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序章 

 

1. 本研究における問題提起  

 時事情報を報道するマスメディアの中で、「新聞」は日本では 19 世紀後半に登場し、

現代に至るまで人々が情報を入手する手段として大きく貢献してきた。日本新聞協会広告

委員会（2016）が 15 歳から 79 歳の人々を対象に行なった調査によれば、「新聞を読ん

でいる」という回答は 77.7％であり1、インターネットが普及した現在もよく利用されて

いることがわかる。また、同調査の「新聞に関する意識・態度」についての項目では、

「社会人になったら、新聞は欠かせない」「子どもには新聞を読ませるべきだと思う」と

いう回答がそれぞれ 61.6％、71.5％となっており、「新聞くらい読んでいないと恥ずか

しい」という回答も 41.7％に及んでいる2。それほど、社会生活を送る上で「新聞」とい

うメディアは欠かせないものと考えられているのである。  

 しかしながら、新聞に書かれた情報を理解することは必ずしも容易ではない。同じく日

本新聞協会広告委員会（2016）による調査では、若年層（15 歳～39 歳）を対象に「新聞

に対する印象・評価」を尋ねているが3、自主的に新聞を購読している者に限っても、新

聞が「分かりやすい」と答えたのは 28.3％にとどまる。最も回答が多かったのは「知的

である」で、57.5％にのぼった。新聞を読んでいない者では、新聞の「印象」として「分

かりやすい」という回答が 6.2％、最も多かったのはやはり「知的である」で 49.7％であ

った。これらの結果から、一般に新聞が「かたい」「むずかしい」というイメージを持た

れていることが理解できる。  

 このことは、新聞業界においても課題として捉えられてきた。1957 年の『新聞研究』

第 67 号には、毎日新聞社の丸野不二男氏が以下のように記している。  

 

   わたしは今年の六月まで総合調査室にいて新聞の文章、用字、用語を担当しており、

地方に出て、地方の読者の要望を聞く機会が多かったが、どこへ行っても「新聞の文

章は非常にむずかしい」という声をきいた。4 

 

                                                   
1 日本新聞協会広告委員会、2016、24 ページを参照。  
2 日本新聞協会広告委員会、2016、29 ページを参照。  
3 日本新聞協会広告委員会、2016、18-19 ページを参照。  
4 丸野、1957、29 ページ。  
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 このことがきっかけとなり、「毎日新聞で文章学校というものを作り、新聞文章の再訓

練をやろうとした」と述べている5。 

 また、同じく『新聞研究』において、1973 年に行なわれた新聞文章についての座談会

の中で国立国語研究所第一研究部長であった野元菊雄氏は次のように語っている。  

 

  新聞文章というのは一般的に長いという感じがします。ひところに比べればだいぶ短

くなったと思いますが、それでもまだ、普通の文章より長いのじゃないか。まわりに

短い文章が多いところに長い文章があると、事実関係がつかみにくくなったり、ある

いは修飾関係が複雑になったりしますから、とにかく短くしていただきたいと思いま

すね。6 

 

 むしろ近年、とくに 1990 年代後半からは、NIE（Newspaper In Education、「教育

に新聞を」）の広がりとともに「新聞のわかりやすさ」がより重視され始めた。『毎日新

聞』1997 年 4 月 17 日朝刊に掲載された「なぜ？どうして 紙面審査から」では、社内

の紙面研究会で「引当率」や「臨界前核実験」といった表現には言い換えや補足説明が必

要であると指摘されたことにふれ、その背景について以下のように記されている。 

 

   指摘の背景には NIE 活動もある。「教育に新聞を」（Newspaper In Education）

の略で、新聞を教育に活用しようと米国で始まった。日本でも教育・新聞界が協力し

て推進している。その趣旨からしたら、中学生でも十分に理解できないような記事は

「教材」にならなくなってしまう。  

 

 このように、「中学生でも十分に理解できる」ことが新聞文章には求められているの

である。時事情報や生活情報を人々に届けるという役割を考えても、文章理解の能力に

関係なく伝わる文章が求められるはずである。しかし、現実としては必ずしもそうなっ

ていないことは、先に引用した「新聞に対する印象・評価」からもわかる。また、知的

障害者向けのわかりやすい新聞『ステージ』の創刊に携わった毎日新聞社の野沢和弘氏

は、『ステージ』創刊の経緯や編集過程などを紹介した著書の冒頭で次のように記して

                                                   
5 同注 4。  
6 外山ほか、1973、11 ページ。  
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いる。 

 

   「義務教育を卒業した人ならば誰でも理解できるようにわかりやすく書かなければ

ならない」。  

   二十二年前に新聞記者になったとき、私は社内の新人記者研修でそのように教えら

れた記憶がある。それが新聞記事のルールである、と。しかし、わかりやすい文章を

書こうと二十二年間も努めてきたのに、どうしてうまく伝わらないのだろうと思うこ

とがいまだによくある。（中略）とにかく、わかりやすい文章で記事が書かれている

はずの新聞にはわかりにくい記事がたくさんある。7 

 

 わかりやすいか、わかりにくいか、の判断は個人によって異なり、ある人にとってはわ

かりやすいが、別の人にとってはわかりにくいということも十分にあり得る。母語話者に

限定したとしても、すべての人にとって「わかりやすい」文章というものは現実には存在

しないが、可能な限り多くの人にとって「わかりやすい」記事になるように、最近の新聞

紙面では Q&A 形式で解説する記事も増えつつある。また、一般の新聞記事では理解する

のが難しい小学生のために小学生新聞が発行されたり、あるいは先述のように知的障害者

向けの新聞が発行されたりしてきた。  

 これらの記事の文章が「わかりやすいかどうか」を日本語学的に検証することは非常に

難しい、あるいは不可能であると思われる。しかしながら「わかりやすさを意識して書か

れた文章がどのような特徴を持つか」、言い換えれば「日本語をわかりやすく書こうとし

たとき、どのような文章になる傾向があるか」を検証することは可能であり、その特徴を

明らかにすることで、今後の「わかりやすい」文章の執筆に資することができると考える。  

 

2. 本研究における「わかりやすさ」の定義  

 「わかりやすさ」は「読みやすさ」と表現することもある。その場合、その意味すると

ころは 1 つではなく、英語の表現では「リーダビリティ（readability）」「レジビリテ

ィ（legibility）」「ヴィジビリティ（visibility）」といった複数の語が考えられる。  

 先の第 1 節で述べてきた「わかりやすさ」は「リーダビリティ」であり、「文章理解

の容易さ」と言い換えることができる。「レジビリティ」は「文字認識の容易さ」を意味

                                                   
7 野沢、2006、3 ページ。  
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し、新聞においては文字の大きさや字間・行間の広さなどに関連することである。「ヴィ

ジビリティ」は、文字の色や背景輝度を問題とするときに使われることが多く、照明学な

どで使用される概念である。新聞では文字や紙の色、あるいは紙の種類などが関係してく

るであろう。  

 リーダビリティとレジビリティの区別について、堀川（1957）は、レジビリティを

「〝読む人〟の目に移るときの問題」であり、リーダビリティを「目に入ってからの問

題」と説明している8。ただし、レジビリティとリーダビリティを完全に別のものとする

ことは難しい。堀川（1957）は「リーダビリテイの中には、いくらかレジビリテイの要

素がつきまとって来ることは、われわれの内省によっても、ほぼ明かである」と述べてお

り9、たとえば文字が小さかったり薄かったりして読みにくければ、文章の理解にも支障

をきたすということである。  

 本研究においては、リーダビリティとしての「わかりやすさ」を意識して書かれた文章、

特に新聞記事について、その言語的特徴を主に日本語学の観点から考察することを目的と

する。よって、レジビリティおよびヴィジビリティについては取り上げず、リーダビリテ

ィのみに注目する。  

 ただし、近年の新聞においては、「高齢化と若者の活字離れが進む」という、新聞社が

新たに直面している社会背景のもと、「高齢者から若者まで幅広い年齢層に、読みやすく

分かりやすい紙面を届ける」ための取り組みとして文字を見やすくする動きがあり 10、レ

ジビリティも重視される傾向にある。本論では扱わないが、新聞の「読みやすさ」を論じ

る上では注目すべき現象の一つであり、概要を以下にまとめておく。  

 文字拡大の動きが活発になり始めたのは 1980 年以降であり、1981 年と 1991 年に『朝

日新聞』11、1983 年と 1989 年に『読売新聞』12がそれぞれ文字を拡大した。2000 年に

は『読売新聞』を契機として文字拡大の動きが各紙に広がった13。また、2007 年に『毎

日新聞』が文字を拡大して以降、2007 年から 2008 年春にかけて「文字拡大を図ったの

                                                   
8 堀川、1957、25 ページ。ただし、この 2 つの語は点字についても使用できるため、必ずし

も「目」に限らない。  
9 堀川、1957、25 ページ。  
10 小林・片山、2013、9 ページ。  
11 『朝日新聞』2001 年 3 月 15 日朝刊を参照。  
12 読売新聞社編集、1994、667 ページを参照。  
13 『読売新聞』2001 年 2 月 22 日朝刊。  



5 

 

は、予定を含め七十一紙」に上ったという14。さらに、文字の大きさだけでなく、字形も

より読みやすいものにする取り組みが登場している。戦時中にも『朝日新聞』が、小さい

面積でも大きくみえる「扁平文字」を採用して各紙に広まったという例があるが 15、近年

では誰にとっても使いやすいという「ユニバーサルデザイン」（UD）の視点から「UD

フォント」が各フォント会社で開発されている。その例として、2009 年に『信濃毎日新

聞』が「UD 新聞明朝体」を採用している16。 

 

3. 日本語の「わかりやすさ」研究史  

 ここまでで述べてきたように、本研究では「わかりやすさ」を意識して書かれた文章が

どのような特徴を持つかについて、リーダビリティの観点から考察することを目的とする。  

 日本語の「わかりやすさ」についての研究は、参照した先行研究の動向をまとめる限り

では、その特色と時期によって大きく 4 つの隆盛があったといえる。順に挙げると、①

「わかりやすさ」の要因の追究（1950 年代）、②「わかりにくさ」の問題視と改善法の

検討（1960 年代～1970 年代）、③文章の難易度をはかる式とシステムの開発（2000 年

代から現在）、④日本語のバリアフリー・日本語による情報保障という観点からの考察・

提案（2000 年代から現在）となる。  

 「①「わかりやすさ」の要因の追究」としては、森岡（1952）、堀川（1957）、永野

（1959）などがある。これらの研究では、同内容の文章を数パターン提示してどれが読

みやすいかを判断させる、あるいは設問によって理解度を測るという方法で行なわれ、そ

の結果を統計的に処理したものである。これにより 1 文の長さや漢字の割合などの要因

が整理された。  

 なお、英語学の分野では 1920 年以降「リーダビリティ研究」が盛んに行なわれ、文章

のわかりやすさを測る公式がいくつも発表されてきた17。その中でも、音節数と文の長さ

をもとに計算する Flesch の公式（1948 年発表）、単語リストにない語の割合と文の長さ

をもとに計算する Dale and Chall の公式（1948 年発表）が代表的なものとされる18。 

 日本における研究もこれらのリーダビリティ研究に影響を受けて行なわれた。しかし、

                                                   
14 新聞協会審査室、2009。  
15 『朝日新聞』2001 年 3 月 15 日朝刊を参照。  
16 『信濃毎日新聞』2009 年 7 月 19 日朝刊を参照。  
17 これについては清川（1978）に詳しくまとめられている。  
18 清川、1978、66-67 ページおよび 75 ページを参照。  
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「わかりやすさ」の要因を明確に特定することは困難であり、その後は「わかりにくい文

章はどのようなものか」を考えることから「わかりやすさ」について検討する研究が広が

った。それが「②「わかりにくさ」の問題視と改善法の検討」であり、本序論 1 で引用

した野元菊雄氏の指摘のような「わかりにくい」文章、いわゆる「悪文」を問題とし、そ

の改善法を提案するものである。代表的な著書の一つである岩淵編著（1979）では、

「はじめに」の部分で「現在は、「悪文時代」と呼ぶことがふさわしいのではないかと私

には思われる」と述べられ、「悪文と言われるのが、言語表現の上でどのような欠点があ

るためであるかを、出来るだけ具体的に示」し「どのような点に注意すれば、悪文といわ

れる範囲から抜け出せるかを、指摘」するという目的が記されている19。新聞記者が記事

を書く上で参考になる、実践的な研究であるといえる。また、野元菊雄氏が「簡約日本

語」（日本語を母語としない人々が学ぶための日本語）を提起したのもこの時期である

（野元 1979）。一般に受け入れられることはなかったが、後に森（2005）が「ユニバー

サル日本語」への発展を試みている。  

 2000 年代に入ると、新たな潮流が登場した。まずは「③文章の難易度をはかる式とシ

ステムの開発」であり、英語における Flesch の公式や Dale and Chall の公式のように文

章のわかりやすさを測る公式を日本語において作ろうという試みがなされた。近年では、

日本語教育に応用することを目的として李（2016）が「X={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）」という公式を発表

している。また、伊藤ら（2008）や佐藤（2008）、川村（2009）で試みられているよう

に、ウェブサイト上で難易度をはかるシステムが開発されたことも注目すべき点である。

ただし、それぞれ考案された公式は「それぞれに長短があ」り、「従って、読み手の年齢

や使用目的によって式を使い分けるのが賢明な方法である」という限界はある 20。 

 また、先の伊藤ら（2008）で開発されたシステム「やんしす」21は、日本語非母語話者

のために「やさしい日本語」を書くためのシステムであり、「④日本語のバリアフリー・

日本語による情報保障という観点からの考察・提案」と関連する。この背景には、日本語

による情報が適切に理解されない場合、それは受け手の能力不足ではなく、日本語の中に

バリアが潜んでいることに起因すると捉える考え方がある。「やさしい日本語」は佐藤

                                                   
19 岩淵編著、1979、5-6 ページ、岩淵悦太郎「はじめに」。  
20 柴崎、2014、52 ページ。  
21 「YAsashii Nihongo SIen System」から「やんしす」と名づけられたもので、以下のウェ

ブサイトで公開されている。http://www.spcom.ecei.tohoku.ac.jp/~aito/YANSIS/ 
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（2004）などにより、大地震などの災害時には情報が生活や命に関わるという認識のも

と、日本語を母語とせず日本語理解力が不十分な者でも災害時に必要な情報を得られるこ

とをめざして提唱された。その後、災害時の情報だけでなく公文書や一般ニュースにおけ

る「やさしい日本語」の必要性も唱えられ、庵・イ・森編（2013）にまとめられた。そ

の一方で、日本語母語話者であるが日本語文章の理解に困難を抱えうる者として知的障害

者に注目し、知的障害者へのわかりやすい情報提供を論じたものとして古賀（2006）が

ある。また、松尾ら（2013）では、日本語非母語話者と知的障害者、あるいはろう者・

難聴者に対する情報保障の共通点を探っている。  

 「日本語文章とわかりやすさ」に関する研究としては、以上のような流れがある。

1950 年代の基礎的研究から始まり、日本語教育への応用、さらには日本語文章による情

報保障への応用というように、多文化共生社会において重要な役割を果す研究に発展して

いることがわかる。  

 なお、本研究で調査する個々の新聞等に関する先行研究については、各章の中で記述す

ることとする。 

 

4. 本研究の内容  

 本序論 1 でも述べたように、また、前節でまとめた研究史からも理解されるように、

「どのような日本語がわかりやすいか」ということは、結論を出すのが困難な問題である。

しかしながら、追求すべき課題であることは確かであり、新聞記事においても「わかりや

すい」文章にするための試みは幾度となく行なわれてきた。そこで本研究では、「わかり

やすさ」が意識されながら時代や想定する読者層がそれぞれ異なる新聞記事を主な対象と

し、「わかりやすさ」が意識されたときの日本語文章はどのような特徴をもつか、という

視点から考察を行なうものである。  

 本論は第 1 部から第 3 部までの 3 部構成であり、それぞれ次のような内容となってい

る。 

 まず第 1 部では、現代において発行されている各種新聞等を対象に、語彙・文構造の

観点から調査・考察を行なう。  

 第 1 章では毎日新聞社発行の『毎日小学生新聞』を取り上げ、語種構成・品詞構成・

文の長さなどの特徴を計量調査し、一般紙『毎日新聞』の記事との異同を考察する。  

 第 2 章では『毎日新聞』に掲載される Q&A 形式の記事「質問なるほドリ」を取り上げ、
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第 1 章と同じく計量調査し、『毎日新聞』一面・総合面との異同、さらには『毎日小学

生新聞』との異同について明らかにする。  

 第 3 章では政府刊行物を知的障害者向けに書き換えた「わかりやすい版」を扱う。本

研究の目的からすれば、知的障害者向けの新聞『ステージ』を対象とすべきところである

が、『ステージ』については、同志社大学大学院社会学研究科在学時に提出した修士論文

およびその一部を加筆・修正した羽山（2010）において考察を進めた。また、近年、及

川・大塚・打浪 (古賀 )（2014）や打浪 (古賀 )（2014）、打浪ら（2017）などにより実証

的な研究がまさに進行しているところである。そこで本論では、同じく知的障害者向けに

編集されたものとして政府刊行物「わかりやすい版」を対象とすることとした。また、後

述の本論第 3 部第 10 章において韓国で発行された知的障害者向け「わかりやすい版」と

対照させることができる点でも、適切と考える。  

 第 4 章では重度視覚障害者向けに点字で書かれた新聞『点字毎日』を対象とする。視

覚障害者は、文章の理解には困難を抱えるわけではなく、『点字毎日』の記事も特に「わ

かりやすさ」が意識されているわけではないと考えられる。ただし、日本語で一般に使わ

れる点字は、原則として点字 1 字が仮名 1 字に対応する音節文字であり、点字文は仮名

のみで書かれた文と同じようなものである。当然分かち書きはなされるが、漢字の表意性

を利用することはできない。そのため、漢字に頼らなくても理解できる文章という意味で

の「わかりやすさ」は求められる可能性はある。これは漢字を使うか使わないかという表

記の問題であるが、そのような問題が語彙の選択などに与える影響の有無を確認し、表記

と語彙との関係を整理する。  

 続いて第 2 部では、「わかりやすさ」を軸にして日本の新聞文章の歴史的な考察を行

なう。日本に新聞が登場した時期にまでさかのぼり、新聞の記事において「わかりやす

さ」がいかに意識されてきたかを明らかにする。そして、「わかりやすさ」が意識されて

いたとすれば、それが記事の文章にどのように反映されているか、あるいは反映されてい

ないのかを考察する。  

 第 5 章では江戸末期、特に新聞が相次いで創刊された 1868 年に着目し、新聞の大衆化

と新聞記事における「わかりやすさ意識」の萌芽をみる。  

 第 6 章では明治初期において、ひらがなのみで書かれた『まいにち ひらがな しん

ぶんし』が読者の支持を得られなかった一方、漢字にルビを付けて口語体を採用した『読

売新聞』が多くの読者を獲得したことに注目し、記事の文章を計量的に分析することで表
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記以外での両紙の異同を分析する。  

 第 7 章では大正期から昭和中期という、国語国字論争とあいまってたびたび漢字制限

が試みられた時期において、漢字制限を実施した大正 11（1922）年の『東京日日新聞』

および昭和 21（1946）年の『読売報知』を取り上げる。両紙の漢字制限の前と後の記事

を分析し、漢字制限の成否を明らかにするとともに、使用する語彙などにも変化があった

かどうかを考察する。  

 以上の内容は、「日本語母語話者を読者と想定して日本語で書かれた文章」を対象とす

るものである。日本語非母語話者を読者対象とした場合、日本語教育の内容あるいは日本

語理解に関わる文化的知識への配慮が加わり、日本語母語話者向けの文章とは異なる特徴

が見出されることも考えられる。また他方で、第 1 部で明らかにした特徴は、日本語以

外の言語にも共通する部分があるかもしれない。  

 上記の点をふまえ、第 3 部では、「日本語非母語話者向けに書かれた新聞」および日

本語以外の言語として「韓国で発行された韓国語の新聞等」を取り上げ、第 1 部で日本

の新聞について考察した結果と対照させる。韓国語は語種分類や文法構造が日本語と類似

しており、対照に適していると考える。  

 第 8 章では日本語非母語話者向けに日本語で書かれた新聞としてどのようなものがあ

るかを記した上で、その言語的特徴を計量調査により分析する。  

 第 9 章では韓国で発行されている子ども向け新聞『オリニ東亜』を扱う。第 1 章と同

様に語種比率・品詞比率・文の長さなどを計量調査し、一般紙『東亜日報』との異同、さ

らに日本の子ども向け新聞の特徴との異同について記述する。  

 第 10 章では韓国の知的障害者向け文章として、「発達障害者法」の「わかりやすい

版」を対象とする。これについても同じく計量分析を行ない、日本の「わかりやすい版」

との共通点・相違点について述べる。  

 最後に、各種新聞等の記事を分析した結果を改めて記し、相互に共通する点、あるいは

異なる点を示す。これにより、「わかりやすさ」を意識して書かれた文章の特徴を総合的

にまとめることとする。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 部 

 

 

現代の各種新聞記事等の言語的特徴
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第 1 章 子ども向け新聞 

 

1. はじめに 

近年の新聞業界では、子ども向け新聞の発行や子ども向け記事の掲載が盛んになっている。

全国紙の中では、朝日新聞社が『朝日小学生新聞』、毎日新聞社が『毎日小学生新聞』、読売新

聞社が『読売 KODOMO 新聞』を発行している。2011 年 8 月 13 日から 10 月 23 日にかけて日

本新聞博物館で開催された企画展「「子どもの新聞」大博覧会」では、日本新聞協会の会員とな

っている新聞社による子どもの新聞や記事が紹介されたが、その展示リストによれば、単独また

は本紙の別刷りで発行されている子ども新聞が 27 紙、本紙の中に定期的に掲載されている子ど

も向けのページが 76 種あり1、「創刊ラッシュ」2といわれた状況をうかがうことができる。 

 子ども向けの新聞記事では、図表をもちいるなどの工夫もなされるが、記事の文章上の配慮、

つまり、わかりやすい日本語にすることも求められているはずである。 

本章では、子ども向け新聞の中でも毎日新聞社が発行している『毎日小学生新聞』をもとに、

ニュース記事の計量的な分析を行なうことにより、その特徴を明らかにしたい。 

 

2. 先行研究 

 子ども向け新聞の文章についての研究としては、湯浅（2006、2007）がある。 

 湯浅（2006）は、一般的な新聞文章において従来指摘されてきた「凝縮的」（1 文に多くの情

報を詰め込む）、「逆三角形型」という特徴をふまえ、小学生新聞（『毎日小学生新聞』）と一

般紙（『毎日新聞』）で内容が共通する記事を「情報の配列」という観点から対照させている。

その結果、小学生新聞では凝縮が解かれている一方、逆三角形型は強まっていることが明らかに

された。また、時間関係や因果関係の並べ方を変えた事例も示されている。 

 湯浅（2007）は、湯浅（2006）と同様に『毎日小学生新聞』と『毎日新聞』で内容が共通す

る記事を対照させ、語句の言い換えが行なわれた箇所について分析している。その結果、『毎日

小学生新聞』には以下の特徴が観察されたとしている。 

 

・直接的な表現にする 

（例：受動態→能動態、婉曲的な表現→断定的な表現） 

                                                   
1 「企画展「『子どもの新聞』大博覧会」展示リスト 2011 年 9 月 7 日現在」を参照。  
2 『朝日新聞』2011 年 10 月 4 日朝刊掲載記事を参照。  
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・固定化した言い回しをなくす 

  （例：「「満塁男」として名をはせた」→「「満塁男」といわれています」）3 

・臨時一語を分解する 

  （例：「宇宙膨張速度」→「宇宙がふくれる速さ」）4 

・名詞的構文を動詞的構文にする 

  （例：「その後、伸びは鈍化」→「その後、あまり伸びませんでした」）5 

・語種の変換を行なう 

・語種は同じでも別の語に変える 

 

 この中でも特に「語種の変換」がもっとも用例数が多く、とりわけ「漢語から和語へ」「漢語

から外来語へ」というように漢語を避ける例が 90％以上を占めていたという。 

 このように、湯浅（2006、2007）の研究により、子ども新聞の文章の特徴が明らかになって

いる。一方、湯浅（2007）の研究結果について、言い換えが行なわれた箇所以外も含めた全体

的な傾向といえるかどうかは、検討の余地がある。もし記事全体の傾向であるならば、それが

「わかりやすさ」を意識して書かれた記事のポイントである可能性が高いといえる。 

 

3. 調査について 

3.1 調査項目 

 本章では湯浅（2006、2007）の指摘をもとに、いくつかの仮説を立て、それを統計的に示す

ことを試みる。 

まず、湯浅（2007）のいう語種の変換、特に漢語を避ける傾向がみられるとすれば、子ども

向け新聞には漢語が少なく、和語や外来語が多いことが推測できる。 

次に、「臨時一語」に注目してみる。「臨時一語」とは、複数の語がその場限りの結びつ

きによって（つまり臨時的に）1 語らしきまとまりを形成するものである 6。臨時一語を

提唱した林四郎は、「臨時に、その場限りでの一単語」と定義づけ、「特に新聞記事の中

には、それが多く見られる」としている 7。石井（2001）によれば、四字漢語の複合語が臨

                                                   
3 湯浅、2007、96 ページより引用。囲み線と下線も湯浅（2007）による。  
4 同注 3。  
5 湯浅、2007、95 ページより引用。囲み線と下線も湯浅（2007）による。  
6 たとえば、「地震発生直後」（地震が発生した直後）、「与党過半数維持」（与党が過半

数を維持すること）など。  
7 林、1987、232 ページ。  
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時一語の中で最も生産的であるという8。よって、臨時一語が多い文章は、4 字（あるいはそれ

以上）続く漢字列が多く、反対に、臨時一語が少ない文章は 4 字以上の漢字列が少ないと推測

される。なお、『毎日小学生新聞』の記事中の漢字にはすべて振りがながつけられており、漢字

自体を減らして書かれているわけではない9。 

また、臨時一語が分解されれば、名詞だけで構成されている部分が他の品詞もふくめて表され

ることになり、名詞の割合が低くなると推測できる。さらに、名詞的構文から動詞的構文への変

換も行なわれれば、名詞の割合はますます低くなるはずである。 

さらに、湯浅（2006）の指摘する「凝縮」の解消に着目してみる。凝縮の解消の具体的な方

法としては、「連体修飾の部分を 1 つの文に独立させ」るという事例があげられている10。たと

えば、以下のような操作が考えられる11。 

 

  「日銀の黒田東彦総裁は、2015 年度前後に消費者物価上昇率 2％程度を達成する目標を堅

持すると強調した。」 

 →「日銀の黒田東彦総裁は、目標を堅持すると強調した。目標とは、2015 年度前後に消費者

物価上昇率 2％程度を達成することである。」 

 

 このような操作が行なわれれば、文章の量は多くなるかもしれないが、1 文あたりの長さは短

くなる可能性がある。また、やさしい日本語による NHK のニュースサイト「NEWS WEB 

EASY」においても、「文を短く分割すること」が記事をわかりやすくするための要点の 1 つと

されている12。さらに、工藤・大塚・打浪（古賀）（2012）は、知的障害者向けにわかりやすく

書かれた新聞『ステージ』（本論第 3 章において詳述）と一般紙『朝日新聞』の記事を調査し

た結果、1 文あたりの文字数・品詞数ともに『ステージ』は『朝日新聞』の 3 分の 2 程度である

ことを示している13。このことからも、わかりやすく書こうとするときには 1 文が短くなる傾向

があることが予測される。 

                                                   
8 石井、2001、5 ページを参照。  
9 2015 年 4 月 1 日から平日に掲載されはじめた「ぴよぴよ News」というニュース記事欄は、

ほかの記事よりも漢字を減らして書かれている。「小学校低学年向け」とは明示されていな

いが、小学校低学年を読者対象にしているものと思われる。これについては、はやま

（2016）に詳しく述べている。  
10 湯浅、2006、43 ページ。  
11 用例は『毎日新聞』2015 年 1 月 1 日朝刊の記事をもとに筆者が作成した。  
12 田中・美野・越智・柴田、2013、38-39 ページを参照。  
13 工藤・大塚・打浪（古賀）、2012、46 ページを参照。  
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 最後に、先に挙げたように凝縮が解消されると、同じ語が繰り返し登場する可能性が高くなる。

前掲の例文では、書き換えた文章において「目標」という語が重複している。『ステージ』の創

刊に関わった野沢和弘氏は、文章をわかりやすくするために言葉を重複させることに注目

し、その重複する言葉を「のりしろ」と呼んでいる14。また、湯浅（2007）が指摘した「直

接的な表現にする」「固定化した言い回しをなくす」などは、平たくいえば「使用する語を単純

化する」と捉えられる。このことから、「わかりやすさ」を意識して書かれた文章は「語彙が多

様でない」と考えられ、語彙の多様さを示す指標である「トークン比」（Type-Token Ratio、

延べ語数に対する異なり語数の比率）は低くなると予想される。 

 以上の仮説をまとめると、次の 5 点となる。 

 

  ・漢語の割合が低い 

  ・4 字以上の漢字列が少ない 

  ・名詞の割合が低い 

  ・1 文の長さが短い 

  ・トークン比が低い 

 

 本章ではこの 5 点について、『毎日小学生新聞』のニュース記事と『毎日新聞』のニュース

記事をもとに統計的に検証し、子ども向け新聞の記事の特徴として一般化できるかどうかを示す。 

  

3.2 調査方法 

 本調査では『毎日小学生新聞』のうち、2014 年発行分を対象とする。また、一般紙と対照さ

せるため、『毎日新聞』2014 年発行分も対象とする。実際に調査する記事は、それぞれ以下に

記した方法で抽出した。記事の抽出にあたっては、『毎日小学生新聞』は毎日新聞ウェブサイト

上の「記事データベース」15、『毎日新聞』は毎日新聞社データベース「毎索」を利用した16。 

 

                                                   
14 「文字数（文章全体の字数のこと―引用者注）は二倍近くに増えるが、このように文章を

短く区切り、それぞれの文章に重複した「のりしろ」の部分を設けると、ずっとわかりやす

くなる」と述べている。野沢、2006、70 ページ。  
15 『毎日小学生新聞』の記事は、教育機関・公共機関向けの毎日新聞社データベース「毎

索」に収録されていないため、読者会員向けの「記事データベース」を利用した。なお、こ

のデータベースでは過去１年分の記事のみ検索・閲覧が可能である。  
16 以下、特に断りのない限り、『毎日新聞』の記事は毎日新聞社データベース「毎索」によ

り閲覧・引用している。  
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  ・『毎日小学生新聞』（「ニュース交差点」欄） 

   一般的なニュース記事を掲載する「ニュース交差点」欄から、各月 3 本ずつ、計 36 本の

記事を無作為抽出した。 

 

  ・『毎日新聞』（一面・総合面） 

   『毎日小学生新聞』で抽出した記事と同じ日付の『毎日新聞』東京本社版一面および総合

面（二面・三面）から、それぞれ分量が同じ程度の記事を選定した。ただし、記事内容の

かたよりを防ぐために、同じジャンルの記事が 3 本以上ふくまれないようにした17。 

 

 抽出した記事について、本文のみを形態素解析辞書「unidic-mecab 2.1.2」18によって短単位

に分割し、「1 短単位」を「1 語」とする。「短単位」とは、和語・漢語は 2 つの形態素の組み

合わせごと、外来語は 1 つの形態素ごとに 1 単位とすることを原則とした分割方法である19。解

析結果は目視により確認し、誤解析のほか、以下の修正を加えた。 

 

・固有名詞の判断は原則として unidic-mecab 2.1.2 に従うが、1 短単位からなる政党名・

大学名は解析結果に関わらず「固有名詞」とする（新聞記事にはしばしば出現する語で

あり、整合性をもたせるため）。 

 

・「未知語」と判断されたものや誤解析された名詞で、一般名詞としては存在せず、社名

や製品名などとして使われているものは「固有名詞」とする。 

 

・数字は、unidic-mecab 2.1.2 による解析では読み方によって和語か漢語に分類されるが

（たとえば、「7」は「なな」であれば和語、「しち」であれば漢語）、本調査では「数

詞」として別に扱う。また、解析では桁ごとに 1 短単位とされるが、千の位までをまと

                                                   
17 毎日新聞社データベース「毎索」では、見出しが「（ジャンル）：（内容）」というよう

に表示される（たとえば、「サッカー：Ｗ杯ブラジル大会  あす開幕  」）。この見出しの

前半部分が共通する記事を 3 本以上ふくめないように調整した。  
18 国立国語研究所の現代日本語書き言葉均衡コーパス構築のために作成されたもので、以下

のウェブサイト上に公開されている。http://sourceforge.jp/projects/unidic/（2018 年 2 月

21 日参照）  
19 詳細な認定規定は、国立国語研究所コーパス開発センターウェブサイト「書き言葉均衡コ

ー パ ス 」 に 記 載 が あ る 。 http://www.ninjal.ac.jp/corpus_center/bccwj/morphology.html

（2018 年 2 月 21 日参照）  
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めて 1 短単位とする。 

 

・ラテン文字による略語の語種はすべて「記号」として扱う。品詞については、ラテン文

字 1 字のものは「記号」、そのほかは「名詞」とする。 

 

 なお、語種の分類が不明なもの、また、電話番号や URL、原語表記の外国語は調査から除外

した。 

 このようにして得られたデータをもとに、次節以降で語種比率・4 字以上の漢字列の割合・品

詞比率・文の長さ・トークン比について調査を行なった。 

 

4. 調査結果および考察 

4.1 語種比率 

 『毎日小学生新聞』（以下、『小学生新聞』）および『毎日新聞』一面・総合面の記事につい

て、助詞・助動詞を除いて語種別（和語・漢語・外来語・混種語）に割合を求めた。結果を以下

の表 1-1 に示す（割合は小数点第 2 位を四捨五入して表示している。以下、トークン比を除くす

べての表において同じ）。 

 

表 1-1 『毎日小学生新聞』と『毎日新聞』一面・総合面の語種比率（延べ語数） 

 

 表 1-1 のとおり、『小学生新聞』と『毎日新聞』一面・総合面をくらべると、『小学生新聞』

のほうが和語と外来語の割合が高く、漢語の割合が低いことがわかる。ピアソンのカイ二乗検定

（以下、本論ではすべて「カイ二乗検定」と称する）で統計的に確認したところ、いずれも統計

的に有意差があった20。この結果は湯浅（2007）の調査結果、つまり、「漢語から和語へ」「漢

語から外来語へ」というように漢語を避ける例が多いという結果と一致している。このことから、

                                                   
20 和語と漢語は 0.1％水準、外来語は 5％水準。0.1％水準の場合、99.9％の確かさで有意と

いうことになり、非常に高い確率で差があるといえる。  

計 和 漢 外 混 計 和 漢 外 混

語数 2347 913 1250 147 37 語数 2533 823 1577 108 25

割合 100 38.9 53.3 6.3 1.6 割合 100 32.5 62.3 4.3 1.0

『毎日小学生新聞』 『毎日新聞』一面・総合面
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『小学生新聞』では漢語を避けて和語や外来語を使うという傾向が確認できた。 

なお、佐竹・岸本（1998）は、1997 年に発行された『朝日新聞』『毎日新聞』『読売新聞』

の 3 紙の一面21を対象に語彙調査を行なっているが、ここでは語種について、和語 28.0％・漢語

63.2％・外来語 3.1％・混種語 1.0％という結果が出ている。佐竹・岸本（1998）も調査単位と

して短単位をもちい、助詞・助動詞を除いて語種比率を算出しているため、その点は本調査と共

通している。ただし、漢数字は漢語、固有名詞でも外国の人名・地名は外来語に分類している点

が本調査とは異なり、漢語と外来語が多めに算出されている可能性はある。よって単純に数字を

比較することはできないが、佐竹・岸本（1998）の結果をみても、『小学生新聞』の和語・外

来語の多さと漢語の少なさはめだっている。 

 

4.2 4 字以上の漢字列の割合 

 4 字以上の漢字列とは、漢字以外の文字（かな、アルファベット、アラビア数字、記号類）を

挟まずに漢字が 4 字以上続くものとする22。句読点とカッコ類を除いたすべての文字を「総字

数」としたとき、「4 字以上の漢字列の字数／総字数×100」という計算式により求められる値

を「4 字以上の漢字列の割合」として調査した。結果を表 1-2 に示す。 

 

表 1-2 『毎日小学生新聞』と『毎日新聞』一面・総合面における 4 字以上の漢字列の割合 

 

 

 

 

 

 表からわかるように、4 字以上の漢字列の割合は『小学生新聞』のほうが『毎日新聞』よりも

6 ポイント以上少ない。総字数は同じくらいであるが、漢字列の字数は『毎日新聞』の 3 分の 2

程度である。「4 字以上の漢字列の割合」は本研究で独自に設定した項目であり、13.5 という値

自体が一般的に高いか低いかは判断しかねるが、『毎日小学生新聞』では長い漢字列が避けられ

ていることは確かであろう。 

                                                   
21 休刊日を除くすべての日の朝刊から各日 5 文ずつを無作為抽出して調査している。  
22 2 語以上にわたって連続する場合も含む。また、固有名詞に使われる漢字も除外せず含め

ている。  

『毎小』 『毎日』

総字数 7680 7673

漢字列の字数 1037 1511

割合 13.5 19.7
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計 させる ず せる た だ たい です ない べし ます られる り れる

478 1 8 3 196 36 2 39 9 0 138 8 0 38

285 0 3 6 149 68 6 1 20 2 2 6 1 21

『毎小』

『毎日』

4.3 品詞比率 

 各記事の品詞の割合を unidic-mecab 2.1.2 の品詞分類に基づいて算出した23。結果を以下の表

1-3 に示す。 

 

表 1-3 『毎日小学生新聞』と『毎日新聞』一面・総合面の品詞比率（延べ語数） 

計 名詞 代名詞 動詞 形容詞形状詞連体詞 副詞 接続詞感動詞 助詞 助動詞接頭辞接尾辞

語数 4541 2013 5 490 38 28 17 21 4 0 1189 478 48 210

割合 100 44.3 0.1 10.8 0.8 0.6 0.4 0.5 0.1 0.0 26.2 10.5 1.1 4.6

計 名詞 代名詞 動詞 形容詞形状詞連体詞 副詞 接続詞感動詞 助詞 助動詞接頭辞接尾辞

語数 4606 2189 4 496 31 45 15 16 8 0 1240 285 44 233

割合 100 47.5 0.1 10.8 0.7 1.0 0.3 0.3 0.2 0.0 26.9 6.2 1.0 5.1

『毎日新聞』一面・総合面

『毎日小学生新聞』

 

 

 表 1-3 より『小学生新聞』と『毎日新聞』一面・総合面をくらべると、差が目立つのは名詞と

助動詞である。『小学生新聞』では名詞が少なくなっている一方、助動詞が多くなっている。名

詞・動詞・助詞・助動詞についてカイ二乗検定を行なったところ24、助動詞は 0.1％水準で、名

詞は 1％水準で有意差が確認された。 

『小学生新聞』で名詞が少ないというのは、仮説のとおりである。ただし、表 1-3 では動詞の

割合は『毎日新聞』とほぼ同じであった。よって今回の調査では、湯浅（2007）の指摘する、

名詞的構文から動詞的構文への変換については統計的に確認できなかった。 

一方、『小学生新聞』で助動詞の割合が高いのは、「ます」の使用による影響とみられる。各

助動詞の出現頻度を以下の表 1-4 に示すが、ここからも「ます」の使用頻度の差が大きいことが

わかる。 

 

表 1-4 『毎日小学生新聞』と『毎日新聞』一面・総合面の各助動詞の語数 

                                                   
23 「形容動詞」（日本語教育における「ナ形容詞」）は「形状詞」と称される。  
24 語数が少ない項目については検定に向かないこと、また、多くの項目について検定を繰り

返すことは問題が生じうるという理由により、語数の多かった「名詞」「動詞」「助詞」

「助動詞」の 4 項目にしぼった。  
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 「です」の場合は、常体にしても「だ」という助動詞を使うが、「ます」は常体になると通常

は助動詞が使われない（たとえば、「書きます」は「書く」）。ただし、新聞では過去の出来事

を記すことが多いため、常体でも助動詞「た」は多く使われる。これも表 1-4 から読みとれる。

しかし、その場合も、常体であれば「た」のみであるが（「書いた」＝「書く」＋「た」）、敬

体では「ます」と「た」の両方が使われ（「書きました」＝「書く」＋「ます」＋「た」）、助

動詞の数は多くなる。よって、助動詞の数の差は、敬体と常体の違いに起因するものといえる。 

 

4.4 文の長さ 

 各記事において句点・疑問符・感嘆符を文の区切りとみなし、1 文に短単位（記号類は除く）

がいくつふくまれているかによって「文の長さ」をはかった。表 1-5 に、各紙面における文の長

さの平均と中央値を示す。 

 

表 1-5 『毎日小学生新聞』と『毎日新聞』一面・総合面の文の長さ 

 

 

 

 

 『小学生新聞』のほうがやや文が短い傾向にある。また、臨時一語の分解や助動詞の多用によ

って、文は長くても 1 文にふくまれる情報量は少なくなっている、あるいは文構造は単純にな

っているという可能性もある。それでも、本章 3.1 で言及した工藤・大塚・打浪（古賀）

（2012）の調査結果（知的障害者向けの新聞『ステージ』の 1 文あたりの品詞数は『朝日新

聞』の 3 分の 2 程度）をふまえると、『小学生新聞』の文の長さは、『毎日新聞』の 6 分の 5

程度であり、わかりやすさに配慮した記事にしては長いとみられる。よって、『小学生新聞』で

は「文の長さ」をわかりやすさの要素として重視する傾向はみられないといえる。 

この結果から示唆されるのは、文章をわかりやすくするための 1 つの手段として 1 文を短く

することがあげられるものの、1 文が長いからといって必ずしもわかりにくさにはつながらない

ということである。これについては今後の研究において、情報量や係り受け構造など質的な調査

も行なってあらためて検証していくこととしたい。 

 

 

