小、中、高、大の一貫する英語コミュニケーション能力の
到達基準の策定とその検証

研究課題番号

20242011

平成 20 年度～平成 23 年度科学研究費補助金(基盤研究(A))

中間報告書

平成 22 年 12 月

研究代表者 投野 由紀夫

(東京外国語大学大学院総合国際学研究院・教授)

＜はしがき＞
本報告書は，2008 年度～2011 年度基盤研究（A）「小，中，高，大の一貫する英語コミュ
ニケーション能力の到達基準の策定とその検証」（研究代表者：投野由紀夫；課題番号：
20242011）の前半２年間（2008，2009 年度）の中間報告書である。なお，実際は中間報
告シンポジウムを 2010 年 3 月 15 日に実施した後，とりまとめに時間がかかってしまい，3
年目の後半での発行となってしまった。
本研究は小池生夫代表の基盤研究（A）
（2004 年度～2007 年度；課題番号：16202010）を
引き継いで，日本における小，中，高，大連携の英語教育の到達基準をどう定めるか，に
関する基礎研究を目的としている。英語教育の中心的な研究者約 15 名で構成されたチーム
で ， 現 在 世 界 的 に 注 目 を 集 め て い る Common European Framework of Reference
（CEFR） を日本の英語教育に応用し具体的に適応する際の諸条件や問題点などを科学
的・経験的に解明するための方法論や，CEFR-J（仮称）として日本の英語教育版の CEFR
適用のための独自評価枠を作成している。
本中間報告書では，CEFR そのものに対する基礎調査（文献調査・海外視察調査）および，
CEFR-J 作成の工程とアルファ版，ベータ版の作成までのプロセスを記録している。今後の，
CEFR 関連の研究，および日本の英語教育の到達度指標の共通枠組みの研究に対して，こ
れらの資料が参考になれば幸いである。
平成 22 年 12 月 20 日

投野由紀夫

［連絡先］
〒183-8534
東京都府中市朝日町３－１１－１
東京外国語大学大学院総合国際学研究院
y.tono@tufs.ac.jp
http://lexicon.tufs.ac.jp

ⅰ

研

究

組

織

研究代表者
投野由紀夫
研究分担者
相川真佐夫
尾関 直子
金森 強
川成 美香
笹島 茂
椎名紀久子
高田 智子
高橋美由紀
寺内 一
中谷 安男
中野美知子
根岸 雅史
松井 順子
緑川日出子
村野井 仁
研究協力者
小池生夫
林正治

東京外国語大学大学院総合国際学研究院・教授
京都外国語短期大学キャリア英語科・准教授
明治大学経営学部・教授
松山大学人文学部・教授
明海大学外国語学部・准教授
埼玉医科大学医学部・准教授
千葉大学言語教育センター・教授
明海大学外国語学部・准教授
愛知教育大学教育学部・教授
高千穂大学商学部・教授
東京理科大学経営学部・准教授
早稲田大学総合科学学術院・教授
東京外国語大学大学院総合国際学研究院・教授
明海大学外国語学部・准教授
昭和女子大学大学院文学研究科・教授
東北学院大学文学部・教授

慶應義塾大学 明海大学・名誉教授
財団法人英語教育協議会(ELEC)理事長
明海大学外国語学部・講師

研究経費
(金額単位：千円)
直接経費

間接経費

合計

平成 20 年度

12,500

3,750

16,250

平成 21 年度

9,100

2,730

11,830

総計

21,600

6,480

28,080

ii

目

次

あいさつ
研究組織
研究経費

研究報告
本研究の目的と研究計画（投野由紀夫）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

第 1 部：CEFR の諸側面
CEFR Self-assessment Grid に関する高校英語教員意識調査（笹島茂）・・・・・・・・4

CEFR の理念と学習者の自律（尾関直子）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64

Correlating the CEFR Listening Self Assessment Level to Difficult Phonetic Listening
Items（松井順子）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71

Japanese Language Portfolio (JLP)の構築を目指して（金森強）
・・・・・・・・・・・73

企業大学班報告（中谷安男）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・104

iii

第 2 部：海外調査
Graz International Bilingual School 調査報告（小池生夫）
・・・・・・・・・・・・・107

ECML の活動の目的、方針、実際の活動（小池生夫）
・・・・・・・・・・・・・・・・109

The ECML Programme 2008-2011 の活動内容とその意義（川成美香）
・・・・・・・・119

ケンブリッジ大学およびベッドフォードシャー大学視察報告（根岸雅史）
・・・・・・・136

スペインにおける言語到達目標策定状況および言語指導法に関する実地調査報告
（村野井仁）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・141

フィンランドの ELP 中心アプローチから得られる示唆―CEFR の理念の具現化を支えるも
のは何か（高田智子）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・152

フィンランドの英語教育‐小学校英語教育と CEFR（高橋美由紀）
・・・・・・・・・・170

台湾の英語教育における CEFR の活用について（相川真佐夫）
・・・・・・・・・・・・178

第 3 部：CEFR と能力テスト
日本人の英語力を CEFR レベルから見るとどうなるか（根岸雅史）
・・・・・・・・・・185

GTEC ライティング‐CEFR レベル別サンプル（根岸雅史）・・・・・・・・・・・・193
iv

Mapping_TOEIC_scores_on_the_CEFR_2006（資料）
・・・・・・・・・・・・・・・203

TOEIC-CEFR（資料）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・206

一般企業の GTEC スコア分布と CEFR レベル(資料)

