結果をその後の学習方法や教授

法の改善などに役立てることは難しかったo たとえば漢字の読みが正確に書けていない場合,そ

れが読みを正確に覚えていないためなのか,覚えているつもりだったが発音が不正確なために間

違えたのか,平仮名表記の間達いなのか,その漢字を他の漢字と見間達えたためなのか- などの

ようにいくつかの原因が考えられ,それらを特定するのが難しVlからであるo

そのため,加納.他く19931では,初級を終えて中級の漢字学習を始めようとしている外国人

学習者を対象とした r漢字力診断テストJを考案したo これは-外国人学習者にその時点での診

断的.形成的評価を示すことによってその後の学習方法の改善に繋がる情報を提供するテストと

して, -定の評価を得てきた.その後,初級レべルでもできる漢字の形成的評価の必要性が認識

されるようになり,紙による初級の漠字語桑処理能カテスト く加納.他2002,加納.他2003l
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が開発されたo これは漠字の持つ字形,読み,意味,用法という4つの情報の処理能力に加えて,

漢字の音声的な処理能力をも含めて分析的に評価することを目指し,表1のような7つの評価項

目を設けて開発されたテストであるo ここでいう用法処理能力は,文法的な処理能力 く漢字語嚢

の品詞や活用形などを処理する力Jと,文脈的な処理能力 く文中で漢字語尭がどのような文脈で

どのような言菓と共起するかなどを処理する力lの2つに分けてあるo それぞれの評価項目に2

種類の形式の間題を各10問ずつ作成し,合計140問からなるテストとなっているo

表1.紙による初級漢字テスト く20021

1.字形識別力をみる項目 一同形の漢字を識別する間題

-字形の構造パタ-ンを識別する問題

2.意味理解力をみる項目 一英語による意味理解を間う間題

一反対の意味の漢字を選ぶ問題

3.書き処理能力をみる項目 一読みから漠字ノ漢字語を選ぶ問題

一読みから漢字の構成要素を選ぶ間題

4.読み処理能力をみる項目 一漢字語の読みを選ぶ間題

一同じ音読みの漠字を選ぶ問題

5.文法的用法処理能力をみる項目一活用形から漢字を選ぶ間題

一漠字語の品詞を見分ける問題

6.文脈的用法処理能力をみる項目一共起する助詞などから文中の漠字語を選ぶ間題

一連語などの知識から文中の漢字語を選ぶ間題

7.音声処理能力をみる項目 -3つの言菓を音声で聞いて,共通する漠字を選ぶ間題

一音声で意味の説明を聞いて,該当する漠字語を選ぶ間題

このような紙による漠字テストを実施した結果一 以下のようなことが分かってきたo

く1J字形識別力をみる間題は1非漠字圏の入門期の学習者には困難を覚える者がいるものの,少し

学習が進むと,困難は解消され- ほとんどの学習者ができるようになってしまうため- 天井効

果によって識別値が上がらなくなる.

く2J意味理解力をみる問題は,漢字圏学習者にとっては母語の漠字知識を利用できるために容易な

間題であり,識別値は高くないo 非漢字圏の学習者にとっても- 学習が進むにつれて,難なく

できるようになる問題ではあるが,英語 くあるいは絵やイラスり による意味理解の問題に比

べて,対義字によって意味理解をみる問題の方が難度が高いo

く31文法的用法処理能力をみる問題や,文脈的用法処理能力をみる問題の結果は,学習者の日本語

能力全体のレベルとの間に相関がみられるo

く41読み処理能力をみる間題の中で,同じ音読みの漠字を選ぶ間題というのは,たとえ既習の漠字

であっても,また日本語レべルがかなり上の学習者であっても,依然として困難である.

しかし,これらのテストを紙で-斉に実施する場合,いくつかの間題が出てきた.各間題の処理に

かかる時間にはかなりの個人差があるので,本来はテスト時間を限定せずに実施するのが望ましいo

また,テスト問題は- 比較的難度の低vlものから高いもの-と順に並んでいるほうが,受験者-の心
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理的負担が軽減できると思われる.音声の聞き取りを使った問題は難度が高いため,テストの中盤以

降に置かれることになるが,テ-プを-斉に聞かせなければならないために,処理が速い学生には待

ってもらわなければならないし,処理が遅い学生にとっては心理的な負担が大きくなるo 学習者各自

が自分のペ-スでテストを受け- 実力を発挿できるようにするためには- インタ-ネット上でできる

WEBテストのような形にするのがよいのではないかと考えた.