『毎小』 『毎日』

平均 24.6 28.3

中央値 22 26



20 

 

4.5 トークン比 

 unidic-mecab 2.1.2 の解析結果から延べ語数と異なり語数を求め、「異なり語数／延べ語数」

という計算により「トークン比」を算出した。なお、数詞は語数から除外し、異なり語数につい

ては、「語彙素」「語彙素読み」「品詞」が一致するものを同一語として調査した25。結果を以

下の表 1-6 に示す（割合は小数点第 3 位を四捨五入して表示している。以下、すべてのトークン

比の表において同じ）。 

 

表 1-6 『毎日小学生新聞』と『毎日新聞』一面・総合面のトークン比 

 

 

 

 

 

 表のとおり、『小学生新聞』と『毎日新聞』のトークン比はほぼ同じであった。この結果から、

『小学生新聞』が同じ語を繰り返し用いて説明しているという特徴は見出せない。今回調査対象

とした『小学生新聞』の「ニュース交差点」欄は記事 1 本あたり 200 字前後と短く、内容が異

なるものをまとめて分析したため、語彙が多様になったことも考えられる。『小学生新聞』の一

面には 1 つのニュースを詳しく解説する記事が掲載されることがあるが、これを調査すれば、

また異なる結果となるかもしれない。これについても今後改めて調査していくこととする。 

 

5. まとめおよび実際の記事文による確認 

 本章では、語種比率・4 字以上の漢字列の割合・品詞比率・文の長さ・トークン比という 5 つ

の観点から、『小学生新聞』のニュース記事を『毎日新聞』一面・総合面の記事と対照させた。

その結果、『小学生新聞』には以下の特徴が本調査によって確認され、湯浅（2007）の分析結

                                                   
25 「語彙素」は、「国語辞典の見出し語に相当する」（小木曽、2014、101 ページ）もので

あり、表記や語形の違いは考慮されない（たとえば、「玉葱」「たまねぎ」「玉ネギ」とい

う異表記はすべて語彙素「玉葱」、「やはり」「やっぱり」という異語形はすべて語彙素

「矢張り」として認定される。なお、語彙素は漢字表記で出力される）。ただし、漢字が同

じで読みが異なる語彙素は表面的には区別がつかない（たとえば、「きょう」と読む語彙素

「今日」と「こんにち」と読む語彙素「今日」）。また、語彙素と語彙素読みが同じでも、

品詞が異なる場合がある（たとえば、接続詞の「また」と副詞の「また」。これらはいずれ

も語彙素が「又」、語彙素読みが「また」である）。そのため、同一語を認定するにあたり

「語彙素」「語彙素読み」「品詞」の 3 つが一致することを条件とした。  

『毎小』 『毎日』

延べ語数 4306 4393

異なり語数 1383 1361

トークン比 0.32 0.31
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果の一部を統計的にも示すことができた。文の長さとトークン比については本研究の仮説に反し、

数値のうえでは一般紙との差はみられなかった。 

 

  ・語種比率：漢語を避け、かわりに和語や外来語を使用する傾向にある。 

  ・4 字以上の漢字列の割合：長い漢字列を避ける傾向にある。 

  ・品詞比率：「名詞的構文から動詞的構文へ」といえるほど動詞が多くはなかったが、名詞

の割合はやや低い。 

  ・文の長さ：『毎日新聞』一面・総合面の記事とほぼ同じである。 

  ・トークン比：『毎日新聞』一面・総合面の記事とほぼ同じである。 

 

 この結果について、実際の『小学生新聞』の記事文によって確認してみる。以下は本調査で対

象とした記事の一つで、2014 年 7 月 24 日に掲載された「中国から期限切れ鶏肉」というタイ

トルの記事である。 

 

   日本マクドナルドと大手コンビニエンスストア、ファミリーマートは、22 日からチキン

ナゲットなどの販売を中止しました。ナゲットを仕入れていた中国の食肉加工会社が、品質

保持期限の切れた鶏肉を混ぜていたためです。中国の国家食品薬品監督総局は調査に乗りだ

し、警察も捜査を始めました。品質保持期限は日本の消費期限に当たり、安心して食べられ

る期限を示します。厚生労働省によると、これまでに国内で体調が悪くなったという報告は

ありません。 

   日本マクドナルドは、仕入れ先を別工場に切り替え、販売を再開します。 

 

 これに対応する『毎日新聞』の記事は、2014 年 7 月 23 日朝刊一面に掲載された「中国から

期限切れ鶏肉か」というタイトルの記事である。『小学生新聞』の記事と対応する箇所を以下に

抜粋する。 

 

   日本マクドナルドは 22 日、一部店舗でチキンマックナゲットの販売を中止したと発表し

た。ナゲットの仕入れ先である中国の食肉加工会社「上海福喜食品」で、品質保持期限が切

れた鶏肉を混ぜて使用していた疑いが浮上したため。（中略）品質保持期限は日本の消費期

限に当たり、安心して食べられる期限を示す。（中略）厚労省によると、これまで国内での
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健康被害は報告されていない。（中略）仕入れ先をタイや中国の別工場に切り替えており、

23 日には全店で販売を再開する方針だ。 

 

 全体の印象としては『小学生新聞』のほうも「食肉加工会社」「品質保持期限」などの 4 字

以上の漢字列が目立つかもしれない。ただし、『小学生新聞』記事引用部分の 5 行目後半から 6

行目にかけて「国内で体調が悪くなったという報告はありません。」という表現があるが、この

部分は『毎日新聞』では「これまで国内での健康被害は報告されていない。」となっている。こ

こでは「健康被害」という漢語名詞かつ 4 字の漢字列が、『小学生新聞』では「体調が悪くな

った」というように動詞的構文に書き換えられ、長い漢字列が解消されている。反対に、この操

作がなされた分、文の長さは長くなっているといえる。一方で、文末の表現に注目すると、『毎

日新聞』では「中止したと発表した。」「販売を再開する方針だ。」とされている部分が『小学

生新聞』ではそれぞれ「中止しました。」「販売を再開します。」とされるなど、事実を言い切

る形になっている。これについては文が短くなる方向に働くため、結果として『小学生新聞』の

文は『毎日新聞』に比べて「長くはないが、特別短いわけでもない」ということになるのである。 
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第 2 章 一般紙解説記事  

 

1. はじめに 

 第 1 章では子ども向け新聞の分析を行なったが、子ども向けの新聞や記事と同様に、

近年の新聞に盛んに掲載されているのが、わかりやすさを重視したニュース解説の記事で

ある。雑誌『新聞研究』では 2010 年 4 月号から「わかりやすさを考える」という連載が

はじまり、2013 年 8 月号にいたるまで各紙の担当者が「わかりやすさ」に対する自社の

取り組みを紹介した。それほど一般紙においても「わかりやすさ」がキーワードとして認

識されているといえる。具体的な事例としては、たとえば『毎日新聞』の「質問なるほド

リ」や『朝日新聞』の「いちからわかる！」など、Q&A 形式によって解説する記事が毎

日のようにみられるようになった。本研究では、このように文章やレイアウトの形式を工

夫して解説した記事を「解説記事」と呼ぶこととする。  

 Q&A 形式の記事自体は近年あらたに登場したわけではない。『毎日新聞  縮刷版』に

より確認したところ、1999 年には現在と同じような形のもので「ニュースがわかる

Q&A」という欄が設けられていた 1。また、時代をさかのぼると、『読売新聞』では

1887 年 10 月 1 日別刷として「國會問答」という記事が掲載された。これは 3 年後に開

設される国会について解説したもので、はじめに「誰人にも解し易きにあるを以て問答の

躰裁を以て説明することゝ爲せり」と述べられている2。問答の冒頭は次のように始まっ

ている。 

 

  問 國會の事を御説明下さる譯ならば先づ第一に國會といふは何の事なりや伺度候  

  答 委細承知致し候國會が如何んな物といふことは既に御承知の事と存じたれど左様

ならば申上ぐ可し國會といふことを一口に中
なを

せば國の政治を相談する集會に御座

候（以下略）  

 

 使われている語は現代とは異なるが、形式としては以下の『毎日新聞』「質問なるほド

リ」欄のような Q&A 形式の記事と類似している3。 

                                                   
1 本章末尾の別表を参照。  
2 『読売新聞』1887 年 10 月 1 日別刷掲載記事。ふりがなは省略した。以下、すべての引用

について同じ。  
3 『毎日新聞』2017 年 1 月 31 日朝刊掲載記事。  
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  なるほドリ 東京電力福島第１原発２号機で溶融燃料の可能性がある物質が見つかっ

たけど、そもそも何なの？  

  記者 東日本大震災の際、福島第１原発１～３号機は原子炉を冷やす電源を失い、核

燃料が溶けました。これが原子炉内の制御棒などと混じってどろどろに溶け、

冷えて固まったものを溶融燃料と言います。（以下略）  

 

 このように、Q&A 形式はわかりやすく解説するための手法として古くから利用されて

きたことがわかる。  

 その一方で、使われている表現に注目すると、一般のニュース記事を単に「です・ま

す」体や対話形式にしただけのように感じられるものもある。たとえば、『毎日新聞』

2014 年 6 月 5 日朝刊の「質問なるほドリ」欄には、以下のような質問からはじまる記事

が掲載されている。  

 

  大阪市の准看護師の女性（29）が東京・八王子のトランクルームから遺体で見つか

った事件で、関与が疑われている元同級生の日系ブラジル人の女（29）が中国・上海

で公安当局に身柄を拘束されたと聞いたよ。日本の捜査当局は引き渡しを求めるの？  

 

 上記の記事は極端な例かもしれないが、このような解説記事にも、子ども向け新聞の記

事と共通する特徴があるのか、あるいはやはり一般のニュース記事に類似しているのか。

本章ではこの点について明らかにしたい。  

 

2. 先行研究 

 一般紙におけるわかりやすさを重視した記事については、東（2009）が『朝日新聞』

の Q&A 形式の解説記事「ニュースがわからん！」欄4に言及している。東（2009）によ

れば、2006 年の連載開始当初から記事本文では役割語的表現を多用し（たとえば「どん

な番組が見られるんじゃ。」5）、読者に「そこで取り交わされる対話を、見聞きするよ

                                                   
4 2006 年 4 月 1 日にはじまり、2014 年 1 月 27 日朝刊からは「ニュースがわかる！」、2014

年 4 月 3 日朝刊からは「いちからわかる！」として連載されている。  
5 『朝日新聞』2006 年 4 月 1 日朝刊「ニュースがわからん！」欄。  
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うなイメージ」6を抱かせていたが、翌年のリニューアルの際には本文だけではなく見出

しにも役割語を使用するようになった（たとえば「犯罪収益移転防止法って何じゃ」7）。

さらにその翌年には、見出しに対する回答の文に話しことば的な文末表現を使うようにな

り（たとえば、見出し「75 歳からなぜ後期高齢者なんじゃ」、回答「小泉首相の時、新

医療制度のために分けたんだ」8）、リニューアルのたびに対話形式をより積極的に取り

入れるようになっているということである。  

 東（2009）の指摘は、Q&A 形式の記事の特徴を「対話」という視点から捉え、その機

能を考察している点で参考になる。その上で、本研究では文章全体を計量的に分析するこ

とにより解説記事の特徴をさらに示していくとともに、「わかりやすさ」が意識されて書

かれた場合にどのような特徴が現れるのかを考察する。  

 

3. 調査方法 

 調査項目については、本論第 1 章と同じく、以下の 5 つとする。 

 

  ・語種比率 

  ・4 字以上の漢字列の割合  

  ・品詞比率 

  ・1 文の長さ 

  ・トークン比 

 

 調査対象とする記事は、『毎日新聞』2014 年発行分から以下に記した方法で抽出した。  

 

  ・『毎日新聞』（「質問なるほドリ」欄）  

   Q&A 形式の解説記事である「質問なるほドリ」欄から、各月 1 本ずつ、計 12 本

の記事を無作為抽出した。  

 

 

                                                   
6 東、2009、14 ページ。  
7 『朝日新聞』2007 年 4 月 17 日朝刊「ニュースがわからん！」欄。  
8 『朝日新聞』2008 年 4 月 24 日朝刊「ニュースがわからん！」欄。  
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  ・『毎日新聞』（一面・総合面）  

   本論第 1 章と同じ『毎日新聞』東京本社版一面および総合面（二面・三面）の記

事を用いた。 

 

 抽出した記事について、本文のみを形態素解析辞書「unidic-mecab 2.1.2」によって短

単位に分割し、分析を行なった。  

 

4. 調査結果および考察 

4.1 語種比率 

 『毎日新聞』の「質問なるほドリ」欄（以下、「質問」欄）および一面・総合面の記事

について、助詞・助動詞を除いて語種別（和語・漢語・外来語・混種語）に割合を求めた。

結果を以下の表 2-1 に示す。  

 

表 2-1 『毎日新聞』「質問なるほドリ」欄と一面・総合面の語種比率（延べ語数）  

 

 「質問」欄と一面・総合面をくらべると、「質問」欄のほうが和語が多く、漢語が少な

くなっており、この点は『小学生新聞』とも共通している。数値としても一面・総合面と

は 7 ポイント程度の開きがあり、カイ二乗検定を行なうと、和語・漢語ともに 0.1％水準

で有意差が確認された。ただし、外来語については「質問」欄と一面・総合面で顕著な差

はなく、外来語の多かった『小学生新聞』の場合とは特徴が異なる。これについては、想

定する読者層の違いが関係していると考えられる。『小学生新聞』はその名のとおり、基

本的には小学生という幼少年層を対象とした新聞である。一方、「質問」欄は特定の年齢

層を対象としているわけではなく、幅広い年齢層の読者が想定される。陣内（2007）が

外来語に関する各種の世論調査をふまえて述べているように、「高齢者ほど外来語の認知

度が低く、また外来語化に批判的だ」9という傾向がある。「幼少年層は外来語をよく理

                                                   
9 陣内、2007、83 ページ。  

計 和 漢 外 混 計 和 漢 外 混

語数 2990 1208 1649 104 29 語数 2533 823 1577 108 25

割合 100 40.4 55.2 3.5 1.0 割合 100 32.5 62.3 4.3 1.0

『毎日新聞』「質問なるほドリ」 『毎日新聞』一面・総合面
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解し、高齢層は外来語をあまり知らない」と決めつけるわけではないが、「質問」欄では

その点を考慮して外来語を多用しないようにしている可能性がある。 

 このような相違はあるものの、和語と漢語の割合は『小学生新聞』と類似しており、漢

語を避けて和語が多く用いられていることが確認された。これは記者が意識的にそうして

いることも考えられるが、無意識に漢語よりも和語を選んでいる可能性もある。その場合、

「わかりやすさ」が意識されているときの語選択として語種が大きく関わっているといえ

る。 

 

4.2 4 字以上の漢字列の割合  

 本論第 1 章で記したとおり、漢字以外の文字（かな、アルファベット、アラビア数字、

記号類）を挟まずに漢字が 4 字以上続くものを「4 字以上の漢字列」とする。その上で、

句読点とカッコ類を除いたすべての文字を「総字数」としたときに「4 字以上の漢字列の

字数／総字数×100」という計算式で求められる値を「4 字以上の漢字列の割合」として

調査した。結果を以下の表 2-2 に示す。 

 

表 2-2 『毎日新聞』「質問なるほドリ」欄と一面・総合面における  

4 字以上の漢字列の割合  

 

 

 

 

 

 表のとおり、「質問」欄では一面・総合面に比べて７ポイント以上低くなっている。本

論第 1 章の表 1-2 で示した『小学生新聞』での割合は 13.5％であり、「質問」欄は『小

学生新聞』と比べても 4 字以上の漢字列の割合が低く、長い漢字列が避けられているこ

とが確認できる。  

 

 

 

 

「質問」 一・総

総字数 9284 7673

漢字列の字数 1135 1511

割合 12.2 19.7
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4.3 品詞比率 

 各記事の品詞の割合を unidic-mecab 2.1.2 の品詞分類に基づいて算出した結果10、以下

の表 2-3 のとおりとなった。  

 

表 2-3 『毎日新聞』「質問なるほドリ」欄と一面・総合面の品詞比率（延べ語数）  

 

表 2-3 より、「質問」欄と一面・総合面をくらべると、「質問」欄は名詞の割合が 10

ポイント近く低いのに対し、動詞の割合は高い。このことは、湯浅（2007）のいう「動

詞的構文」が多いことを示していると考えられる。  

ここで、先行研究を参照してみる。表 2-4 は、山崎（2014）が国立国語研究所の「現

代日本語書き言葉均衡コーパス」をもちいて行なった品詞比率の調査（調査単位は本調査

と同じく短単位）から「Yahoo!知恵袋」と「新聞」の結果を抜粋したものと、本調査の

「質問」欄の結果を並べたものである。  

 

表 2-4 山崎（2014）の「Yahoo!知恵袋」と「新聞」、および  

本調査の「質問なるほドリ」欄の品詞比率（いずれも延べ語数）11 

 

山崎（2014）と本調査では数詞の扱いがやや異なるため単純には比較できないが、名

                                                   
10 「形容動詞」（日本語教育における「ナ形容詞」）は「形状詞」という名称で示される。  
11 山崎（2014:87）より抜粋した「Yahoo!知恵袋」と「新聞」の結果は、数値の表示を本研

究の調査結果の表示とそろえるため、小数点第 2 位を四捨五入した。  

計 名詞 代名詞 動詞 形容詞形状詞連体詞 副詞 接続詞感動詞 助詞 助動詞接頭辞接尾辞

語数 5642 2145 23 695 64 59 28 50 18 2 1699 593 49 217

割合 100 38.0 0.4 12.3 1.1 1.0 0.5 0.9 0.3 0.0 30.1 10.5 0.9 3.8

計 名詞 代名詞 動詞 形容詞形状詞連体詞 副詞 接続詞感動詞 助詞 助動詞接頭辞接尾辞

語数 4606 2189 4 496 31 45 15 16 8 0 1240 285 44 233

割合 100 47.5 0.1 10.8 0.7 1.0 0.3 0.3 0.2 0.0 26.9 6.2 1.0 5.1

『毎日新聞』「質問なるほドリ」

『毎日新聞』一面・総合面

計 名詞 代名詞 動詞 形容詞形状詞連体詞 副詞 接続詞感動詞 助詞 助動詞接頭辞接尾辞

100% 28.0 1.5 14.4 2.3 1.3 0.7 2.1 0.3 0.1 32.3 14.0 0.8 2.3

100% 46.5 0.5 10.8 1.0 0.9 0.4 0.8 0.2 0.0 27.0 6.5 0.9 4.5

100% 38.0 0.4 12.3 1.1 1.0 0.5 0.9 0.3 0.0 30.1 10.5 0.9 3.8

知恵袋

新聞

｢質問｣
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詞・動詞・助詞・助動詞に着目すると「質問」欄は「知恵袋」と「新聞」の中間の値を示

している。「知恵袋」は利用登録制のウェブサイト上のサービスで、質問を投稿すると他

の利用者から回答を得られるというものである。つまり、そこでのやりとりは Q&A 形式

であり、その点をふまえると、「質問」欄はまさに Q&A の文章と新聞記事の中間という

ことになる。数値が中間だからという理由で文体自体が中間的なものであるということは

できないものの、これらの品詞は構文や文末表現など文体への影響が大きいといえ、検討

する余地はあると思われる。この点については質的な調査と合わせて分析していくことと

し、本論では可能性の指摘のみにとどめる。  

 

4.4 文の長さ 

 本論第 1 章と同様、句点・疑問符・感嘆符を文の区切りとみなし、1 文にふくまれる短

単位数（記号類は除く）によって「文の長さ」をはかった。なお、「質問」欄では質問の

部分が短い文で構成されることも多く、回答部分との長さの差が大きい。そのため、回答

部分のみを対象とした場合も調査した。各欄における文の長さの平均と中央値を以下の表

2-5 に示す。 

 

表 2-5 『毎日新聞』「質問なるほドリ」欄と一面・総合面の文の長さ 

 

 

 

 

 「質問」欄全体では一面・総合面と比べて文の長さが短いが、回答部分のみでみると、

「質問」欄と一面・総合面でほとんど相違はない。よって、「質問」欄の文の長さはけっ

して短いとはいえないが、とくべつ長いわけでもない。この点では『小学生新聞』と同様

である。しかしながら、文の長さは同じでも質的に異なることは考えられる。この点の検

証については次のトークン比の調査とも関連づけながら、第 5 節で実際の記事文を観察

することで確認したい。 

 

4.5 トークン比 

 「異なり語数／延べ語数」という計算を行ない、「トークン比」を算出した。結果を以

「質問」 「質問」答 一・総

平均 22.6 26.1 28.3

中央値 21 25 26
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下の表 2-6 に示す。数詞は語数から除外し、異なり語数は、「語彙素」「語彙素読み」

「品詞」が一致するものを同一語として調査している。  

 

表 2-6 『毎日新聞』「質問なるほドリ」欄と一面・総合面のトークン比  

 

 

 

 

 第 1 章の『小学生新聞』の場合と異なり、「質問」欄は一面・総合面に比べてトーク

ン比が低い。これは「質問」欄全体でも回答部分のみでも同様である。トークン比は、考

えられうる最大の値が 1 であり、これはすべての語がそれぞれ異なる場合である。つま

り、トークン比が 1 に近いほど語彙が豊富であり、トークン比が低いほど同じ語が繰り

返し使われているということになる。このことから、「質問」欄は一面・総合面と比べて

同じ語を繰り返し使って記述されている可能性が高いといえる。  

 

5. まとめおよび実際の記事文による確認  

 本章では、第 1 章と同じく語種比率・4 字以上の漢字列の割合・品詞比率・文の長さ・

トークン比の 5 つを調査することで、「質問」欄の記事を『毎日新聞』一面・総合面の

記事と対照させた。その結果、「質問」欄には次のような特徴が認められた。  

 

  ・語種比率：漢語を避けて和語を使用する傾向にある。ただし、外来語は多用されな

い。 

  ・4 字以上の漢字列の割合：長い漢字列を避ける傾向にある。  

  ・品詞比率：名詞の割合が低く、動詞の割合が高い。助詞・助動詞もふくめて、数値

としては「現代日本語書き言葉均衡コーパス」における「Yahoo!知恵

袋」と「新聞」、つまり Q&A の文章と新聞記事の文章の「中間」であ

る。 

  ・文の長さ：『毎日新聞』一面・総合面の記事とほぼ同じである。  

  ・トークン比：『毎日新聞』一面・総合面の記事に比べて低い。  

 

「質問」 「質問」答 一・総

延べ語数 5000 4767 4393

異なり語数 1277 1210 1361

トークン比 0.26 0.25 0.31
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 この結果を実際の「質問」欄の記事文によって確認する。以下は本調査で対象とした記

事のうち、2014 年 8 月 6 日に掲載された「国のデフォルトって？」の冒頭部分である。

囲み線は筆者により付した。  

 

   なるほドリ アルゼンチンがデフォルトしたって聞いたけど、どういうこと？  

   記者  借金（債務）の返済ができなくなることを債務不履行、英語でデフォル

トと言います。国は、税金だけで国の事業を行えない場合、国の借金である国債を発

行して投資家に買ってもらい、お金を集めます。投資家には、利子を払ったり、約

束した時期にお金を払い戻し（償還）たりします。利払いや、払い戻しをできなく

なることがデフォルトです。  

 

 元になった記事がないために語種の変換や構文の変換をみることは難しいが、囲み線

を付した部分に注目したい。囲み線の部分は、連続する 2 文で重複する語である。本論

第 1 章 3.1 で言及した野沢（2006）のことばを借りれば「のりしろ」と呼べるものであ

る。この「のりしろ」を活用して文を分割し、1 つの文に含める情報量を減らしているこ

とが見てとれる。さらにこの例では、はじめに「デフォルト」という語の意味を示し、

その後に説明を加えて「～ことがデフォルトです」という形でまとめている。ここでも

「デフォルト」という語が繰り返し使われている。このことは「質問」欄のトークン比

が『毎日新聞』一面・総合面の記事に比べて低いという結果と一致する。上の例では、

たとえば「国は、税金だけで国の事業を行えない場合、国の借金である国債を発行して

投資家に買ってもらい、お金を集めます。」という部分は文が短いとはいえないが、

「のりしろ」の活用、トークン比の低さを考えると、文章の構成としては『毎日新聞』

一面・総合面とは異なることがわかる。  
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第 3 章 知的障害者向け政府刊行物「わかりやすい版」 

 

1. はじめに 

 前章まででは、小学生向けや一般読者向けの「わかりやすい」記事について考察した。

一般紙の解説記事の中では確かに「わかりやすさ」の要素が確認されたが、それでも「誰

もが読める」ほどやさしいかどうかは疑問である。もし知的障害があって文章の理解に困

難がある場合、一般紙の解説記事ではまだ理解できないかもしれない。小学生向けの記事

であれば、漢字に振りがなも付してあり、理解が進む可能性はある。ところが、成人の知

的障害者にとっては、小学生向けの記事の内容は自身の関心に合うとは限らず、また、

「子どもっぽい」ために読む意欲が失われることもあるだろう。「子ども向けの記事で我

慢する」ことを強いるような状況は、情報保障の観点から決して適切ではない。  

 そこで、「誰もが読める新聞」を目標として 1996 年に『ステージ』という新聞が創刊

された1。この新聞は社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会によって年 4 回発行の季刊紙

として発行され、知的障害者自身も編集委員として紙面作成に加わっていた。全日本手を

つなぐ育成会の解散に伴い、2014 年 3 月より休刊となっているが、後継団体である全国

手をつなぐ育成会連合会の情報誌『手をつなぐ』で 2016 年 6 月号から「ニュースのじか

ん」というニュース解説欄が設けられている。  

 また、ニュース以外では、2000 年代後半頃から政府が障害者に関わる法律・施策等を

解説する冊子やウェブ上の記事において、知的障害者が理解できるように配慮された「わ

かりやすい版」が発行されている。2016 年 4 月には「障害を理由とする差別の解消の推

進に関する法律」（「障害者差別解消法」）が施行されたことで、理解しやすい形で情報

を提供することは知的障害者への合理的配慮として必要不可欠なものとなった。これによ

り、「わかりやすい」形での情報提供はますます重要な課題となり、「わかりやすい版」

作成の取り組みも増えていくものと思われる。それでは、政府刊行物の「わかりやすい

版」にはどのような特徴があるのだろうか。  

 本章では、これまでに発行された「わかりやすい版」の言語的特徴を調査することで、

わかりやすくするためにどのような工夫がなされているかを明らかにし、さらには今後の

「わかりやすい版」作成に寄与することをめざす。  

 

                                                   
1 創刊の経緯については、野沢（2006）に詳しい。  
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2. 先行研究 

2.1 政府刊行物の「わかりやすい版」について  

 本論序論でも記したとおり、「わかりやすさ」に関しては近年、外国人や障害者への

「やさしい日本語」による情報提供という観点から研究が進んでおり、災害時の情報保障

を論じた佐藤（2009）や公文書の書き換えについて検討した庵・岩田・森（2011）など

がある。知的障害者への情報保障に重点を置いた研究としては、後述のように知的障害者

向け新聞を対象とした研究がいくつかあるものの、政府刊行物の「わかりやすい版」につ

いてはほとんど研究の対象になっていない。数少ない研究の一つとして、武藤・川崎・小

林・杉本・末田（2010）が障害者自立支援法の紹介冊子「パンフレット 障害者自立支

援法――使ってみよう新しい制度」をもとに行なった調査がある。  

 武藤・川崎・小林・杉本・末田（2010）では「1 文の長さと句読点の量」「漢字の量

とふりがな」「主語」「分かり易い言葉への置き換え」「文の分割」という観点から「わ

かりやすい版」と一般向けの冊子を対照させている。その結果、「わかりやすい版」は 1

文の長さが平均 30 字であり（一般向け冊子は平均 45 字）、漢字の割合が 30％程度に抑

えられている（一般向け冊子は 50％程度）、また、「わかりやすい版」は一般向け冊子

にくらべて約 9.7 倍主語を明示していることを計量的に示している。さらに、一般向け冊

子では「創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等」としているところを、

「わかりやすい版」では「生活上の相談 スポーツ、レクリエーション、焼き物、絵を描

く など」とするように、具体的な表現を用いるなどの傾向があることを指摘している。  

 武藤・川崎・小林・杉本・末田（2010）の調査は「わかりやすい版」の言語的特徴を

理解する上で有益なものである。ただし、1 つの冊子のみが対象であり、各種の「わかり

やすい版」にも共通する特徴であるかどうかを示すにはさらなる調査が必要である。  

 

2.2 その他の「わかりやすい」情報提供について  

 次の節で詳しく示すが、政府刊行物の「わかりやすい版」は、障害者団体や特別支援学

校に所属する知的障害者が協力して作成される場合が多い。政府刊行物以外では、これと

同じような方法で作られたものとして知的障害者向けの新聞『ステージ』が存在した。  

 羽山（2010）は、『ステージ』のニュース記事と『毎日新聞』の記事を計量的に対照

させ、『ステージ』の方が『毎日新聞』よりも漢字や長い漢字列（4 字以上漢字が続く文

字列）が少なく、1 文が短いという結果を示している。  
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 及川・大塚・打浪（古賀）（2014）は、『ステージ』の記事と『朝日新聞』の記事を

計量的に分析した結果、『ステージ』ではサ変名詞や数詞の使用割合が低く、並列の接続

詞の使用割合が高いことを指摘している。また、構文的な複雑さについては 2 紙で差が

みられないことを明らかにしている。  

 打浪（古賀）（2014）は、『ステージ』の編集会議における知的障害者の発言を調査

し、どのような表現が理解困難であるかを分析している。その結果、日常生活で聞きなれ

ない語、特に漢語や外来語に理解困難な語が多く、日本語を母語としない者にとっての

「わかりやすさ」とも共通する点があると述べている。その一方、「措置」といった福祉

関連の語は想起されやすく、地名の「ソチ」（2014 年冬季オリンピックが開催された

地）も「措置」と誤解された事例などをもとに、知的障害者にとって身近な表現の中には

一般的なわかりやすさとは一線を画すものもあると指摘している。  

 打浪・大塚・岩田・熊野・後藤・田中（2016）は、国内在住の外国人を対象とした

「やさしい日本語」によるニュースサイトである NHK の「NEWSWEB EASY」の記事

と『ステージ』の記事を計量的に分析している。その結果、『ステージ』では

「NEWSWEB EASY」よりも多くの難解語彙（日本語能力試験旧 2 級・1 級レベルの

語）が使われていることが明らかにされた。その要因としては『ステージ』での福祉用語

の存在を挙げており、想定している読者にとっては馴染み深いものであると指摘している。  

 以上の研究により、『ステージ』の語彙とわかりやすさの関係については明らかになり

つつある。特に、一般的にわかりやすいと考えられる語と知的障害者にとってわかりやす

い語が必ずしも一致しないという点は、わかりやすい情報提供を行なうにあたって欠かす

ことのできない知見である。  

 一方で、語彙以外の要素、たとえば表記や文の長さなどを含めて総合的に分析した研究

は、まだ十分になされているとはいえない。しかしながら、わかりやすさを目指して書か

れた文章の特徴をさまざまな角度から明らかにすることで、「わかりやすさ」というもの

を立体的にとらえることが初めて可能になると考えられる。  

 

3. 「わかりやすい版」の言語的特徴  

3.1 調査対象冊子 

 2015 年度までに発行された政府刊行物の「わかりやすい版」すべてを対象として調査

を行なう。本調査では、「わかりやすい版」と明記されたもの、もしくは知的障害者団体
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や特別支援学校が協力して作成されたものを「わかりやすい版」とする。発行が確認でき

たものは以下に挙げた 8 冊である（カッコ内は、発行者、発行年、協力団体、形態・総

ページ数）。発行順にアルファベットの記号をつけ、本章で冊子名の代わりに用いること

とする。 

 

  a.「パンフレット 障害者自立支援法――使ってみよう新しい制度」（厚生労働省、

2007 年、全日本手をつなぐ育成会、A4・8 ページ2） 

  b.「わかりやすい障害者計画」（内閣府、2008 年、全日本手をつなぐ育成会、A4 冊

子・16 ページ） 

  c.「障害者制度改革推進のための基本的方向（第一次意見）〈わかりやすい版〉」

（内閣府、2010 年、A4 冊子・12 ページ）  

  d.「障害者制度改革推進のための第二次意見 わかりやすい版」（内閣府、2011 年、

A4 冊子・16 ページ）  

  e.「改正障害者基本法〈わかりやすい版〉」（内閣府、2011 年、A4 冊子・16 ペー

ジ） 

  f.「障害者差別解消法ができました わかりやすい版」（内閣府、2014 年、全日本

手をつなぐ育成会・ピープルファースト北海道、A4 冊子・4 ページ） 

  g.「障害者基本計画・わかりやすい版」（内閣府、2015 年、筑波大学附属大塚特別

支援学校・東京都立青鳥特別支援学校、A4 冊子・8 ページ） 

  h.「平成 28 年 4 月 1 日から障害者差別解消法がスタートします！」（内閣府、2016

年、愛知県立半田特別支援学校桃花校舎・筑波大学附属大塚特別支援学校・福島

県立いわき養護学校くぼた校3、A4 冊子・8 ページ） 

 

 また、「わかりやすい版」と対照させるものとして、先の  f「障害者差別解消法ができ

ました わかりやすい版」の一般向け版といえる以下の冊子も調査する。  

 

                                                   
2 A2 サイズを四つ折りにしたパンフレットである。総ページ数は A4 判として数えている。

実際には、表紙と裏表紙がそれぞれ A4 サイズ、表紙・裏表紙の下の面が A3 サイズで 1 ペ

ージ、裏面が A2 サイズで 1 ページとしてレイアウトされている。  
3 そのほか、協力者として、佐々木信行氏、筑波大学  柘植雅義氏、明蓬館高等学校  南雲明

彦氏の名が記されている。  
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  F.「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 障害者差別解消法が制定され

ました」 （内閣府、2013 年、A4 冊子・4 ページ） 

 

 この冊子は一般向けではあるが、イラストや表、Q&A などを取り入れ、一見すると

「わかりやすい版」のようにも思えるものである。これと「わかりやすい版」を対照させ

ることにより、知的障害者向けの「わかりやすさ」と一般向けの「わかりやすさ」の異同

が明らかとなり、「わかりやすい版」の特徴をより明確に示すことができると考える。  

 なお、地方自治体や障害者団体が発行する「わかりやすい版」もいくつか確認できる。

たとえば、「第 4 次大阪府障がい者計画【わかりやすい版】」（大阪府、2012 年）や

「第 3 期  横浜市障害者プラン」（横浜市、2015 年）、「障害者差別解消法ってな

に？」（日本障害フォーラム、2013 年）などがあるが、本研究では扱わない。  

 

3.2 調査方法 

 本章では調査項目を設定するにあたり、「知的障害のある人の合理的配慮」検討協議会

（2015）「わかりやすい情報提供のガイドライン」（以下、「ガイドライン」と称す

る）を参照した4。 

 「ガイドライン」は、「無理解、無策な状態」 5にある知的障害者への情報提供を改

善・推進するために、わかりやすい文章を書くときのポイントをまとめたものである。こ

こに記されているポイントは、これまでの知的障害者向けの「わかりやすい」情報提供の

実践の中から得られた経験的な知見や質的調査からの示唆を中心にまとめられている 6。

たとえば、「二重否定は使わない」という項目が挙げられており、以下のような改善例が

示されている7。 

 

                                                   
4 このほか、知的障害者向けの情報をわかりやすくするためのガイドラインとしては、北九

州市手をつなぐ育成会（2011）によって作成されたものがあるが、これは福祉施設で配付・

掲示する案内等に的を絞ったものである。  
5 「知的障害のある人の合理的配慮」検討協議会、2015、1 ページ。 
6 「ガイドライン」には、野沢（2006）、藤澤・服部（2009）、打浪（古賀）（2014）を参

照したことが記されている。また、「ガイドライン」の中で示された文例は、近畿視覚障害

者情報サービス研究協議会  LL ブック特別研究グループ（ 2011）および藤澤・河西

（2012）から転載されている。  
7 「知的障害のある人の合理的配慮」検討協議会、2015、3 ページ。分かち書きは原文のま

ま。  
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  本の返却が遅れた場合、図書館に連絡をしないということはないようにしてください。  

     ↓ 

  本の返却が 遅れた場合、図書館に 連絡してください。  

 

 「ガイドライン」で提示されている項目は、前述のとおり実際の取り組みの中で得られ

た経験的な知見であり、科学的に「わかりやすさ」が証明されているわけではない。その

ため、それらの項目を無批判に信頼することはできないが、少なくとも一定の知的障害者

にとって、わかりやすい文章のためのポイントとなっていることは確かである。  

 本調査で対象とする「わかりやすい版」は、a～f は「ガイドライン」が発行される前

に作られたものであり、g と h についても特別支援学校が協力しているため、「ガイドラ

イン」は参照されていないとみられる。そこで、「わかりやすい版」を「ガイドライン」

と照らし合わせることにより、「わかりやすい版」の特徴を見出すと同時に、それぞれの

経験的知見が一般化され得るものかどうかを実証する。  

 「ガイドライン」は、「1. テキスト（文章）について」「2. レイアウトについて」

「3. 伝達手段」「4. 注意事項」の 4 つのパートからなる。本研究では、言語的特徴を分

析するため、「1. テキスト（文章）について」に記された各項目を対象とする。さらに、

その中でもリーダビリティ（文章内容の理解しやすさ）に関するものに注目し8、計量調

査によって、「わかりやすい版」の特徴を分析する。具体的な項目については、次の 3.3

に詳述する。  

 計量調査を行なうにあたり、各冊子の本文9を形態素解析辞書「unidic-mecab 2.1.2」10

によって短単位に分割した。短単位とは、和語・漢語は 2 つの形態素の組み合わせごと、

外来語は 1 つの形態素ごとに 1 単位とすることを原則とした分割方法である11。なお、解

                                                   
8 「ガイドライン」では主として「1. テキスト（文章）について」がリーダビリティに関す

ること、「2. レイアウトについて」がレジビリティに関することになってはいるが、前者

にレジビリティに関する項目が含まれている場合もあったため、筆者により再整理した。  
9 見出しや図表、キャプション、イラスト中の吹き出しは除いている。また、目次のページ

と奥付けも除いている。ただし、見出しのような役割をしている文でも「です」または「ま

す」（過去形も含む）で終わっているものは本文に含めた。  
10 国立国語研究所の現代日本語書き言葉均衡コーパス構築のために作成されたもので、ウェ

ブサイト上に公開されている。http://sourceforge.jp/projects/unidic/（2016 年 9 月 12 日参

照）  
11 詳細な認定規定は、国立国語研究所コーパス開発センターウェブサイト「書き言葉均衡コ

ー パ ス 」 に 記 載 が あ る 。 http://www.ninjal.ac.jp/corpus_center/bccwj/morphology.html 

（2018 年 2 月 21 日参照）  
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析結果はすべて目視により確認し、誤解析は修正した。また、数字について、unidic-

mecab 2.1.2 による解析では桁ごとに 1 短単位とされるが、本調査では千の位までをまと

めて 1 短単位とした。  

 

3.3 調査項目 

 「ガイドライン」には 31 の項目が提示されているが、本研究ではリーダビリティに関

する以下の 8 項目を対象とする。各項目は「ガイドライン」に記された表現をそのまま

用いている。丸囲みの数字は本章での調査の順に筆者が付したものである。  

 

  ①名称等の表記は統一する。  

  ②漢数字は用いない。また時刻は 24 時間表記ではなく、午前、午後で表記する。  

  ③アルファベット・カタカナにはルビをふる。  

  ④常とう語を除く単語には、小学校 2～3 年生までの漢字を使い、漢字にはルビをふ

る。 

  ⑤常とう語を除いて、漢字が 4 つ以上連なることばや抽象的な概念のことばはさけ

る。 

  ⑥なじみのない外来語はさける。  

  ⑦接続詞はできるだけ使わない。  

  ⑧一文は 30 字以内を目安にする。  

  ⑨二重否定は使わない。  

 

 ①から④が表記に関する項目、⑤から⑦が語に関する項目、⑧と⑨が文構造に関する項

目である。なお、調査項目は計量調査が可能なものなど客観的に判断できる項目のみ扱っ

た。リーダビリティに関する項目でも調査することがむずかしいものは除くこととした。

具体的な除外項目を以下に記す。  

 

  ○常とう語は、そのまま用いる。  

  ○比喩や暗喩、擬人法は使わない。  

  ○それぞれの文章に重複した「のりしろ」を付ける（指示語を多用せず、あえて二度

書く）。 
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  ○大事な情報は、はじめにはっきりと書く。  

  ○一文は一つの内容にする。内容が二つある場合は、二つの文章に分ける。  

  ○話の展開は、時系列に沿う。  

  ○主語は省かない。 

 

 「常とう語」「大事な情報」などは主観的な表現であり、「ガイドライン」にも、たと

えば「常とう語」は「ある場面にいつもきまって使われることば」 12と記されているのみ

である。そして、その「場面」や想定している読者によって「常とう語」は変化する可能

性があるため、一般に示されている日本語の「重要語」や「基本語」とは別のものとなり、

調査することはむずかしい。  

 「主語は省かない」については、各冊子の趣旨の相違を考慮して除外した。武藤・川

崎・小林・杉本・末田（2010）は主語が明示されているかどうかを計量的に調査してお

り、そこでは本研究でも調査対象としている冊子 a の主語明示率について「知的障害者

向け文章でも、54.2％に止まっている」と述べている13。その要因については記されてい

ないが、これは冊子 a が福祉サービスの利用方法を読者に向けて説明することを趣旨の

一つとしているためであると考えられる。冊子 a には、たとえば「役所の人や相談支援

専門員に、聞いてみましょう。」など読者に語りかけているような文が登場する。このよ

うな命令・勧誘表現の場合は通常、主語「あなた」を明示しない。その一方、冊子 e は改

正障害者基本法の条文をわかりやすく説明するものであり、たとえば「国は、（中略）報

告書を、毎年、国会に出さなければなりません。」といった文が登場する。法律の条文で

ある以上、主語は明示されやすい。このように各冊子で主語の明示されやすさが異なるた

め、計量調査をしてもその結果から分析を行なうのは困難であると判断した。  

 

3.4 表記に関する項目  

3.4.1 ①名称等の表記は統一する。  

 「わかりやすい版」では h において、「障害者差別解消支援地域協議会」という組織

の名称が、2 度目に登場する際には「この地域協議会」とされていた。指示詞「この」を

使うことで前に登場した組織であることを示し、「障害者差別解消支援」を省略している

                                                   
12 「知的障害のある人の合理的配慮」検討協議会、2015、6 ページ。 
13 武藤・川崎・小林・杉本・末田、2010、137 ページ。  
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が、このような例はまれである。ほかの冊子では、名称などが長いために略称に言い換え

る場合は、以下のように断り書きが入れられている14。 

 

   「障がい者制度改革推進本部」（つぎからは、「推進本部」といいます）は、総理

大臣をトップに、全部の大臣をメンバーとして、内閣（国の行政を行なうところ）に

平成 21 年（2009 年）12 月に作られました。  

 

 h 以外の冊子では名称等の表記を統一していない事例はみられず、表現自体も途中で変

えることなく使われていた。たとえば、e では以下のように、「社会的障壁（社会のか

べ）」はどの箇所でも「（社会のかべ）」まで含めて書かれている15。 

 

   障害のある人とは、（中略）障害や社会的障壁（社会のかべ）によって、暮らしに

くく、生きにくい状態が続いている人をいいます。  

   社会的障壁（社会のかべ）とは、障害のある人を暮らしにくく、生きにくくする社

会にあるもの全部で、つぎのようなものです。  

 

 一般向け版の F でも概念をあらわす語については、以下のように定義を明確に示す必

要がある場合には断り書きが入れられていた16。 

 

   負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮（以

下では「合理的配慮」と呼びます。）を行うことが求められます。  

 

 しかし、名称については厳密に統一されているわけではない。「障害者差別解消法」

「障害者差別解消支援地域協議会」は直後の文ではそれぞれ「この法律」「協議会」と簡

潔に記されている。また、「行政機関の苦情相談等窓口等」は直後の文では「行政機関の

苦情相談等の窓口」となっており、細かい点まで一致させようという意識はないことがわ

                                                   
14 「障害者制度改革推進のための基本的方向（第一次意見）〈わかりやすい版〉」、 1 ペー

ジ。なお、下線は筆者によるもので、引用の際にルビは省略した。以下、すべての引用につ

いて同じ。  
15 「改正障害者基本法〈わかりやすい版〉」、4 ページ。  
16 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律  障害者差別解消法が制定されまし

た」、2 ページ。  
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かる。 

 

3.4.2 ②漢数字は用いない。また時刻は 24 時間表記ではなく、午前、午後で表記する。  

 一般向け版も含め、どの冊子でも漢数字はほとんど用いられていなかったが、「一人」

という語が出現する場合はどの冊子においても漢数字で記されていた。これは「1 人、2

人」という数量の意味での「ひとり」ではなく「一個人」という意味での「ひとり」であ

った。また、h では「一歩」という表現で漢数字が使われていたが、これも数量の意味で

はなく「第一段階」という意味で使われている表現である（「共に暮らせる地域づくりの

一歩」）。 

 時刻の表記はどの冊子にも出現していなかった。  

 

3.4.3 ③アルファベット・カタカナにはルビをふる。  

 アルファベットについては、c、d、e に“Nothing about us without us”という英語

表現が登場するのみであったが、これにはルビが付けられていた。c と d はひらがなで

「なっしんぐ あばうと あす うぃずあうと あす」、e はカタカナで「ナッシング 

アバウト アス ウィズアウト アス」と記されていた。  

 カタカナについては、すべての冊子においてルビ（ひらがなのルビ）が付けられること

はなかった。なお、カタカナについては、学習順序の問題等により、ひらがなよりも苦手

とされる場合がある17。 

 

3.4.4 ④常とう語を除く単語には、小学校 2～3 年生までの漢字を使い、漢字にはルビを

ふる。 

 まず、ルビについて調査したところ、「わかりやすい版」はどの冊子においても漢字に

はすべてルビが付けられていた。それに対し、一般向け版の F はルビはまったく付けら

れていなかった。  

 次に、各冊子で使用されている漢字が小学校のどの学年で学習するものかを調査した。

ただし、各語が「常とう語」であるかどうかの判断は困難なため、本調査ではすべての語

                                                   
17 堀部・別府（2005）は、一人の学習障害児のカタカナ習得状況について「平仮名は読んで

いけるが、カタカナはすぐには想起できず、ア行音から順に声を出して思い出そうとしてい

る」と報告している（堀部・別府、2005、123 ページ）。  
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を対象にしている。なお、本章 3.4.1 の用例にもみられるように、各冊子には法律名や組

織名などの名称が出現することが多く、それらに使われている漢字は難易に関わらずその

まま使っていることが予想される。よって、名称に使われている漢字は除外した 18。 

 調査の結果、表 3-1 のとおりとなった。  

 

表 3-1 各冊子における漢字の難易度（異なり字数）  

 

 異なり字数でみた場合、小学校 3 年生までに学習する漢字の割合がもっとも低い「わ

かりやすい版」は e の 50.8％、もっとも高いものでも g の 58.3％であり、すべての「わ

かりやすい版」で 50％台であった。6 年生までに学習する漢字まで含めれば、c・h 以外

の冊子で 90％を超え、c と h についてもそれぞれ 89.8％、89.2％と、ほぼ 90％である。

なお、h では小学校で学習しない漢字として、通常はひらがなで書くことが多い「御」

（「御意見」）や、「聞」の同訓異字である「聴」（「聴きながら」）などが使われてい

た。また、「くりかえし」と「繰り返し」という表記のゆれもみられ、表記には注意が払

われていないように見受けられる。  

                                                   
18 本調査では、人名・地名・法律名・組織名・役職名・事業名を名称として除外した。固有

名詞かどうか判断しかねるものも、広く名称として扱った。具体的には、人名にはキャラク

ター名、地名には「都道府県」など行政区画の名称、法律名には条約名、組織名には部署

名・会議名、役職名には「～員」という名称のもの（ただし「職員」「従業員」は名称とし

ない）、事業名には「～事業」「～計画」と名づけられたもの及びそれらと並列して示され

ているものを含めた。以下、本章で「名称」を除外する場合、すべて同様の基準とする。  

冊子 小 3 まで 小 6 まで その他 

a 88 （56.1%） 148 （94.3%） 9 （5.7%） 

b 110 （58.2%） 176 （93.1%） 13 （6.9%） 

c 161 （53.0%） 273 （89.8%） 31 （10.2%） 

d 179 （57.2%） 288 （92.0%） 25 （8.0%） 

e 190 （50.8%） 338 （90.4%） 36 （9.6%） 

f 65 （55.6%） 108 （92.3%） 9 （7.7%） 

g 112 （58.3%） 178 （92.7%） 14 （7.3%） 

h 118 （51.1%） 206 （89.2%） 25 （10.8%） 

F 113 （45.9%） 220 （89.4%） 26 （10.6%） 
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 一方、一般向け版の F は小学校 3 年生までに学習する漢字が 45.9％と、50％をわずか

に下回っている。6 年生までに学習する漢字については 89.4％で、c や h と同じく 89％

台であった。  

 「わかりやすい版」の f と一般向け版の F の文を以下に比べてみる。  

 

  障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会をつ

くることを目ざしています。19 

 

  すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊

重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。 20 

 

 使われている漢字をみると、上の「わかりやすい版」では小学校 3 年生までに学習す

る漢字が半数である。それ以外の漢字も小学校 6 年生までには学習する漢字である。一

方、下の一般向け版では小学校 3 年生までに学習する漢字が半数を少し下回り、代わり

に小学校で学習しない漢字が 2 つ（「隔」「互」）使われている。  

 

3.4.5 表記に関する項目についての考察  

 「わかりやすい版」は、漢字にルビが付けられているという点で一般向け版と明確に異

なっていた。漢字にルビが付けられていることが「わかりやすい版」であることの目印と

なっているとも考えられる。  

 また、名称等の表記を厳密に統一していることも、「わかりやすい版」で工夫されてい

る点の一つであった。ただし、冊子 h については、一部で不統一のものがみられた。  

 使用されている漢字についても、「わかりやすい版」では小学校 3 年生までに学習す

る漢字が 50％を超えるのに対し、一般向け版では 45％ほどにとどまっていた。しかし、

小学校卒業までに学習する漢字は、一般向け版も含めてすべての冊子で 90％前後であり、

主に小学校卒業レベルの漢字を使って書かれていることがわかる。小学校では学習しない

漢字の割合が 10％前後で、ほかの冊子に比べると高かったのは、「わかりやすい版」の

                                                   
19 「障害者差別解消法ができました わかりやすい版」、1 ページ。  
20 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律  障害者差別解消法が制定されまし

た」、2 ページ。  
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c、e、h、および一般向け版の F であり、「わかりやすい版」と一般向け版との差異はみ

られなかった。  

 

3.5 語に関する項目  

3.5.1 ⑤常とう語を除いて、漢字が 4 つ以上連なることばや抽象的な概念のことばはさ

ける。 

 先の④と同様、各語が「常とう語」であるかどうかの判断は困難なため、本調査ではす

べての語を対象にした。また、「抽象的な概念のことば」であるかどうかも判断が困難で

あるため、本調査では「漢字が 4 つ以上連なることば」、つまり 4 字以上の漢字列を調

査することとした。4 字以上の漢字列とは、漢字以外の文字（かな、アルファベット、ア

ラビア数字、記号類、空白）を挟まずに漢字が 4 字以上続くものとする。  

 各冊子で「4 字以上の漢字列／記号類を除いた総字数×100」という計算式により 4 字

以上の漢字列の割合を調査した。ただし、法律名などの名称に 4 字以上の漢語が多い可

能性を考慮し、名称は漢字列および総字数から除外した。  

 調査結果および各冊子で 3 回以上出現した漢字列を表 3-2 に示す。漢字列のうち、冊

子の中でカッコ書きによる説明などがなされているものには「○」を付した。  

 

表 3-2 各冊子における 4 字以上の漢字列の割合  

 表 3-2 をみると、「わかりやすい版」の中では h の値の高さがめだつ。一般向け版の F

冊子 総字数 割合 3 回以上出現した漢字列（カッコ内は出現数） 

a 1978 5.1% 日常生活 （6）  ○障害程度区分 （3） 

b 2559 4.3% ○共生社会 （9）   障害者団体 （3） 

c 4374 3.3% ○合理的配慮 （5）  知的障害 （4） 精神障害 （3）  ○第一次意見 （3） 

d 4931 3.8% ○合理的配慮 （6）  要約筆記 （4） ○地方公共団体 （3） 半分以上 （3） 

e 7127 3.2% 
社会参加 （7）  ○共生社会 （6） ○基本原則 （4）  ○国際的協調 （4） 

○地域社会 （4）  ○社会的障壁 （3） ○障害者週間 （3）  知的障害 （3） 

f 1352 5.4% ○合理的配慮 （5） ○差別的取扱 （4） 

g 2085 2.1% 該当なし 

h 2217 7.3% ○合理的配慮 （8） ○差別的取扱 （5） 障害者差別 （3） ○対応要領 （3） 

F 2304 13.2% 民間事業者 （9）  行政機関 （7） ○合理的配慮 （7）  差別的取扱 （3） 
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はそれよりも高く、10％を超えている。h の値が高いのは、2000 字程度の字数の中で

「合理的配慮」と「差別的取扱」という語がほかよりも多く繰り返し使われていることに

よる。この 2 つの語は障害者差別解消法の中でキーワードとなる語であり、ほかの「わ

かりやすい版」でも使われている上、必ず説明がなされている。一方、F でもこの 2 つの

語は使われているが、「合理的配慮」に説明があるのみで、「差別的取扱」については説

明がない。 

 表 3-2 で「3 回以上出現した漢字列」として挙げた表現のうち、「わかりやすい版」の

中で説明がなされていないもの（表中に「○」を付していないもの）は、  a の「日常生

活」、b の「障害者団体」、c の「知的障害」「精神障害」、d の「要約筆記」「半分以

上」、e の「社会参加」「知的障害」、h の「障害者差別」であった。そのほかの表現は、

冊子の中でキーワードとなっているものが多く、それぞれ初出の際に説明がなされている

か、後ろにカッコ書きで言い換えられていた。  

 一般向け版の F で使われている「民間事業者」と「行政機関」については、「わかり

やすい版」の f では「民間事業者」を「会社・お店など」、「行政機関」を「役所」と言

い換えている。  

 

3.5.2 ⑥なじみのない外来語はさける。  

 各冊子で使用されている外来語について、天野・近藤（1999）および天野・笠原・近

藤（2008）をもとに、「単語親密度」を調査した21。なお、この調査では短単位に分割せ

ず、ひと続きのものをそのまま 1 語とした。 

 本調査では川村・北村（2008）を参照し、天野・近藤（1999）および天野・笠原・近

藤（2008）で示された文字提示の「単語親密度」を「A」（高い）～「E」（低い）およ

び「N」（記載なし）の 6 段階に分類した22。 

 各冊子に出現する外来語の親密度を以下の表 3-3 に示す。 

 

                                                   
21 この「単語親密度」は、被験者が各単語についてなじみがあるかどうかを 7 段階（「7」が

もっともなじみがある）で判断し、それぞれの被験者が付けた値を平均したもので示される。

「文字のみを提示した場合」、「音声のみを提示した場合」、「文字と音声を提示した場

合」の 3 種類がある。  
22 川村・北村（2008）に基づき、単語親密度が 6.3 以上のものを「A」、6.0 以上 6.3 未満を

「B」、5.5 以上 6.0 未満を「C」、5.0 以上 5.5 未満を「D」、5.0 未満を「E」とした。ま

た、天野・近藤（1999）および天野・笠原・近藤（2008）に記載がなく、単語親密度が不

明のものは「N」とした。  
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表 3-3 各冊子における外来語親密度（異なり語数）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「わかりやすい版」では、「A」「B」と「N」の両極に分かれる傾向があり、特に c、

d、h では「E」および「N」に該当する語がそれぞれ 5 語以上ある。一方、一般向け版の

F ではすべてが「B」以上である。ただし、F に対応する「わかりやすい版」の f でも 1

語（「リーフレット」）が「E」、1 語（「スポーツクラブ」）が「N」であるのみで、

「スポーツクラブ」については「スポーツ」と「クラブ」に分ければそれぞれ「A」に該

当する。 

 また、表 3-3 で「C」から「E」および「N」に含まれる語について、知的障害者にと

ってはなじみ深い可能性がある福祉関連の用語であるかどうかを調査した。中央法規出版

編集部編集（2012）『六訂  社会福祉用語辞典』での立項の有無を調べたところ、立項さ

れていた語としては a の「デイサービス」、b の「ホームヘルプ」「リハビリテーショ

ン」、c の「バリアフリー」「モニタリング」、d の「バリアフリー」「ユニバーサルデ

ザイン」、e の「ガイドヘルパー」「バリアフリー」「ホームヘルパー」「レクリエーシ

ョン」、g の「グループホーム」があった23。 

 

3.5.3 ⑦接続詞はできるだけ使わない。  

 「ガイドライン」に挙げられた例文をみると、接続詞が多い例として「図書館の中で 

                                                   
23 ただし、b の「ホームヘルプ」は「ホームヘルプサービス」で立項されている。また、h

に出現する「タブレット」は親密度が「E」であったが、現在では一般的にもなじみがある

語となりつつあるだろう。このように近年普及した物や概念に関する語の親密度については、

必ずしも現在の感覚と一致しないことがある。  

    A B C D E N 

a 3 2 1 0 0 1 

b 8 0 1 0 0 2 

c 5 4 0 0 0 6 

d 7 5 0 0 0 5 

e 9 3 2 0 0 4 

f 2 0 0 0 1 1 

g 6 0 0 0 0 2 

h 6 3 0 0 3 3 

F 1 5 0 0 0 0 

 

親密度  
冊子  
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おしゃべりを する人が いますが、他の人に 迷惑なので、／静かに しましょう。」

という文が挙げられている（下線は原文のまま、斜線は改行を示すため引用者が付した）。

このことから、ここでいう「接続詞」は「接続助詞」のことを指していると判断される 24。

そこで unidic-mecab 2.1.2 による形態素解析の結果から、各冊子で使用されている接続

助詞を調査した25。結果を以下の表 3-4 に示す。  

 

表 3-4 各冊子における接続助詞の出現数  

 「わかりやすい版」については「て」の使用がめだつが、その数はおおむね短単位数に

比例している。一方、一般向け版の F は接続助詞が 6 回使われているのみで、どの「わ

かりやすい版」よりも少ない。  

 

3.5.4 語に関する項目についての考察  

 「わかりやすい版」で「ガイドライン」の方針どおりの結果がみられたのは、4 字以上

の漢字列をさける点であった。各「わかりやすい版」で 3 回以上使われていた漢字列を

みてみると、キーワードとなっている語がめだった。法律や制度について説明するという

                                                   
24 日本語文法においては、付属語である「接続助詞」と自立語である「接続詞」は明確に分

けられるものである。  
25 ただし、「ている」「てみる」など補助動詞に前接する「て」、「てはいけない」の

「て」、「なければならない」の「ば」、および複合助詞は除いた。複合助詞については、

東京外国語大学留学生日本語教育センターグループ KANAME（代表鈴木智美）編著

（2007）で取り上げられているものとした。  

冊子 短単位数 接続助詞（カッコ内は出現数） 

a 1204 て （9） ながら （3） と （1） ば （1） 

b 1535 て （23） で （5） ながら （1） 

c 2753 
て （29） ば （3） と （2） ながら （2） が （1） 

から （1） で （1） 

d 3086 て （33） と （2） ながら （2） ば （2） で （1） 

e 4896 
て （40） ながら （2） が （1） から （1）  

と （1） ば （1） 

f 863 て （4） が （2） から （1） と （1） ながら （1） 

g 1224 て （13） ながら （2） 

h 1391 て （11） ながら （5） と （1） ば （1） 

F 1431 て （3） ながら （2） ば （1） 
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性格上、ポイントとなる用語は無理にわかりやすくせず、別に解説を加えるという方針が

とられたものと考えられる。一方、一般向け版で使われている漢字列には、「わかりやす

い版」では短い漢語や和語でわかりやすく言い換えられている語もあった。一般向け版で

は表現の厳密さを重視しているためと考えられるが、裏を返せば、「わかりやすい版」で

は支障がない範囲で表現の厳密さを犠牲にしながら、わかりやすくしているといえる。  

 外来語と接続助詞については、数値としてはむしろ一般向け版のほうが「ガイドライ

ン」に沿った結果となった。ただし、外来語については、一般向け版の F は冊子の内容

自体が外来語の使用を必要としないものであるといえ、一般向け版が「なじみのない外来

語」を積極的にさけているとは言いきれない。 

 

3.6 文構造に関する項目 

3.6.1 ⑧一文は 30 字以内を目安にする。  

 各冊子の 1 文の平均字数を「記号類を除いた総字数／句点、感嘆符および疑問符の総

数」という計算式によって調査した。補足のためのカッコ書き（本章 3.4.1 で示した例文

にみられる「（社会のかべ）」など）については、1 文に含めた場合26と除いた場合の両

方を算出した。また、長さが 30 字以内（補足のためのカッコ書きを含む）の文の数と、

総文数に占める割合も求めた。結果を次ページの表 3-5 に示す。 

 平均が 30 字以内だったのは a と b のみで、ほかは補足説明部分を除外しても 30 字を

超えた。特に c、e、h は 50 字前後に達し、同じく 50 字前後であった一般向け版の F と

類似した結果となった。1 文が 30 字以内である割合は平均字数とほぼ比例し、半数を超

えたのは a と b のみであった。  

                                                   
26 本文の途中に補足説明としてカッコ書きで文が挿入されている場合も、まとめて 1 文とし

た。  
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表 3-5 各冊子における 1 文の長さ27 

 

3.6.2 ⑨二重否定は使わない。  

 各冊子の全文を目視により確認し、二重否定表現を数えた。「なければならない」は一

つの当為表現とみなし、二重否定には含めていない。  

 その結果、二重否定は以下のように e と h において 1 例ずつみられたのみであった。  

 

   社会的障壁（社会のかべ）のために困っている障害のある人がいて、その障壁をな

くすための負担が大きすぎないときは、差別をすることにならないように、その障壁

をなくすために必要で理由のある対応（合理的な配慮）をしなければなりません。 28 

 

   障害のない人にはつけない条件をつけることなどが禁止されます。29 

 

 上記の表現は「～しないことはない」のような典型的な二重否定表現とは異なるが、e

は「大きすぎない」という条件のときに「差別をすることにならない」ことを求めており、

否定表現が重なっている。さらに、この文ではほかにも「なくす」「しなければなりませ

ん」といった否定的な意味を含む表現が使われていることで、より複雑になっている。h

                                                   
27 「平均」は、カッコ内のほうが補足説明部分を除外したときの数値である。  
28 「改正障害者基本法〈わかりやすい版〉」、5 ページ。  
29 「平成 28 年 4 月 1 日から障害者差別解消法がスタートします！」、4 ページ。  

冊子 総字数 総文数 平均 
30 字以内 

文数 割合 

a 2153 78 27.6 （27.5） 54 69.2％ 

b 2643 92 28.7 （28.5） 62 67.4％ 

c 4561 89 51.2 （45.9） 23 25.8％ 

d 5108 110 46.4 （43.6） 25 22.7％ 

e 7900 135 58.5 （51.7） 25 18.5％ 

f 1396 34 41.1 （40.9） 13 38.2％ 

g 2103 59 35.6 （34.2） 25 42.4％ 

h 2264 48 49.2 （48.2） 16 34.8％ 

F 2378 46 52.8 （51.0） 14 31.1％ 

 



51 

 

も同様に「障害のない」人には「つけない」というように否定表現が重なっている。  

 なお、上記と同様の内容について、一般向け版の F では以下のように記されている30。 

 

   障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、

条件を付けたりするような行為をいいます。また、障害のある方から何らかの配慮を

求める意思の表明※があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取

り除くために必要で合理的な配慮（以下では「合理的配慮」と呼びます。）を行うこ

とが求められます。  

 

 e の合理的配慮に関する説明部分の「その障壁をなくすための負担が大きすぎないとき

は、差別をすることにならないように」は、F では「負担になり過ぎない範囲で」と記さ

れている。また、h の不当な差別的取扱いに関する説明部分の「障害のない人にはつけな

い」は、F では「障害を理由として、正当な理由なく」と表現されているのみである31。

なお、e・h 以外の「わかりやすい版」として f を例に挙げると、以下のように「不当な

差別的取扱い」と「合理的配慮」の説明をしている32。 

 

   例えば、（中略）などは、障害のない人と違う扱いを受けているので、「不当な差

別的取扱い」であると考えられます。  

   障害のある人が困っている時にその人の障害に合った必要な工夫ややり方を相手に

伝えて、それを相手にしてもらうことを合理的配慮といいます。  

 

3.6.3 文構造に関する項目についての考察  

 「ガイドライン」のとおり 1 文あたり 30 字以内を目安に書かれていたのは a と b のみ

であり、そのほかは 40 字台のものもあれば 60 字に近いものもあった。30 字以内の文の

割合も冊子によってさまざまであり、「わかりやすさ」のための工夫としては優先度が低

                                                   
30 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律  障害者差別解消法が制定されまし

た」、2 ページ。  
31 h では F と同様に「障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービ

スの提供を拒否すること」と説明した上で、それに続けて「サービスの提供にあたって場所

や時間帯などを制限すること、障害のない人にはつけない条件をつけることなどが禁止され

ます」と記されている。  
32 「障害者差別解消法ができました わかりやすい版」、3 ページ。  
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くなりやすいものと考えられる。これは本論第 1 章・第 2 章の結論とも通じるものであ

る。一般向け版は平均で約 50 字、30 字以内の文が全体の 3 分の 1 程度であったが、

「わかりやすい版」と比べて特に長い傾向にあるわけではなかった。  

 二重否定表現については、e と h で 1 例ずつみられたが、わかりやすくするために言い

換えたり、一般向け版では使われていない表現が付け足されたことにより、かえって二重

否定のような表現を生み出す結果となっていた。  

 以上の 2 項目のいずれも、「わかりやすい版」ではわかりやすくするために説明的な

情報を増やすことが選択された結果であると考えられる。ただし、冊子によっては 1 文

が短いものや二重否定がまったくないものがあることも事実である。先の 3.6.2 の最後に

挙げた f の「合理的配慮」の説明には、「負担が大きすぎないとき」という重要な情報が

入っていないが、これについては別の文で説明がなされている。これは、わかりやすくす

るためにかえってわかりにくくならないように、もう一段階工夫を進めたものであるとい

える。 

 

3.7 その他の項目 

 本章の最後に、「ガイドライン」には挙げられていないが、「わかりやすさ」の要点と

して先行研究でも取り上げられている「語種」と「語の難易度」について調査する。  

 

3.7.1 語種 

 各冊子の語種（和語・漢語・外来語・混種語）の語数と割合を、unidic-mecab 2.1.2 に

よる形態素解析の結果をもとに求めた。ただし、名称および補足説明付きの語 33は除外し

た。また、助詞、助動詞、数詞および固有名詞は除いた。結果を次のページの表 3-6 に示

す。 

 

 

 

 

 

                                                   
33 語の後ろにカッコ書きで説明的に言い換えられているもの（カッコ書きの内容が具体例を

示しているものは含めない）、または欄外で説明が加えられているものとする。  
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表 3-6 各冊子における語種の語数と割合（延べ語数） 

 表 3-6 からわかるように、「わかりやすい版」はすべて和語が半数以上を占めている。

それに対し、一般向け版の F は漢語のほうが多くを占めており、「わかりやすい版」の

中でもっとも漢語の割合が高い h とも 10 ポイント以上の差がある。  

 一般向け版の F と「わかりやすい版」の f を比べてみると、一般向け版では「共生する

社会の実現」としているところを、「わかりやすい版」では「共に生きる社会をつくるこ

と」としている。また、本章 3.5.1 でも例示したように、一般向け版では「行政機関」

「民間事業者」と記しているものを、「わかりやすい版」ではそれぞれ「役所」「会社・

お店など」と表現している。このように、「わかりやすい版」では漢語を少なく、和語を

多くして書かれていることがわかる。  

 

3.7.2 語の難易度 

 本調査では日本語読解学習支援システム「リーディング チュウ太」を用いて語の難易

度の調査を行なった。このシステムは日本語能力試験（旧試験）の基準をもとに、テキス

ト中の語のレベルが旧試験の 4 級から 1 級および級外のどれに該当するかを判定するも

冊子 和語 漢語 外来語 混種語 

a 
375 

（62.5%） 
188 

（31.3%） 
34 

（5.7%） 
3 

（0.5%） 

b 
521 

（63.5%） 
270 

（32.9%） 
22 

（2.7%） 
8 

（1.0%） 

c 
860 

（59.8%） 
542 

（37.7%） 
26 

（1.8%） 
11 

（0.8%） 

d 
906 

（55.0%） 
694 

（42.2%） 
29 

（1.8%） 
17 

（1.0%） 

e 
1405 

（61.5%） 
838 

（36.7%） 
25 

（1.1%） 
16 

（0.7%） 

f 
290 

（64.9%） 
147 

（32.9%） 
9 

（2.0%） 
1 

（0.2%） 

g 
453 

（65.7%） 
217 

（31.4%） 
14 

（2.0%） 
6 

（0.9%） 

h 
407 

（52.2%） 
338 

（43.4%） 
21 

（2.7%） 
13 

（1.7%） 

F 
351 

（42.3%） 
458 

（55.2%） 
7 

（0.8%） 
13 

（1.6%） 
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のである34。また、語のレベルが 1 級または級外と判定されたものについては、中央法規

出版編集部編集（2012）『六訂  社会福祉用語辞典』での立項の有無を調査した35。 

 各冊子における難易度別の割合および級外・1 級のうちの福祉用語数は次のページの表

3-7 のとおりとなった。なお、語種調査と同じく、名称および補足説明付きの語は除いて

いる。また、「リーディング チュウ太」による解析結果には漢字の読みの誤りなど若干

の誤解析もみられたが、数値に大きな影響はないと判断し、修正はしていない 36。 

 「わかりやすい版」については d と h 以外、3・4 級の語、つまり難解でない語が 80％

以上を占めている。一方、一般向け版の F は 3・4 級の語が 60％に満たないとともに、

級外・1 級・2 級それぞれの割合がどの「わかりやすい版」よりも高い。  

 また、級外と 1 級の語における福祉用語の数については、「わかりやすい版」では a

と h の割合の低さがめだつが、一般向け版はそれらよりもさらに低くなっている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
34 以下のウェブサイト上に公開されている。http://language.tiu.ac.jp/（2018 年 2 月 21 日参

照）。日本語教育における語の難易度は、日本語を母語とする知的障害者にとっての難易度

とは必ずしも一致しないが、共通する部分も多くあると考えられる。また、「知的障害者に

とっての難易度」を測ることは困難であるため、日本語能力試験の基準をもとにすることと

した。なお、打浪・大塚・岩田・熊野・後藤・田中（2016）による、知的障害者向けの新

聞『ステージ』と国内在住の外国人を対象としたニュースサイト「NEWSWEB EASY」に

おける語彙難易度の調査でも日本語能力試験（旧試験）の基準が用いられている。  
35 冊子の中で複合語として用いられている場合、その複合語としての立項の有無を調べた。  
36 たとえば、冊子 a では 1029 語中 3 語で明らかな誤解析がみられた。「サービスにはつぎ

のような」という部分で「はつぎ」を 1 語として解析したもの、「おこなって」という読み

の「行って」を「いって」と読んだもの、「くる」という読みの「来る」を「きたる」と読

んだものである。  
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表 3-7 各冊子における語の難易度（延べ語数）37 

  

3.7.3 その他の項目についての考察  

 語種については、打浪（古賀）（2014）が知的障害者にとって特に漢語や外来語に理

解困難な語が多いと指摘しているように、知的障害者向けの「わかりやすい版」では漢語

を避ける傾向にあった。外来語については一般向け版がもっとも割合が低かったが、これ

は本章 3.5.4 で述べたとおり、冊子の内容自体が外来語の使用を必要としないことが影響

している。 

 「わかりやすい版」では漢語を避けるとともに、難解な語を避ける傾向もみられた。難

解な語がまったくないわけではないが、難解語と判定された語の中には福祉用語も散見さ

れ、それらの語は知的障害者にとっては身近な語である可能性がある。この結果を先行研

究と対照させると、知的障害者向けの新聞『ステージ』では福祉用語の存在によって「や

さしい日本語」によるニュースサイト「NEWSWEB EASY」の記事よりも多くの難解語

彙が使われているという打浪・大塚・岩田・熊野・後藤・田中（2016）の指摘と一致す

                                                   
37 「級外・1 級福祉用語」のカッコ内は級外・1 級の語のうち福祉用語の割合、「級外」「1

級」「2 級」「3・4 級」のカッコ内は総語数のうち各レベルの語の割合を示す。  

冊子 
級外･1 級
福祉用語 

級外 1 級 2 級 3・4 級 

a 
2 

（4.9%） 
24 

（2.3%） 
17 

（1.7%） 
142 

（13.8%） 
846 

（82.2%） 

b 
17 

（23.9%） 
52 

（3.7%） 
19 

（1.4%） 
193 

（13.9%） 
1123 

（81.0%） 

c 
26 

（19.7%） 
91 

（3.8%） 
41 

（1.7%） 
309 

（12.9%） 
1962 

（81.6%） 

d 
21 

（14.0%） 
106 

（3.9%） 
44 

（1.6%） 
452 

（16.5%） 
2141 

（78.1%） 

e 
32 

（16.3%） 
128 

（3.2%） 
68 

（1.7%） 
549 

（13.9%） 
3214 

（81.2%） 

f 
5 

（12.8%） 
13 

（1.6%） 
26 

（3.3%） 
102 

（12.9%） 
647 

（82.1%） 

g 
18 

（24.3%） 
46 

（4.1%） 
28 

（2.5%） 
116 

（10.3%） 
932 

（83.1%） 

h 
6 

（4.2%） 
70 

（5.7%） 
74 

（6.1%） 
250 

（20.5%） 
825 

（67.7%） 

F 
6 

（2.8%） 
87 

（7.0%） 
126 

（10.1%） 
297 

（23.8%） 
740 

（59.2%） 
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る。ただし、「わかりやすい版」の中でも h は難解語がやや多い上に福祉用語が少なく、

他の項目での調査結果もふまえると「わかりやすい版」と一般向け版の中間のような存在

であるといえる。  

 

4. まとめ 

 本章では政府刊行物の「わかりやすい版」の言語的特徴について調査および考察を行な

った。 

 その結果、「名称等の表記は統一する」「漢字にはルビをふる」「漢字が 4 つ以上連

なることばはさける」という点は「ガイドライン」どおりの「わかりやすい版」の特徴と

して認められ、一般向け版との対比がみられた。これらの点は知的障害者向けの工夫であ

ると捉えることができる。名称等の表記が異なる場合に同一のものと判断することや漢字

を読むことは知的障害者にとって負担がかかることを考えると、妥当な対応がなされてい

るといえる。また、「ガイドライン」以外の項目では、「わかりやすい版」のほうが漢語

および難解語を避ける傾向にあった。これらのことから、「わかりやすい版」では表記や

語彙の面で多様な工夫がなされていることが理解される。  

 ただし、工夫の度合いは一様ではない。「わかりやすい版」であっても h では名称表

記のゆれがあったり、小学校卒業レベル以上の漢字や、漢語、難解語を他の「わかりやす

い版」より多く用いるなど、「漢字にルビをふる」こと以外は一般向け版寄りの結果とな

った。e では、一般向け版にはなかった二重否定表現が使われていた。これは「わかりや

すさ」を求めて説明的な情報を増やした結果として生じたものと考えられ、一つの工夫を

することで別の項目が満たされなくなってしまう事例が示された。また、1 文の長さは冊

子によってさまざまであり、「わかりやすさ」のための要素としては重要度が低いものと

みられていることが推測される。  

 このような事例からもわかるように、法律や制度、そしてそれに関する用語を正確に説

明するという冊子の性格上、さまざまな面からわかりやすくすることは必ずしも容易では

ない。それでも、政府刊行物の「わかりやすい版」はルビをふるといった表面的な工夫に

とどまらず、様々な工夫が施されているものが多いことが明らかとなった。同時に、「ガ

イドライン」に記されている項目の多くが、「ガイドライン」を参照していない知的障害

者向けの冊子でもおおむね実行されていることが理解された。これらの項目は文章の「わ

かりやすさ」の要素として一般化され得ることも考えられる。
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第 4 章 点字新聞 

 

1. はじめに 

 現在一般に使用されている点字は、1 字が縦 3 点・横 2 点、合計 6 点の組み合わせで表

される点字であり、フランスのパリ訓盲院に在校していたルイ・ブライユが 1825 年に考

案したものを起源とする。日本語を読み書きするために使われる「日本語点字」1は、こ

の 6 つの点のうち 3 つを母音に、残りの 3 つを子音に対応させて母音と子音の組み合わ

せで日本語の仮名を表すという方法が取られている。これは東京盲唖学校の教員であった

石川倉次が考案したものであり、1901 年には「日本訓盲点字」として『官報』に掲載さ

れた2。 

このように基本的に仮名 1 字に相当する日本語点字で書かれた文章は、仮名専用の文

章と形式上は同じである。ただし、点字文は一般には、日本点字委員会編（2001）『日

本点字表記法 2001 年版』に則した表記（いわゆる「点字かなづかい」）で記される。

この表記法は「現代仮名遣い」とはやや異なり、助詞の「は」「へ」はそれぞれ発音通り

「わ」「え」とし、長音のうち「現代仮名遣い」では「う」と記すものには長音符を用い

るとしている。よって、例えば「私は」は「わたしわ」、「学校」は「がっこー」と書く

こととなる。また、ことばの区切りがわかるように、主に文節ごとに分かち書きがなされ

る。 

 この日本語点字によって書かれた新聞として、毎日新聞社が発行する『点字毎日』（毎

週日曜日発行）がある3。『点字毎日』は 1922 年に『點字大阪毎日』として大阪毎日新

聞社により創刊された。1943 年に『点字毎日』と改題し、現在も発行を続けている。

『点字毎日』は単に『毎日新聞』の点字版というわけではなく、毎日新聞社点字毎日部が

                                                   
1  一般には「日本点字」あるいは単に「点字」と呼ばれることも多いが、本研究では日本語

を記す点字という意味を明示するために「日本語点字」と称する。なお、点字に対して、漢

字や仮名のように目で読む文字を一般に「墨字（すみじ）」と呼ぶ。  
2 これによって日本語を記す「点字」として認められたとされるが、日本語の「文字」とし

ては未だに認められているとはいえない状態にある。例えば、現在の公職選挙法第 47 条で

も「点字投票」について「投票に関する記載については、政令で定める点字は文字とみな

す」（下線は引用者）と記されており、愼（2010）のことばを借りれば「点字は見做し規

定によって文字とされているにすぎ」ないのである（愼、2010、68 ページ）。なお、愼

（2010）は日本における点字の位置づけについて「点字の市民権」という視点から論じて

いる。  
3 過去には、『あけぼの』（日本初の点字新聞、1905 年創刊）などいくつかの点字新聞が発

行されてきた。点字新聞の歴史については、羽山（2009）に詳しく記している。  
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独自に取材・執筆した視覚障害関連のニュース記事やインタビュー記事などを中心に構成

された新聞である。  

 さて、漢字を使用しないで日本語を書く場合、漢字の表意性によって語の意味を理解さ

せることはできなくなるため、耳で聞いても理解できるような語選択が求められると考え

られる。近代のかなもじ論やローマ字論においては、以下の引用のように「日本語の改

良」という位置づけから表記とともに語彙の変革が求められた。  

 

  国語の近代化ということの、一つの重要な条件として、なんとしても、耳で聞き分け

られるコトバに改善しなければならない。しかし、漢字を使っていると、それは、容

易にできないことである。4 

 

  此（私立と市立のやうに誤を起し易い語――引用者注）淘汰をするのに最も有効な方

法はローマ字を使ふにある。即ちローマ字で書けば意味が不判明になる（即ち語の不

完全な点が顕はれて来る）から、それの差支なくなるやうに言ひ方を改めて行くこと

が自然の勢で、これがやがて日本語の改良を意味するのである。5 

 

 また近年では、あべ（2013）が視覚障害者や非識字者に言及し、「その人たちのこと

を無視するのではなく、尊重するのが当然の理念であるなら、耳できいてわかるように表

現する必要があります」と述べている6。 

 これらの指摘をふまえれば、視覚障害者を主な読者対象とし、日本語点字で記された点

字新聞は、「耳で聞いてもわかる」、漢字の表意性に頼らなくても理解できる語彙となっ

ているはずである（なお、2 週分の記事を DAISY 形式7で CD に収録した『点字毎日  音

声版』も 2005 年から発行されている）。このことは「わかりやすさ」につながるとも思

われるが、『点字毎日』ではとくに文章の「わかりやすさ」が重視されているわけではな

                                                   
4 カナモジカイ、1971、55 ページ。  
5 田丸、1930、70-71 ページ。引用の際、原文中につけられていた傍線や傍点などの記号は

除いた。また、漢字は新字体で示した。  
6 あべ、2013、283 ページ。  
7 DAISY とは、Digital Accessible Information SYstem の略で、デジタル録音図書の国際標

準規格である。圧縮技術を用いることにより、1 枚の CD に 50 時間以上の収録が可能とな

っている。この技術を用いた「デイジー図書」が現在の録音図書の主流となっている。  
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い8。では、点字新聞は漢字かなまじり表記の新聞とは語彙的特徴が異なるのであろうか、

それとも目立った相違はないのであろうか。  

 本章では点字新聞の語彙的特徴について一般紙との異同を中心に示すことにより、文章

の「わかりやすさ」が意識されていない中での表記と語彙の関係を整理する。  

 

2. 先行研究 

近年の新聞の語彙研究としては、佐竹・岸本（1998）が『朝日新聞』『毎日新聞』

『読売新聞』の 3 紙の一面について「1997 年 1 月～12 月における、休刊日を除くすべて

の日の朝刊から、各日 5 文ずつを無作為抽出」して調査を行なっている9。 

点字新聞の研究としては、中野（2014）およびなかの（2015）があるが、かなづかい

に関する論考である。また、羽山・中野（2015）は『点字毎日』と『毎日新聞』の記事

を語種比率および品詞比率という量的な観点から分析している。その結果、両紙で大きな

差異はみられず、どちらも従来指摘されてきた新聞文章の特徴を多くもっていることが明

らかにされた。しかしながら、質的な差異については触れておらず、点字新聞の語彙的特

徴が十分に示されたとはいえない。羽山（2014）では、『点字毎日』の記事の中でキー

ワードとなっている語のほとんどは身近な語（親密度が高い語）10であるという指摘をし

ているが、調査範囲が限られており、全体的な傾向は未だ明らかになっていない。  

本章では佐竹・岸本（1998）の調査を参考としながら、点字新聞の語彙的特徴を頻度

調査によって分析することで、一般紙との質的な異同を示していくこととする。  

 

3. 頻度調査 

3.1 調査対象 

『点字毎日』の記事は視覚障害関連のニュース欄（「ないがい  もーかい にゅー

す」11）が中心となっており、一般ニュースは『毎日新聞』のニュース記事の一部を編集

したものとしてダイジェストのような形で掲載される（「まち くに せかい」）。その

                                                   
8 ただし、記号類の使用など触読のしやすさ（墨字における文字の見やすさに相当）につい

ては議論があり、読者側からも『点字毎日』2007 年 5 月 13 日号で愼英弘氏が、2007 年 6

月 3 日号で笑福亭伯鶴氏が同紙上の読点の使用等について意見を述べている。  
9 佐竹・岸本、1998、5 ページ。  
10 国立国語研究所の「現代日本語書き言葉均衡コーパス」（「少納言」）内を検索し、出現