3. WEB漢字語央処理能カテスト

そこで1加納 く20041および,平成17年度へ平成20年度の日本学術振興会科学研究費補助金

による基盤研究くBJ r外国人学習者の漢字語嚢処理能力測定システムの開発および利用に関する

研究Jく課題番号17320076,研究代表者二加卵千恵子lでは, WEBによる初級用漢字語嚢処理能

力測定テストを開発した.このテストは- 筑波大学留学生センタ-にある日本語能力測定システ

ム くTsukuba Test Battery of Japanese 2-TTBJ2Jの中に, SPOT テスト注1くsimple

Performance-Oriented Testl,およびプレ-スメントテスト注2と並んで置かれているo く図1l

く図1 WEB漢字テストの流れン 間題B例題
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受験者は, ID とパスワ-ドを入れ,インストラクションを英語で読むか,日本語で読むかを

選択した後,受験者情報の入力を求められ,その後でテストを選択することができる.漢字テス

トを選択すると,表2のようなAからMの各テスト群のリストが表示され, r次-Jのボタンを

押すことによって,テストが開始されるo

表2. WEB漢字テストのテスト君輩リスト

A 漢字一英語意味 Kanji-Englishmeaningく意味理解力をみる問題I

B 反義漢字 Kanjiwithoppositemeaning く意味理解力をみる問題I

C 漠字-読み Kanji-Reading く読み処理能力をみる間題I

D 漠字一同音 Kanji-Homophoneく読み処理能力をみる間題I

E 漠字一書き Kanji-Writing く書き処理能力をみる問題I

F 漠字-構成要素 Kanji-Parts く書き処理能力をみる問題J

G 漠字-括用 Kanji-hflection く文法的処理能力をみる間題1

H 漠字一晶詞 Kanji-Partsofspeechく文法的処理能力をみる問題1

I漠字一用法 Kanji-Usages く文脈的処理能力をみる間題I

J漠字一語嚢 Kanji-Vbcabulary く文脈的処理能力をみる間題I

K 漠字一音声 Kanji-Hearing く音声処理能力をみる間題I

L 漠字一音説明 Kanji-Auditoryexplanationく音声処理能力をみる問題1

M 漢字一構造型 Kanji-Structuralpattern く字形処理能力をみる問題1

紙のテストでは.字形処理能力をみる問題として,漢字の構造型 レIOタ-ン1を識別させる間

題のほかに,字形の異同を識別させる間題も実施していたが1基本漢字200-250字を既習して

いるレべルの学習者には易しすぎる.ということもあり,またその間題だけが他と間題形式が異な

ることが想定されたため,今回のWEBテストには載せなかったo

図1を見るとわかるように,テストを開始するとt まず例題が出題されるo それらに答え,その結

果表示を見てから本間題に入るような流れになっているので,やり方がわからなければ- 何回でも前

にもどって例題を試すことができるo -方,本間題の方は10間がランダムに出題されるが,テスト

としてやるのは1回限りで,前にもどってやり直すことはできないo 本間題の結果表示のあと- r次

-Jを押せば- 次の例題に進み,そのあと同様に次の本間題に進むことができるo rAJから rMJ

までの間題を全部やるための時間制限は65分であるが,途中で-時やめたい受験者は間題の切れ目

でログアウトすることができるo そしてまた- 次にテス.トを続ける場合には,前にログアウトした直

後の間題から続けることができるようになっているo

各問題の形式は.図2のようにすべて4肢選択となっているo 図2は,反義字を選ばせる間題く意

味処理能力をみる間題lであり, r開 斡Jと反対の意味の漢字を r閉J r間J r問J r関Jの中から選

ぶことになっているが1選択肢が漢字1字であるにもかかわらず,スペ-スがかなり横.に長くなって

いる.これは,他の種類のテストでは選択肢として文が入ることもあるため- 長いスペ-スを確保し

ているからであるo コンピュ-タによるテストに慣れていない学生もいる可能性があるので,テスト

の間題形式,レイアウトなどはできるだけ統-し,受験者が迷わないように配慮しているo
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図2 WEB漠字テストの間題形式

画面の下に見えているオレンジ色のバ-は,残り時間の表示となっており,各間題10問の制限時間

は5分以内で,バ-が刻々と短くなっていくのが見えるo右上の数字は,現在10問のうち1,つま

り最初の間題であることを示しているo

4. WEB漢字話JE処理能カテストの結果

2007年7月に筑波大学留学生センタ-で実施したWEB漠字テストを受験した学生43名のレベ

ルの内訳は以下のようであった注3o

表3

入門期 くJ200レべル1 3名

初級中期 くJ300および予備教育1 1 1名

初級後期 くJ400レベル1 4名

中級前期 くJ500レベル1 1 1孝.

中級後期 くJ600レベルI 8名

上級くJ700および学群生1 6名

合 計 43名

このような学生にWEB一漢字テストを実施した結果,以下のようなことが分かったo
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く1J字形識別力をみる間題のうち,漢字の異同を見分ける問題は今回はデ-タがないが,漠字の構

造パタ-ンを識別する間題はやはりほとんどの学習者ができてしまうため,天井効果によって

識別値が上がらなかったo

く21意味理解力をみる問題は,漠字圏学習者にとってはやはり容易な間題であり1識別値は高くな

かったo非漠字圏の学習者にとって-英語による意味理解の間題に比べて,対義字によって意

味理解をみる間題の方が難度が高かった.ただし,漢字圏の学生の中に英語が全くできないと

いう学生がおり,英語による意味理解の間題が成り立たない場合があった.