件数が多いほど「身近な語」であると捉えている。  
11 本章で『点字毎日』から引用する際、点字を平仮名にして示す。かなづかいや分かち書き

は原文に従う。  
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ほか、点字毎日部記者のコラムである「きんぼー えんぶん」や連載記事（2018 年 1 月

現在では「6 てんに さそわれて」など）といったものが掲載され、「まち くに せか

い」欄および『毎日新聞』の生活面の一部を編集した「せいかつ かれんだー」以外は点

字毎日部が独自に取材・編集した記事で構成される。  

このうち、本研究の調査では、視覚障害関連のニュースを扱った「ないがい もーか

い にゅーす」欄を対象とする。この欄は毎号最初に掲載される欄であり、一般紙でいう

一面や総合面に相当するものである。  

具体的な対象紙面は、2011 年発行分に掲載された「ないがい もーかい にゅーす」

欄の記事全文（本文のみ）とする12。ただし、「ひと」および名称等の列挙が大部分を占

めることが多い記事（「しりょー」、「せいかつ さぽーと じょーほー」、障害者団体

等の大会予定）は対象から除いた。さらに、対象となる記事の中でも 1 段落すべてが名

称等の列挙のみで構成されている部分は除外した。  

また、『点字毎日』と対照させるため、2011 年に発行された『毎日新聞』東京本社版

朝刊一面を 6 日おきに取り出し、「社告」「余録」 13および箇条書きの部分を除く全文

（本文のみ）を調査対象とした14。 

 

3.2 調査方法 

3.1 で示した対象紙面について、語の出現頻度を調査するにあたり、記事本文を形態素

解析辞書「unidic-mecab 2.1.2」15を用いて「短単位」に分割した。『点字毎日』の記事

については点字文を漢字仮名交じり文にした上で解析した16。本研究では「unidic-mecab 

2.1.2」の解析結果に従い、「1 短単位」を「1 語」とみなすこととする。短単位とは、和

語・漢語は 2 つの形態素の組み合わせごと、外来語は 1 つの形態素ごとに 1 単位とする

                                                   
12 『点字毎日』の記事は、『点字毎日』フロッピー版より閲覧した。  
13 『毎日新聞』一面の下部に掲載されるコラムで、『朝日新聞』の「天声人語」、『中日新

聞』の「中日春秋」に相当する。  
14 『毎日新聞』の記事は、毎日新聞社データベース「毎索」より閲覧した。  
15 国立国語研究所の「現代日本語書き言葉均衡コーパス」構築のために作成されたもので、

ウェブサイト上に公開されている（http://sourceforge.jp/projects/unidic/ 2016 年 9 月 12

日参照）。  
16 解析辞書の構造上、より正確な結果を得るためには「一般的な」漢字仮名交じり文で書か

れている必要がある。解析の精度については小木曽（2014:103-111）に詳述されている。  
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ことを原則とした分割方法である17。なお、「unidic-mecab 2.1.2」による解析の結果、

誤解析とみられる部分も散見されたが、実際の解析精度から頻度調査に大きな影響を与え

ることはないと判断し18、修正はしなかった19。 

上記の方法で得られたデータをもとに、両紙における自立語 20の出現頻度を調査した。

頻度を求めるにあたっては、解析結果において「語彙素」と「語彙素読み」が一致するも

のを同一語とした。語彙素というのは、「国語辞典の見出し語に相当する」ものであり、

表記や語形の違いは考慮されない21。ここで同一語の認定の際に問題になるのが、漢字が

同じで読みが異なる語彙素は表面的には区別がつかないことである。たとえば、「きょ

う」と読む語彙素「今日」と、「こんにち」と読む語彙素「今日」などがその例である。

そのため、語彙素読みの一致も同一語を認定するための要素とした。  

本章では、対象紙面に出現した語を出現頻度が高い順に並べたうえで、『点字毎日』

『毎日新聞』各紙における上位 50 語および語種別（和語、漢語、外来語）での上位 20

語をもとに考察を行なう。  

 

3.3 調査結果 

調査の結果、各紙において以下の数の自立語が取り出された（語数は下 2 桁を切り捨

てて表示）。ただし、人名等で誤解析されたものも含むため、必ずしも厳密な数値ではな

い。 

 

 『点字毎日』：延べ語数 約 66,000 語  異なり語数 約 6,700 語 

 『毎日新聞』：延べ語数 約 49,400 語  異なり語数 約 6,800 語 

 

                                                   
17 詳細な認定規定は、国立国語研究所コーパス開発センターウェブサイト「書き言葉均衡コ

ー パ ス 」 に 記 載 が あ る （ http://www.ninjal.ac.jp/corpus_center/bccwj/morphology.html 

2018 年 2 月 21 日参照）。  
18 特に誤解析が目立ったのが人名であるが、高頻度で出現する人名はなく、調査結果には影

響を与えないと判断した。  
19 ただし、可能な限り誤解析を避けるため、『毎日新聞』の記事にある交ぜ書きの一部

（「けん制」など）は事前に漢字表記にした（なお、実際には交ぜ書きのままでも正しく解

析されることが多い）。  
20  助詞、助動詞、接頭辞、接尾辞、数詞、記号を除いたもの。なお、「 unidic-mecab 

2.1.2」では小数点は「名詞」とみなされるが、これも「記号」として除外した。  
21 小木曽、2014、101 ページ。例えば、「玉葱」「たまねぎ」「玉ネギ」という異表記はす

べて語彙素「玉葱」、「やはり」「やっぱり」という異語形はすべて語彙素「矢張り」とし

て認定される。なお、語彙素は漢字表記で出力される。  



 

62 

 

3.3.1 度数上位 50 語 

各紙における上位 50 語を以下の表 4-1 に示す。複数の読み方が考えられる語彙素につ

いては、筆者により読み仮名を併記した。なお、先述のとおり誤解析の修正はしていない

ため、表 4-1 の項目のうち度数とパーミル22は、誤解析により多少実際とは異なる値にな

っている可能性がある（以降に示す表についても同じ）。  

 

表 4-1 各紙における度数上位 50 語（塗りつぶしは両紙で共通する語）  

点字毎日 
 

毎日新聞 

順位 語 品詞 度数 ﾊﾟｰﾐﾙ 

 

順位 語 品詞 度数 ﾊﾟｰﾐﾙ 

1 為る 動詞 3829 58.0  
 

1 為る 動詞 3079 62.3  

2 障害 名詞 1421 21.5  
 

2 居る（いる） 動詞 759 15.4  

3 居る（いる） 動詞 971 14.7  
 

3 日（にち） 名詞 396 8.0  

4 視覚 名詞 645 9.8  
 

4 事（こと） 名詞 357 7.2  

5 支援 名詞 539 8.2  
 

5 有る 動詞 352 7.1  

6 事（こと） 名詞 517 7.8  
 

6 成る 動詞 345 7.0  

7 月（がつ） 名詞 495 7.5  
 

7 月（がつ） 名詞 334 6.8  

8 会（かい） 名詞 456 6.9  
 

8 年（ねん） 名詞 322 6.5  

9 有る 動詞 444 6.7  
 

9 県 名詞 253 5.1  

10 成る 動詞 417 6.3  
 

10 日本 名詞 233 4.7  

11 つく 動詞 395 6.0  
 

11 市（し） 名詞 230 4.7  

12 日本 名詞 350 5.3  
 

12 首相 名詞 224 4.5  

13 市（し） 名詞 345 5.2  
 

13 原発 名詞 215 4.3  

14 日（にち） 名詞 312 4.7  
 

14 因る 動詞 195 3.9  

15 言う 動詞 285 4.3  
 

15 無い 形容詞 182 3.7  

16 行う 動詞 278 4.2  
 

16 避難 名詞 178 3.6  

17 為 名詞 277 4.2  
 

17 政府 名詞 177 3.6  

18 出来る 動詞 267 4.0  
 

18 つく 動詞 176 3.6  

                                                   
22 「当該語の度数／自立語の総語数×1000」により算出したもので、当該語が自立語のうち

どのくらいの割合を占めるかを表す。  
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点字毎日 
 

毎日新聞 

順位 語 品詞 度数 ﾊﾟｰﾐﾙ 

 

順位 語 品詞 度数 ﾊﾟｰﾐﾙ 

19 福祉 名詞 260 3.9  
 

19 パーセント 名詞 166 3.4  

20 情報 名詞 244 3.7  
 

19 言う 動詞 166 3.4  

21 県 名詞 241 3.7  
 

21 円 名詞 165 3.3  

21 必要 名詞 241 3.7  
 

22 電力 名詞 160 3.2  

23 年（ねん） 名詞 237 3.6  
 

23 為 名詞 157 3.2  

24 其の 連体詞 232 3.5  
 

24 東京 名詞 152 3.1  

25 利用 名詞 231 3.5  
 

25 事故 名詞 142 2.9  

26 学校 名詞 229 3.5  
 

26 震災 名詞 138 2.8  

27 サービス 名詞 227 3.4  
 

27 案 名詞 134 2.7  

28 法 名詞 224 3.4  
 

28 会（かい） 名詞 131 2.7  

29 因る 動詞 219 3.3  
 

29 出来る 動詞 128 2.6  

30 様（よう） 形状詞 209 3.2  
 

30 福島 名詞 126 2.5  

31 パーセント 名詞 208 3.2  
 

31 民主 名詞 121 2.4  

32 盲 名詞 204 3.1  
 

32 代表 名詞 120 2.4  

33 開く 動詞 203 3.1  
 

33 元（もと） 名詞 114 2.3  

34 点字 名詞 199 3.0  
 

33 原子 名詞 114 2.3  

35 事業 名詞 190 2.9  
 

35 示す 動詞 111 2.2  

36 他（ほか） 名詞 183 2.8  
 

36 時（じ） 名詞 110 2.2  

36 制度 名詞 183 2.8  
 

37 調査 名詞 109 2.2  

38 教育 名詞 177 2.7  
 

38 放射 名詞 107 2.2  

39 活動 名詞 176 2.7  
 

38 様（よう） 形状詞 107 2.2  

39 生活 名詞 176 2.7  
 

40 復興 名詞 105 2.1  

41 東京 名詞 173 2.6  
 

41 キロ 名詞 102 2.1  

42 求める 動詞 172 2.6  
 

42 求める 動詞 100 2.0  

43 人（ひと） 名詞 170 2.6  
 

42 見る 動詞 100 2.0  

44 此の 連体詞 169 2.6  
 

44 可能 名詞 99 2.0  

45 同 名詞 166 2.5  
 

45 機 名詞 98 2.0  
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点字毎日 
 

毎日新聞 

順位 語 品詞 度数 ﾊﾟｰﾐﾙ 

 

順位 語 品詞 度数 ﾊﾟｰﾐﾙ 

46 施設 名詞 165 2.5  
 

45 東（ひがし） 名詞 98 2.0  

47 ホーム 名詞 163 2.5  
 

47 受ける 動詞 94 1.9  

48 全国 名詞 162 2.5  
 

48 方針 名詞 91 1.8  

49 円 名詞 161 2.4  
 

49 税 名詞 89 1.8  

50 参加 名詞 157 2.4  
 

49 問題 名詞 89 1.8  

 

具体的に語をみてみると、両紙ともに「為る」がもっとも多く、「居る（いる）」

「事（こと）」といった語が上位にあるが、これらの語については佐竹・岸本（1998）

でも「新聞の語彙調査では常に上位を占めるものである」 23と指摘されている。また、

『毎日新聞』の上位 11 語までが『点字毎日』でも上位に入っている語であり、これらに

ついても、新聞というメディアに共通して使われる語であると考えられる。特に、「年」

「月」「日」といった日付に使われる語や「県」「市」といった場所を表す語が多いこと

には、報道文章としての特徴が表れているといえる。  

『点字毎日』のみに特徴的な点は、上位 5 語までに「障害」「視覚」「支援」という、

『毎日新聞』では上位にない語が入っていることである。視覚障害関連のニュースを扱っ

た紙面であるため、やはり「視覚」「障害」が多く登場することが確認できる。「支援」

については「特別支援教育」「移動支援」などの表現で用いられており、これも視覚障害

に密接に関わる語であることが理解できる。  

『毎日新聞』のほうに着目すると、「原発」「避難」「震災」といった、東日本大震

災に関する語が上位に入っている。本調査で対象期間とした 2011 年は東日本大震災が発

生した年であり、一面にも関連記事が多く掲載されたためである。これらの語については

2011 年の新聞紙面に特徴的な調査結果であるといえる。  

そのほか、『点字毎日』のみに「行う」「其の」、『毎日新聞』のみに「無い」が上

位に入っている。しかし、上位 30 語までに入っている和語のうち、両紙で共通しない語

は少なく、目立つのは先に挙げたような漢語である。そこで、出現頻度を語種別に整理す

ることでより明確に両紙の特徴が表れると考え、次節以降では「和語」「漢語」「外来

                                                   
23 佐竹・岸本、1998、15 ページ。  
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語」の語種別に上位 20 語を提示する。  

 

3.3.2 漢語における度数上位 20 語 

 まずは漢語について、上位 20 語を以下の表 4-2 に示す。 

 

表 4-2 各紙における漢語の度数上位 20 語（塗りつぶしは両紙で共通する語）  

点字毎日 

 

毎日新聞 

順位 
語 度数 ﾊﾟｰﾐﾙ  

順位 
語 度数 ﾊﾟｰﾐﾙ 

語種 全体 
 

語種 全体 

1 2 障害 1421 21.5  
 

1 3 日 396 8.0  

2 4 視覚 645 9.8  
 

2 7 月（がつ） 334 6.8  

3 5 支援 539 8.2  
 

3 8 年 322 6.5  

4 7 月（がつ） 495 7.5  
 

4 9 県 253 5.1  

5 8 会 456 6.9  
 

5 11 市 230 4.7  

6 13 市 345 5.2  
 

6 12 首相 224 4.5  

7 14 日 312 4.7  
 

7 13 原発 215 4.3  

8 19 福祉 260 3.9  
 

8 16 避難 178 3.6  

9 20 情報 244 3.7  
 

9 17 政府 177 3.6  

10 21 県 241 3.7  
 

10 21 円 165 3.3  

10 21 必要 241 3.7  
 

11 22 電力 160 3.2  

12 23 年 237 3.6  
 

12 25 事故 142 2.9  

13 25 利用 231 3.5  
 

13 26 震災 138 2.8  

14 26 学校 229 3.5  
 

14 27 案 134 2.7  

15 28 法 224 3.4  
 

15 28 会 131 2.7  

16 30 様 209 3.2  
 

16 31 民主 121 2.4  

17 32 盲 204 3.1  
 

17 32 代表 120 2.4  

18 34 点字 199 3.0  
 

18 33 原子 114 2.3  

19 35 事業 190 2.9  
 

19 36 時 110 2.2  

20 36 制度 183 2.8  
 

20 37 調査 109 2.2  
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前の節で触れたように、漢語については日付や場所を表す語以外はほとんど共通せず、

各紙の内容が反映された結果となっている。  

 

3.3.3 外来語における度数上位 20 語 

次に外来語（アルファベット表記の語も含む）について、上位 20 語を以下の表 4-3 に

示す。 

 

表 4-3 各紙における外来語の度数上位 20 語（塗りつぶしは両紙で共通する語）  

点字毎日 
 

毎日新聞 

順位 
語 度数 ﾊﾟｰﾐﾙ  

順位 
語 度数 ﾊﾟｰﾐﾙ 

語種 全体 

 

語種 全体 

1 27 サービス 227 3.4  
 

1 19 パーセント 166 3.4  

2 31 パーセント 208 3.2  
 

2 41 キロ 102 2.1  

3 47 ホーム24 163 2.5  
 

3 135 ミリシーベルト 48 1.0  

4 91 センター 100 1.5  
 

4 147 メートル 46 0.9  

5 104 マッサージ 87 1.3  
 

5 280 エネルギー 30 0.6  

6 147 チーム 66 1.0  
 

6 292 ベクレル 29 0.6  

7 184 ボランティア 56 0.8  
 

7 305 グループ 28 0.6  

8 212 ニーズ 51 0.8  
 

7 305 デモ 28 0.6  

9 220 テーマ 50 0.8  
 

9 451 ドル 21 0.4  

10 233 シンポジウム 47 0.7  
 

10 474 テロ 20 0.4  

11 252 ＤＡＩＳＹ25 45 0.7  
 

11 521 メーカー 18 0.4  

12 286 ＮＰＯ 40 0.6  
 

12 576 キロワット 16 0.3  

12 286 グループ 40 0.6  
 

12 576 リスク 16 0.3  

14 317 メール 37 0.6  
 

14 618 ｉＰＳ 15 0.3  

15 327 ブロック 36 0.5  
 

14 618 データ 15 0.3  

                                                   
24 「グループホーム」あるいは「ホームページ」という表現での使用もあるが、駅の「ホー

ム」という意味での使用も多かった。ホームに視覚障害者が転落した事故およびその対策と

してのホーム柵やホームドアの設置に関する記事が掲載されたためである。  
25 注 7 を参照。  
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点字毎日 
 

毎日新聞 

順位 

語 度数 ﾊﾟｰﾐﾙ  

順位 

語 度数 ﾊﾟｰﾐﾙ 
語種 全体 

 
語種 全体 

16 345 ケア 34 0.5  
 

14 618 ユーロ 15 0.3  

16 345 テレビ 34 0.5  
 

17 676 セシウム 14 0.3  

16 345 フリー 34 0.5  
 

17 676 ミリ 14 0.3  

19 373 コミュニケーション 32 0.5  
 

17 676 レベル 14 0.3  

20 404 ＣＤ 30 0.5  
 

20 731 ケース 13 0.3  

20 404 スポーツ 30 0.5  
 

20 731 コスト 13 0.3  

20 404 ページ 30 0.5  
 

20 731 マニフェスト 13 0.3  

20 404 リハビリテーション 30 0.5  
 

20 731 メール 13 0.3  

 

外来語についても両紙で共通するものは少なく、各紙面で扱われた記事内容が反映さ

れているといえる。さらに、両紙における違いとしては、外来語での度数 20 位（表中の

最下位）の語の全体順位をみると『点字毎日』では 404 位であるのに対し、『毎日新

聞』では 731 位にまで下がる。それほど『点字毎日』は『毎日新聞』に比べて外来語を

多く使用しているということである。羽山・中野（2015）による語種比率の調査では、

『点字毎日』「ないがい もーかい にゅーす」欄の外来語の割合は『毎日新聞』一面に

比べて高いことが示されており、本調査の結果もそれと一致するものとなった。  
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3.3.4 和語における度数上位 20 語 

最後に和語について、上位 20 語を以下の表 4-4 に示す。なお、語は平仮名で表記した。  

 

表 4-4 各紙における和語の度数上位 20 語（塗りつぶしは両紙で共通する語）  

点字毎日 
 

毎日新聞 

順位 
語 度数 ﾊﾟｰﾐﾙ  

順位 
語 度数 ﾊﾟｰﾐﾙ 

語種 全体 
 

語種 全体 

1 1 する 3829 58.0  
 

1 1 する 3079 62.3  

2 3 いる 971 14.7  
 

2 2 いる 759 15.4  

3 6 こと 517 7.8  
 

3 4 こと 357 7.2  

4 9 ある 444 6.7  
 

4 5 ある 352 7.1  

5 10 なる 417 6.3  
 

5 6 なる 345 7.0  

6 11 つく 395 6.0  
 

6 14 よる 195 3.9  

7 15 いう 285 4.3  
 

7 15 ない 182 3.7  

8 16 おこなう 278 4.2  
 

8 18 つく 176 3.6  

9 17 ため 277 4.2  
 

9 19 いう 166 3.4  

10 18 できる 267 4.0  
 

10 23 ため 157 3.2  

11 24 その 232 3.5  
 

11 29 できる 128 2.6  

12 29 よる 219 3.3  
 

12 33 もと（元） 114 2.3  

13 33 ひらく 203 3.1  
 

13 35 しめす 111 2.2  

14 36 ほか 183 2.8  
 

14 42 もとめる 100 2.0  

15 42 もとめる 172 2.6  
 

14 42 みる 100 2.0  

16 43 ひと 170 2.6  
 

16 45 ひがし 98 2.0  

17 44 この 169 2.6  
 

17 47 うける 94 1.9  

18 51 しめす 156 2.4  
 

18 51 おる 87 1.8  

19 53 また 148 2.2  
 

19 64 この 76 1.5  

20 60 ない 136 2.1  
 

19 64 ばあい 76 1.5  

 

漢語や外来語の場合とは異なり、和語では両紙で共通する語が半数以上を占める。特
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に上位 5 語が「する」「いる」「こと」「ある」「なる」と続くのはまったく同じであ

る。全体的にみても、記事の内容を反映しているのは『毎日新聞』の 16 位「ひがし」

（「東日本大震災」など）くらいであり、ほとんどは新聞記事一般に共通して使われる、

基本的な語であるといえる。  

 

4. 同音異義語 

以上の頻度調査により、各紙面の内容を反映した特徴的な語は漢語および外来語とし

て多く現れることがわかった。よって、これらの漢語・外来語の理解が記事内容を把握す

るために重要になってくると考えられる。  

本章 1 で述べたように、『点字毎日』は漢字を用いない日本語点字で表記された新聞

である。当然ながら漢語も日本語点字で表記されている。また、墨字の場合は外来語を片

仮名で表記することで、ある程度は和語や漢語との区別が可能になっているが、日本語点

字の場合は平仮名と片仮名のような文字種の区別がない。いわば、すべての語が平仮名で

書かれているのに等しい。ここで疑問として浮かび上がるのが、同音異義語を適切に区別

できるのか、あるいは『点字毎日』では同音異義語をなるべく避けるようにしているのか、

ということである。語種の中でも漢語は同音異義語が生じやすいといえるが 26、漢語が記

事理解のポイントとなっている『点字毎日』では、同音異義語の実態はどのようになって

いるのかについて、本節で調査する。  

まずは、先の頻度調査で得られたデータから、語彙素読みが同じであり、語彙素が異

なるものの異なり語数を調査した27。これにより、今回対象とした記事の範囲で同音異義

語が存在する語の数が示される。結果は以下の通りである。  

 

 『点字毎日』：異なり語数 737 語   『毎日新聞』：異なり語数 847 語 

 

『毎日新聞』のほうがやや多いものの、両紙ともに全体（『点字毎日』は約 6700 語、

『毎日新聞』は約 6800 語）の 10 分の 1 以上の語が対象紙面中に同音異義語が存在する

                                                   
26 ましこ（2003）は、「アイ」「コウ」など 2 拍から成る音読みは音節の種類が少なく「つ

かわれているおとが、かぎられ、かたよっている」ことを示している（ましこ 2003:84）。

とすれば、音読みの漢字で構成される漢語も同音異義語を生み出しやすいと推測される。  
27 例えば、『毎日新聞』の対象紙面の中に「こうえん」という読みの語彙素として「公園」

と「講演」が出現していれば、2 語と数えた。なお、固有名詞および誤解析された結果とし

て出現した語は除いた。  
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語であった28。その中でも 2 字漢語が目立ち、両紙ともに 70％程度を占めていた。この

結果からは、漢字表記のない『点字毎日』でも同音異義語を避けているわけではないとい

える。 

具体的に語をみてみると、例えば「以降」と「意向」は『点字毎日』の同じ記事の中

に登場するが、意味や用法が異なり、点字で書かれても文脈で判断することが可能であろ

う。該当部分を以下に引用する29。 

 

 さいしゅー ねんどわ りよーしゃに こべつに でんわを かけて いこーを  

 たずね ひつよーに おーじて こべつ たいおーを とるなど さぽーとを  

 いっそー じゅーじつさせた。  りよーしゃ さぽーとに ついてわ  

 しんねんど いこーも じゅーしすると いう。 

 

なお、初めの下線部が「意向」で、次の下線部が「以降」である。  

一方で、「体制」と「態勢」などは意味が類似しており、文脈を適切に捉えなければ

どちらの語であるかを判断するのは難しいといえる30。ただし、意味の違いがわずかであ

るため、「体制」の意味であるところを「態勢」と理解しても記事内容の誤解につながる

可能性は低い。そのため、読者によっては 2 語を区別することなく「たいせい」という 1

つの語であると認識しているかもしれない。  

一方、文脈からも判断することが難しい例もある。以下の文は、2011 年 2 月 6 日号掲

載記事「まつりの かめんを さわって かんしょー」という、展覧会の紹介記事に登場

するものである。  

 

 また わかやま けんりつ もーがっこーの きょーりょくを えて  

 わかまつりの れきしや かめんの なりたちなどを かいせつした  

 てんじ ずろくの ほか てんじ ちらしも つくった。 

                                                   
28 ただし、本調査では品詞の違いは無視しているため、これらの中には同音異義語であって

も品詞が異なるために混乱する可能性が低いもの（例えば「蛙」と「返る」）もある。  
29 『点字毎日』2011 年 3 月 27 日号「にってん  てーぷ かしだし しゅーりょー」より

引用。下線は引用者。以下、すべての引用において下線は引用者が付したものである。  
30 NHK 放送文化研究所ウェブサイト掲載記事「放送現場の疑問・視聴者の疑問  「体制」

「態勢」「体勢」などの使い分け」においても「放送の現場でも迷ったり誤ったりしやすい

語」として紹介されている。  
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下線部の「てんじ ずろく」は「点字図録」と「展示図録」のどちらにも解釈でき、

あるいは両方の意味をもたせているとも考えられる31。 

ただし、明らかに語意の特定が不能な場合には言い換えが行われていた。たとえば

『点字毎日』2011 年 7 月 10 日号「せんもんせい きょーいくを いちがんで」の中で

は、「市立」と「私立」が単独で使われており、それぞれ「いちりつ」「わたくしりつ」

と記されていた。これは日常会話の中でもなされる言い換えである。  

また、意味理解を助けるための補足が行なわれることもある。『点字毎日』2011 年 7

月 17 日号掲載記事「さいがいじの じょーほー ほしょーわ」では、シンポジウムでの

パネリストの発言に対して「点訳者挿入符」（下の引用では二重カッコで表示）を用い、

語の補足をしている。なお、2011 年発行分の「ないがい もーかい にゅーす」内で点

訳者挿入符が使用されたのは、この 1 例のみである。  

 

 わが みを まもる ためにわ じじょ（（みずから たすける））と  

 きょーじょ（（ともに たすける））。  こーじょ（（おおやけが  

 たすける））わ やくに たたなかった  

 

以上、実例をあげながら考察したが、本調査だけでは推測の域を出ない。実際に読者

が語を適切に理解できているかどうかを明らかにするためには、読者へのインタビュー調

査などが必要となってくる。  

 

5. まとめ 

本章ではまず、『点字毎日』「ないがい もーかい にゅーす」欄と『毎日新聞』一

面に現れる語の頻度を調査した。その結果を語種別にみると、和語では両紙の上位語に大

きな差はないが、漢語と外来語では各紙面の内容を反映する語が上位を占めていることが

わかった。一方、同音異義語の数を調査したところ、『点字毎日』も『毎日新聞』と同じ

程度に同音異義語が存在し、その中でも特に 2 字漢語が多くを占めていた。このことか

ら、先の「市立」と「私立」のように明らかに区別ができなかったり誤解が生じるとき以

                                                   
31 和歌山県立博物館ウェブサイトによれば、「展示資料を掲載したさわってよむ図録」とい

う こ と で あ る （ http://www.hakubutu.wakayama-c.ed.jp/sawarukamen/frameset.htm 

2018 年 2 月 21 日参照）。  
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外は、漢語あるいは同音異義語のある語を避けるということは特に行なわれていないこと

が確認された。よって、日本語点字という、漢字を使わない表記法が新聞の語彙に影響を

与えるということはほとんどなく、『点字毎日』と『毎日新聞』との語彙の相違には表記

法ではなく内容の違いが反映されていると考えられる。  

もっとも、『点字毎日』は触読校正（点字を触って読みながら行なう校正）が行なわ

れており、漢字で表記しなければ理解不能な語は使われていないはずである。しかしなが

ら、それは編集者側の判断であり、読者側も記事に関する背景知識をある程度もっている

ことが前提となっているのは確かだろう。例えば、『点字毎日』の記事の中には「はくじ

ょー」という語が登場するが、視覚障害者福祉に関する知識をもった者であれば、歩行の

際に用いる白いつえ「白杖」を思い浮かべることができる。また、「せいもー とわず」

という表現が登場するが、これも『点字毎日』の読者が「視覚障害の有無（晴眼か盲か）

を問わず」と理解できることを前提としている例であるといえる。  

前節の末尾でも述べたように、実際に『点字毎日』読者によって適切に語が理解され

ているかどうかについては、同音異義語の区別も含め、さらなる調査が必要である。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 部 

 

 

新聞の「わかりやすさ」意識の変遷と言語的特徴 
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第 5 章 江戸末期の新聞――「わかりやすさ」意識の萌芽 

 

1. はじめに 

 新聞が「わかりやすさ」を追求して成功した最初の事例は、1874 年に創刊された『読

売新聞』であると認識されている。このことについて、土屋（2010）は以下のようにま

とめている1。 

 

  この時期（新聞そのものが成立した時期─引用者注）に刊行された新聞は、一握りの

官吏や知識人を読者とする高級紙であった。これに対し、論説を紙面に掲げず、総ふ

りがなを施した報道記事を主とした非知識人向けの新聞が、明治 7 年 11 月創刊の

『読売新聞』を最初として刊行されるようになった。知識人向けの大新聞（おおしん

ぶん）に対して、小新聞（こしんぶん）と総称されたこれらの新聞は、大衆化の第一

段階であった。小新聞は万を超える読者をたちまち獲得し、部数を伸ばしていった。  

 

 「大新聞」には『東京日日新聞』『日新真事誌』『郵便報知新聞』などがあり、これら

の 3 紙はいずれも 1872 年に創刊された。この時期は郵便制度が運用されはじめ、新聞が

全国規模で頒布されるようになった頃であり2、新聞の存在が全国的に知られはじめた時

期でもあると考えられる。  

 その後、知識人以外の人々にも読める新聞として創刊されたのが『読売新聞』であった。

すべての記事で総振りがなを採用し、布告をそのまま掲載した部分以外は、「でござりま

す」といった会話体を徹底するという『読売新聞』の姿勢は、先に引用した土屋

（2010）でも述べられているように多くの読者を獲得し、また、大新聞の編集方針にも

影響を与えるほどであった。新聞の大衆化に成功した例としては、確かに『読売新聞』が

最初といってよいだろう。ただし、『読売新聞』以前にも、より多くの人が読めることを

めざした新聞は存在する。その代表的なものが、ひらがなのみで書かれた新聞である。

『東京仮名書新聞』や『まいにち ひらがな しんぶんし』など、1873 年に相次いで創

刊された。しかしながら、ひらがなだけで書かれた新聞は読者を獲得することができずに

                                                   
1 土屋、2010、35 ページ。  
2 山本、1959、42 ページを参照。  
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間もなく廃刊となり、試みは失敗に終わっている3。 

 ここまでの流れをまとめると、「大新聞」（主に 1872 年創刊）、「ひらがな新聞」

（主に 1873 年創刊）、「小新聞」（『読売新聞』が 1874 年創刊）という、おもむきが

まったく異なる新聞がわずか 3 年ほどの間に立て続けに創刊されたことがわかる。そし

て、このように大新聞に対抗するものとしてひらがな新聞や小新聞が創刊された時期が、

新聞において「わかりやすさ」が重視された嚆矢であり、先に引用した土屋（2010）の

ことばを借りれば「大衆化の第一段階」だったとされている。  

 では、これ以前の新聞においては「わかりやすさ」はまったく考慮されず、大衆化とい

えるような現象はなかったのだろうか。これについて次の節で検証していくこととする。  

 

2. 本章の背景と目的  

2.1 新聞草創期の「わかりやすさ」に対する意識  

 まずは日本における新聞草創期に発行された新聞について述べておく。日本語で書かれ

た最初の新聞は、オランダ語紙 Javasche Courant を翻訳した『官板バタヒヤ新聞』

（1862 年創刊）だとされている。このほかにも外国の新聞を翻訳したものが発行される

が、これらは当時の幕府が諸外国との交渉のために情報を入手し、日本国内の諸藩にも伝

えることを目的とするものであった4。なお、『官板バタヒヤ新聞』の「例言」には、以

下のような記述がある5。 

 

   一  凡巻中、地名は、英国、官名は、ゼネラール、人名は、 ガリバルヂ 、物名は、

メダイレ・等の如く、符号を左右に加ふ  

 

 このように、外国のことばをカタカナ等で表記したものが何を表わすかについて、傍線

の区別によって示している6。これも一種の「わかりやすさ」のための工夫であるといえ

る。 

                                                   
3 『まいにちひらがなしんぶんし』および『読売新聞』については、次の第 6 章で詳述する。  
4 岩田、2009、129-130 ページを参照。  
5 北根編（1986）所収の『官板バタヒヤ新聞』第 1 号より引用。旧字は新字に改めた。以下、

すべての引用について同じ。  
6 西浦（1971）は、このような傍線が『官板バタヒヤ新聞』から始まったと述べている。た

だし、新聞として出版されたもの以外も含めれば、それより前の 1859 年に書かれた『英国

新聞紙ノ抜』ですでに使用されている（北根編、1986、111-113 ページにより確認）。  
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 その後、1865 年頃にジョセフ・ヒコが『海外新聞』を創刊し7、これが初めて民間で発

行された新聞となった。名前のとおり、日本に来航した外国船などから得た海外のニュー

スを記したものである。『海外新聞』第 2 号の末尾に書かれた編集方針には、「童子の

輩にも読なんことを欲す」という一節があり、ここにおいて既に「こどもでも理解でき

る」ことが意識されていることがわかる。なお、記事の文章はジョセフ・ヒコが口述した

ものを本間潜蔵らが「やさしい日本文として」書き記したものであるといわれている 8。

ただし、この新聞が実際に大衆に広まることはなかった。ジョセフ・ヒコは自伝において、

「日本の民衆は、その新聞を読みたがってはいるが、どうも当時の政府と法律のせいで、

予約購読したり買ったりするのを恐れていたらしい」と記し、定期的に購読していたのは

一人の武士と一人の役人のみであったと述べている9。 

 

2.2 本章の目的 

 『海外新聞』が創刊されてから数年後の 1868 年は、「第一期新聞隆盛時代ともいうべ

き時期」が始まったとされている10。そのきっかけとなったのは、柳河春三が 1868 年に

創刊した『中外新聞』である。この新聞は「当時としては驚異的な売行き」を示したとい

われている11。『中外新聞』第 9 号では「市中は更なり近国にも速に弘
ひろ

まりて僅に一ケ月

の間既に購求する人千五百名に及べり」として、新聞の成功を自負する文を記している。

ただし、同じ年の 6 月、『江湖新聞』の筆禍が契機となって官許を得ていない新聞の発

行が禁止され、これが「江戸における日本人による新聞発行を事実上禁止する働きを持っ

た」ため12、新聞の隆盛は数ヶ月で終了することとなる。  

 1868 年は明治時代が始まった年であり、まさに幕末をむかえ、新しい時代がおとずれ

た時期であった。このように世の中の出来事に注目が集まりやすい時代背景も手伝い、

『中外新聞』が人気を博して以降、新聞の創刊が相次いだ。『海外新聞』が創刊されてか

ら 1867 年までの間には、海外のニュースを翻訳した新聞が 5、6 紙発行された程度であ

                                                   
7 『海外新聞』の創刊年については、1864 年と 1865 年の 2 つの説がある。1864 年説につい

ては近盛（1972）、1865 年説については小野（1971）を参照。  
8 浜田、1964、65 ページ、訳者による注釈。  
9 浜田、1964、74 ページ。  
10 秋山、2002、144-145 ページ。  
11 秋山、2002、143 ページ。  
12 山口、1994、65-66 ページ。  
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ったが、1868 年には各種の新聞を合わせて 1 年間で 40 紙を超える新聞が創刊された13。 

 本章では 1868 年に創刊された新聞に着目し、その編集方針や実際の記事文からこの頃

の新聞の特徴を調査することで、新聞の「わかりやすさに対する意識」と「大衆化」につ

いて考察する。  

 

3. 先行研究 

 1868 年に創刊された個々の新聞については、土屋（2009）や山口（2009）、瀧川

（2012）が創刊者・編集者の人物史を中心に記している。また、この時期の新聞記事の

文章に関しては、岡本（1983）が各紙における表記や語彙を調査し、新聞ごとの文体の

多様性を論じている。また、藤原（1970）や鈴木（1987）は、史実を丁寧におさえなが

ら幕末・明治初期に発行された新聞の概要をまとめており、新聞発行の背景を理解するに

は有用である。  

 上記のとおり、1868 年創刊の新聞を対象にした研究はさまざまな角度からなされてき

た。ただし、この時期の新聞の位置づけに関しては、いまだ議論の余地がある。本章 1

で記したように、「新聞の大衆化」は「小新聞」の登場を契機とする見方が一般的である。

そして、「新聞の大衆化の成功」という点では、この見方が適切であろう。ただし、

1868 年に創刊された新聞について、鈴木（1987）は『浮世風聞』を「記事平易、市井の

巷談を集めたもので、明治初期、政論的な大新聞の裏をかいて進出した所謂「小新聞」と

称せらるるものの先駆」14と評価しており、瀧川（2012）は『江湖新聞』を「大衆化を理

念とした新聞の先駆け的存在」15と述べている。これらの見解は 1 紙について個別的に述

べられたものであり、当時の新聞の全体的な傾向については言及されていない。しかし、

2 紙ともに同じ年に創刊されたことを考えると、この時期の新聞の大衆化について再考す

る必要があるのではないだろうか。  

 

4. 1868 年創刊の新聞に関する調査・考察  

4.1 序文にみる新聞の目的・方針  

 鈴木監修（2000）に掲載された年表によれば、1868 年に創刊された日本語新聞は 46

                                                   
13 鈴木監修（2000）に掲載された年表をもとに数えた。  
14 鈴木、1987、151 ページ。  
15 瀧川、2012、129 ページ。  
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紙ある16。北根豊編『日本初期新聞全集』の第 13 巻から第 19 巻に収録された紙面を確認

したところ、46 紙のうち、創刊号の序文やあとがきなどに発行目的・編集方針等が記さ

れているのは 22 紙であった17。本章では、この 22 紙を対象に調査を行なうこととする18。  

 まず、相次ぐ新聞創刊のきっかけとなった『中外新聞』の序文は、次のように創刊の理

由を述べることから始められている。  

 

   先年以来、横浜開板のタイムス又ヘラルドと名くる新聞を訳
やく

し、又は英吉利、亜墨

利加、法蘭西、和蘭諸国の新聞をも得るたび毎に訳出し、写本にて伝へ来ると雖も、

筆者の煩
わづら

はしきに堪
た

へざるを慮
はか

り、此度
このたび

活字
くわつじ

にて印行
いんこう

するものなり。  

       

 もともと外国語によるニュースを日本語に訳して写本として広めていたが、書き写すの

は煩わしいと思い、活字を使って発行することにした、ということである。その後、以下

のように続く。  

 

   新聞は其原本を得るに 随
したがい

て訳出
やくしゆつ

し、其訳の先成るものより印行す。故に原本の号

数に 拘
かゝは

らず、只
たゞ

公布の前後を以て号数を定む。且つ訳文ならざるも広
ひろ

く世上に布知
ふ ち

すべき程の事は取交
とりまじ

へて記す。是れ中外の名を命する所以なり。  

 

 ここでは、外国語のニュースが手に入り次第翻訳するという「速報性」と、ニュースを

翻訳するだけでなく自ら入手した情報をのせるという「情報のオリジナル性」が述べられ

ている。最後に、以下の文によって読者に情報提供を依頼し、現代でいうところの「双方

向性」が実現されようとしている。なお、ここに記されている「新聞」は「ニュース」の

意味で用いられている。 

                                                   
16 『中外新聞』の号外として位置づけられる『別段中外新聞』は除いている。  
17 当時の新聞は冊子の形で発行されており、創刊号の本文の前に序文が記されることがあっ

た。創刊号以降に発行目的・編集方針等が記された可能性もあるが、すべての号を確認する

のは困難であり、本研究では創刊号のみを調査した（そのため、創刊号が発見されていない

『自予新古雑聞』は除いている）。なお、発行目的・編集方針等が記されていないものには、

役所が発行する公報のようなものや当時起こっていた戊辰戦争の記録をまとめた日誌類が多

い。  
18 22 紙の紙名は次のとおり。『浮世風聞』『遠近新聞』『外国新聞』『海陸新聞』『各国新

聞紙』『崎陽雑報』『京都府布令書』『江湖新聞』『公私雑報』『此花新書』『市政日誌』

『そよふく風』『中外新聞』『中外新聞外篇』『東西新聞』『都鄙新聞』『内外新聞』『内

外新報』『日々新聞』『諷歌新聞』『明治月刊』『もしほ草』  
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   新聞は多々益々善
よ

し。四方の君子、希くは之を寄贈
き ぞ う

して以て欠漏
けつろう

を補
おぎな

ひ玉ふべし。  

 

 序文を読む限り、『中外新聞』は「大衆向け」や「わかりやすさ」が意識されたもので

はない。記事を翻訳・執筆したのは柳河春三を中心とする「会訳社」という組織であり、

ここには洋学者（渡部一郎や黒沢孫三郎ら）が編集に加わっていた。そのような背景もあ

り、むしろ「格調の高い新聞」と評価されており19、のちの「大新聞」に近い存在であっ

た20。それでも『中外新聞』が人気を集めたのは、先に述べたような「速報性」「情報の

オリジナル性」「双方向性」というジャーナリズム性に目が向けられていたからであると

考えられる。  

 『中外新聞』が創刊されたのは 1868 年 2 月であったが、その年の 5 月以降、新聞の創

刊が目立つようになる。本章で対象とする 22 紙もすべて 5 月以降に創刊されたものであ

る。 

 これらの新聞の序文をみると、いくつかの新聞に共通して触れられている内容がある。

まずは、外国の新聞事情と新聞の効用についてである。  

 

 ・外国で新聞が普及していること  

   「西洋
せいよう

各国
かくこく

新聞誌
し ん ぶ ん し

行
おこ

なはれて、摺出
すりいだ

す数
かず

、日々
ひ び

に万
まん

を以
も

て嘉
かぞ

ふる場
ば

も少
すく

なからず」 

（『海陸新聞』）  

   「各国
かつこく

此
この

局
きよく

（新聞を発行するところ─引用者注）あらざるはなし」(『江湖新聞』) 

   「諸州ともに新聞局あらざる処なきに及び」（『内外新報』）  

   「今は世界中
せ か い ぢ う

文明
ぶんめい

の国にはこのもの（新聞紙─引用者注）なき国はあらず」 

（『もしほ草』）  

    

 ・新聞が役に立つこと 

   「人の知識
ち し き

を弘
ひろ

め、世の事情
じじよう

に通ずるは、新聞より宜しきはなし」(『遠近新聞』) 

   「新聞
しんぶん

は（中略）大に有益
う え き

となれる」（『江湖新聞』）  

   「人の見聞を弘むるは新聞に過ぎず」（『そよふく風』）  

   「新聞
しんぶん

の世に有益なる事は世人のよく知るところ」（『東西新聞』）  

                                                   
19 山口、2009、22 ページ。  
20 土屋、2002、90 ページを参照。  
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  「這（新聞の普及─引用者注）は誠に時世開化の一端にして、自づと人の耳目を新た

にし、其智識を博むるもの」（『日々新聞』）  

   「新聞紙ははなはだ有益
う え き

のもの」（『もしほ草』）  

 

 次に、自らが発行する新聞では記事をわかりやすく書く、ということが主張される場合

がある。 

 

   「今此一書
いつしよ

は童蒙
どうもう

婦幼
ふ え う

の為
ため

に耳近
みゝちか

きを枚挙
まいきよ

し、加
くはふ

るに画
ゑ

を以
もつて

するもの」  

（『江湖新聞』）  

   「此のちよりはひらがなをもて、わらべ迄にもよみゑさせん」（『内外新聞』）  

 

 『もしほ草』においても、これまでの新聞を「むづかしき支那
し な

文字
も じ

まじりのわからぬ文

を用
もち

ゐる」ものと批判しており、それを改善することをめざしている。  

 このことに関連して、新聞による人々の啓蒙がとなえられているものもある。  

 

   「開化
か い か

の一助たらしめんとす」（『遠近新聞』）  

   「遍ク億兆ノ耳目ヲ開ンコトヲ欲ス」（『都鄙新聞』）  

 

 これらの記述から、新聞は外国ではすでに普及しており、有益なものであるため、日本

でも広く一般に普及させようという意志が読み取れる。  

 また、『中外新聞』の人気などにより新聞が広まりつつあることに言及するものもみら

れる。 

 

   「日々盛ンニ行ワレ、今年ニ至テ御国人ノ著ワセル新聞紙、其数十七局ニ及ベリ」  

（『崎陽雑報』）  

   「近来
きんらい

新聞紙
し ん ぶ ん し

の類
るゐ

、専
もつぱ

ら都鄙
と ひ

に行はれ」（『市政日誌』）  

   「近頃新聞の盛なる屈指に暇あらず」（『そよふく風』）  

   「近頃新聞紙の世に行れてより、我邦内公私の事情、都鄙の形勢、或は海外諸国の

奇事珍談までも、朝夕坐らふして、之を一掌の上に見聞することとはなりぬ」  

（『日々新聞』）  
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 上記と同様に新聞が普及していることを認めながら、たとえ多くの種類の新聞があって

も報じられていないニュースは必ずある（そのため、ほかの新聞には書かれていないニュ

ースを載せる）と記しているものも目立つ。  

 

   「新聞紙局已
すで

に四五軒に至れりと聞く（中略）数千種の新聞ありといへども、未だ

其事の欠漏
けつろう

なしといふべからず」（『遠近新聞』）  

   「出板
しゆつはん

するもの既
すで

に三十部
ぶ

に過
すぎ

たり（中略）是
これ

に漏
も

るゝも少
すく

なからねば、其
その

筆頭
ひつとう

に

残
のこ

れるを拾
ひろ

ひ集
あつ

めて活字
くわつじ

となし」（『海陸新聞』）  

   「此書（新聞─引用者注）盛
さか

んに 行
をこなは

れ、江湖
か う こ

迄一般
いつぱん

に持
もて

はやす（中略）他
た

の新聞書

に脱漏
だ つ ろ

なす奇事
き じ

珍説
ちんせつ

を拾
ひろ

ひあつめて」（『此花新書』）  

   「新聞会社
な か ま

競出し、今や 紿
をゝかた

十種にをよべり（中略）数百種
すひやくしゆ

の新聞
しんぶん

ありといへども、

いまだその事の欠漏
かけもれ

なしといふべからず」21（『東西新聞』）  

  「横浜新聞の訳の如きは省略したる事多く、又遺憾ならずや」（『内外新報』）  

   

 なお、『中外新聞外篇』は、『中外新聞』に掲載できなかったニュースを報じることを

目的としている（「いまだ上梓せざるも少からず。脱漏の遺憾なきにあらねば（中略）そ

をひろひあつめて」22）。 

 さらに、『中外新聞』にもあったように、読者に情報提供を求める一節も散見される。

文言も『中外新聞』の「四方の君子、希くは之を寄贈
き ぞ う

して以て欠漏
けつろう

を補
おぎな

ひ玉ふべし。」

と類似するものもあり、『中外新聞』をモデルとした可能性がある。  

 

   「奇談
き だ ん

珍話
ち ん わ

のありし時
とき

は此
この

出房
はんもと

へ知
し

らし玉へば是又
これまた

次篇
じ へ ん

にさし加
くわ

へ」 

（『浮世風聞』）  

  「四方の君子、冀くは新聞を以て速に本局に達し」（『公私雑報』）  

  「社外ノ人タリトモ世ヲ済ヒ民ヲ安ンズルノ事件アラバ、書取ヲ以テ書林エ差出シ賜

エ」（『都鄙新聞』）  

                                                   
21 「競出」「十種」にも振りがなが付けられているが、不鮮明で判読できないため省いた。  
22 編集を主に担当したのは渡部一郎であるが、この序文は柳河春三の名で記されている。と

もに『中外新聞』発行の中心となった人物である。  



 

82 

 

  「四方の君子、若し一新報を聞かば幸に寄贈して遺漏を補ひ給ふべし」  

（『内外新報』）  

  「同志の人々、若し新聞を得玉はゞ幸に寄贈して此挙を助け玉はるべし」  

（『日々新聞』）  

 

 このように、少しでも新たな情報を得て掲載しようとする姿勢がみられ、それほど新聞

の発行に価値を見出していたと考えることができる。そしてその価値は人々に情報を伝え

るという社会的・教育的な意味のほか、新聞の発行を一つの事業として捉える経済的な意

味もあったであろう。とくに、本章 2.2 で記したように『中外新聞』は売れ行きがよく、

その流れに乗ろうとする者が現われたということは十分に考えられる。  

 以上、本節では各紙の創刊号の序文やあとがきなどから発行目的・編集方針等を確認し

た23。その結果、当時の新聞事情や新聞の効用が述べられたり、わかりやすさや人々の啓

蒙がうたわれたりしたことがわかった。同時に、新聞の人気が広まりつつある状況におい

て、人々に情報提供を求めてでも新聞を発行しようという意志もうかがい知ることができ

た。 

 

4.2 振りがなにみる新聞の「わかりやすさ」  

 前節では、1868 年に創刊された一部の新聞において「わかりやすさ」が意識されてい

たことを指摘した。むろん、意識されていたことと実際にわかりやすく書くことは別であ

るが、記事をわかりやすくすることは、人気を得て新聞を多く売るための手段の一つとな

ったとも考えられる。そこで本節では、振りがなに注目し、「わかりやすさ」のための工

夫がみられるかどうかについて検討したい。  

 なお、当時の新聞には、『中外新聞』のように外国からのニュースの翻訳を主としたも

ののほか、日本国内のニュースを報じたもの、あるいは布告や政情を知らせる公報のよう

なものがあり、記事の文体もさまざまである24。また、1 つの新聞の中でも、編集者が直

                                                   
23 調査対象とした 22 紙のうち、ここで取り上げなかった新聞は、『外国新聞』『各国新聞

紙』『京都府布令書』『諷歌新聞』『明治月刊』の 5 紙である。このうち、『諷歌新聞』は

落首（風刺や批判の意味をこめた和歌）を掲載したもので、ニュースを記した新聞とは異な

る。『外国新聞』『各国新聞紙』『明治月刊』の序文では、主にどのような記事を載せるか

について言及されており、『京都府布令書』の序文には、京都府が出した布令を府民が忘れ

てしまわないように記録したものであると記されている。  
24 文体の多様性については、岡本（1983）に詳しい。  
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接執筆・翻訳したものと布告や便りをそのまま掲載したものが混在している場合があり、

新聞記事の文体を一概に論じるのは難しい。さらにいえば、このように「新聞の文体」が

確立されていない中では、同じ新聞でも発行号ごとに特徴が異なる可能性も十分にある。  

 ただし、振りがなについては井口（2015）によって、ある程度一定の傾向がみられる

ことが示されている。井口（2015）は幕末および明治初期に発行された新聞の創刊号の

振りがな付記率（記事中の漢字のうち振りがなが付けられているものの割合）を調査して

いるが、その結果、「ほとんどの各紙誌で、創刊号一号分中、漢字総数に対してルビの付

記率が 10～30%代である」ことを明らかにしている25。 

 前節で対象とした 22 紙のうち、創刊号で振りがなをまったく使っていない新聞は、

『内外新聞』、『公私雑報』、『諷歌新聞』、『崎陽雑報』の 4 紙のみであった。一方、

小新聞の嚆矢である『読売新聞』のようにすべての漢字に振りがなが付けられている新聞

もなかった。たとえば『中外新聞』の記事では次のように振りがなが付けられている。な

お、例示が恣意的にならないよう、本節ではすべて記事本文の冒頭部分を引用する。  

 

  此度神戸
か う べ

より来りし書状の趣にては、箱根の街道、既
すで

に攻進の路となりたる由を慥に

申越したり。然れども諸説一定せず。或は十四五日以前、薩摩人七百人急に京都を出

立すと云ふ。是は箱根の備へなきを知りて之を奪
うば

ふが為
ため

と見えたり。  

 

 この部分で振りがなが付けられている漢字は、井口（2015）の調査結果と同様に、10

字に 1 字程度である。ただし、振りがなが付けられている語をみると「神戸」のほかは

「既（に）」「奪（ふ）」「為」という和語であり、とくに難読語や読みに迷う語、ある

いは画数の多い漢字ではないと思われる。なぜこれらの漢字に振りがなが付けられたかは

現在のところ不明である。  

 次に、序文で「童蒙
どうもう

婦幼
ふ え う

の為
ため

」と明言し、瀧川（2012）が「大衆化を理念とした新聞

の先駆け」と評した『江湖新聞』の記事をみてみる。  

 

   過日
くわじつ

奥州
あうしう

より来
きた

りし人の話
はなし

には、羽州
う し う

山形より五六里の在
ざい

に徳川家の御 領
りやう

ありて、

柴橋
しばばし

寒川
かんがは

と云
い

へる所にて陣
ぢん

屋ありしを、去
さ

る頃
ころ

庄内侯
こう

へ御 預
あづけ

け
（ママ）

となり、同家
ど う け

より

請取
うけとり

として人数
にんじゆ

差出せし所、  

                                                   
25 井口、2015、287 ページ。  
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 ここで振りがなが付けられている漢字は半数を超える。「山形」「徳川」「庄内」とい

った固有名詞に振りがなが付いていない点は疑問が残るが、おおむね容易な語や日常的な

語以外に振りがなが付けられているといえるのではないだろうか。  

 このように振りがなを多用する記事がみられるのは『江湖新聞』だけではない。鈴木

（1987）が「「小新聞」と称せらるるものの先駆」と述べた『浮世風聞』には以下のよ

うな記事がみられる。  

 

   此年
こ と し

閏
うる

四月十四日、阿波橋
あ わ ば し

丁の何某
なにがし

、上京の帰
かへ

り山崎
やまざき

の下手
し も て

より異人
い じ ん

一人三十石舩

の舩頭
せんどう

を頼
たの

み、其
その

舩に乗合
のりあわ

せしに、其
その

夕刻
ゆうがた

大坂思案橋
し あ ん ば し

にて彼
かの

阿波ばし丁の人、道
みち

上り

して西
にし

へ行
ゆく

ところ、異人
い じ ん

も同じく舩
ふね

を上り、彼人
かのひと

の後
うしろ

に付
つき

て来りける  

 

 そのほかにも、以下に記すように、総振りがなに近い記事がいくつかの新聞で確認でき

る。 

 

   二条御城大政官
たいせいくわん

は一 局
きよく

を相
あひ

のこし、其
その

余
よ

は九門
きうもん

、うち公卿
く げ う

九家
け

へ 局
つぼね

々を分
わか

てり。

神務局
じんむきよく

その余
よ

内外
ないぐわい

事務局
じ む き よ く

は近衛殿
こ の ゑ ど の

邸
やしき

紫宸殿
し し ん で ん

に分当
は か

てり。独
ひと

り軍務局
ぐんむきよく

は二条
じやう

御城にあ

り。陸軍局
りくぐんきよく

は守護職
しゆごしよく

邸
やしき

にうつせり。（『東西新聞』）  

 

   先頃
ちかごろ

、支那
し な

人、横浜へ蹴鞠
け ま り

より小にて葡萄
ぶ ど う

色
いろ

の何やうの皮
かは

にて拵
こしら

へた袋
ふくろ

なれど中み

は気
き

籠
こも

りて一ぱい張
は

れたる丸き物を売歩計
う り あ る け

り。此鞠
まり

の様
やう

なるもの、押
をさ

へずして下へ置
をけ

ば自然
し ぜ ん

と上へ登
のぼ

るゆゑ、手を放
はな

すことの出来
で き

ぬなり。（『此花新書』）  

 

   此頃
コノコロ

、鴨東
カハヒガシ

ノ芸妓
ゲ イ コ

少女
マ イ コ

ニ至ルマデ専
モツパ

ラ漢語
カラコトバ

ヲツカフコトヲ好ミ、霖雨
リ ン ウ

ニ盆池
ボ ン チ

（セン

スイ）26ノ金魚
キンギヨ

ガ脱走
ダツサウ

シ、火鉢
ヒ バ チ

ガ因循
インジュン

シテヰルナド、何ノワキマエモナクイヒ合フコ

トトナレリ。（『都鄙新聞』）  

 

 『此花新書』では風船の話、『都鄙新聞』では最近京都の芸妓が好んで漢語を使うよう

になった話を記した記事であり、内容としても市井の話題を扱った軽めのものとなってい

る。また、『都鄙新聞』では振りがなと漢字の本来の読みが一致していなかったり、左右

                                                   
26 カッコ内は原文（たて書き）の左側の振りがなを示す。  
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両方に振りがなを付けたりという工夫がみられる。なお、『都鄙新聞』は序文において

「遍ク億兆ノ耳目ヲ開ンコトヲ欲ス」と、人々の啓蒙をうたっていた新聞である。  

 同じく「開化
か い か

の一助たらしめんとす」として啓蒙をめざした『遠近新聞』にも、以下の

とおり両振りがながみられる27。これは寓話を掲載したものであり、見出しにも「胃
い

腑
ふ

と

四肢
し

（テアシ）百体
たい

（そうみ）と不和
ふ わ

の話
はなし

」というように両振りがなが用いられている。  

 

   胃
い

は体
たい

（カラダ）の中央
ちゆうわう

（マンナカ）に安居
あんきよ

（スマヰ）し、功
こう

なくして 楽
たのしみ

を受
う

く

る而已なりとて、胃に向つて謀叛
む ほ ん

を 企
くはだて

て、手 わ
（ママ）

口へ食物を運
はこぶ

ふ
（ママ）

事なく、口は食

物を請取
う け と

る事なく、たとひ口、食物を請取
う け と

るとも、歯
は

、之を噛砕
か み さ

く事なし。  

 

 このように、ほぼ総振りがなであったり、両振りがなにするなどして工夫した新聞記事

は、1868 年に創刊した新聞の中に散見される。井口（2015）によれば、1868 年に創刊

され、現在の『官報』の前身とされる『太政官日誌』にも「記事の一部には、総ルビに近

い記事もみえる」という28。『太政官日誌』第 9 号には、発行の趣旨として「上下貴賤ト

ナク御政道筋ヲ敬承セシメ」という一節があり、身分に関わらず現在の政治について理解

させることを目的の一つとしていることがわかる。振りがなが多用されていることも、こ

のことと無関係ではないだろう。  

 一方、これまでの新聞を「むづかしき支那
し な

文字
も じ

まじりのわからぬ文を用
もち

ゐる」ものと批

判した『もしほ草』には、以下のような記事がみられる。  

 

   昨日信州より帰りたる商人のはなしに、四月廿二日北部
ほ く ぶ

の会津の兵、水戸、桑名、

の兵をひきゐて信州の松代
まつしろ

をとりかこみ、城主さなだとかけあひにおよびしは、三百

年来徳川将軍に属
ぞく

し其恩を蒙
かうぶ

りしをわすれて、此度 俄
にはか

に南方の臣下に属せしは何事

ぞや 

 

 振りがなの数は少なく、『中外新聞』と同じく 10 字に 1 字程度である。この部分以外

                                                   
27 これについては、両振りがなが用いられている事例を示すため、記事の冒頭部分以外から

引用した。  
28 井口、2015、268 ページ。なお、『太政官日誌』は、地域によって版が異なり（京都版、

東京版など）、振りがなが付けられたのは東京版である（鈴木監修（ 2000）に収録された

『太政官日誌』の解題（北根豊執筆）を参照）。本章で参照している『日本初期新聞全集』

に収録されているのは京都版であり、振りがなは付けられていない。  
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でも、創刊号全体をとおして振りがなは少ない。しかしながら、『もしほ草』では「はな

し」「ひきゐて」「わすれて」など和語のひらがな表記が目立ち、そもそも漢字の使用が

少ないように見受けられる。これについてはさらなる調査が必要であるが、「むづかしき

支那
し な

文字
も じ

まじり」の文を批判していたことを考えると、漢字・漢語自体を避けようとして

いたと推測することができるだろう。  

 以上、1868 年に創刊された新聞の記事について、振りがなに焦点をあてて観察した。

その結果、のちの『読売新聞』の総振りがなほど徹底されているわけではないが、振りが

なを多用したり両振りがなを用いたりすることで「わかりやすさ」の実現を試みていた可

能性が確認できた。これは 2、3 紙にとどまる例外的なものではなく、当時の新聞発行の

意図（人々の啓蒙や事業としての成功）に沿うものとして、一つの潮流となっていたと捉

えることができるだろう。 

 

5. まとめ 

 本章では、1868 年に創刊された新聞を対象に、創刊号の序文やあとがきに書かれた発

行の目的・編集方針、および記事本文の振りがなについて調査し、「大衆化」「わかりや

すさ」という観点から考察を行なった。  

 序文やあとがきの調査からは、世界の新聞事情や新聞の効用を述べることで新聞を普及

させようとしたり、記事をわかりやすくすることや新聞による人々の啓蒙がうたわれたり

したことがわかった。同時に、新聞人気が広まりつつあることが認識されており、一般の

人々にニュースを求めてでも新聞を発行し、さらには事業として成功させようという考え

もうかがい知ることができた。1868 年は新聞の普及がめざされ、そしてそれが実現され

ようとした時期なのである。  

 振りがなの調査からは、すべての漢字に振りがなが付けられたものはなかったが、総振

りがなに近いほど多用したり両振りがなを用いたりした記事もみられた。これは、人々の

啓蒙や事業としての成功を成し遂げるために記事をわかりやすくする手段の一つとして振

りがなが利用されたためと考えられる。  

 これらのことから、1868 年を日本の新聞大衆化の萌芽の時期とみることは可能ではな

いだろうか。ただし、それは決して「大衆化の達成」ではなかった。大衆化が意識され、

それを紙面に反映させようという意志がみられるものもあるが、徹底されずに終わってい

る。「此のちよりはひらがなをもて、わらべ迄にもよみゑさせん」とし、こどもでも読め
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る記事にすることを宣言した『内外新聞』も、藤原（1970）によって「このあともずっ

と読みづらい生硬な文章が続いており、結局廃刊になるまで「読みやすさ」は実現しなか

った」と評されている29。また、瀧川（2012）は『江湖新聞』を「大衆化を理念とした新

聞の先駆け的存在」と評価する一方、「大衆紙というには程遠い」とも述べている 30。さ

らに、本章 2.2 で記したように、1868 年 6 月に官許のない新聞の発行が禁止されたこと

で新聞人気はとぎれることとなり、山口（1994）のことばを借りれば「新聞の空間期が

始まることになった」31。このように、1868 年の新聞は大衆化に向かいながらも達成は

できなかったことと、そのあとの「空間期」が存在することにより、新聞史において重要

視されにくくなっているものと思われる。  

 なお、新聞の大衆化について考察するには、当時の読者にどのように受け入れられたか

を考え合わせる必要があるが、これについては史料が乏しく、新たな史料の発掘が望まれ

る。 

 また、本章では、記事本文の詳細な調査はできなかったが、創刊号以降も含めた記事本

文の表記・文体の分析や記事内容の調査の結果も考え合わせることで、この時期の新聞の

全体像がより明確になると考える。これにより新聞史上あるいは出版史上における 1868

年創刊の新聞の位置づけを再考することについては、別稿に譲ることとする。  

                                                   
29 藤原、1970、36 ページ。ただし、『内外新聞』も第 4 号からは両振りがなを多用するよう

になり、まったく工夫がされなかったわけではない。  
30 瀧川、2012、129 ページ。また、その一方で「大衆化「志向」は最後まで保持されたとい

えよう」とも記している（123 ページ）。  
31 山口、1994、66 ページ。  
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第 6 章 明治初期の新聞――表記・文体の試行錯誤 

 

1. はじめに 

 19 世紀後半から 20 世紀前半にかけて、日本語においては漢字を使用するかどうかが

「国語国字問題」の主たる論点として議論されてきた。野村（2008）や安田（2016）な

どにまとめられているように、この問題は 1866 年に前島密が漢字廃止論を建議したこと

に始まる。前島密は漢字廃止を実践するため、1873 年にひらがなだけで書かれた新聞

『まいにちひらがなしんぶんし』を創刊した1。『まいにちひらがなしんぶんし』の紙面

上で第 11 号まで掲載された発行の趣旨には、以下のように新聞を発行する目的が 2 つ記

されている2。 

 

  この しんぶんし を すり いだす に は そもそも ふたつの おもむき あ

り。  （中略）  くにうち は まうす までも なく、 ひろく せかいぢう の 

にちにち うつり かわる ありさま まで かき つづり、 あまねく をんな 

こども に も みせて、 くに の ひらけ すすむ を たすくる ため。 ふ

たつ に は （中略）  かず おほく して まなび かたき からのもじ（漢字の

こと─引用者注） は なく て も ひらがな 五十じ さへ あれ ば よろづ 

の こと に すこし も さしつかへ なき こと を あまねく ひとびと に 

しら せ、 この のち おほひ に わが くにことば の がくもん を おこ

す ため 

 

 上の趣旨をまとめると、1 つは、世界中の出来事を「女・こども」にも知らせて国を発

展させること、もう 1 つは、日本語をひらがなだけで書いても少しも差し支えないこと

を人々に知らせること、である。  

 この年には、ほかに『東京假名書新聞』『四十八字新聞誌』というひらがな新聞も相次

いで創刊され、新聞における漢字廃止が積極的に試みられた。しかし、いずれの新聞も読

者が増えることなく、間もなく廃刊となっている。『まいにちひらがなしんぶんし』につ

                                                   
1 ただし、記事は前島密自身が書いたわけではないとされている。進藤、1961、35 ページを

参照。  
2 北根・鈴木監修（1997）に収録された『まいにち ひらがな しんぶんし』第 10 号より引

用、わかちがきは原文のまま。  
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いては約 1 年間、300 号あまりで終刊した。一方、翌年 1874 年 11 月 2 日に創刊された

『読売新聞』は、総ふりがな・口語体を採用したことで多くの読者を獲得し、成功を収め

ることとなった。『読売新聞』第 1 号には、「禀告」の欄に以下のように「誰にでもわ

かるように書くつもり」という記述がある。  

 

  此
この

新
しん

ぶん紙
し

は女
おんな

童
こども

のおしへにとて為
ため

になる事柄
ことがら

を 誰
れだ（ママ）

にでも分
わか

るやうに書
かい

てだす

旨趣
つ も り

でござります3 

 

 先述のようにすべての漢字に振りがなが付けられているほか、文末を「でござります」

とするなど会話のような文体で書かれていることが大きな特徴である。  

 『まいにちひらがなしんぶんし』について、前島密の伝記である『鴻爪痕』には、「当

時はまだ新聞をまだ
（ママ）

読む習慣も起らず、文字あるものは仮名ばかりでは読み悪いなど云う

て、購読するものは幾んど無かつた。そこで無代で進呈することにしたが、何分資本が続

かず、終に明治六年の某月廃刊した」と記されている4。前者の「新聞を読む習慣」に関

しては、確かに一般に広まっているとは言いがたい状況ではあったが、日本では 1868 年

にすでに「第一期新聞隆盛時代ともいうべき時期」を迎えており5、この年に柳河春三が

創刊した『中外新聞』は「当時としては驚異的な売行き」を示したといわれている 6。

『まいにちひらがなしんぶんし』の翌年に創刊された『読売新聞』が大きく成功している

ことからも、当時まだ新聞を読む習慣がなかったことが直接的に大きく影響したとは考え

にくい。一方、後者の「仮名ばかりで読みにくい」ことについては、漢字を使って成功し

た『読売新聞』の例をみても、成否の要因と考えるのは自然なことともいえる。  

 このように、漢字を使わなかった新聞が失敗し、振りがなを活用しながら漢字を使った

新聞が成功したことは、日本語表記における漢字の機能を考える上で一つの資料となるか

もしれない。しかしながら、『まいにちひらがなしんぶんし』の試みが失敗に終わったこ

とは、必ずしも表記のみの問題とされているわけではない。次節で詳しく述べるように、

先行研究においては、語彙・文体はほかの新聞と同様に難解でありながら、それをただ単

                                                   
3 読売新聞社データベース「ヨミダス歴史館」収録の紙面より引用した。なお、引用の際、

旧字は新字に、変体仮名は現行の仮名に改めた。振りがなは原文どおりに付した。以下、新

聞記事の引用についてはすべて同じ。また、句読点や濁点・半濁点も適宜補うこととする。  
4 前島著・市島編、1955、328-329 ページ。  
5 秋山、2002、144-145 ページ。  
6 秋山、2002、143 ページ。  
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にひらがなだけで書いたために読みにくいということが失敗の大きな要因と捉えられてい

る。つまり、語彙・文体の問題でもあったとされているのである。  

 本章では、『まいにちひらがなしんぶんし』について、とくに語彙を中心に『読売新

聞』と対照させながら分析することによって記事文の特徴を実証的に示し、『まいにちひ

らがなしんぶんし』の記事文が実際にはどのようなものだったのか再評価を行なっていく

こととする。  

 

2. 先行研究 

 『まいにちひらがなしんぶんし』をはじめとする、ひらがな新聞の記事文を評価したも

のとして、津金沢（1965）、土屋（2002）および土屋（2014）がある。津金沢（1965）

は、ひらがなだけで書かれた新聞について「漢語を主体とする文語文を単にひらがなに置

きかえたところで、それが民衆にとって開かれた言語となることはできない」と述べてお

り、語彙・語法面の配慮に欠けていたことを指摘している 7。土屋（2002）も同様に「知

識人向けの文中の漢字をひらがなにしただけ」と指摘し、「文字だけが問題なのではなく、

語彙と文体が問題の中心にあるという認識が教訓として残された」と記している8。さら

に土屋（2014）でも、「漢字を廃しても漢語を排除しきれないという日本語の文体の問

題」をひらがな新聞失敗の理由の一つとしている9。 

 以上のように、ひらがな新聞は従来の新聞から漢字をなくしただけという見解がある一

方で、進藤（1961）による『まいにちひらがなしんぶんし』についての調査は、これに

反する結果となっている。進藤（1961）は、『まいにちひらがなしんぶんし』の用字・

用語、文体などをまとめた上で、わかちがきの特徴を調査・考察した論考である。その中

で語彙について、「漢語（混種語を含む）と和語との割合を任意の一日分について調査し

たところ、固有名詞、数詞を除いて、二対八」であり、「漢語の使用が少ないのは、漢語

をなるべく避けようという方針があったのではなかろうかと思われ」、「和語を多く用い

ることによって表現が、やわらかいものになっている」と述べている10。その一方で、接

続詞については、「しかるに、ならびに、あるいは、よって、および、ただし などが多

用されて」おり、「インテリ向きの新聞」である「郵便報知新聞で多用される接続詞と同

                                                   
7 津金沢、1965、94 ページ。  
8 土屋、2002、64 ページ。  
9 土屋、2014、82 ページ。  
10 進藤、1961、36-37 ページ。  



 

91 

 

じ傾向を持っている」と記述している11。 

 このように見解がわかれる要因としては、津金沢（1965）や土屋（2002）などの論で

は、いくつかの新聞を「ひらがな新聞」という一つのジャンルとしてまとめて述べている

ため、『まいにちひらがなしんぶんし』には当てはまらない部分もあるものと考えられる。

また、進藤（1961）においては任意の一日分の調査であり、その後『まいにちひらがな

しんぶんし』の記事文を実証的に調査した研究は見あたらない。新聞記事という性格上、

掲載欄や掲載日によって内容は異なり、内容が文章の特徴に影響を与えることもある。ま

た、新聞の講読者が増えない中で、記事文の書き方を工夫した可能性もある。  

 一方、明治期の『読売新聞』については、鈴木（2001）は創刊号から 282 号の「解説

記事」（布告類の記事をかみくだいて説明したもの）を調査し、内容や使用されている語、

ふりがななどについて用例を挙げながら考察している。鈴木（2006）では、創刊号であ

る明治 7（1874）年 11 月 2 日の紙面および明治 8（1875）年～明治 10（1877）年、明

治 20（1887）年の各年 11 月 2 日の紙面を対象とし、ふりがなの性質について二字の漢

字表記を中心に論じている。また、北澤・宮澤（2004）は創刊号から第 282 号の「新

聞」欄を対象に、断定の助動詞の使用状況について論じている。このように創刊当初の

『読売新聞』の言語的特徴を論じたものはいくつか見られるが、同時期に同じく「誰でも

読める」ことをめざした『まいにちひらがなしんぶんし』と対照させることで、『読売新

聞』の特徴もより明確になると考える。  

 そこで本章においては、『まいにちひらがなしんぶんし』の創刊年の紙面とその翌年の

紙面、および『読売新聞』の創刊年の紙面をいくつか選定して調査を行ない、記事文の特

徴について計量的に明らかにしたい。  

 

3. 調査について  

3.1 調査項目 

 まず、先行研究で争点となっていた「語種比率」があげられる。  

 次に、「品詞比率」を調査する。土屋（1999）は、1880 年代の新聞の語彙について、

知識人向けの新聞である大新聞 2 紙（『東京日日新聞』『郵便報知新聞』）と大衆向け

の新聞である小新聞 4 紙（『いろは新聞』『東京絵入新聞』『読売新聞』『朝日新

聞』）を対照させた分析を行なっているが、その結果、「全体的に見て、大新聞では体言

                                                   
11 進藤、1961、37 ページ。  
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の比重が高く、小新聞では用言の割合が大きい傾向がみられた」と述べている 12。また、

村上・岸野（1990）は、鎌倉時代の和文体と漢文体で品詞の使用比率に相違があり、和

文体では動詞・形容詞・助動詞など活用のある語が多く用いられていることを示している。

このことから、品詞比率を調査することにより、文体としての特徴を考察することができ

ると考える。  

 最後に、芹澤（2012）が 16 世紀のドイツ語印刷物について実施した「話しことば性」

の調査を参照し、『まいにちひらがなしんぶんし』および『読売新聞』の「話しことば

性」を調査する。芹澤（2012）は、Á gel & Hennig 編“Grammatik aus Nähe und 

Distanz: Theorie und Praxis am Beispiel von Nähetexten 1650-2000 ” （ Max 

Niemeyer、2006）（書名を日本語にすると『近さと遠さからの文法――近さのテクスト

の例における理論と実践』）の調査手法に基づき、16 世紀のドイツで流布した「印刷ビ

ラ」と「小冊子」の話しことば性を調査している。Á gel & Hennig 編（2006）の方法に

ついては、「近いことば性が高いと思われる要素を分析テクスト内に見つける毎に、1 ポ

イントとしてカウント」し、「カウントされたそのような要素の総数を、最終的にテクス

トの総単語数で割る」と説明している13。つまり、テクスト中の語のうち、「近いことば

性」＝「話しことば性」を帯びた語の割合を求めることで、話しことばとの近さを示して

いる。ただ、ドイツ語における話しことば性をそのまま日本語に当てはめることはできな

いため、本調査では芹澤（2012）を参照しながら、日本語の話しことば性の要素を独自

に設けることとする。  

 

3.2 調査対象 

 『まいにちひらがなしんぶんし』（以下、『ひらがな』）は主に、「役所からの布告」

「国内外のニュース」「投書」「広告や相場」を掲載していた。創刊当初は欄の区別はな

かったが、後にそれぞれ「お  ふれがき」「くにうちの  はなし」「ぐわいこくの  はな

し」「なげぶみ」「つげしらせ」という欄が設けられた。『読売新聞』（以下、『読

売』）も紙面構成は似通っており、創刊号には「布告
お ふ れ

」「新聞
しんぶん

」「説話
は な し

」「禀告
し ら せ

」の 4

つの欄があり、のちに「投書
よせぶみ

」欄なども登場する。 

                                                   
12 土屋、1999、107 ページ。  
13 芹澤、2006、110 ページ。  
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 本章の語種調査・品詞調査ではニュース記事欄を対象とし 14、『ひらがな』の「くにう

ちの  はなし」欄および「ぐわいこくの  はなし」欄、『読売』の「新聞」欄を調査する。

紙面は、『ひらがな』は創刊年（1873 年）の上半期と翌年（1874 年）の上半期、『読

売』は創刊年（1874 年）の紙面15のうち、現存し閲覧可能なものから、それぞれ 3000 語

前後を抽出することを目安として任意に選んだ。3000 語前後という語数は、計量調査を

行なうのに十分な量かつ語の分析を行なうときに 1 語 1 語目視で検討するのが可能な量

として設定した。その結果、以下の号が調査対象となった。なお、『ひらがな』は創刊当

初とその後の紙面では記事の分量が異なるため、1873 年から 3 号分、1874 年から 2 号

分を選んだ。また、この 1873 年の 3 号分と 1874 年の 2 号分ではレイアウトなども変化

しており、1874 年の紙面では発行日が明記され、先述の「欄」が設けられている。 

 

 ＜『ひらがな』1873 年の紙面16＞ 

  ・第 13 号（1873 年 2 月） 

  ・第 14 号（1873 年 3 月） 

  ・第 27 号（1873 年 3 月） 

 

 ＜『ひらがな』1874 年の紙面17＞ 

  ・第 253 号（1874 年 1 月 16 日） 

  ・第 310 号（1874 年 4 月 4 日） 

 

 ＜『読売』1874 年の紙面18＞ 

  ・第 8 号（1874 年 11 月 16 日） 

  ・第 9 号（1874 年 11 月 18 日） 

  ・第 27 号（1874 年 12 月 24 日） 

 

 「話しことば性」の調査については、創刊当時の紙面全体の傾向をみることとし、以下

                                                   
14 ほかの記事は、元となった文章の文体が影響する可能性を考慮し、除外することとした。  
15 本章 1 や 2 でも言及しているとおり、『読売』は 1874 年 11 月 2 日創刊であるため、1874

年 11 月と 12 月の 2 ヶ月分が対象となる。  
16 北根・鈴木監修（1997）に収録されたものを利用した。  
17 東京大学明治新聞雑誌文庫所蔵の原紙の複写を取り寄せ、利用した。  
18 読売新聞社データベース「ヨミダス歴史館」によって閲覧した。  
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のとおり創刊号または可能な限り創刊号に近い号を取り上げ、全文調査を行なう 19。 

 

  ・『ひらがな』第 10 号（1873 年 2 月）20 

  ・『読売』第 1 号（1874 年 11 月 2 日）21 

 

 『ひらがな』については創刊号が発見されておらず、初期のもので現存する第 2 号、

第 6 号は不鮮明な箇所があり全文調査ができないため、第 10 号を対象とした。  

 また、「話しことば性」を調査するにあたり、実際の話しことばに近い資料にはどれほ

どの話しことば性があるのかを調査し、参考基準とする。『ひらがな』や『読売』が発行

された当時の実際の会話を記録した資料はないと思われるが、話されたことばを書き記し

たものとして、以下の資料を調査する。  

 

 ・三遊亭円朝演述、若林玵蔵筆記『怪談 牡丹燈籠』（1884 年発行）22 の第 1 回 

  （以下、『牡丹燈籠』とする）  

 

 物語は 1700 年代中頃の設定であり、落語であるため、言葉づかいに特殊性がみられる

かもしれないが、1800 年代後半の話しことばを考えるにあたり参考にすることは可能で

あると判断した。  

 

3.3 調査方法 

 調査を進めるにあたり、『ひらがな』は記事文を漢字かな交じり文にして電子テキスト

化した。『読売』については振りがなが付けられている部分は、漢字表記の表現ではなく

振りがなの表現を採用した。たとえば、『読売新聞』第 1 号の「禀告」の欄には、「有

益こと」という表現が登場する。このままでは日本語表現として不自然であるが、「有

益」には振りがなとして「ためになる」と記されており、「ためになること」という表現

であることがわかる。このように、漢字表記よりも振りがなのほうが主となっているため、

この例の場合には「ためになること」として電子テキスト化した。  

                                                   
19 ただし、布告をそのまま転載した部分は除く。  
20 北根・鈴木監修（1997）に収録されたものを利用した。  
21 読売新聞社編集（1994）付録の複製を利用した。  
22 三遊亭円朝『怪談 牡丹燈籠』（岩波文庫、2002）を利用した。  



 

95 

 

 電子テキストは形態素解析辞書「近代文語 UniDic」および解析用のプログラム「近代

茶まめ  Ver.1.61」を用いて「短単位」に分割し、語種情報と品詞情報を付加させた 23。

「短単位」は文を語に区切るときの単位の一つであり、和語・漢語は 2 つの形態素の組

み合わせごと、外来語は 1 つの形態素ごとに 1 単位とすることを原則とした分割方法で

ある24。なお、解析結果は目視により確認し、誤解析ほか以下のように修正を加えた。  

 

 ・『ひらがな』において語意が不明だった語は、分析対象外とした。  

 ・「近代茶まめ Ver.1.61」の解析では数字は桁ごとに 1 短単位とされ、語種は読み方

によって判断される（たとえば、「7」は「なな」という読みなら「和語」、「し

ち」という読みなら「漢語」）が、千の位までをまとめて 1 短単位とし、語種の情

報は削除して調査結果から除外した。  

 ・人名や地名については、語種は出自に関わらず「固有名詞」として別に認定されるが、

一般名詞としても存在する語は固有名詞と判断されないことがある。その場合もす

べて「固有名詞」に修正した。  

 

4. 調査結果および考察 

4.1 語種比率 

 形態素解析の結果により、各語種（和語・漢語・外来語・混種語）の割合を延べ語数で

求めた。結果を次のページの表 6-1 に示す。なお、助詞・助動詞、数詞、固有名詞は除い

ている。 

 

 

 

 

                                                   
23 「近代文語 UniDic」は、以下のウェブサイトからダウンロードできる。http://unidic. 

ninjal.ac.jp/download_all#unidic_kindai（2018 年 2 月 21 日参照）  また、「茶まめ」につ 

いては、筆者はダウンロード版を用いたが（http://www2.ninjal.ac.jp/lrc/index.php?Uni 

Dic%2F%B6%E1%C2%E5%CA%B8%B8%ECUniDic に公開されていたもの、URL は 2018

年 2 月 21 日参照）、現在は「Web 茶まめ」としてウェブサイト上で利用することができる

（http://unidic.ninjal.ac.jp/chamame/ 2018 年 2 月 21 日参照）。  
24 国立国語研究所コーパス開発センターウェブサイト「書き言葉均衡コーパス」（http:// 

www.ninjal.ac.jp/corpus_center/bccwj/morphology.html 2018 年 2 月 21 日参照）に詳細

な認定規定が記載されている。  
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表 6-1 『ひらがな』と『読売』の語種比率（延べ語数）  

 

 

 

 

 

 

 

 表 6-1 より、『ひらがな』はいずれの時期の記事も和語が 80%弱を占めている。これ

は先に示した進藤（1961）による調査結果、つまり、「漢語（混種語を含む）と和語と

の割合」が「固有名詞、数詞を除いて、二対八」という結果とほぼ一致しており、『ひら

がな』の記事文が決して漢語中心ではないことが確認できる。本章冒頭で示した発行の趣

旨で「漢字」を「からのもじ」、「発展する」を「ひらけ すすむ」としていること、あ

るいは欄の名称では「投書」を「なげぶみ」と表現していることからも、なるべく漢語を

使わずに、和語を積極的に使おうという姿勢がみてとれる。記事文中においても同様であ

り、たとえば敬称の「氏」は「し」ではなく「うじ」と表現している。  

 『ひらがな』の 1873 年と 1874 年の記事を比べると、和語が約 2 ポイント減り、反対

に漢語が約 2 ポイント増えている。ただし、カイ二乗検定で統計的に確認したところ有

意差はなかった。よって、内容の相違による誤差であると考えられ、漢語が次第に増えて

いったというわけではないであろう。  

 『読売』も『ひらがな』同様の語種比率となっているが、和語の割合がやや低く、漢語

の割合がやや高い。数値としてより類似している 1874 年の『ひらがな』とカイ二乗検定

を行なったところ、和語について 5％水準で有意差がみられ、『ひらがな』のほうが和語

が多く使われていることがわかった。  

 このことから、『ひらがな』は『読売』よりもさらに和語を主体として書かれていると

いえる。 

 