く31文法的用法処理能力をみる間題や,文脈的用法処理能力をみる問題の結果は,学習者の日本語

能力全体のレベルとの間に相関がありそうであるo

く4I読み処理能力をみる間題の中で,同じ音読みの漢字を選ぶ問題というのは,たとえ既習の漠字

であっても,また日本語レベルがかなり上の学習者であっても,依然として困難である.

これらのWEB漢字テストからわかったことは,以前に紙のテストでわかったこととほとんど同じ

であるo しかし- 受験者に感想を聞いたところでは,紙のテストと比べて, WEBテストの方がかか

る時間が短く,処理が速い学生にとっても-処理が遅い学生にとっても,自分のペ-スでテストを受

けることができ- 心理的な負担が少ないということがわかった.問題の形式を4肢選択に統-したた

め-受験者が回答方法で迷うことがほとんどなく1答えやすかったという感想を得たo また,テスト

の結果がその場ですぐに出ることも良かったとの意見が多かった.しかし, 13あるセクションごとに

結果が出るため,最後まで途中の結果を覚えていられないという声もあったo形成的評価として学習

者にフイ-ドバックをするためには. 1セクションごとに結果を出すのではなく-全部終わってから

まとめて,どこに弱点があるのかがわかるような形で結果を出すほうが効果的ではないかと思われた.

5.今後の課題

今回のWEB漢字テストは,初級前期を終了した学習者を想定して作成したものであったが,

そのレべルの学習者からはr自分では知っていると思う漢字でも音読みが弱いこと,漢字の言菓

の文中での用法の知識が不十分であることなどがわかったので,これからの勉弓剣こ役立てられそ

うだ.Jという感想を得ることができた.当初の目的であった初級前半の学習者の形成的評価と

して機能するテストは実現できたのではないかと思われるo

しかし,今回テストを受けた学習者の中にいた中級,上級の学習者からは r出題された漢字が

やさしかったので-テストというよりは,クイズのようで面白かった.特に音声を使った漢字処

理問題が面白く.他にもさまざまな異なる切り口で漢字や漢字語嚢を見ることができることがわ

かり- 学習方法として工夫できるのではないかoJという提言があった.レベルが違っても,従

来の漢字の読み書きテストとは異なる評価項目によるテストを受けることによって,学習者が漢

字のさまざまな学習方法について考え,8機会となったことが窺われ,今後そのようなテストの効

果も期待されるのではないかと思われたo

今後の課題としては,テスト結果qlフイ-ドバック画面をさらに工夫すること,また中.上級

の学習者にも対応できるテスト問題の開発を行うことを考えている.中.上級の漢字語嚢テスト

というのは- 単に難度の高い漢字や漢字語嚢を出題するだけではなく,中.上級のレベルで必要

となる漠字語嚢処理能力をさらに検討し,効果的な間題を作成する必要があると思われるo例え
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ば-漢字熟語の語構成をみる問題一 漢字の音読み処理だけでなく訓読み処理を中心にみる間題,

複数の処理能力をみる間題などである.それらを開発し- 初級から上級までマルチレベルに対応

できる漢字語嚢処理能カテストのシステム化を図る必要があろうo さらに,漢字語嚢処理能力と

その他の日本語能カーー例えば文法力,聴解カー読解力などとの関係を調べることによって,外国

人学習者の日本語能力の解明に努めていきたい.

黙なお本研究は,平成19年度日本学術振興会科学研究費補助金による基盤研究くBI r外国人学習

者の漢字語嚢処理能力測定システムの開発および利用に関する研究Jく研究代表者二加納千恵子l

および平成19年度日本学術振興会科学研究費補助金による基盤研究くBJ r東欧諸国の日本語教育

機関における教育用コンテンツの実態調査と共同研究Jく研究代表者こ坂谷内勝lからの助成を

受けているo

注

1. SPOTテスト くsimple Performance-Oriented TestJは- 自然な速度の音声テ-プを聞きな

がら- 各問題文中の1か所にひらがな-文字分の穴埋めディクテ-ションを要求する日本語テス

トである.詳しくは,小林 く2005Iを参照.

2.プレ-スメントテストは,筑波大学留学生センタ-において,新しく来日した留学生の日本

語能力を判定し,補講コ-スのどのレベルにプレ-スするかを決めるために各学期の始めに実施

されているテストであるo まだ紙の形で実施されているが, WEB化が計画されており,現在は文

法のテスト問題の-部が rレベル認定テストJとして格納されているo

3.筑波大学留学生センタ-の補講日本語コ-スは,以下のようなレベルに分かれているo

JIOOこテキストFs F JくSituationalFunctional JapaneseljJの1課へ6課を学習する入門期

J200ニテキストFsFJjlの7課へ12課を学習するレベルく初級前期う

J300こテキストFsFJjjの13課-18課を学習するレベルく初級中期I

J400こテキストFsFJjlの19課-24課を学習するレベルく初級後期J

J500こ中級前半 く日本語能力試験2級を目指すレべルI

J600ニ中級後半期 く日本語能力試験2級レベル1

J700こ上級 く日本語能力試験1級レベル1
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