4.2 品詞比率 

 次に、品詞比率を延べ語数で求めた。「近代文語 UniDic」による解析では、13 種の品

詞（名詞、代名詞、動詞、形容詞、形状詞、連体詞、副詞、接続詞、感動詞、助詞、助動

合計 和語 漢語 外来語 混種語

語数 1643 1281 330 17 15

割合 100 78.0 20.1 1.0 0.9

語数 1842 1397 412 3 30

割合 100 75.8 22.4 0.2 1.6

語数 2007 1464 499 1 43

割合 100 72.9 24.9 0.0 2.1

『ひらがな』
1873年

『ひらがな』

1874年

『読売』

1874年
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詞、接頭辞、接尾辞）に分類されるが、「形容詞」（日本語教育における「イ形容詞」）

と「形状詞」（日本語教育における「ナ形容詞」）は「形容詞」として一つにまとめた。

このうち、語数が 100 語を超えた「名詞」「動詞」「助詞」「助動詞」と、「形容詞」

の比率を以下の表 6-2 に示す。ほかの品詞はすべて「その他」としてまとめた。  

 

表 6-2 『ひらがな』と『読売』の品詞比率（延べ語数）  

 

 まず、『ひらがな』の 1873 年と 1874 年をくらべてみると、めだった相違はみられな

い。名詞が 2 ポイントほど減り、助動詞が 2 ポイント弱ふえているが、カイ二乗検定で

は助動詞のみに有意差がみられ、名詞では有意差は確認されなかった。動詞と助詞につい

ては、いずれの時期の記事も動詞が約 15%、助詞が約 30%という結果になっている。こ

こで、本章 3.1 でも言及した土屋（1999）による調査を参照すると、大新聞（知識人向

け新聞）と小新聞（大衆向け新聞）の差異について「助詞の割合が小新聞では 30%以上

なのに対し大新聞では 27～28%とやや低いこと、また動詞の割合が小新聞は約 13～16%

であるのに対し大新聞は約 12%と低めなことである」と述べられている25。本調査と土屋

（1999）では語の区切り方が異なる可能性はあるものの、『ひらがな』の動詞と助詞の

割合は、土屋（1999）の調査での小新聞の値と一致している。さらに、本調査での『読

                                                   
25 土屋、1999、107 ページ。  

計 名詞 動詞 形容詞 助詞 助動詞 その他

語数 2971 1022 447 82 899 225 296

割合 100 34.4 15.0 2.8 30.3 7.6 10.0

計 名詞 動詞 形容詞 助詞 助動詞 その他

語数 3421 1104 531 96 1039 311 340

割合 100 32.3 15.5 2.8 30.4 9.1 9.9

計 名詞 動詞 形容詞 助詞 助動詞 その他

語数 3881 1369 557 84 1258 316 297

割合 100 35.3 14.4 2.2 32.4 8.1 7.7

『ひらがな』1873年

『ひらがな』1874年

『読売』1874年
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売』の動詞と助詞の割合も、これと一致する結果となっている。つまり、品詞比率からす

れば、『ひらがな』も『読売』などの大衆向け新聞と同様の傾向を持っているということ

である。本章 3.1 で示したように、村上・岸野（1990）が鎌倉時代の和文体において動

詞など活用のある語が多く用いられていると指摘したこともふまえると、動詞の割合が高

いという結果はやわらかい文体の特徴であるといえ、漢文体のようなかたい文体とは異な

るものであると考えられる。  

 

4.3 話しことば性 

 本調査では、資料内の各文節のうち、話しことば性を帯びた文節の割合を求めることに

より、各資料の話しことば性を評価する。話しことば性を認定するための要素としては、

以下の項目を設定した26。なお、これらの項目は芹澤（2012）を参考にしながら独自に設

定したものであり、今後改善の余地はある。  

 

 

 ＜表記・形態＞  

  a-1 母音長化形：話しことば特有の長母音を表記したもの  

     例）「それはア大変なこと」  

 

  a-2 融合形：2 つの音が融合した形をそのまま表記したもの  

     例）「それじゃ」 

 

 ＜語彙・文法＞  

  b-1 近世助詞：江戸時代以降に発生した助詞27 

     例）「徳があるから」「自分のためにもなるし」 

       「一つだけ」「酒でも飲む」 

 

 

                                                   
26 例は筆者による。  
27 接続助詞の「から」「ので」「ないで」「のに」「けれど」「し」、副助詞の「きり（ぎ

り）」「だけ」「しか」「でも」「なんか」「なんて」。沖森、2010、94-97 ページを参照。

なお、間投助詞と終助詞については後述の「c-1 間投助詞・終助詞付属」に含めた。  
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  b-2 近世用言語末：江戸時代以降に発生した語末表現28 

     例）「書こうとした」「静かだろう」「悲しかった」 

 

  b-3 感動語：感動あるいは呼びかけ、応答の際に使用される語  

     例）「なに、そんなことか」「いや、違う」  

 

  b-4 擬態語・擬声語：声、物音、人や物の様子をなぞらえた語  

     例）「ばたばたと駆けていく」「きりりとした目」 

 

  b-5 略式語：音変化をしたり、打ち解けた言い回しの語  

     例）「ちっと難しい」「お侍さん」 

 

 ＜文節末表現・文末表現＞  

  c-1 間投助詞・終助詞付属：文節末に間投助詞、文末に終助詞が付いたもの  

     例）「いいさ、気にしないで」「感心なことだな」 

 

  c-2 敬体：「です」「ます」といった敬体が含まれるもの（「そうろう」は除く）  

     例）「来るはずですから」「差し上げます」 

 

 各資料における話しことば性の割合と各項目に該当する文節数を次のページの表 6-3 に

示す。なお、話しことば性の割合は「話しことば性の含まれる文節数／総文節数×100」

で算出した。ただし、「話しことば性の含まれる文節数」は、1 文節中に話しことば性が

1 つでも含まれていれば「1」と数える。また、「総文節数」には固有名詞の列挙および

地名、数詞から成る文節は含めていない。  

 

 

 

 

                                                   
28 助動詞を伴ったとき、動詞が「～（オ段）う」、形容詞および形容動詞が「～ろう」で終

わる表現、あるいは用言が「～った」で終わる表現。沖森、2010、81-85 ページを参照。  
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表 6-3 『ひらがな』『読売』『牡丹燈籠』の話しことば性  

資料名 話しことば性 a-1 a-2 b-1 b-2 b-3 b-4 b-5 c-1 c-2 

『ひらがな』 0.5％  0  0  0  0  1  0  0  3  0  

『読売』 12.2％  0  0  45  11  3  0  10  0  78  

『牡丹燈籠』 19.0％  4  5  31  19  41  18  24  21  82  

 

 表 6-3 をみると、各資料の相違が話しことば性によって明らかになることがわかる。

『牡丹燈籠』の話しことば性が約 19％であるのに対し、『ひらがな』は約 0.5％とほぼ

話しことば性は認められない。一方、『読売』は約 12.2％であり、『牡丹燈籠』ほど割

合は高くないものの、ある程度の話しことば性が認められる。これにより、「俗談平話」

と称される『読売』の文体イメージが形成されていると考えられる。  

 項目別にみてみると、『牡丹燈籠』はどの項目も満遍なく出現している一方、『読売』

は b-1「近世助詞」と c-2「敬体」の使用が目立っており、b-2「近世用言語末」も『牡丹

燈籠』と同じくらいの数が使用されている。よって、統語的な面で話しことば性を強くし

ていると言える。特に文末表現については、『読売』をはじめとする大衆向け新聞、いわ

ゆる「小新聞」の文体的特徴として注目されることが多く、例えば野崎（1927）は小新

聞の特徴の一つとして「雜報の文は「御座います」「ありました」等の俗談平話體なりし

事」を挙げ29、山本（1965）は『読売』の概要を紹介する際に「文体は主に「ます」調お

よび「でございます」調で書いている」としている30。また、明治初期の『読売』の文体

研究においても文末表現に焦点が当てられており、例えば進藤（1959）や北澤・許

（2005）などがある。  

 一方で、『読売』の各項目のうち、統語的要素以外の項目は 0 か、あっても数は少な

い。新聞記事の文章は対話文とは異なるため、話しことば特有の長母音が表記されたり、

感動語などが出現することは考えにくいだろう。しかし、b-5「略式語」や c-1「間投助

詞・終助詞付属」が少ないのは小新聞の中でも『読売』のみにみられる、あるいは『読

売』の中でも創刊号に特徴的な結果である可能性がある。進藤（1959）は「小新聞には、

「か、よ、さ、な、ねえ、ぞ、ね」などの終助詞が、しばしば用いられている」とし、次

                                                   
29 野崎、1927、7 ページ。  
30 山本、1965、197 ページ。  
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のような用例を挙げている（下線は引用者）31。 

 

  「急場の用に実に困る事がございますよ」（『東京絵入新聞』1877 年 2 月 23 日） 

  「雲を摑む口軽連の困り者が集るのは厄介サネ」(『かなよみ』1877 年 3 月 21 日) 

 

 また、略式語についても、土屋（2002）が『仮名読新聞』において「「かかあ（荊

妻）」「ごしんぞ（細君）」などの俗語」が用いられていると指摘している 32ことを記し

ておく。 

 

5. まとめ 

 本章では、『ひらがな』と『読売』を語種比率・品詞比率・話しことば性の 3 点で量

的に分析することにより、両紙の記事文の特徴を考察した。  

 語種比率を調査した結果、進藤（1961）でも示されていたように『ひらがな』では和

語が 80%弱を占めており、『読売』よりも高い数値であった。よって、『ひらがな』が

和語を中心として執筆されていることが確認できた。品詞比率の調査では、『ひらがな』

『読売』ともに動詞が 15%前後、助詞が約 30%という結果となり、先行研究において調

査された大衆向け新聞の動詞・助詞の割合と一致していた。動詞の割合の高さに注目すれ

ば、漢文体のようなかたい文体とは性質が異なると判断された。このことから、『ひらが

な』は漢字を使用しないという方針のもと、記事の執筆にあたって和語を用いることを重

視し、その傾向は創刊当初から変わらずに続いていたことがわかる。ひらがな新聞につい

て先行研究で指摘されていた「漢語を排除しきれていない」という特徴は、『ひらがな』

の記事文の特徴を言い表わすには必ずしも適切ではないといえる。ニュースを「女・こど

も」にも知らせるという発行の趣旨からしても、記事文をわかりやすくしようとする何ら

かの工夫がみられるのは自然なことであろう。そして、語種比率・品詞比率ともに、時期

の違いによる結果の相違はみられず、上記の特徴は『ひらがな』が一貫して有していた特

徴であると考えることができる。  

 以上のように語種比率と品詞比率では『ひらがな』と『読売』の間に相違はみられなか

                                                   
31 進藤、1959、64-65 ページ。用例を引用する際にルビや圏点は省略した。  
32 土屋、2002、66 ページ。ただし、この用例は投書から取っているため、必ずしも記者が使

用しているわけではない。  
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ったが、最後の「話しことば性」の調査により、両紙の違いが明らかになった。『ひらが

な』ではほぼ話しことば性は認められなかったのに対し、『読売』ではある程度の話しこ

とば性が認められた。特に、先行研究で焦点が当てられている文末表現など、統語的な面

で話しことば性を強くしていることがわかった。このことが「俗談平話」といわれる『読

売』の文体イメージの形成、そして読者の獲得の一因となったことが推測できる。ただし、

「話しことば性」については調査項目・調査範囲ともに再考の余地があり、この点につい

ては今後さらに検討を進めていくこととしたい。  

 また、本章では『ひらがな』が和語を主体として書かれたことを示したが、同時期に創

刊された『東京假名書新聞』などのひらがな新聞では、先行研究が指摘するように漢語を

主体として書かれていたかもしれない。この点についても検証していくことによって、各

ひらがな新聞の特徴を明らかにし、日本新聞史における位置づけを改めて検討することが

必要であると考える。  



 

103 

 

第 7 章 大正期から昭和中期の新聞――漢字制限の試み 

 

1. はじめに 

 日本の新聞において、はじめて漢字制限を試みたのは『郵便報知新聞』（1872 年創

刊）であった。この新聞は 1887 年に、固有名詞などを除いて「漢字の數を三千字に限り、

此の制限内に於て論説、雜報、一切の事を記載すべし」とし1、漢字制限の実施を発表し

た。 

 明治後期から大正期にかけては、国語国字問題の一環として新聞の漢字制限が議論され、

とくに大正期には各新聞社が結束して漢字制限を実行に移すようになった。大正 10

（1921）年 3 月 21 日には新聞社に所属する 15 人を発起人として全国の新聞社に漢字制

限への協力を求める文書（「漢字制限に付全國新聞社に御協議申上度新聞紙上を以て得貴

意候」2）が各紙に発表され、大正 14（1925）年 6 月 1 日には新聞社 10 社が「漢字制限

に關する宣言」3で漢字制限を発表した。また、『東京日日新聞』は大正 11（1922）年 3

月 13 日、「新聞を讀みやすくする」ために「我社の活字制限」と題する社告を掲載し 4、

同月 16 日から漢字制限を実施することを発表した。  

 昭和期に入ると、漢字制限論は勢いを失っていったが、第二次世界大戦後には再び漢字

制限が発表されるようになり、『読売報知』が昭和 21（1946）年 2 月 21 日の紙面から

「新聞を一そう民主化し、誰にも讀めて、よくわかる明るい紙面をつくるため」に使用す

る漢字の種類を半減させることを発表した5。 

 このように、近代日本においては漢字制限論を背景として、新聞紙面で積極的に漢字制

限が試みられてきた。ただし、漢字制限は単に使用する漢字を制限するのみでなく、上記

の引用部分でも言及されているように、記事を「わかりやすくする」というねらいも含ま

れていた。それでは、漢字制限によって、記事の文章はどのように変化したのであろうか。  

 本章では、漢字制限実施の前後の記事を比べて、漢字制限が記事の文章に与えた影響を

明らかにすることを目的とする。  

 

                                                   
1 『郵便報知新聞』1887 年 9 月 16 日掲載記事。なお、引用の際、濁点や句読点を適宜補い、

漢字の字体は原記事のままとし、ふりがなは省略した。以下、すべての引用について同じ。  
2 『大阪毎日新聞』1921 年 3 月 21 日掲載記事を参照。  
3 『東京日日新聞』1925 年 6 月 1 日掲載記事を参照。  
4 『東京日日新聞』1922 年 3 月 13 日掲載記事。  
5 『読売報知』1946 年 2 月 18 日掲載記事。  
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2. 先行研究 

 漢字に焦点を当てて新聞記事を調査した研究としては、梶原（1982）および小林

（2002）がある。 

 梶原（1982）は、『東京日日新聞』の記事の漢字含有率を 1877 年から 10 年間隔で

1947 年まで調査した結果、大きな傾向としては時代がくだるにつれて漢字含有率が低下

していることを示している。また、1917 年と 1927 年、1937 年と 1947 年の間に大きな

低下がみられることについて、「常用漢字表」（1923 年 5 月）と「当用漢字表」（1946

年 11 月）が出されたことに影響を受けたものと考察している6。しかしながら、本章 1 で

述べたように、『東京日日新聞』は 1922 年に漢字制限を実施しており、これは「常用漢

字表」の発表に先行する。また、別の新聞ではあるが、『読売報知』による漢字制限の実

施（1946 年 2 月）も、わずかながら「当用漢字表」の公布より先である。このことから、

もしこれらの新聞の漢字制限が成功していたのであれば、新聞記事における漢字含有率の

低下は漢字政策に一方的に影響を受けたものではなく、新聞社が主体となって成し遂げら

れたものとみることができる。  

 小林（2002）は、新聞文章史で節目といえる時期の主要紙の漢字含有率を調査してい

る。総ふりがなの『読売新聞』が人気を博した 1877 年、『郵便報知新聞』が漢字制限を

実施した 1887 年、国語国字問題が活発に議論された 1900 年、新聞社 10 社が漢字制限

を発表した 1925 年の 4 つの時期を分析した結果、1900 年から 1925 年の間に漢字含有率

の大きな減少がみられることを明らかにしている7。この研究によっても、漢字制限が活

発に行なわれた時期に実際に漢字の割合が減少したことが示されたが、やはりそれが新聞

社の漢字制限によるものなのか、「常用漢字表」によるものなのかについては問題が残る。  

 以上のように、長期的な視点から新聞記事中の漢字の割合が減っていることを示した研

究はあるものの、十数年の間における変化にはさまざまな要因が考えられる。新聞社の漢

字制限が直接的に記事の文章に与えた影響がどのくらいあったかについては、いまだ明確

に示されていない。  

 新聞の漢字制限の評価としては、藤井（1972）は、『郵便報知新聞』の漢字制限につ

いて「漢字制限の着想は的を射ていたが、社会全般の機運はまだ熟さず、新聞としての準

                                                   
6 梶原、1982、220 ページを参照。  
7 小林、2002、37-38 ページおよび 45-46 ページを参照。  
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備も不足していた」とし8、漢字制限を成功させるためには周到な準備が必要であること

を述べている。また、宇野（1957a）および宇野（1957b）は、1946 年に「当用漢字表」

が公布されるまでの新聞の漢字制限について記し、大正期の漢字制限については「大正十

年ごろから大正末期にかけての一時期が、最も花やかな時代でした」としつつ「しかし、

実際の上の成績は、そう芳しいものではありませんでした」と評している 9。 

 これらの先行研究に示されるとおり、新聞社による漢字制限は必ずしも成功したものと

しては評価されていない。それではやはり、梶原（1982）が述べたとおり、新聞におけ

る漢字含有率の低下は新聞社による漢字制限ではなく「常用漢字表」などの漢字政策に影

響を受けたのであろうか。しかし、漢字制限が宣言されたからには、実施の前後で記事に

何らかの変化はあったものと考えられる。記事を「わかりやすくする」という目的も考慮

に入れれば、語彙など表記以外の面にどのような影響を与えたかも考える必要があり、漢

字制限による記事の変化についてはいまだ検討の余地がある。そこで本章では、漢字制限

の実施前後の記事を分析することにより、漢字制限が記事にどのような影響を与えたのか

を明らかにしたい。  

 

3. 調査について  

3.1 調査対象 

 本章では、漢字制限の実施日を明確に宣言したものとして、『東京日日新聞』と『読売

報知』の 2 紙を対象とする。本章 1 で言及したとおり、『東京日日新聞』は 1922 年 3 月

16 日、『読売報知』は 1946 年 2 月 21 日から漢字制限を実施すると明言した事例であり、

実施の前後で記事がどのように変わったかを調査することができる。本調査では、各紙の

漢字制限実施日の前と後それぞれ 5 日分の社説を分析することとする10。社説は号ごとの

分量の差が少なく、また、記事執筆に関する新聞社の方針がよりあらわれやすいと考えら

                                                   
8 藤井、1972、54-55 ページ。  
9 宇野、1957b、24 ページ。  
10 『東京日日新聞』は、漢字制限実施日の社説は通常と異なる構成であったため対象外とし、

その前日から 1 日おきにさかのぼって 5 日分（3 月 7 日、3 月 9 日、3 月 11 日、3 月 13 日、

3 月 15 日）、実施の翌日から 1 日おきに 5 日分（3 月 17 日、3 月 19 日、3 月 21 日、3 月

23 日、3 月 25 日）を対象とした。『読売報知』は、実施の 2 日前から 1 日おきにさかのぼ

って 5 日分（2 月 11 日、2 月 13 日、2 月 15 日、2 月 17 日、2 月 19 日）、実施日から 1 日

おきに 5 日分（2 月 21 日、2 月 23 日、2 月 25 日、2 月 27 日、3 月 1 日）を対象とした。  
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れ、調査に適していると判断した。分析にあたっては、各紙の後継紙のデータベース 11に

より記事を閲覧した。  

 

3.2 調査方法 

 漢字の数について、『東京日日新聞』では「ルビ付常用及豫備の漢字數を總計三千五百

八十字に、ルビ無しの活字を同じく三千百九十九字に限局することに決したのであります。

何しろ現在使用する活字はルビ付八千十一字、ルビ無し六千五百廿字である」とし、漢字

の数を半数以上減らすことを宣言している12。『読売報知』でも同様に、「いまの使用漢

字は總數四千六百餘字におよんでゐますが、この第一次制限では比較的むづかしいもの二

千三百字をまづ追放」とし、およそ半分にすることが記されている13。 

 その一方で、本章 1 で記したように、漢字制限には記事を「わかりやすくする」とい

う目的もあった。『東京日日新聞』では漢字の数を減らす以外に「形容詞のむづかしい言

葉はなるべく使用せぬこと」というように語彙的な面も考慮されており、「むづかしい言

葉」の例としては「叱咤」「荏苒」「顰蹙」などの漢語があげられている 14。『読売報

知』でも「誰にも讀めて、よくわかる明るい紙面をつくるため」という目標が掲げられて

いる15。よって、本章 2 でもふれたとおり、単に使う漢字の数を減らすという表記面だけ

でなく、語彙も含めた文章全体の変化に注目する必要があるだろう。  

 そこで、本章では、まずは対象とした社説の漢字含有率および 4 字以上の漢字列の割

合を調査し、漢字制限実施の前と後で漢字の数に変化があるかどうかを明らかにする。次

に、「わかりやすさ」という点に注目しながら、表記以外での変化の有無も検討する。た

だし、社説は毎号内容が異なるため、実際の文章を質的に比べて考察することは難しい。

よって、これについても量的な調査を行なうこととする。調査項目としては、本論第 6

章で調査した「語種比率」「品詞比率」に加え、記事の表面的な印象にも関わる「1 文の

長さ」を含める。また、語の使用頻度を調査することで、具体的にどのような語が多く使

用されているかを検討する。さらに、実際の記事文を観察することにより、数値の上での

特徴がどのように紙面にあらわれているかを確認する。  

                                                   
11 『東京日日新聞』は毎日新聞社データベース「毎索」、『読売報知』は読売新聞社データ

ベース「ヨミダス歴史館」を用いた。  
12 『東京日日新聞』1922 年 3 月 13 日掲載記事。  
13 『読売報知』1946 年 2 月 18 日掲載記事。  
14 『東京日日新聞』1922 年 3 月 13 日掲載記事。  
15 『読売報知』1946 年 2 月 18 日掲載記事。  
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4. 調査結果および考察 

4.1 漢字含有率 

 本調査では、対象記事について総字数（漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字） 16のう

ち漢字の占める割合を調査した。字数の計量にあたっては、日本語読解学習支援システム

「リーディング チュウ太」の「漢字チェッカー」による解析を利用した17。 

 なお、繰り返し符号はそれに対応する文字によって判断し、たとえば「ゝ」はひらがな、

「々」は漢字とした。記事の保存状態により文字が読み取れない場合、具体的に文字を特

定できなくても明らかに漢字であったり、明らかに仮名であったりしたときは、その判断

を採用した。完全に読み取れない場合は、字数に含めていない 18。また、固有名詞に使わ

れている文字は除いた。結果を以下の表 7-1 に示す。  

 

表 7-1 『東京日日新聞』と『読売報知』の漢字含有率（延べ字数）  

 
『東京日日新聞』 『読売報知』 

 
実施前 実施後 実施前 実施後 

総字数 7230 6268 9124 8336 

漢字 3668 2848 3930 3243 

含有率 50.7％ 45.4％ 43.1％ 38.9％ 

 

 表 7-1 のとおり、両紙ともに漢字制限の実施前に比べて実施後は漢字含有率が 5 ポイ

ント近く下がっている。先行研究では、漢字制限の結果について肯定的な評価はされてい

なかったが、量的には確かに漢字は減っているといえる。 

 なお、日本新聞協会・国立国語研究所（1956）が 1955 年から 1956 年にかけて定時制

高等学校生徒などを対象に行なった調査研究によると、内容は同じで漢字の割合をさまざ

まに変えた文章を提示したとき、漢字含有率 35％程度の文章がもっとも読みやすいと判

断された19。また、羽山（2010）が知的障害者向け新聞『ステージ』20の記事を対象に行

                                                   
16 複数の仮名を 1 文字として表記した「合略仮名」は、仮名に置きかえて数えた。  
17 「リーディング チュウ太」はウェブサイト上（http://language.tiu.ac.jp/ 2018 年 2 月

21 日参照）に公開され ており、日本語能力試験（旧試験）を基準にしてテキスト中の語

や漢字のレベルを判定するシステムである。  
18 今回の調査範囲では、これに該当する文字は 1 字のみであった。  
19 日本新聞協会・国立国語研究所、1956、132 ページを参照。  
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なった調査では、漢字含有率は約 30％であり、これが文章を読みやすくするための漢字

の割合であろうと述べている21。それぞれ時期も対象者も異なり、そのまま数値のみを比

べることはできないものの、『読売報知』の実施後の値（38.9％）はその値に近づいてい

る。この点では「よくわかる」紙面を作るという目標はひとまず達成されたとみることも

可能ではないだろうか。 

 

4.2 4 字以上の漢字列の割合  

 本論第 1 章・第 2 章と同様に、漢字以外の文字（かな、アルファベット、アラビア数

字、記号類）を挟まずに漢字が 4 字以上続くものを「4 字以上の漢字列」22、句読点とカ

ッコ類を除いたすべての文字を「総字数」としたとき、「4 字以上の漢字列の字数／総字

数×100」によって求められる値を調査した。結果は次の表 7-2 のとおりとなった。なお、

表 7-2 の「総字数」は句読点・カッコ類以外の記号および固有名詞に使われている文字を

含めているため、表 7-1 の「総字数」とは値が異なる。  

 

表 7-2 『東京日日新聞』と『読売報知』における 4 字以上の漢字列の割合  

 
『東京日日新聞』 『読売報知』 

 
実施前 実施後 実施前 実施後 

総字数 7833 6669 9286 8427 

漢字 1704 1081 1463 1129 

割合 21.8％ 16.2％ 15.8％ 13.4％ 

 

 表 7-2 のとおり、漢字含有率が減ったことに伴って 4 字以上の漢字列の割合も減少し

ていることが確認できる。特に『読売報知』の実施後の値 13.4％は、本論第 1 章で調査

した『毎日小学生新聞』の記事の値 13.5％と同程度となっている。  

 

 

                                                                                                                                                               
20 1996 年に社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会によって創刊された新聞である。この新聞

は、知的障害者自身も編集委員として紙面作成に加わっていたもので、年 4 回発行の季刊紙

として発行されていた。2014 年 3 月より休刊となっている。本論第 3 章参照。  
21 羽山、2010、26 ページを参照。  
22 2 語以上にわたって連続する場合も含む。また、固有名詞に使われる漢字も除外せず含め

ている。  



 

109 

 

4.3 語種比率 

 対象記事における各語種（和語・漢語・外来語・混種語）の割合を調査した。本調査で

は「短単位」という基準を採用し、文を語に分割した。「短単位」とは、和語・漢語は 2

つの形態素の組み合わせごと、外来語は 1 つの形態素ごとに 1 単位とすることを原則と

した分割方法である23。「短単位」に分割して語種を判定する際には形態素解析辞書「近

代文語 UniDic」および解析用のプログラム「近代茶まめ  Ver.1.61」を用いた24。誤解析

は目視により確認し、適宜修正を加えた。  

 語種比率を延べ語数で計量した結果を表 7-3 に示す。なお、計量の際、固有名詞、数詞、

原語表記の外国語、助詞および助動詞は語数から除いている。  

 

表 7-3 『東京日日新聞』と『読売報知』の語種比率（延べ語数）  

『東京日日新聞』 

  
合計 和語 漢語 外来語 混種語 

実施前 
語数 2719 1138 1526 1 54 

割合 100％ 41.9％ 56.1％ 0.0％ 2.0％ 

実施後 
語数 2340 1061 1214 6 59 

割合 100％ 45.3％ 51.9％ 0.3％ 2.5％ 

       
『読売報知』 

  
合計 和語 漢語 外来語 混種語 

実施前 
語数 3368 1475 1823 26 44 

割合 100％ 43.8％ 54.1％ 0.8％ 1.3％ 

実施後 
語数 2994 1418 1490 20 66 

割合 100％ 47.4％ 49.8％ 0.7％ 2.2％ 

                                                   
23 詳細な認定規定は、国立国語研究所コーパス開発センターウェブサイト「書き言葉均衡 

コーパス」（http://www.ninjal.ac.jp/corpus_center/bccwj/morphology.html 2018 年 2 月

21 日参照）に記載がある。  
24 「近代文語 UniDic」は、以下のウェブサイトからダウンロードできる。http://unidic. 

ninjal.ac.jp/download_all#unidic_kindai（2018 年 2 月 21 日参照）  また、「茶まめ」につ 

いては、ダウンロード版を利用した（ http://www2.ninjal.ac.jp/lrc/index.php?UniDic%2 

F%B6%E1%C2%E5%CA%B8%B8%ECUniDic に公開されていたもの、URL は 2018 年 2 月

21 日参照）。なお、「UniDic」および「茶まめ」には現代語用のものもあるが、これは歴

史的仮名遣いに対応していない。今回調査した記事には歴史的仮名遣いが用いられていたた

め、近代語用のものを使用した。  
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 表 7-3 より、両紙とも漢字制限の実施後には和語が増え、漢語が減っていることがわか

る。大幅な変化とはいえないかもしれないが、カイ二乗検定により統計的に確認してみた

ところ、いずれも実施後の和語が有意に多く、漢語が有意に少なかった 25。 

 必ずしも和語が平易であり、漢語が難解であるとはいえないが、漢字制限によって漢字

の量が減ったこと、あるいは、わかりやすい表現を使おうという意識が強まったことによ

り、語彙の面でも変化が生じたと理解することができる。  

  

4.4 品詞比率 

 4.3 と同様に短単位をもとに、対象記事における品詞の割合を調査した。品詞の分類は

「近代茶まめ  Ver.1.61」による解析結果に従った26。品詞比率を延べ語数で計量した結果

を次のページの表 7-4 に示す。なお、表では語数が多かった「名詞」「動詞」「助詞」

「助動詞」の割合を示し、ほかの品詞は「その他」としてまとめた。また、数詞について

は「近代茶まめ Ver.1.61」の解析では桁ごとに 1 短単位とされるが、千の位までをまと

めて 1 短単位の名詞とした。  

 表 7-4 をみると、両紙ともに漢字制限実施後に名詞の割合が下がっていることが目立つ。

カイ二乗検定で統計的に確認した結果、いずれも実施後の名詞が有意に少なかった 27。 

 名詞の割合が低くなったという変化は、本論第 1 章および第 2 章での考察をふまえる

と、「わかりやすさ」を意識して書かれた文章がもつ特徴に近くなったものとみることが

できる。『読売報知』で掲げられた「誰にも讀めて、よくわかる」紙面にするという目標

が記事文に表われた結果ということも可能であると思われる。  

 

 

 

 

                                                   
25 『東京日日新聞』の和語は 5％水準、漢語は 1％水準、『読売報知』の和語は 1％水準、漢

語は 0.1％水準で有意差が認められた。0.1％水準の場合には 99.9％の確かさで有意という

ことになり、非常に高い確率で差があるといえる。  
26 具体的には、「名詞」「代名詞」「動詞」「形容詞」「形状詞」「連体詞」「副詞」「接

続詞」「感動詞」「助詞」「助動詞」「接頭辞」「接尾辞」の 13 種に分類される。「形容

詞」は日本語教育における「イ形容詞」、「形状詞」は「ナ形容詞」に相当する。  
27 『東京日日新聞』は 1％水準、『読売報知』は 5％水準で有意差が認められた。  
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表 7-4 『東京日日新聞』と『読売報知』の品詞比率（延べ語数）  

『東京日日新聞』 

  
合計 名詞 動詞 助詞 助動詞 その他 

実施前 
語数 4919 1750 669 1458 460 582 

割合 100％ 35.6％ 13.6％ 29.6％ 9.4％ 11.8％ 

実施後 
語数 4157 1356 590 1289 368 554 

割合 100％ 32.6％ 14.2％ 31.0％ 8.9％ 13.3％ 

        
『読売報知』 

  
合計 名詞 動詞 助詞 助動詞 その他 

実施前 
語数 5774 1915 866 1760 531 702 

割合 100％ 33.2％ 15.0％ 30.5％ 9.2％ 12.2％ 

実施後 
語数 5234 1628 790 1668 497 651 

割合 100％ 31.1％ 15.1％ 31.9％ 9.5％ 12.4％ 

 

4.5 文の長さ 

 原記事中に付けられた句点を文の区切りとし、1 つの文の中に短単位（記号類は除く）

がいくつ含まれているかを「文の長さ」として調査した。1 文中の短単位数の平均を求め

たところ、以下の表 7-5 のようになった。  

 

表 7-5 『東京日日新聞』と『読売報知』の文の長さの平均  

 
実施前 実施後 

『東京日日新聞』 39.6 32.8 

『読売報知』 41.9 34.9 

 

 表 7-5 のとおり、どちらの新聞も漢字制限実施前には 40 前後だったが、実施後には 30

台前半に減っている。本論第 1 章および第 2 章では、「わかりやすさ」が意識されても 1

文が短くなるとは限らないことを示した。一方、『東京日日新聞』と『読売報知』では、

漢字制限実施後は実施前に比べて 1 文の長さが 2 割弱減っている。これが「わかりやす

さ」につながるかどうかは別としても、『東京日日新聞』も『読売報知』も漢字制限実施
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後の文のほうが簡潔になっているといえる。  

 

4.6 語の出現頻度 

 1 短単位を 1 語とし、対象記事における語の出現頻度を調査した。各紙の漢字制限実施

前と実施後のそれぞれで出現した回数が多い上位 10 語（助詞・助動詞および固有名詞を

除く）を以下の表 7-6 に示す。複数の読み方が考えられる語には、カッコ内に読み方を記

した。 

 表 7-6 より、両紙とも、50 回以上出現する語は実施前と実施後で共通していることが

わかる。2 紙の間で比べてみると、『読売報知』では実施前後で 3 位になっている「居

る」が『東京日日新聞』では 5 位以内にも入っていない。そのほか、『読売報知』では 7

位の「其の」が『東京日日新聞』では 10 位以下、一方で『東京日日新聞』で 9 位の

「物」が『読売報知』では 10 位以内に入っていないなど、漢字制限の実施前後ではなく、

新聞もしくは時代の違いによる特徴がみられる結果となった。  

 ただし、調査範囲を広げて語種別に調査するなどすれば、漢字制限の実施前後で異なる

傾向がみられる可能性もある。今後改めて調査することとしたい。  

 

表 7-6 『東京日日新聞』と『読売報知』で出現頻度が高い上位 10 語 

『東京日日新聞』 

実施前 実施後 

順位 語 度数 順位 語 度数 

1 為る 196 1 為る 131 

2 有る 86 2 有る 96 

3 事（こと） 50 3 事（こと） 46 

4 氏（し） 36 4 此れ 33 

5 言う 31 5 言う 32 

5 的 31 6 無い 31 

7 無い 30 7 居（い）る 30 

8 政府 29 8 成る 27 

9 物（もの） 26 9 物（もの） 25 

10 其の 25 10 氏（し） 23 

10 成る 25 
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『読売報知』 

実施前 実施後 

順位 語 度数 順位 語 度数 

1 為る 238 1 為る 208 

2 有る 143 2 有る 115 

3 居（い）る 66 3 居（い）る 60 

4 事（こと） 60 4 事（こと） 53 

5 政府 45 5 主義 46 

6 的 44 6 無い 45 

7 其の 43 7 其の 38 

7 成る 43 8 言う 37 

9 者（しゃ） 37 9 的 36 

10 言う 32 9 党 36 

 

5. 漢字制限実施前後の記事文の対照  

 前節での調査より、『東京日日新聞』と『読売報知』では漢字制限実施の前と後で漢字

の数や長い漢字列の割合のほか、語彙や文長も変化していることが明らかになった。本節

では、それらの変化が記事文にどのようにあらわれているかを示すため、対象とした社説

のうち、もっとも古いものと新しいもの、および、漢字制限実施の直前と直後のものから

末尾の 100 字程度を抜き出す28。以下に記事文を示す29。 

 なお、変化を示すには、同じ内容の文を取り上げてどのように表現が変わったかをみる

のが適切であるが、新聞の社説は毎号内容が異なるため、そのように対照させることは難

しい。また、抜粋した部分が必ずしもその記事の特徴を代表しているわけではないことに

は留意しておく必要がある。  

 

  『東京日日新聞』  

  ＜漢字制限実施前＞ 

   吾輩は徒に杯中に虎を描かんとするものではないが、極東問題諮議院の設置は、東

亜に一新生面を開くものであると推理し得られるから、一般の注意を喚起すると共に

                                                   
28 末尾から 1 文ずつ字数を数え、記号も含めて合計 100 字を超えたところの文から抜き出し

た。ただし、『読売報知』の 1946 年 2 月 11 日の記事については、この方法で抜き出すと

200 字を超えたため、その 1 文前の 96 字分を抜き出した。  
29 合略仮名は仮名にして示した。  
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政府に於いても、本院が將來極東問題の關鍵を握る重大機關であるに注目し、上海で

開かれる組織會議に愼重なる考慮を拂ひ、本院成立の上は我代表者の選擇其他に萬遺

漏なきを期せんことを望まざるを得ないのである。      （1922 年 3 月 7 日） 

 

  生活の絶對必要條件は、食料と云はず、住宅料と云はず、殆ど戰前の倍額に增加し、

生活の單位は、凡てに亘つて向上されて居るのである。故に此點より見るも、今回の

改正は、姑息なりとの非難を免るゝ事は出來ない。須らく之を修正して社會政策の目

的に合せしむると共に、時代の進運に適合せしむべきである。  

（1922 年 3 月 15 日） 

 

  ＜漢字制限実施後＞ 

  それは、一たび同氏を逮捕すれば、排英運動をしてますます猛烈ならしめ、インド以

外の回敎國をも擧げて排英運動の渦中に投ずる虞があるからである。ガンヂー氏は捕

縛されても、その與黨の絶滅せざる限り、非協同派の排英運動は止まぬであらう。し

かも今やインド政府は、在來の對印緩和政策を捨てゝ、遂にガンヂー氏を逮捕した。

形勢の激變は到底免れぬ所であらう。           （1922 年 3 月 17 日） 

 

  そして今日英米間には秘密條約を必要とする以上に完全なる諒解が行はれてゐる。吾

等は英米兩國の親善がやがて日本との親善增進となり、世界平和の保障となるを信ず

る。日本海軍に對する英米秘密條約の如き、米國議院における一喜劇で、何等根據も

ない風説に過ぎまいと思はれる。             （1922 年 3 月 25 日） 

 

  『読売報知』 

  ＜漢字制限実施前＞ 

   民主日本の建設を渇望する全國の人々は等しく今度の追放令の適用を歡迎してゐる

が、我々の任務はこの精神に從つて自主的にさらに一歩前進することであり、そこに

世界の信用を回復する最捷經があるのである。       （1946 年 2 月 11 日） 

 

   一方は少數者に犠牲を負はせて大衆の利益を擁護しようとするものであり、他は大

衆の貧困化を通じてインフレを少數者の利益のために解決しようとしてゐるのだ。  
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   國民の進むべき方法は明らかである。現政府を打倒して人民戰線内閣を作り、民主

主義的なインフレの解決に突進することである。      （1946 年 2 月 19 日） 

 

  ＜漢字制限実施後＞ 

  人民政府がどんなものかといふことすら、われわれは書物や人の話から學ぶことはで

きないし、またその餘裕もない。男も女も青年も老人も一緒になつて生活とたたかひ

つゝ、自らの行動を通じて學んでゆくよりほかに方法がないのではなからうか。  

（1946 年 2 月 21 日） 

 

  できれば全國鐵五十萬の從業員の單一組合即時結成が望ましい。分裂的傾向やサボ的

傾向は直ちに排除されねばならぬ。從業員團結の力でかつての能率的な國鐵にいまの

サボ國鐵を引戻すとき、人民大衆ははじめて心から爭議を支持するだらう。その時爭

議は必ず勝つのである。                  （1946 年 3 月 1 日） 

 

 まず、対象とした 2 紙は、発行年が 20 年以上違うこともあり、文章のもつ印象が異な

る。『東京日日新聞』では漢字制限の実施の前後に関わらず「須らく（中略）適合せしむ

べきである」「排英運動をしてますます猛烈ならしめ」など漢文訓読調の表現が使われて

いる。一方、『読売報知』は仮名遣いを除けば現代の新聞記事としても通用するような表

現が用いられている。  

 各紙の漢字制限の実施前後を比べてみると、『東京日日新聞』においては、表記・語彙

の面では目視する限りは漢字制限の実施前後で大きな差は感じられないが、実施前の

1922 年 3 月 7 日社説の文の長さは際立っている。『読売報知』でも同様に、実施前の

1946 年 2 月 11 日社説は文の長さが目立つ。先に述べたように、このことだけで文章の

特徴の変化を述べることはできないものの、本章 4.5 の文長の調査でも明らかになったと

おり、漢字制限実施後は文が短く、簡潔になったことは確かであろう。表記や語彙につい

ては『読売報知』でも実施の前後で明確にわかるほどの違いはみられないが、実施後の

1946 年 2 月 21 日社説はひらがながやや目立っている。  

 これについても、今後調査範囲を広げることで、漢字制限実施前後での異同をより詳し

く検討していきたい。 
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6. まとめ 

 本章では、『東京日日新聞』と『読売報知』の 2 紙における漢字制限前後の記事を計

量的に分析することにより、漢字制限が記事の文章にもたらした影響を考察した。従来の

研究では、新聞記事の漢字含有率が低くなったのは「常用漢字表」などの漢字政策の影響

が考えられ、新聞社独自の漢字制限は決して成功したとはいえないという評価が主であっ

たが、本章の調査により、実際には漢字制限後に漢字の量が減り、それにともなって使用

する語や文の長さにも変化があらわれていたことが明らかになった。具体的には、漢字制

限実施後は実施前に比べて、漢語と名詞の割合が低く、文の長さが短くなっていた。高い

頻度で使われている語には目立った相違はなく、また、実際の記事をみてわかるほどの激

しい変化ではないものの、両紙が漢字制限を実施するにあたって述べた「新聞を讀みやす

くする」「誰にも讀めて、よくわかる明るい紙面をつくる」という目標に近づいているこ

とがわかった。このことから、両紙の漢字制限は単に記事の表記がどうなるかという問題

のみでなく、「わかりやすさ」が意識されたことで、語彙などの面にも影響を与えたこと

が確認できた。  

 なお、本章で示された 2 紙における漢字制限の結果を「成功」とみるかどうかは、本

調査だけでは結論づけられず、使用されている漢字および語の質的な調査を加えて検討す

る必要があると考える。調査範囲をさらに広げながら、具体的にどのような漢字が使われ

なくなり、使用する語がどのように変わったかを示すことが必要であろう。また、今回は

漢字制限の実施日が明言された事例をあつかったが、すべての漢字制限の試みにおいて実

施日が明確に宣言されたわけではない。たとえば、本章 1 で言及した 1925 年の新聞社

10 社による「漢字制限に關する宣言」では、具体的に何日の紙面から実施するというこ

とは書かれていない。このような場合には、先行研究が指摘するように「結局実をむすぶ

ことなく、うやむやになってしまった」30可能性もある。この点については別稿で検討す

る。

                                                   
30 藤井、1972、55 ページ。『郵便報知新聞』の漢字制限に対する評価。  
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第 8 章 日本語非母語話者向けの「新聞」 

 

1. はじめに 

 現在、日本において「新聞離れ」が進んでいるといわれている1。しかし、日本新聞協

会広告委員会（2016）が 15 歳から 79 歳の人々を対象に行なった調査によれば、「新聞

を読んでいる」という回答は 77.7％であった 2。「テレビを見ている」という回答の

97.3％には及ばないが、「インターネットを利用している」という回答の 70.4％よりは

高い数値である3。 

 このように新聞は現代においても身近なマスメディアであるが、本論の研究動機にもな

っているように、新聞に書かれた日本語は決してやさしいものではない。そこで、本論で

もこれまで記してきたように、近年では Q&A 形式を使ってわかりやすく解説した記事が

各紙で掲載されるようになった。また、一般紙を読むのが困難な人々のための新聞として、

小学生新聞が発行されたり、1996 年から 2014 年までは知的障害者のためにわかりやす

く書かれた新聞『ステージ』が発行された4。 

 本論ではここまで、一般向けや子ども向け、知的障害者向けなど、想定されている対象

が異なる文章について分析してきたが、いずれも母語話者を対象としたものという点では

共通していた。しかしながら、本論序論でも述べたように、現在活発に研究・実践が行わ

れている「やさしい日本語」は、主に日本語非母語話者を想定したものである。  

 留学生など日本語学習者の中には、日本語理解力が十分で、一般紙の記事を読んで情報

を入手できる者もいる。しかし、日本に長期滞在する者でも、皆が日本語の習得をめざす

わけではなく、日本語力の向上は強制されるものではない。また、学習者のレベルもさま

ざまであり、文化庁が 2001 年に実施した「日本語に対する在住外国人の意識に関する実

態調査」5によれば、日本語教室に通っている 600 人のうち、「平仮名が読める」と回答

した者は 84.3％、「片仮名が読める」も 75.2％に達するが、「ローマ字が読める」は

51.5％、「漢字が少し読める」は 48.5％で、「漢字が読めて意味も分かる」となると

19.6％まで下がる。そして、「全然読めない」という回答も 1.9％あった。このような現

                                                   
1 『毎日新聞』地方版（滋賀）2016 年 5 月 26 日朝刊掲載記事を参照。  
2 日本新聞協会広告委員会、2016、24 ページを参照。  
3 同注 2。  
4 詳しくは本論第 3 章を参照。  
5  文化庁ウェブサイトの以下のページを参照。 http://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_ 

shuppan/tokeichosa/nihongokyoiku_jittai/zaiju_gaikokujin.html 2018 年 2 月 21 日参照  
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状があるからこそ、「やさしい日本語」の必要性が叫ばれているのである。  

 時事情報の入手においては、ある程度の日本語が読める者であれば、子ども新聞を読ん

で日本語を学習したり日本に関連した情報を得たりすることもあるかもしれない。しかし、

知的障害者にとって子ども新聞が必ずしも適切ではないように、子ども新聞は大人にとっ

ては子どもっぽく、情報入手のためのメディアとしては利用しづらい。そのため、やさし

い日本語で書かれた新聞または母語で書かれた新聞などのメディアが必要となる。  

 本章ではまず、日本語非母語話者のために書かれた新聞にはどのようなものがあるかを

調査し、そのほかのメディアを含め、日本語非母語話者の情報環境を記していく。そして、

日本語非母語話者のために書かれた新聞の文章の特徴を調査し、どのような工夫がなされ

ているかを考察する。  

 

2. 日本語非母語話者向けメディアの現状  

2.1 やさしい日本語による情報提供  

2.1.1 やさしい日本語で書かれた新聞  

 本章 1 でも言及したように、日本においては近年、外国人のための「やさしい日本

語」に注目した研究が進んでいる。その代表的な研究としては災害時の情報保障を論じた

佐藤（2009）や公文書の書き換えについて検討した庵・岩田・森（2011）などがある。  

 「やさしい日本語」で提供される情報は、上記の先行研究のように災害情報や公文書な

ど日常生活や生命に直接関わるものが中心となっている。紙媒体としての新聞に限れば、

一般紙に書かれるような事件や事故等の時事情報を「やさしい日本語」で提供するものは

現在のところ見られない。ただし、日本文化について紹介したり、日本で生活する外国人

のインタビューや投稿を掲載する新聞はある。いずれも特定の地域で配布されているもの

であるが、ひらがなネット株式会社が発行する『ひらがなネットしんぶん』と名古屋国際

センターが発行する『なごやひらがなしんぶん』である。  

 『ひらがなネットしんぶん』は 2012 年から発行されている月刊紙で、イベント案内や

外国人のインタビュー、季節に関することばの紹介などを載せている。記事は漢字かなま

じりの文章で、すべての漢字にふりがなが付けられている。また、同じ内容の英語版も作

成されており、英語による情報入手も可能である。主に、東京にある施設や店舗に置かれ

ており、無料で入手することができる。ひらがなネット株式会社のウェブサイトからも閲
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覧が可能である6。 

 『なごやひらがなしんぶん』は 1988 年に創刊され、1 年に 4 回発行されている季刊紙

である。日本に住む外国人の投稿や日本文化の紹介、イベントの案内などを掲載している。

『ひらがなネットしんぶん』と同様に漢字かなまじり文で書かれ、漢字にはふりがなが付

けられている。この新聞はやさしい日本語で記事を書くことを目標としているだけでなく

7、記事中の難しい単語は記事末尾にやさしい日本語で補足説明されている。留学生が主

な読者層の一つとなっており、大学のキャンパス内で配布されている場合もある。  

 これらが非母語話者向けの日本語新聞であるが、記事内容からみても新聞というよりは

情報誌に近い。 

 

2.1.2 そのほかのやさしい日本語による情報提供  

 紙媒体に限らなければ、時事情報をやさしい日本語で提供するメディアは存在する。た

とえば、日本の公共放送局である NHK が提供するインターネットニュースとして、わか

りやすい表現でニュースを伝える「NEWS WEB EASY」がある8。このサイトはニュー

スに出てくる日本語を理解するのが難しい人々のために 2013 年に開始され、土曜日と日

曜日を除いて毎日 4、5 本のニュースをやさしい日本語で掲載している。すべての漢字に

ふりがなが付けられており、難しいことばについては、マウスオンすると辞書的な意味が

表示されるようになっている。  

 

2.2 母語による情報提供 

 日本語非母語話者の母語はさまざまであるが、本論では特に、韓国語を母語とする人々

向けのメディアについて調査した。  

 

2.2.1 母語による新聞  

 日本において、韓国語で書かれた新聞としては、韓国から輸入された『朝鮮日報』や

『東亜日報』などを入手・閲覧することができる。ただし、大学図書館ではいずれかの新

                                                   
6 http://www.hiragana-net.com/cate-newspaper 2018 年 2 月 21 日参照  
7 『ピースあいち･メールマガジン』第 70 号掲載記事を参照。  
8 「NEWS WEB EASY」の製作については田中・美野・越智・柴田（2013）を参照。  
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聞を購読している場合があるが9、公共図書館には置いていないことも多い。東京の大久

保図書館や大阪の生野図書館など韓国語図書の収集に力を入れている図書館でも、韓国語

の新聞はなかったり、あっても 1 種類だけしかない場合があり10、多くの種類から選ぶこ

とはできないのが現状である。ペクソンス・白水（1996）が東京のコリアンタウンにつ

いて「食料品店に入ってみる。入り口には韓国の全国紙、スポーツ紙、芸能新聞などが並

んでいる」11と指摘していることを参照すれば、現在もコリアンタウン内の飲食店などに

韓国の新聞があるかもしれない。しかし、どの店舗にどのような種類の新聞があるかを把

握するのは難しく、本調査では確認することができなかった。もちろん、最近はインター

ネットから豊富な情報を得ることもできるため、紙の新聞に対する需要は少ないともいえ

る。 

 ただし、輸入された新聞や韓国のインターネットニュースの内容は、当然のことながら

韓国国内のニュースが中心であり、日本社会に関するニュースは大きなニュースでない限

り掲載されることはない。在日韓国人向けのエスニック・メディアもこれまで発行されて

きたが、日本で生まれ、日本語を使用している在日韓国人が次第に増加したことに伴って、

エスニック・メディアも日本語で書かれるようになっている12。また、在日韓国人の比率

は以前は在日外国人の中で最も高かったが、年々減少している。日本のニュースを日本に

おいて韓国語で入手することは、需要自体が減っている現状においては、紙の新聞ではさ

らに入手困難となっている。  

 しかしながら、地域の生活情報が掲載されたものであれば、いくつか見つけることがで

きる。コリアンタウンがある東京・新大久保駅周辺には、生活情報が韓国語で書かれたフ

リーペーパーがところどころに置かれている。新大久保駅周辺で最も頻繁に見かけられる

のが、フリーペーパー『生活情報新聞 韓터』である。内容は大部分が広告で構成されて

おり、日本で暮らす韓国語話者にとって有益な情報を提供している。 

 また、地域の広報紙の韓国語版が発行されている場合もある。たとえば、新大久保駅が

                                                   
9 たとえば、名古屋大学附属図書館中央図書館では『東亜日報』の所蔵があり、1 年間保存さ

れる。http://nagoya-m-opac.nul.nagoya-u.ac.jp/webopac/ZW40000514 2018 年 2 月 21 日

参照  
10 大久保図書館や生野図書館の近くにはコリアンタウンがある。大久保図書館には韓国の新

聞はなく（2017 年 1 月 5 日確認）、生野図書館には『東亜日報』のみ所蔵されていた

（2017 年 1 月 9 日確認）。  
11 ペクソンス・白水、1996、150 ページ。  
12 在日韓国人のエスニック・メディアについては、ペクソンス・白水（1996）および中野

（2013）を参照。  
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属する区でもある新宿区の広報紙『しんじゅくニュース』の韓国語版がある 13。内容は、

新宿区で開かれるイベント情報や医療情報、日本語教室の案内、新宿区内にある通りの紹

介などである。  

 

2.2.2 そのほかの母語による情報提供  

 紙媒体以外では、インターネットニュースやラジオを通して韓国語で日本のニュースを

得ることができる。NHK のウェブサイト「NHK WORLD」14では、日本のニュースを韓

国語で読むことができる。韓国語と日本語以外に 16 の言語で提供しているため、在日外

国人が母語で時事情報を得る手段の一つとなっている。  

 さらに、「NHK WORLD」ではラジオ番組『NHK ワールド・ラジオ日本』15が放送さ

れており、これも韓国語と日本語を含めて 18 の言語で提供されている。ニュースだけで

なく、曜日ごとに日本の最新音楽や料理の作り方の紹介、日本語学習コーナーもある。イ

ンターネットでも配信されており、オンデマンドでの提供もされているため、好きな時間

に日本のニュースを韓国語で聴くことができる。  

 

2.3 第 2 節のまとめ 

 本節では、日本における非母語話者向けのマスメディアを調査した。とくに紙媒体であ

る新聞に注目したが、日本文化や日常生活に関する情報を提供する情報誌・フリーペーパ

ーはいくつか存在した。多文化交流がなされている場所にはやさしい日本語で書かれたも

のがあり、在日韓国人が多く生活している地域には生活情報などを韓国語で提供するもの

があった。しかしながら、日本のニュースをやさしい日本語あるいは韓国語で報道する新

聞は見られなかった。より詳細に調査すれば見つかる可能性もあるが、あったとしても誰

でも簡単に入手できるものではないだろう。  

 もちろん、需要がどのくらいあるかを考慮すれば、それぞれの母語で書かれた新聞が少

ないことは当然のものと判断することもできる。日本において韓国語よりも母語話者が少

ない言語の場合はなおさらである。  

 とはいえ、何の対応もなく、日本語話者と他の言語の話者で入手できる情報量に差が生

                                                   
13  新宿区ウェブサイト「外国語による提供」（ http://www.foreign.city.shinjuku.lg.jp/jp/ 

benri/benri_4/ 2018 年 2 月 21 日参照）によれば、そのほかにも中国語版と英語版がある。  
14 https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ 2018 年 2 月 21 日参照  
15 https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ja/radio/ 2018 年 2 月 21 日参照  
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じるのは問題がある。そこで、災害時の「やさしい日本語」による情報提供が進められて

いるように、時事的な情報についても、「やさしい日本語」による情報提供を拡大してい

く必要があるといえる。そうすることで、日本で暮らしながらも日本語が十分に理解でき

ない人々にとって、より多くの情報を得る機会が保障されるはずである。  

 

3. 日本語非母語話者向け「新聞」の言語的特徴  

3.1 調査方法 

 本節では、本章 2.1.1「やさしい日本語で書かれた新聞」の中で記した『ひらがなネッ

トしんぶん』（以下、『ひらがなネット』とする）を対象に、記事の言語的特徴を調査す

る。『ひらがなネットしんぶん』は社会的なニュースを報道するものではなく、イベント

案内や季節に関することばを紹介する情報誌である。そのため、一般にいう「新聞」では

ない。よって、内容・文章ともに、本論でこれまで調査してきた各種新聞とは異なるが、

日本語非母語話者向けの記事がどのような日本語で書かれているかを調べ、日本語母語話

者向けの記事との異同を理解することは、「わかりやすさ」をめざして書かれた文章の特

徴を考察する上で参考になると考える。  

 調査対象は『ひらがなネット』2015 年 1 月号（第 32 号）から 2017 年 12 月号（第 67

号）までの全 36 号とし16、その中でも季節に関することばを紹介する「きせつのおはな

し」欄（以下、「きせつ」欄とする）を調査する。「きせつ」欄では毎号 2 つの表現が

取り上げられるため、調査する記事の本数は 72 本となる。  

 記事の形式としては、たとえば 2017 年 12 月号（第 67 号）には、「たい焼き」につい

て以下のように記されている。  

 

   寒
さむ

い季節
き せ つ

は、おやつも 温
あたた

かいものを食
た

べたくなります。鯛
たい

のカタチをしたたい焼
や

きは、秋
あき

から冬
ふゆ

が人気
に ん き

です。たい焼
や

きは日本
に ほ ん

茶
ちゃ

や、コーヒー、 牛 乳
ぎゅうにゅう

にもよく合
あ

いま

す。あなたはたい焼
や

きをどこから食
た

べますか。 頭
あたま

、背
せ

びれ、しっぽ、二
ふた

つに割
わ

って

からなど、食
た

べ始
はじ

める場所
ば し ょ

で性格
せいかく

が違
ちが

うそうです。  

 

 このように、すべての漢字に振りがなが付けられ、1 つの記事につき 100 字程度で解説

                                                   
16  ひらがなネット株式会社ウェブサイトより閲覧した。http://www.hiragana-net.com/ca 

te-newspaper 2018 年 2 月 21 日参照  
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される。 

 調査では、対象記事の本文のみを形態素解析辞書「unidic-mecab 2.1.2」17によって短単位に

分割し、「1 短単位」を「1 語」とした18。解析結果は目視により確認し、誤解析のほか、以下

の修正を加えた。 

 

・数字は、unidic-mecab 2.1.2 の解析では読み方によって和語か漢語に分類されるが（た

とえば、「7」は「なな」であれば和語、「しち」であれば漢語）、本調査では「数詞」

として別に扱う。また、解析では桁ごとに 1 短単位とされるが、千の位までをまとめて 1

短単位とする。 

 

・ラテン文字による略語の語種はすべて「記号」として扱う。品詞については、ラテン文

字 1 字のものは「記号」、そのほかは「名詞」とする。 

 

 以上により得られたデータに基づき、本論第 1 章・第 2 章と同じく、語種比率・4 字以

上の漢字列の割合・品詞比率・文の長さ・トークン比の 5 項目を調査する。そして、本

論第 2 章での『毎日新聞』「質問なるほドリ」欄（以下、「質問」欄とする）の調査結

果と対照させることとする。『ひらがなネット』「きせつ」欄は「質問」欄と異なり、

Q&A 形式ではないが、前ページ引用部分中の「あなたはたい焼
や

きをどこから食
た

べます

か。」のように読者に問いかける表現もみられる。そのため、本論でこれまで調査した記

事の中では「質問」欄がもっとも対照に適していると判断した。  

 

3.2 調査結果および考察 

3.2.1 語種比率 

 助詞・助動詞を除いて語種別（和語・漢語・外来語・混種語）に割合を求めた。結果を

以下の表 8-1 に示す。また、参考として、第 2 章で示した『毎日新聞』「質問」欄の調

                                                   
17 国立国語研究所の現代日本語書き言葉均衡コーパス構築のために作成されたもので、以下

のウェブサイト上に公開されている。http://sourceforge.jp/projects/unidic/ 2016 年 9 月

12 日参照  
18 「短単位」は、原則として和語・漢語は 2 つの形態素の組み合わせごと、外来語は 1 つの

形態素ごとに 1 単位とする分割方法である。詳細な認定規定は、国立国語研究所コーパス開

発 セ ン タ ー ウ ェ ブ サ イ ト 「 書 き 言 葉 均 衡 コ ー パ ス 」 に 記 載 が あ る 。 http://www. 

ninjal.ac.jp/corpus_center/bccwj/morphology.html 2018 年 2 月 21 日参照  



 

125 

 

査結果も合わせて掲載する（以下、すべての表について同じ）。  

表 8-1 『ひらがなネットしんぶん』の語種比率（延べ語数）  

 

 表 8-1 のとおり、『ひらがなネット』「きせつ」欄では和語が半数を超えており、漢語

は 30％に満たない。「質問」欄と比べると、それぞれ 25 ポイント以上の差がある。よっ

て、「きせつ」欄は和語を主体として書かれていることがわかる。ただし、この欄の内容

が日本文化を紹介するものであり、そのために和語が多くなりやすいことは十分に考えら

れる。 

 

3.2.2 4 字以上の漢字列の割合  

 漢字以外の文字（かな、アルファベット、アラビア数字、記号類）を挟まずに漢字が 4

字以上続くものを「4 字以上の漢字列」とし、句読点とカッコ類を除いたすべての文字を

「総字数」としたとき、「4 字以上の漢字列の字数／総字数×100」という計算式によっ

て割合を求めた。その結果、以下の表 8-2 のとおりとなった。  

 

表 8-2 『ひらがなネットしんぶん』における 4 字以上の漢字列の割合  

 

 

 

 

 

 「質問」欄は本論で調査した中では長い漢字列が少なかったが、『ひらがなネット』

「きせつ」欄はそれよりもさらに少なく、「質問」欄の 6 分の 1 程度、値としては 10 ポ

イント以上の差がみられる。漢字列の字数をみると、「きせつ」欄では全 72 本の記事の

中で 171 字分出現している。「72 本すべてで 4 字の漢字列が 1 回のみ出現する」と仮定

しても 250 字を超える計算になるため、単純に数値だけみれば、1 本の記事の中で長い漢

計 和 漢 外 混 計 和 漢 外 混

語数 2311 1553 625 91 42 語数 2990 1208 1649 104 29

割合 100 67.2 27.0 3.9 1.8 割合 100 40.4 55.2 3.5 1.0

（参考）『毎日新聞』「質問なるほドリ」『ひらがなネットしんぶん』

『ひらがな』 (参考)｢質問｣

総字数 8345 9284

漢字列の字数 171 1135

割合 2.0 12.2
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字列は 1 回のみ、もしくはまったく出現しないということになる。これについても、時

事的な事柄を扱うものではないという点から長い漢字列が出現しないことが考えられるが、

「見た目」の問題として「漢字が多い」という印象を持たれにくい文章になっていること

は確かである。  

 

3.2.3 品詞比率 

 品詞の割合を unidic-mecab 2.1.2 の品詞分類に基づいて算出した19。結果を以下の表

8-3 に示す。 

 

表 8-3 『ひらがなネットしんぶん』の品詞比率（延べ語数）  

 

 表 8-3 より、『ひらがなネット』「きせつ」欄では「質問」欄に比べて名詞が少なく、

形容詞と助動詞の多さがめだつ。動詞については「質問」欄と同じくらいの値である。名

詞・動詞・形容詞・助動詞についてカイ二乗検定を行なったところ、名詞・形容詞・助動

詞で 0.1％水準の有意差がみられ、名詞が少なく、形容詞・助動詞が多いことは統計的に

も確認された。名詞の割合が低いことと、動詞の割合が「質問」欄と同じ程度であること、

これに本論第 2 章で「質問」欄の動詞の割合は『毎日新聞』一面・総合面より高かった

ことを考え合わせると、「きせつ」欄は動詞的構文で書かれる傾向が強いことが推測され

る。第 6 章で記したように、村上・岸野（1990）が鎌倉時代の和文体において動詞など

活用のある語が多く用いられていると指摘したこともふまえれば、時代は違うものの、動

詞・形容詞・助動詞といった活用のある語が多いということはそれだけ文体がやわらかく

なっているといえそうである。  

                                                   
19 「形容動詞」（日本語教育における「ナ形容詞」）は「形状詞」と称される。  

計 名詞 代名詞 動詞 形容詞形状詞連体詞 副詞 接続詞感動詞 助詞 助動詞接頭辞接尾辞

語数 4546 1530 34 576 135 55 26 58 13 2 1406 582 35 94

割合 100 33.7 0.7 12.7 3.0 1.2 0.6 1.3 0.3 0.0 30.9 12.8 0.8 2.1

計 名詞 代名詞 動詞 形容詞形状詞連体詞 副詞 接続詞感動詞 助詞 助動詞接頭辞接尾辞

語数 5642 2145 23 695 64 59 28 50 18 2 1699 593 49 217

割合 100 38.0 0.4 12.3 1.1 1.0 0.5 0.9 0.3 0.0 30.1 10.5 0.9 3.8

『ひらがなネットしんぶん』

（参考）『毎日新聞』「質問なるほドリ」
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3.2.4 文の長さ 

 句点・疑問符・感嘆符を文の区切りとみなし、1 文に短単位（記号類は除く）がふくま

れる数を調査した。表 8-4 に、文の長さの平均と中央値を示す。  

 

表 8-4 『ひらがなネットしんぶん』の文の長さ  

 

 

 

 

 表 8-4 のとおり、『ひらがなネット』「きせつ」欄の文の長さは「質問」欄の半分程度

であり、工藤・大塚・打浪（古賀）（2012）が示した知的障害者向け新聞『ステージ』

の 1 文あたりの品詞数 14.06 よりも短い20。工藤・大塚・打浪（古賀）（2012）における

「1 文あたりの品詞数」は、形態素解析エンジン「Mecab」を用いて解析した結果に基づ

いており21、本調査での「1 文あたりの短単位数」と条件はほぼ同じといってよい。「き

せつ」欄は記事 1 本あたりの字数が 100 字程度であるため、文の長さにも限界があるが、

本研究で参照・調査した各種ニュース記事の文章よりも 1 文が短くなっている。  

 

3.2.5 トークン比 

 unidic-mecab 2.1.2 の解析結果から延べ語数と異なり語数を求め、「異なり語数／延べ

語数」という計算により「トークン比」を算出した。数詞は語数から除外し、異なり語数

については、「語彙素」「語彙素読み」「品詞」が一致するものを同一語として調査した。

結果を以下の表 8-5 に示す。  

 

表 8-5 『ひらがなネットしんぶん』のトークン比  

 

 

 

 

                                                   
20 工藤・大塚・打浪（古賀）、2012、46 ページを参照。  
21 工藤・大塚・打浪（古賀）、2012、45 ページを参照。  

『ひらがな』 (参考)｢質問｣

平均 12.4 22.6

中央値 12 21

『ひらがな』 (参考)｢質問｣

延べ語数 4385 5000

異なり語数 1031 1277

トークン比 0.24 0.26
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 第 2 章で示したとおり、「質問」欄のトークン比は一面・総合面に比べて低く、実際

の記事文によっても同じ語を繰り返し使って記述される傾向が確認された。『ひらがなネ

ット』「きせつ」欄は「質問」欄よりもさらに低くなっており、数値からみれば同じ語が

繰り返し使われる傾向がより強いと推測できる。このことは本章 3.1 で提示した記事例か

らもわかる。以下に再掲する。  

 

   寒
さむ

い季節
き せ つ

は、おやつも 温
あたた

かいものを食
た

べたくなります。鯛
たい

のカタチをしたたい焼
や

きは、秋
あき

から冬
ふゆ

が人気
に ん き

です。たい焼
や

きは日本
に ほ ん

茶
ちゃ

や、コーヒー、 牛 乳
ぎゅうにゅう

にもよく合
あ

いま

す。あなたはたい焼
や

きをどこから食
た

べますか。 頭
あたま

、背
せ

びれ、しっぽ、二
ふた

つに割
わ

って

からなど、食
た

べ始
はじ

める場所
ば し ょ

で性格
せいかく

が違
ちが

うそうです。  

 

 上の記事では、記事のテーマでもある「たい焼き」という語が 5 文の中で 3 回登場す

る。また、上と同じ 2017 年 12 月号「きせつ」欄のもう 1 つの記事は「カレンダー」が

テーマであり、次のような文章となっている。  

 

   来年
らいねん

のカレンダーを用意
よ う い

していますか。以前
い ぜ ん

は、お店
みせ

や銀行
ぎんこう

などで、名前
な ま え

の入
はい

った

カレンダーをもらいました。トイレや玄関
げんかん

に飾
かざ

る人
ひと

も多
おお

かったです。カレンダーのほ

とんどが日曜日
に ち よ う び

始
はじ

まりです。手帳
てちょう

は日曜
にちよう

と月曜
げつよう

始
はじ

まりがあります。どちらが使
つか

いやす

いですか。 

 

 ここでは、「カレンダー」という語が 6 文中に 3 回登場している。このように、テー

マとなっている表現が繰り返し使われる傾向があるといえる。  

 

4. まとめ 

 本章ではまず、日本語非母語話者向けに書かれた新聞にどのようなものがあるかを調査

したところ、日本文化や日常生活に関する情報を提供する情報誌・フリーペーパーがいく

つか存在した一方、日本のニュースをやさしい日本語で報じる新聞は見られなかった。次

に、日本語非母語話者向けに書かれた活字メディアとして、イベント情報や季節の話題を

掲載している『ひらがなネットしんぶん』を取り上げ、「きせつのおはなし」欄の文章を

調査した。その結果、語種比率では和語が 70％弱を占めており、和語が主体となって文
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章が構成されていることが示された。また、4 字以上の漢字列の割合および文の長さは、

本研究で調査した文章の中でもとりわけ低い値であった。一方、品詞比率の調査からは、

「きせつのおはなし」欄が動詞的構文で書かれる傾向が強いことが推測された。ただし、

「きせつのおはなし」欄はニュース記事ではないため、その特徴をより詳細に記述するに

は、本研究では扱わなかったジャンルの文章も含めて検証することが必要である。  



 

130 

 

第 9 章 韓国の子ども向け新聞 

 

1. はじめに 

 韓国では 1960 年代に新聞社から子ども新聞が相次いで創刊された。김
キム

원주
ウォンジュ

ら

（1966）によれば、韓国で最初に創刊された子ども新聞は「韓国日報社から 1960 年 7 月

17 日に発行された少年韓国日報で、その後 1964 年 7 月 15 日に発行された少年東亜日報

をはじめとして 1965 年 2 月 21 日には少年朝鮮日報が発行され始めた」1という状況であ

る。現在でも『少年韓国日報』と『少年朝鮮日報』はそのまま発行が続けられており、

『少年東亜日報』は 2003 年 7 月 15 日から『オリニ東亜』（「オリニ」は「子ども」の

意）と改題して発行されている2。 

 子ども新聞では、子どもが読めるように記事の文章上の配慮、つまり、わかりやすい韓

国語にすることも当然求められていると考えられる。本論第 1 章で示したように、日本

の子ども新聞においては、語種比率や品詞比率、長い漢字列の割合において一般紙とは異

なる特徴をもっている。同じように、韓国の子ども新聞も一般紙と異なる特徴をもつのだ

ろうか。この点について明らかにするため、本章では韓国の子ども新聞の記事を一般紙の

記事と対照させながら計量的に分析していくことにより、その特徴を示していきたい。 

 

2. 先行研究 

 子ども新聞の文章の研究としては김
キム

원주
ウォンジュ

ら（1966）および장
チャン

은혜
ウ ネ

（2008）がある。김
キム

원주
ウォンジュ

ら（1966）は、子ども新聞が発行され始めて間もない頃の研究であるが、子ども新

聞を読んでいる児童に対してアンケートを取り、子ども新聞のあり方を考察している。調

査項目は、「購読理由」や「興味のある内容」をはじめ、「子ども新聞の活字の大きさ」、

「写真や絵の量」、「難易度が適当かどうか」など多岐にわたり、当時子ども新聞が児童

らにどのように受容されていたかを理解することができる。近年の研究である 장
チャン

은혜
ウ ネ

（2008）は、記事の文章構成に関する考察を中心としており、語や表現についてはいく

つかの記事を例示して「文章を構成する語数が少なく、やさしい語を使用する。難しい語

が登場する場合、補足して詳しく説明する」と言及している3。ただし、具体的に 1 つひ

                                                   
1 김원주・오창덕・임화옥・차귀숙（キム・ウォンジュ、オ・チャンドク、イム・ファオク、

チャ・クィスク）、1966、149 ページ。  
2 “어린이동아”（『オリニ東亜』）2003 年 7 月 15 日掲載記事を参照。  
3 장은혜（チャン・ウネ）、2008、23 ページ。  
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とつの記事文がどのような特徴をもち、どのような語が使われているかについては、調

査・考察の余地がある。 

 

3. 調査について 

3.1 調査対象 

 調査には『オリニ東亜』  を用い、その中でも「ヌンノピ社説」（‘눈높이 사설’）

欄の文章を調査することとする。「ヌンノピ」の語義は韓国語で「目の高さ」であり、

「子どもの目の高さにあわせたもの」という意味を含んでいる。「ヌンノピ社説」は「東

亜日報の社説を子どもが読みやすいように書いた」4もので、2012 年 3 月 5 日の初回以降、

毎週月曜日・水曜日・金曜日に掲載されている。一般紙の社説またはコラムを子ども向け

に書き換えているという点で、一般紙のものと子ども新聞のものとを対照させることがで

き、子ども新聞の文章上の工夫を明らかにするのに適していると考える。  

 調査する記事は、2014 年に発行された紙面中の「ヌンノピ社説」のうち、『東亜日

報』の「社説」を書き換えたもの（コラムを書き換えたものは除く）から月ごとに 1 本

ずつ、計 12 本を無作為抽出した。また、元となった『東亜日報』の社説も調査し、対照

させる。 

 

3.2 調査方法 

 本論第 1 章の日本の子ども新聞についての調査では「語種比率」「4 字以上の漢字列の

割合」「品詞比率」「1 文の長さ」「トークン比」を調査項目とした。『オリニ東亜』お

よび『東亜日報』の記事本文では原則として漢字は使われず、一部補助的にカッコ内に記

されるのみである。よって、「4 字以上の漢字列の割合」を調査することはできない。本

調査ではそれ以外の 4 項目について調査することとする。なお、韓国語においても日本

語と同様の語種の区別があり、「固有語」（日本語の「和語」に相当）、「漢字語」、

「外来語」、「混種語」に分けられる。また、文法構造も日本語と類似する点が多く、品

詞比率を調査することで、本論第 1 章・第 2 章で検討した「名詞的構文から動詞的構文

への変換」について確認することができると考えられる。  

 選定した記事は、「HanDic Tagger」によって形態素解析を行なった。「HanDic 

Tagger」は韓国語のテキストファイルを形態素解析エンジン MeCab と韓国語解析用辞書

                                                   
4 “어린이동아”（『オリニ東亜』）2012 年 3 月 5 日掲載記事。  
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HanDic（Ver. 0.5）で形態素解析するシステムで、ウェブ上に公開されている 5。先述の

ように記事本文中には漢字はほとんど使われず、補足のための漢字表記は調査対象外とし

たため、韓国語の形態素解析においては日本語のような漢字の読み間違いは起こらない6。

さらに、分かち書きもされるため、誤解析の可能性は低いと考えられる。外国の地名など

固有名詞については誤解析される場合もあるが、調査結果に大きな影響は与えないと判断

し、解析結果の修正はしなかった。  

 解析の結果得られたデータをもとにして、次節以降で語種比率・品詞比率・文の長さ・

トークン比について調査を行なう。 

 

4. 調査結果および考察 

4.1 語種比率 

 「ヌンノピ社説」および「社説」の記事について、語種別（固有語・漢字語・外来語・

混種語）に割合を求めた。結果を以下の表 9-1 に示す。なお、助詞および語尾類、数詞、

固有名詞は除いている。 

 

表 9-1 「ヌンノピ社説」と「社説」の語種比率（延べ語数）  

 

 まず、장
チャン

은혜
ウ ネ

（2008）が子ども新聞について「文章を構成する語数が少な」いと述べ

ていたとおり、同じ内容を扱った社説でも「ヌンノピ社説」のほうが『東亜日報』の「社

説」よりも語数が少なくなっている。 

 各語種の値をみると、「ヌンノピ社説」は固有語がほぼ 50％なのに対し、「社説」の

ほうは漢字語が半数を超えている。数値としては固有語と漢字語ともに 5 ポイントほど

                                                   
5 http://porocise.sakura.ne.jp/korean/mecab/uploader.html 2018 年 2 月 21 日参照。詳し

くは、このシステムが公開されているウェブサイト「コンピュータと朝鮮語のための覚え書

き」の以下のページに記述されている。http://porocise.sakura.ne.jp/wiki/korean/mecab/ 

handic_tagger 2018 年 2 月 21 日参照  
6 また、ほとんどの漢字の読み方が一通りに決まっていることからも誤読の可能性はない上、

韓国語では漢字表記される語はすべて漢語であり、漢字が何らかの誤解析を招くことはほぼ

ないといえる。  

計 固 漢 外 混 計 固 漢 外 混

語数 2994 1490 1422 49 33 語数 3890 1725 2070 56 39

割合 100 49.8 47.5 1.6 1.1 割合 100 44.3 53.2 1.4 1.0

「ヌンノピ社説」 「社説」
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の差がある。カイ二乗検定で統計的に確認してみても 0.1％水準で有意差があり、「ヌン

ノピ社説」では漢字語を避け、固有語を優先する傾向にあることがわかる。  

 

4.2 品詞比率 

 「HanDic Tagger」による解析では、記号類を除いて 14 種類の品詞に分類される7。本

調査では、それらを次のように再分類した。  

 まず、「 sonzaisi（存在詞）」は「動詞」に含めた。「存在詞」とは、「있다
イ ッ タ

（あ

る）」「없다
オ プ タ

（ない）」および尊敬語の形「계시다
ケ シ ダ

（いらっしゃる）」という語のことで

あるが、動詞とは異なる活用をする場合があるため、「存在詞」という独立した品詞に分

類される。ただし、本調査では意味的な機能も考慮し、「動詞」に含めることにした。  

 また、「ending」は「語尾」と「助詞」に下位分類されるが、本調査では「助詞」の

みを対象とし、「語尾」は除外した。  

 「suffix（接尾辞）」は下位分類として「名詞派生」「動詞派生」「形容詞派生」があ

る。たとえば「動詞派生」とは、日本語でいう「漢語名詞＋する」の「する」にあたる部

分であり、これを「動詞」とみなさない場合、動詞 1 語で表されたときと「漢語名詞＋

する」という形で表されたときとで動詞の数が変わってしまう。そのため、それぞれ「名

詞」「動詞」「形容詞」に含めた。  

 最後に、算用数字で表記されたものは記号類とされるが、「名詞」に含めた。  

 そのほか「prefinal（先語末語尾）」「prefix（体言接頭辞）」「root（語根）」は調

査から除外し、計量した。結果を次のページの表 9-2 に示す。 

 表中の品詞の中で、「冠形詞」は日本語の「連体詞」と同様に名詞を修飾するものであ

る。「接続副詞」（表中では「接副詞」と略）は日本語の「接続詞」に相当する 8。「指

定詞」は「이다
イ ダ

（である）」「아니다
ア ニ ダ

（でない）」の 2 語のことをいう。  

 

                                                   
7 adjective（形容詞）、adverb（副詞）、conjunction（接続副詞）、ending（語尾・助詞）、

interjection（間投詞）、modifier（冠形詞）、noun（名詞）、prefinal（先語末語尾）、

prefix（体言接頭辞）、root（語根）、siteisi（指定詞）、sonzaisi（存在詞）、suffix（接

尾辞）、verb（動詞）。  
8 韓国の学校文法では「副詞」にまとめられている（本論では나찬연（2009:140）を参照し、

第 7 次教育課程の‘고등학교 문법(2009)’（「高等学校文法（2009）」）に基づいた）。

韓日辞典でも「接続副詞」あるいは「接続詞」として独立させることなく、「副詞」として

まとめられることがある。たとえば小学館／韓国・金星出版社共同編集『朝鮮語辞典』（小

学館、1993）など。  
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表 9-2 「ヌンノピ社説」と「社説」の品詞比率（延べ語数）  

 

 

 

 

 

 

  

 

 表の数値をみると、「ヌンノピ社説」は「社説」よりも名詞の割合が低く、動詞の割合

が高くなっていることがわかる。このことから、「ヌンノピ社説」では「名詞的構文より

も動詞的構文」となっていることも考えられる。しかし、カイ二乗検定では名詞と動詞に

ついて統計的に有意差はなく、「ヌンノピ社説」と「社説」で品詞の構成に相違は確認さ

れない。この点については、後に実際の記事文を対照させることで検討することとする。  

 

4.3 文の長さ 

 各記事において句点を文の区切りとし9、1 文に含まれる形態素の数によって「文の長

さ」をはかった。ただし『オリニ東亜』の場合は、 장
チャン

은혜
ウ ネ

（2008）も言及していたよう

に、難しいと思われる語にはカッコ書きで補足説明がつく。その分 1 文が長くなること

が考えられるため、「ヌンノピ社説」は補足説明部分を含めたときと除いたときの両方を

調査した。各紙面における文の長さの平均と中央値を表 9-3 に示す。 

 

表 9-3 「ヌンノピ社説」と「社説」の文の長さ  

 

 

 

 

 本論第 1 章および第 2 章における文の長さの調査では、「わかりやすさ」を意識して

書かれた記事でも特別 1 文が短いわけではないことを述べた。表 9-3 のように韓国の子

                                                   
9 感嘆符・疑問符は使用されていなかった。  

計 名詞 動詞 形容詞冠形詞 副詞 間投詞接副詞指定詞 助詞

語数 4427 2263 704 144 65 125 1 1 70 1054

割合 100 51.1 15.9 3.3 1.5 2.8 0.0 0.0 1.6 23.8

計 名詞 動詞 形容詞冠形詞 副詞 間投詞接副詞指定詞 助詞

語数 5697 3005 851 166 79 137 1 1 105 1352

割合 100 52.7 14.9 2.9 1.4 2.4 0.0 0.0 1.8 23.7

「社説」

「ヌンノピ社説」

｢ヌンノピ｣
｢ヌンノピ｣
(説明除外)

「社説」

平均 30.8 29.1 29.0

中央値 29 28 28
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ども新聞の場合も同様で、補足説明を除いた状態では一般紙の文の長さとほぼ同じである。

実際の「ヌンノピ社説」は補足説明の分、元となった『東亜日報』の「社説」よりも少し

長くなっていることがわかる。  

 

4.4 トークン比 

 「HanDic Tagger」の解析結果により延べ語数と異なり語数を求め、「異なり語数／延

べ語数」でトークン比を算出した。なお、数詞は語数から除外した一方、品詞比率で除外

した「prefinal（先語末語尾）」「prefix（体言接頭辞）」「root（語根）」などは語数

に含めた。また、異なり語数については、「辞書形」が同じものを同一語と判断して調査

した10。結果は以下の表 9-4 のとおりである。  

 

表 9-4 「ヌンノピ社説」と「社説」のトークン比  

 

 

 

 

 

 トークン比についても本論第 1 章で調査した日本の小学生新聞と同様に、子ども向け

記事と一般の記事ではほとんど差がみられない。この結果からは、本論第 2 章で『毎日

新聞』の解説記事について明らかになったような「同じ語を繰り返し使用して説明する」

という傾向はみられない。  

 

5. まとめおよび実際の記事文による確認  

 本章では、韓国の子ども向け新聞『オリニ東亜』「ヌンノピ社説」欄の語種比率・品詞

比率・文の長さ・トークン比の調査を行ない、一般紙『東亜日報』「社説」欄と対照させ

た。その結果、「ヌンノピ社説」欄では以下のような特徴がみられた。  

 

  ・語種比率：漢字語を避け、固有語を優先する傾向にある。  

 

                                                   
10 同形異義語がある場合は「01」「02」などの数字を付して区別されている。  

｢ヌンノピ｣ 「社説」

延べ語数 5300 6819

異なり語数 1491 1824

トークン比 0.28 0.27
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  ・品詞比率：統計的には有意差が確認できなかったが、数値としては名詞の割合が低

く、動詞の割合が高い。 

  ・文の長さ：補足説明を除いた状態では『東亜日報』「社説」欄の文の長さとほぼ同

じであり、補足説明の分、少し長くなっている。  

  ・トークン比：『東亜日報』「社説」欄とほぼ同じである。  

 

 これら 4 つの調査項目すべてにおいて、『オリニ東亜』「ヌンノピ社説」欄の特徴は

第 1 章で示した『毎日小学生新聞』の特徴と共通している。対照させるため、第 1 章で

示した結果（4 字以上の漢字列の割合は除く）を再掲する。  

 

 （第 1 章第 5 節で示した『毎日小学生新聞』の調査結果）  

  ・語種比率：漢語を避け、かわりに和語や外来語を使用する傾向にある。  

  ・品詞比率：「名詞的構文から動詞的構文へ」といえるほど動詞が多くはなかったが、

名詞の割合はやや低い。 

  ・文の長さ：『毎日新聞』一面・総合面の記事とほぼ同じである。  

  ・トークン比：『毎日新聞』一面・総合面の記事とほぼ同じである。  

 

 『オリニ東亜』「ヌンノピ社説」欄の特徴について、実際の記事文によって確認してみ

る。次のページに示したのは 2014 年 12 月 5 日掲載の「ヌンノピ社説」‘원양어선 침몰, 

또 안전사고인가’（「遠洋漁船沈没、また安全事故11か」）と、その元となった 12 月 3

日「社説」‘사조산업 원양어선 침몰, 또 한국형 안전사고인가’（「サジョ産業12遠洋

漁船沈没、また韓国型安全事故か」）の冒頭部分である。両記事で相違がみられる部分に

は下線および丸囲み数字を付した。また、1 行ごとに改行を加えた。日本語訳は 2 つの記

事の引用の後に記す。なお、日本語訳は可能な限り原文の語の語種などが反映されるよう

に逐語訳したため、日本語表現としては不自然な箇所もある。  

 

 

 

                                                   
11 韓国語の表現で、現場の安全指導の不備または不注意によって起こる事故のこと。  
12 会社名。  
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 ＜「ヌンノピ社説」＞ 

   한국인 11 명 등 60 명의 선원이 탄 사조산업 소속 원양어선①(먼 바다에서 

고기를 잡는 배) 501 오룡호가 ②1 일 ③러시아 동쪽에 있는 서베링 해에서 

침몰했다. 

   ④침몰한 곳의 날씨가 나쁘고 ⑤물의 온도도 극히 낮아 상당수의 인명 피해가 

우려된다. 

   ⑥4 일 낮 12 시 현재 7 명이 구조됐고 사망자는 16 명(한국인 6 명)이며 

실종자는 37 명이다. 

   정부는 러시아 당국과 긴밀히 ⑦힘을 합쳐 실종된 한국인 및 외국인 선원들을 

한 명이라도 더 구조할 수 있도록 최선을 다해야 한다. 

   이번 사고는 잡은 명태를 ⑧배 안에 넣는 작업을 하던 중 ⑨날씨가 나빠져 많은 

바닷물이 ⑩배 안에 갑자기 들어왔지만 ⑪물이 빠지는 구멍을 ⑫잡은 고기들이 

막아 배가 기울어지면서 일어났다. 

 

 ＜「社説」＞ 

   한국인 11 명 등 60 명의 선원이 탄 사조산업 소속 원양어선 501 오룡호가 

②그제 ③러시아 서(西)베링 해에서 침몰했다. 

   ④현지 날씨가 나쁘고 ⑤수온도 극히 낮아 상당수의 인명 피해가 우려된다. 

   정부는 러시아 당국과 긴밀히 ⑦협조해 실종된 한국인 및 외국인 선원들을 한 

명이라도 더 구조할 수 있도록 최선을 다해야 한다. 

   이번 사고는 잡은 명태를 ⑧선박 안에 넣는 작업을 하던 중 ⑨기상 악화로 많은 

바닷물이 ⑩어획물 처리실에 갑자기 들어왔지만 ⑪배수구를 ⑫어획물이 막아 

배가 기울어지면서 일어났다. 

 

 

 （日本語訳） 

 ＜「ヌンノピ社説」＞ 

  韓国人 11 名等 60 名の船員が乗ったサジョ産業所属の遠洋漁船  ①（遠い海で魚をと

る船） 501 オリョン号が ② 1 日 ③ ロシアの東側にある西ベーリング海  で沈没し

た。 
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  ④ 沈没した所の  天気が悪くて  ⑤ 水の温度も  極めて低く、相当数の人命被害が憂

慮される。 

   ⑥ 4 日昼 12 時現在、7 名が救助され、死亡者は 16 名（韓国人 6 名）であり失踪者

は 37 名だ。 

  政府はロシア当局と緊密に  ⑦ 力を合わせて  失踪した韓国人および外国人船員たち

を 1 名でも多く救助することができるよう最善を尽くさなければならない。  

  今回の事故は、捕まえたスケトウダラを  ⑧  船  の中に入れる作業をしていた途中 

⑨天気が悪くなり  多くの海の水が  ⑩  船の中に  いきなり入ってきたが  ⑪  水が抜

ける穴を ⑫ 捕まえた魚が  ふさいで船が傾いて起こった。  

    

 ＜「社説」＞  

  韓国人 11 名等 60 名の船員が乗ったサジョ産業所属の遠洋漁船 501 オリョン号が  

② おととい ③ ロシアの西ベーリング海 で沈没した。  

  ④ 現地の 天気が悪くて  ⑤ 水温も 極めて低く、相当数の人命被害が憂慮される。  

  政府はロシア当局と緊密に  ⑦ 協助して  失踪した韓国人および外国人船員たちを 1

名でも多く救助することができるよう最善を尽くさなければならない。  

  今回の事故は、捕まえたスケトウダラを  ⑧ 船舶 の中に入れる作業をしていた途中 

⑨ 気象悪化で 多くの海の水が  ⑩  漁獲物処理室に  いきなり入ってきたが  ⑪  排水

口を ⑫ 漁獲物が ふさいで船が傾いて起こった。  

 

 まず、語種の変換に関わるのは後半の⑦から⑫で、それぞれ以下のように言い換えら

れている。 

 

  ⑦「協助して」 → 「力を合わせて」 

  ⑧「船舶」 → 「船」 

  ⑨「気象悪化で」 → 「天気が悪くなり」 

  ⑩「漁獲物処理室に」 → 「船の中に」 

  ⑪「排水口を」 → 「水が抜ける穴を」 

  ⑫「漁獲物が」 → 「捕まえた魚が」 
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 ⑨は日本語訳で「天気」という漢語を使っているが、韓国語の原文では固有語が使用

されている。そのほかは原文と日本語訳で語種も対応させている。そのことをふまえる

と、元の社説では漢字語だった表現が、ヌンノピ社説ではすべて固有語に変わっている

ことがわかる。さらに、⑨は名詞的構文が動詞的構文になっている。 

 また、④は「現地の」を「沈没した所の」と言い換えており、これも動詞を含む表現へ

の変換であると同時に、固有語の割合が増える要因にもなっている。⑤は「水温も」を

「水の温度も」と言い換えたものである。構文は変化していないが、「水」という固有語

の表現が加わっている。 

 これらのことから、漢字語を避けて固有語を優先するという語種比率の特徴、名詞の割

合が低くて動詞の割合が高いという品詞比率の特徴が実際に確認できる。 

 本章 4.3 の「文の長さ」の調査で言及した補足説明部分は、①でみられる。ここでは、

「遠洋漁船」という語に対してカッコ書きで「遠い海で魚をとる船」という補足がなされ

ている。また、③はカッコ書きではないが、元の社説の「ロシアの西ベーリング海」とい

う部分を、ヌンノピ社説では「ロシアの東側13にある西ベーリング海」とし、「ロシアの

どこにあるか」という情報を付け足している。 

 そのほか、②は元の社説では「おととい」としているところがヌンノピ社説では「1

日」となっている。これは、わかりやすくするために日付を具体的に書いたというよりは、

ヌンノピ社説が掲載された時点では「おととい」ではなく「4 日前」になっていたためで

あろう。⑥では元の社説にはなかった「4 日昼 12 時現在、7 名が救助され、死亡者は 16

名（韓国人 6 名）であり失踪者は 37 名だ」という情報が加わっている。これについては、

「4 日昼 12 時現在」となっていることから、3 日に社説が掲載された後の動きを新たに

加えたものであることがわかる。  

 以上、『オリニ東亜』「ヌンノピ社説」欄と『東亜日報』「社説」欄の本文の異同につ

いて分析した。その結果、「ヌンノピ社説」の記事文の特徴が理解でき、日本の『毎日小

学生新聞』との共通点も多くあることが確認できた。ただし、先に例として挙げた記事の

タイトル、「遠洋漁船沈没、また安全事故か」と「サジョ産業遠洋漁船沈没、また韓国型

安全事故か」からもわかるように、違いがあるのは本文だけではない。このことについて

も今後検証していきたいと考える。

                                                   
13 日本語では「ひがしがわ」という和語の表現であるが、韓国語では混種語（「東」の部分

が「ひがし」ではなく「とう」）である。  
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第 10 章 韓国の知的障害者向け「わかりやすい版」 

 

1. はじめに 

 本論第 3 章で日本における知的障害者に対する活字情報の提供状況について述べた。

韓国においても近年、知的障害者への「わかりやすい」情報保障が行なわれはじめている。

2015 年 4 月に設立された Peach Market（設立当時は非営利民間団体、現在は非営利社

団法人）では、小説などをわかりやすく書き換えて編集したものを販売するほか、2017

年に実施された韓国大統領選挙の際には 5 名の候補者の公約を 1 冊の電子冊子にまとめ

て希望者に提供した1。 

 また、2015 年 11 月 21 日には「発達障害者権利保障および支援に関する法律」（「発

達障害者法」）が施行され、そこでは第 10 条において「国家と地方自治体は発達障害者

の権利と義務に重大な影響を及ぼす法令と各種福祉支援等重要な政策情報を発達障害者が

理解しやすい形態で作成して配布しなければならない」と定められた2。そして、施行日

に合わせて、この発達障害者法自体をわかりやすく解説した冊子“발달장애인법을 쉽게 

알려주는 책  반갑다, 발달장애인법”（『発達障害者法をやさしく知らせてくれる本 

うれしい、発達障害者法』、以下『発達障害者法（わかりやすい版）』とする）が韓国障

害者開発院中央障害児童・発達障害者支援センターによって発行された。そのほか各種

「わかりやすい版」も作成され、たとえば「公共後見制度」3の内容や申請方法をわかり

やすく解説するものとして、2016 年 11 月に韓国知的発達障害者福祉協会によって

“발달장애인을 위한 공공후견제도 알아보기”（『発達障害者のための公共後見制度の

理解』）が発行された。 

 本章では、『発達障害者法（わかりやすい版）』について、文章の特徴を調査・考察す

るとともに、本論第 3 章で扱った日本の「わかりやすい版」との異同について明らかに

していく。 

                                                   
1 公職選挙法上、印刷物での配布はできなかったため、Peach Market ウェブサイトで電子冊

子として無料配布された。피치마켓_peachmarket フェイスブックページ、5 月 1 日 23 時

54 分配信記事を参照。  
2 국가법령정보센터（国家法令情報センター）ウェブサイトより引用、下線は引用者。http:// 

www.law.go.kr/lsInfoP.do?urlMode=lsInfoP&lsId=012046#0000 2018 年 2 月 21 日参照  
3 意思決定能力が不十分なために困難をかかえている発達障害者に対して、後見人がサービ

スの申請や財産管理などを手助けし、自立生活を支援するもの。韓国知的発達障害者福祉協

会ウェブサイトの‘공공후견지원사업’（「公共後見支援事業」）を参照。 http://e 

guard.kaidd.or.kr/weel_bbs/sub.php?did=guard_intro 2018 年 2 月 21 日参照  
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2. 先行研究 

 『発達障害者法（わかりやすい版）』自体に関する研究は管見の限り見当たらないが、

このような「わかりやすい版」を作成する際の指針が청주대학교
清 州 大 学 校

 산학협력단
産 学 協 力 団

（2013）に

より提案されている。청주대학교
清 州 大 学 校

 산학협력단
産 学 協 力 団

（2013）は、知的障害者の文章理解の特性

等に関する先行研究や他国で作成された指針の分析、特殊学校・特殊学級の教師へのアン

ケートにより「読みやすい本 開発指針」を試作し、専門家による検証を通して最終的な

指針を作成した。 

 この指針は 3 節から成っており、第 1 節は「やさしい本開発のための図書選定および

製作ガイドライン」として、どのような本を優先的にわかりやすくするべきかという図書

選定の方法などについて記されている。第 2 節は「やさしい本の内容開発指針」であり、

この中には「1. 語彙使用」「2. 文章」というようにリーダビリティに関する項目が含ま

れている。第 3 節の「やさしい本の形態開発指針」は、「1. 文字の大きさと字形」「2. 

余白」「3. テキストの配置」「4. 対照および強調」「5. 組織化」「6. 表紙および厚

さ」「7. 全般的なデザイン」から成り、レジビリティに関する項目が中心である。  

 特に第 2 節のリーダビリティに関する項目は本研究に直接関わるため、「1. 語彙使

用」および「2. 文章」の各項目を日本語に訳して示す4。 

 

  1. 語彙使用 

  1.1 やさしく、よく使われる語彙で表現する。  

  1.2 特定集団にのみ理解されうる語彙は使わない。  

  1.3 縮約語は使わない。  

  1.4 行政用語と法律用語の使用には注意する。  

   

  2. 文章 

  2.1 話の構造が明確になるように展開する。  

  2.2 新しい内容は既存の関連情報と接続させる。  

  2.3 簡潔な文章と段落で作成する。  

  2.4 内容の理解を高める追加情報を挿入する。  

   

                                                   
4 청주대학교 산학협력단（清州大学校 産学協力団）、2013、94-121 ページ。  
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 各項目はさらに細分化されており、「1.1.1 むずかしい語彙よりは日常的に使う語彙

で表現する。」「2.1.1 年代記的観点からみるとき、出来事の発生時期が複雑であるな

らば、具体的かつ論理的な形で説明したり描写する。」というように記されている。  

 これをみると、本論第 3 章で示した「知的障害のある人の合理的配慮」検討協議会

（2015）「わかりやすい情報提供のガイドライン」とも共通する点があり、たとえば先

の「2.4 内容の理解を高める追加情報を挿入する。」は「わかりやすい情報提供のガイ

ドライン」では「○必要に応じて、枠外等に用語や概念の補足説明を加える。」5に対応

するだろう。ただ、日本の「わかりやすい情報提供のガイドライン」では「○一文は 30

字以内を目安にする。」6のようにミクロな視点で提案もなされているのに対し、韓国の

「読みやすい本 開発指針」ではマクロな視点からの提案が主となっており、それぞれに

長短があると思われる。 

 

3. 調査について 

3.1 調査対象 

 本章では『発達障害者法（わかりやすい版）』を対象に、その言語的特徴を分析する。 

 『発達障害者法（わかりやすい版）』の構成は、①「読む前に知っておくとよい単

語」、②「発達障害者法の理解」、③「やさしく読む発達障害者法」、④「このように

作られました」となっている。①「読む前に知っておくとよい単語」では、「発達障害

者」「権利」「支援」など「この本によく出てくる単語がどのような意味なのか」7がは

じめに説明されている。②「発達障害者法の理解」は、「発達障害者法はなぜ作られた

のか」など、発達障害者法の背景や大枠を概説するものとなっている。③「やさしく読

む発達障害者法」がこの冊子のメインとなるものであり、発達障害者法の条文をやさし

い韓国語に書き直している。④は「発達障害者を支援する人々にこの本を紹介」8するた

めに、冊子の製作背景や目的などを記述した部分である。 

 本章の調査では、このうち②「発達障害者法の理解」（以下、「概説」とする）と③

「やさしく読む発達障害者法」（以下、「やさしい条文」とする）の部分を対象とし、

                                                   
5 「知的障害のある人の合理的配慮」検討協議会、2015、6 ページ。  
6 「知的障害のある人の合理的配慮」検討協議会、2015、5 ページ。  
7  한국장애인개발원 중앙장애아동・발달장애인지원센터（韓国障害者開発院中央障害児童・ 

発達障害者支援センター）、2015、8 ページ。  
8  한국장애인개발원 중앙장애아동・발달장애인지원센터（韓国障害者開発院中央障害児童・ 

発達障害者支援センター）、2015、9 ページ。  
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元の「発達障害者法」の条文（以下、「元の条文」とする） 9の文章と対照させる。なお、

②「発達障害者法の理解」で名詞のみを箇条書きにしている部分と用語の補足説明の部

分は除外する。また、「発達障害者法」は第 1 条から第 44 条まであるが、③「やさしく

読む発達障害者法」では第 1 条から第 34 条までの内容を記している。そのため、元の

「発達障害者法」についても第 1 条から第 34 条までを対象とする。 

 

3.2 調査方法 

 本論第 3 章における日本の「わかりやすい版」の調査では、一般向け版との対比がみ

られたのは「名称等の表記は統一する」「漢字にはルビをふる」「漢字が 4 つ以上連な

ることばはさける」という表記に関する点、および「漢語を避ける」「難解語を避け

る」といった語彙に関する点であった。本章では、韓国と日本の「わかりやすい版」を

対照させるために第 3 章と調査項目をそろえるという方法も考えられるが、韓国の「わ

かりやすい版」では漢字は使われていない。よって、調査項目をそろえて対照させるこ

とは困難である。そこで本章では、本論第 1 章、第 2 章、第 8 章および第 9 章で調査項

目としてきた「語種比率」「品詞比率」「文の長さ」「トークン比」の 4 項目を調査す

ることとする。  

 冊子の文章は、「 HanDic Tagger」によって形態素解析を行なった。「 HanDic 

Tagger」は韓国語のテキストファイルを形態素解析エンジン MeCab と韓国語解析用辞書

HanDic（Ver. 0.5）で形態素解析するシステムである10。本論第 9 章と同様、解析結果の

修正はしなかった。  

 解析結果のデータをもとにして、次節以降で各項目の調査を行なう。  

 

4. 調査結果および考察 

4.1 語種比率 

 「概説」「やさしい条文」および「元の条文」の文章について、語種別（固有語・漢

字語・外来語・混種語）に割合を求めた。結果を次のページの表 10-1 に示す。助詞およ

び語尾類、数詞、固有名詞は除いている。  

                                                   
9 국가법령정보센터（国家法令情報センター）ウェブサイトより閲覧した。  http://www.law. 

go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=195992&efYd=20170726#0000 2018 年 2 月 21 日参照  
10 以下のページに公開されている。  http://porocise.sakura.ne.jp/korean/mecab/uploader. 

html 2018 年 2 月 21 日参照  



 

144 

 

 

表 10-1 「概説」「やさしい条文」「元の条文」の語種比率（延べ語数）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 まず、語数をみると「やさしい条文」は「元の条文」の半分以下であり、「やさしい

条文」では情報が取捨選択されていることが見てとれる。  

 語種の割合としては、「概説」では固有語が半数を超えている。「やさしい条文」で

は「概説」より漢字語がやや多く、固有語と漢字語がほぼ半数ずつとなっている。一方、

「元の条文」では漢字語が 80％近くに達し、「概説」や「やさしい条文」とは語種構成

がまったく異なっていることがわかる。  

 

4.2 品詞比率 

 本章でも本論第 9 章と同様、次のように品詞分類を行なった。  

 

  ・「 sonzaisi（存在詞）」（있다
イ ッ タ

（ある）、없다
オ プ タ

（ない）、계시다
ケ シ ダ

（いらっしゃ

る））は「動詞」に含めた。  

  ・「ending」は「語尾」と「助詞」に下位分類されるが、「助詞」のみを対象とし、

「語尾」は除外した。  

計 固 漢 外 混

語数 1032 581 428 19 4

割合 100 56.3 41.5 1.8 0.4

計 固 漢 外 混

語数 1355 651 667 33 4

割合 100 48.0 49.2 2.4 0.3

計 固 漢 外 混

語数 3179 632 2475 70 2

割合 100 19.9 77.9 2.2 0.1

概説

やさしい条文

元の条文
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  ・「suffix（接尾辞）」の下位分類「名詞派生」「動詞派生」「形容詞派生」はそれ

ぞれ「名詞」「動詞」「形容詞」に含めた。  

  ・算用数字で表記されたものは記号類とされるが、「名詞」に含めた。  

  ・「prefinal（先語末語尾）」「prefix（体言接頭辞）」「root（語根）」は除外し

た。 

 

 調査結果を以下の表 10-2 に示す。 

 

表 10-2 「概説」「やさしい条文」「元の条文」の品詞比率（延べ語数）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表 10-2 のとおり、「概説」と「やさしい条文」の品詞比率では名詞の割合にやや差が

あるが、全体的な傾向としては類似している。「概説」と「やさしい条文」で 10％以上

を占めている品詞「名詞」「動詞」「助詞」について、本論第 9 章の「ヌンノピ社説」

の調査では名詞 51.1％、動詞 15.9％、助詞 23.8％であり、「やさしい条文」の数値と近

い。 

 一方、「元の条文」では、助詞の割合にはめだった相違がないが、名詞の割合が高く、

動詞の割合が低くなっており、それぞれ「概説」「やさしい条文」と 10 ポイント前後の

差がある。本論における他の章の品詞比率についての考察をふまえれば、「概説」と

計 名詞 動詞 形容詞冠形詞 副詞 間投詞接副詞指定詞 助詞

語数 1324 624 272 33 28 55 1 1 18 292

割合 100 47.1 20.5 2.5 2.1 4.2 0.1 0.1 1.4 22.1

計 名詞 動詞 形容詞冠形詞 副詞 間投詞接副詞指定詞 助詞

語数 1763 899 342 24 24 57 2 2 8 405

割合 100 51.0 19.4 1.4 1.4 3.2 0.1 0.1 0.5 23.0

計 名詞 動詞 形容詞冠形詞 副詞 間投詞接副詞指定詞 助詞

語数 4316 2606 416 9 50 122 0 0 17 1096

割合 100 60.4 9.6 0.2 1.2 2.8 0.0 0.0 0.4 25.4

やさしい条文

概説

元の条文
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「やさしい条文」は動詞的構文、「元の条文」は名詞的構文が多くなっていると推測さ

れ、「わかりやすさ」が意識された文章では動詞の比率が高くなるというここまでの本

論の調査結果と一致する。  

 

4.3 文の長さ 

 句点および疑問符を文の区切りとし、1 文に含まれる形態素の数によって「文の長さ」

をはかった。各文章における文の長さの平均と中央値を表 10-3 に示す。 

 

表 10-3 「概説」「やさしい条文」「元の条文」の文の長さ  

 

 

 

 

 語種比率・品詞比率と同様に「概説」と「やさしい条文」は値が近く、「元の条文」

はその 2 倍以上の長さとなっている。「やさしい条文」では全体の語数を減らすととも

に、1 文中に含める語数も減らしていることが理解できる。  

 

4.4 トークン比 

 「HanDic Tagger」の解析結果に基づき、「異なり語数／延べ語数」でトークン比を算

出した。数詞は語数から除き、品詞比率では除外した「 prefinal（先語末語尾）」

「prefix（体言接頭辞）」「root（語根）」などは語数に含めた。異なり語数については、

「辞書形」が同じものを同一語と判断して調査した11。結果は以下の表 10-4 のとおりと

なった。 

 

表 10-4 「概説」「やさしい条文」「元の条文」のトークン比  

 

 

 

                                                   
11 同形異義語がある場合は「01」「02」などの数字を付して区別されている。  

概説
やさしい
条文

元の条文

平均 16.6 18.7 42.6

中央値 14 18 41

概説 やさしい条文 元の条文

延べ語数 1827 2393 5559

異なり語数 297 391 604

トークン比 0.16 0.16 0.11
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 本論の他の章の調査では、「わかりやすさ」を意識した文章はトークン比が低くなる

か、もしくは一般の文章と同じ程度であり、一般の文章のほうがトークン比が低い、つ

まり同じ語が繰り返し使われているということはなかった。しかし、表 10-4 では、「概

説」と「やさしい条文」のトークン比 0.16 に対し、「元の条文」では 0.11 と、さらに低

くなっている。これは、「元の条文」では条文として正確な情報を盛り込むために、逐

一主語を明示するといったことがなされ、それにより同じ語が何度も使用されているも

のと予想される。これについては次の節で実際の文章を観察することにより、確認する。  

 

5. まとめおよび実際の文章による確認  

 本章では韓国の知的障害者向け「わかりやすい版」である『発達障害者法をやさしく

知らせてくれる本 うれしい、発達障害者法』を対象とし、その中で「概説」と「やさ

しい条文」の部分を調査した。その結果、「やさしい条文」は「元の条文」に比べて全

体の語数は減っており、固有語の割合は「概説」に近く、「元の条文」より 30 ポイント

ほど高かった。また、「概説」と「やさしい条文」は「元の条文」より名詞の割合が低

く、動詞の割合が高くなっており、それぞれ 10 ポイント近くの差があった。さらに、1

文の長さは 2 分の 1 以下に短くなっていることからも、「わかりやすい版」と「元の条

文」の間には言語的特徴の大きな差が確認された。一方、トークン比については「元の

条文」のほうが低かった。  

 これらの結果について確認するため、実際の文章の一部を以下に引用し、日本語訳と

ともに示す。「概説」については「発達障害者が持つ権利は何か」を説明した部分、条

文については第 3 条を引用した。『発達障害者法（わかりやすい版）』からの引用では

改行も原文通りとした。なお、できる限り原文の語の語種などがそのまま反映されるよ

う逐語訳したため、日本語表現としては不自然な箇所もある。  

 

 ＜概説12＞ 

  발달장애인은 행복하게 살 권리가 있습니다. 

  발달장애인은 존중받아야 합니다. 

  스스로 결정할 권리가 있습니다. 

                                                   
12 한국장애인개발원 중앙장애아동・발달장애인지원센터（韓国障害者開発院中央障害児童・

発達障害者支援センター）、2015、20 ページより引用。  
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  누구나 똑같은 기회를 갖습니다. 

  자신의 생각을 다른 사람에게 자유롭게 전할 수 있습니다. 

  배울 수 있고, 일할 수 있는 권리가 있습니다. 

  우리나라에서 발달장애인에게 중요한 것을 정할 때, 

  자신의 생각을 말할 수 있습니다. 

 

  （日本語訳） 

  発達障害者は幸せに生きる権利があります。 

  発達障害者は尊重されなければなりません。 

  みずから決定する権利があります。 

  誰でも同じ機会を持ちます。 

  自身の考えを他の人に自由に伝達することができます。 

  学ぶことができ、働くことができる権利があります。 

  わが国で発達障害者にとって重要なことを決定するとき、 

  自身の考えを話すことができます。 

 

 ＜やさしい条文13＞ 

  자신에 대한 일을 

  스스로 결정할 권리가 있다. 

 

  자신의 생각을 전할 수 있도록 

  도움을 받을 권리가 있다. 

 

  우리나라에서 발달장애인에 관한 일을 결정할 때 

  자신의 생각을 말할 권리가 있다. 

 

  （日本語訳） 

  自身に関することを 

                                                   
13 한국장애인개발원 중앙장애아동・발달장애인지원센터（韓国障害者開発院中央障害児童・

発達障害者支援センター）、2015、49 ページより引用。  
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  みずから決定する権利がある。 

 

  自身の考えを伝達することができるよう 

  助けを受ける権利がある。 

 

  わが国で発達障害者に関することを決定するとき 

  自身の考えを話す権利がある。 

 

 ＜元の条文＞ 

  ① 발달장애인은 원칙적으로 자신의 신체와 재산에 관한 사항에 대하여 스스로 

판단하고 결정할 권리를 가진다. 

  ② 발달장애인은 자신에게 법률적·사실적인 영향을 미치는 사안에 대하여 스스로 

이해하여 자신의 자유로운 의사를 표현할 수 있도록 필요한 도움을 받을 권리가 

있다. 

  ③ 발달장애인은 자신과 관련된 정책의 결정과정에서 자기의 견해와 의사를 

표현할 권리가 있다. 

 

  （日本語訳） 

  ①発達障害者は原則的に自身の身体と財産に関する事項に対してみずから判断して決

定する権利を持つ。 

  ②発達障害者は自身に法律的・事実的な影響を及ぼす事案に対してみずから理解し

自身の自由な意思を表現することができるよう、必要な助けを受ける権利がある。 

  ③発達障害者は自身と関連する政策の決定過程で自己の見解と意思を表現する権利が

ある。 

 

 上記の例から、「概説」と「やさしい条文」では文が簡潔に書かれていることがわかる。

一方、「元の条文」ではところどころに漢語がめだち、文が長くなっていることが見てと

れる。また、「元の条文」は 3 つの文すべてが「発達障害者は」で始まっているように、

主語を明示することで同じ語を繰り返し使用することになり、その結果としてトークン比

が低くなっていることが確認できる。 
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終章 

 

1. 本研究のまとめ  

 第 1 部では、現代の各種新聞等を対象にして計量調査を行ない、「わかりやすさ」が

意識して書かれた文章の特徴を考察した。  

 第 1 章では『毎日小学生新聞』のニュース記事を語種比率・4 字以上の漢字列の割合・

品詞比率・文の長さ・トークン比という 5 つの項目によって調査し、『毎日新聞』一

面・総合面の記事と対照させた。その結果、『毎日小学生新聞』では漢語を避け、かわり

に和語や外来語を使用する傾向にあり、長い漢字列の割合も『毎日新聞』一面・総合面に

比べて低いことが確認された。品詞構成については、動詞的構文が多用されているといえ

るほど動詞は多くなかったが、名詞の割合はやや低かった。これらの結果により、湯浅

（2007）の分析結果の一部を統計的にも示すことができた。一方、文の長さとトークン

比については、数値のうえでは『毎日新聞』一面・総合面との差はみられなかった。実際

の記事を観察してみると、名詞的構文から動詞的構文への書き換え、あるいは長い漢字列

の解消が要因となって、文がそれほど短くなっていないものと推測された。  

 第 2 章では『毎日新聞』の「質問なるほドリ」欄の記事について第 1 章と同じ 5 項目

を調査し、同じく『毎日新聞』一面・総合面の記事と対照させた。その結果、「質問なる

ほドリ」欄でも漢語や長い漢字列を避ける傾向にあったが、『毎日小学生新聞』の場合と

異なり、外来語の割合は『毎日新聞』一面・総合面と差異がみられなかった。「質問なる

ほドリ」欄は幅広い年齢層の読者が想定されるため、外来語を多用することでの「わかり

にくさ」を避けていることによるものと考えられた。品詞比率については一面・総合面に

比べて名詞の割合が低く、動詞の割合が高くなっていた。このことから、「質問なるほド

リ」欄では一面・総合面よりも「動詞的構文」が多く、ウェブサイト上の Q&A 形式のや

りとりにも近いことが確認された。また、トークン比は一面・総合面に比べて低くなって

おり、「質問なるほドリ」欄では同じ語を繰り返し使って記述されている可能性が推測さ

れた。そして実際の記事文を観察することによって、その傾向を確認することができた。  

 第 3 章では政府刊行物の「わかりやすい版」8 冊の特徴について、「わかりやすい情報

提供のガイドライン」に記されている項目のうちリーダビリティに関するものに焦点を当

てて分析した。その結果、「名称等の表記は統一する」「漢字にはルビをふる」「漢字が

4 つ以上連なることばはさける」の 3 点が「ガイドライン」どおりの「わかりやすい版」
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の特徴として認められ、一般向け版との対比が確認できた。また、「ガイドライン」に掲

載されていない項目に関しては、「わかりやすい版」のほうが漢語および難解語を避ける

傾向にあった。1 文の長さは冊子によってさまざまであり、わかりやすくするための要素

としては優先度が低いものとみられていることが推測される。このことは第 1 章・第 2

章の結果とも共通するものである。  

 第 4 章では『点字毎日』を取り上げ、その中でも毎日新聞社点字毎日部が独自に取

材・執筆するニュース欄「ないがい もーかい にゅーす」を対象に分析した。語の出現

頻度について『毎日新聞』一面と比べたところ、語種別にみると和語では両紙の上位語に

大きな差はないが、漢語と外来語では各紙面の内容を反映する語が上位を占めていた。一

方、同音異義語の数を調査した結果、『点字毎日』にも『毎日新聞』と同程度に同音異義

語が存在し、その中でも特に 2 字漢語が多くを占めていた。このことから、明らかに語

意の特定が不能な場合以外は、漢語あるいは同音異義語のある語を積極的に避けるという

ことは行なわれていないことがわかった。日本語点字という、漢字を使わない表記法が新

聞の語彙選択に影響を与えるということはほとんどなく、『点字毎日』と『毎日新聞』と

の語彙の相違には表記法ではなく内容の違いが反映されていると結論づけた。  

 以上、第 1 部の調査・考察により、「わかりやすさ」が意識して書かれる場合には、

特に「漢語」と「長い漢字列」を避けようとする傾向があることがわかった。意図的かど

うかは別として、「漢語は難しい」「漢字が長く続いている表現は読みにくい」という考

えが反映されているものとみられる。このことは、「わかりやすさ」をめざして書く場合

には無意識的にも「漢語」や「長い漢字列」が避けられると言い換えることもできよう。

ただし、「わかりやすさ」が意識されない場合には、たとえ漢字を使わない表記がなされ

ても、漢語を積極的に回避することなく文章が書かれることが確認できた。一方で、「文

が短いほうがわかりやすい」ということは先行研究によっても示唆されていたが、本研究

の調査の限りでは必ずしも実践されているわけではなく、優先度は低くなっていることが

わかった。 

 次に第 2 部では、日本の新聞文章を通時的に検証し、「わかりやすさ」への意識と関

連づけながら記事文の特徴を考察した。  

 第 5 章では 1868 年に創刊された新聞を対象に、創刊号の序文やあとがきに書かれた発

行の目的・編集方針、および記事本文の振りがなについて調査することで、「大衆化」

「わかりやすさ」という観点から考察を行なった。序文やあとがきの調査からは、新聞の
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普及や、記事をわかりやすくすること、新聞による人々の啓蒙がうたわれていたことが確

認できた。同時に、新聞人気が広まりつつあるという認識のもと、一般の人々にニュース

を求めてでも新聞を発行し、さらには事業として成功させようという考えもうかがい知る

ことができた。振りがなの調査からは、すべての漢字に振りがなが付けられたものはなか

ったものの、総振りがなに近いほど多用したり、両振りがなを用いたりした記事もみられ

た。人々の啓蒙や事業としての成功を達成するために記事をわかりやすくする手段の一つ

として振りがなが利用されたものと考えられる。これらのことから、1868 年には「新聞

大衆化の達成」までには至らなかったものの、「新聞大衆化の萌芽」の時期とみることは

可能ではないかという結論を出した。  

 第 6 章では、ひらがなのみで書かれた『まいにちひらがなしんぶんし』と漢字を使い

ながらも総振りがなを採用した『読売新聞』を対象に、語彙など表記以外の面での両紙の

異同を検証した。従来の研究では、『まいにちひらがなしんぶんし』をはじめとして

1873 年に相次いで創刊されたひらがな新聞について「漢字をなくしても漢語が残ったま

ま」と指摘されていたが、『まいにちひらがなしんぶんし』の語種比率を調査した結果、

和語が 80%弱を占めており、むしろ『読売新聞』よりも和語が多いほどであった。また、

品詞比率は両紙で類似していた。これらの調査では『まいにちひらがなしんぶんし』と

『読売新聞』とのめだった相違点はなかったが、「話しことば性」という考え方をもとに

いくつかの項目を立てて調査したところ、『まいにちひらがなしんぶんし』には話しこと

ば性がほぼ認められなかったのに対し、『読売新聞』にはある程度の話しことば性が確認

された。その結果として「俗談平話」と称される『読売新聞』の文体イメージが形成され

ていると考えられ、読者の獲得に成功した一因となったことを示した。  

 第 7 章では 1922 年の『東京日日新聞』と 1946 年の『読売報知』の 2 紙における漢字

制限前後の記事を計量的に分析した。これまでの研究では、新聞社独自の漢字制限は必ず

しも成功したとはいえないという評価が主であったが、両紙ともに漢字制限実施後は漢字

の量が減っており、表記面以外についても、実施前に比べて漢語と名詞の割合が低く、文

の長さが短いという変化がみられた。実際の記事をみてわかるほどの激しい変化ではない

ものの、両紙の漢字制限は単に記事の表記がどうなるかという問題のみでなく、「わかり

やすさ」が意識されることで語彙などの面にも影響を与えたことが確認できた。  

 以上、第 2 部では「わかりやすさ」を軸とした上で各時代の新聞記事の文章について

実証的に分析したことにより、各新聞に対するこれまで評価とは異なる面も見出すことが
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できたと考える。  

 最後に第 3 部では、日本語非母語話者向けに書かれた新聞および韓国で発行された韓

国語の新聞等を対象に、第 1 部での日本の新聞についての考察と対照させた。  

 第 8 章では日本語非母語話者向けに書かれた新聞自体がほとんど存在しないことを述

べた上で、イベント情報や季節の話題を掲載している『ひらがなネットしんぶん』の「き

せつのおはなし」欄を調査した。その結果、語種比率では和語が 70％弱を占めており、

和語主体の文章であることが示された。また、4 字以上の漢字列の割合は非常に低く、第

1 部で調査した中では長い漢字列が少なかった「質問なるほドリ」欄の 6 分の 1 程度であ

った。ただし、この欄の内容がニュースというよりは日本文化を紹介するものであり、そ

のために和語が多く、漢字列が少なくなっていることも考えられる。一方、品詞比率をみ

ると、「質問なるほドリ」欄の品詞比率に比べて名詞が少なく、形容詞が多かった。動詞

については、動詞の比率が一面・総合面より高かった「質問なるほドリ」欄と同じくらい

の値であった。このことから、「きせつのおはなし」欄は動詞的構文で書かれる傾向が強

いことが推測された。さらに、文の長さは短く、先行研究で示された知的障害者向け新聞

の文長よりも短いものとなっていた。  

 第 9 章では韓国の子ども向け新聞『オリニ東亜』「ヌンノピ社説」欄と一般紙『東亜

日報』「社説」欄を対象に、語種比率・品詞比率・文の長さ・トークン比の調査を行なっ

た。その結果、「ヌンノピ社説」欄では漢字語を避け、固有語を優先する傾向にあること

がわかった。また、品詞比率について、統計的には有意差が確認できなかったが、数値と

しては名詞の割合が低く、動詞の割合が高かった。実際の記事文を確認したところ、『東

亜日報』「社説」では名詞的構文となっている表現が、「ヌンノピ社説」では動詞的構文

になっているものが見受けられた。一方、文の長さとトークン比については「ヌンノピ社

説」欄と「社説」欄でめだった相違はなかった。これら 4 つの調査項目すべてにおいて、

第 1 章で示した『毎日小学生新聞』の特徴と共通していることが明らかとなった。  

 第 10 章では韓国の知的障害者向け「わかりやすい版」である『発達障害者法をやさし

く知らせてくれる本 うれしい、発達障害者法』を対象とした。その中で法律の背景や概

要を説明した部分と法律の条文をわかりやすくした部分を調査したところ、元の条文に比

べて情報量は減っているが、固有語の割合は 30 ポイント近く高かった。また、名詞の割

合は低く、動詞の割合は高くなっており、元の条文とはそれぞれ 10 ポイント近くの差が

あった。さらに、1 文の長さは 2 分の 1 以下で、「わかりやすい版」と元の条文の間には
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大きな差がみられた。一方、トークン比については元の条文のほうが低い、つまり同じ語

を繰り返し使用する傾向がみられた。これについては、元の条文では条文として正確な情

報を盛り込まなければならず、逐一主語を明示するといったことがなされるためであるこ

とが確認できた。  

 以上の第 3 部における考察から、日本語非母語話者向けの文章、あるいは韓国語の文

章においても「わかりやすさ」が意識されたときには共通する特徴を持つことが多く、そ

の中でも特に語種構成や品詞構成に特徴が表われることが明らかとなった。  

 

2. 今後の課題 

 前節でまとめたとおり、本研究では「わかりやすさ」が意識して書かれた新聞記事等が

どのような特徴を持つのかについて明らかにした。しかしながら、課題として残った点も

多い。 

 まずは、調査方法の点である。本研究では語種比率・4 字以上の漢字列の割合・品詞比

率・文の長さ・トークン比といった計量調査を中心とし、一定の成果が得られたものの、

情報量や係り受け構造など、もう一歩文章の中身に踏み込んだ調査・考察ができなかった。

これらの項目は「わかりやすい」文章を考える上で無視できないものであり、これから解

決すべき課題である。また、記事抽出の方法にも検討の余地があり、計量調査としても統

計的な手法を十分に駆使することができなかった。統計的に処理するためにはある程度ま

とまった語数が必要な場合が多く、筆者一人で行なうには限界もあるが、計量言語学の知

見を活かしながら研究を進めることも試みていきたい。さらに、本論ではできる限り実際

の記事文を例として挙げるよう努めたが、具体的にどのような語が使用されているかとい

った質的な考察にまで広げることはほとんどできなかった。この点についても今後検討し

ていくこととする。  

 次に、調査対象についてである。第 1 部では毎日新聞社から発行された新聞の記事の

みを主な対象とし、第 3 部も各章ごとに 1 種類の新聞・冊子しか扱えなかった。子ども

向け新聞にしても解説記事にしても、他の新聞社から発行されているものも対象に加える

ことによって、説得力が増すと思われる。また、第 2 部では江戸末期から昭和中期まで

の範囲で調査・考察したが、本論序章で述べたように「わかりやすさ」が研究対象とされ

始めた 1950 年代、「悪文」が問題視された 1960 年代～1970 年代など、戦後から平成に

至るまでの新聞記事については調査することができなかった。これらの時期の記事文につ
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いて特徴を明らかにすることで、現在の「わかりやすい」記事へのつながりも見えてくる

だろう。 

 また、構成としては第 3 部を第 1 部と同じくらいに充実させ、第 2 部についても新聞

文章の変遷をより明確に捉えられるように補う必要があると考えられる。この点をふまえ、

今後さまざまな新聞の記事文について「わかりやすさ」という観点から共時的・通時的に

さらなる検証を行ない、「わかりやすい」文章の執筆に少しでも寄与できることを目標と

していく。 
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