・・・・・・・・・・・・・・・207

第 4 部：CEFR-J(仮称)作成工程

CEFR-J 検証のための試作版(A-B)の策定について（緑川日出子）
・・・・・・・・・・・212

CEFR-J の入門期における能力記述文の開発‐予備的研究と考察（椎名紀久子）
・・・・ 220

CEFR-J 検証版の書き直し作業と集約（根岸雅史）
・・・・・・・・・・・・・・・・・240

CEFR-J ベータ版への確定作業について（根岸雅史）
・・・・・・・・・・・・・・・・244

第 5 部：検証フェーズと今後の研究計画
検証フェーズの全体像（投野由紀夫）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・252

実際のパフォーマンスとの関連（根岸雅史）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・256

学習者コーパスによる CEFR-J の検証（投野由紀夫）
・・・・・・・・・・・・・・・・257

v

付録 A
1．発表論文再掲
日本人国際ビジネスパーソンの英語力の実態分析―国際ビジネスに必要とされる英語力と
は―（寺内一）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・268

国際ビジネス英語の到達目標に関するインタビュー調査―CEFR-J の質的検証への考察―
（中谷安男）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・282

２．中間報告シンポジウム関連パワー・ポイント資料
(a) 「中間シンポジウム」全体スライド（投野由紀夫）・・・・・・・・・・・・・・・301
(b) 「C レベルの位置づけ」（寺内一）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・316
(c) 「香港視察報告」
（中谷安男）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・323
(d) 「スペイン視察報告」
（村野井仁）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・327
(e) 「台湾視察報告」
（相川真佐夫）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・333

付録 B

CEFR-J ベータ版・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・340

vi

本研究の目的と研究計画
本研究の目的は現在さまざまなセクションで議論されている日本の英語教育の今後のあり
方に対して、できるだけ国際的な視野に立ち、かつ基盤研究として客観的・実証的な方法
で日本の英語教育の現状認識や今後の方策を議論しようとするものである。その中心課題
として、研究課題にも掲げている「小中高大の一貫する英語力の到達指標」作成を柱とす
る。これは平成 16～19 年度基盤研究（A）
（研究代表者：小池生夫）のもとで行った 4 年間
の研究からの継続目標である。現在、我々は欧州発で世界的に影響力を持ちつつある
Common European Framework of Reference (CEFR) の日本での有効活用について中心的に研
究を進めている。これに関するさまざまな研究がすでに日本でも行われ始めているが、我々
は CEFR の枠組みや基本理念は尊重しつつも，単純にそれを受け入れるのではなく、日本
の英語教育の現状や日本人の英語習得状況などを客観的に調査し、その適用の仕方を考
案・検証しながら、国際スタンダートとしての CEFR の有効な部分を大いに利用しようと
いうスタンスである。
すでに前述の先行する小池生夫氏代表の基盤研究（A）では，小学校，中高一貫校，SEL-Hi,
大学，企業など各レベルでの英語到達目標調査を行い，それぞれのレベルでの理想と現実
を浮き彫りにした。さらにアジア圏の英語学習指導要領および英語教科書の総合的な調査
を行い，日本の教科書の質・量ともにアジア隣国の教科書とはかなりの差があることを示
した。また到達指標の作成の実際的なプロトタイプの研究も行い，暫定的な指標を CEFR
に基づいて作成したりした。これらに関しては科研の中間報告書，最終報告書の 2 冊の大
部な報告書が上掲されているのでご参照願いたい。
本科研の 1～2 年目では CEFR-J 検証版（仮称）を確定する作業を行った。各セクション
の見直し，すり合わせ，CEFR との位置づけの検証等を行いつつ，CEFR に関する基礎資料
の収集を広範囲に行った。さらに，海外調査で Graz, Finland, Cambridge などの CEFR の中
心拠点を視察し利用状況の調査や，検証方法の調査を実施した。
同時に，検証版を確定した暁に行うべき次の「検証方法とその手順」に関する情報収集
も行った。その中で，3～4 年目では主として検証版（のちに CEFR-J ベータ版と呼ぶ）の
情報をもとに数種類の教員，学生対象の実験やアンケートをとること，また実際の能力と
Can Do list への応答の一致度などの相関分析を行うこと，さらに現行の英語学習者のアウ
トプット・データをもとに言語特徴を解析し，レベル別の基準言語特性を抽出する計画な
どを立てて進むことになっている。
日本の英語教育の将来のために何が必要かはいろいろな議論や意見がある。我々の研究
チームは第 2 言語習得研究、言語テスト、言語政策、学習ストラテジー、クラスルーム・
リサーチ、小学校英語教育、ESP、CALL、コーパス言語学など、各分野の第一線の研究者
を擁している。CEFR を含む英語力の発達プロセスやそれを測る指標の策定、それを用いた
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英語授業の改善に資する可能な限り実証的なデータを添えて、わが国の英語教育に役立つ
情報や指針を示すような研究成果を出せるよう、努めていく所存である。

基盤（A）（小池生夫代表）
•

各レベルでの英語目標調査：小学校、中高一貫、SEL-Hi、大学、企業

•

アジア圏の英語教科書・学習指導要領の調査

•

全体像の構築 → 暫定的な到達指標の作成 → CEFR との比較

投野科研：1 年目

CEFR-J 検証版の確定作業（1-2 年目）
•

各セクションの見直し、刷り合わせ、CEFR との位置づけの検討

•

CEFR に関する資料収集

投野科研：２年目

CEFR-J 検証版の確定、海外調査、検証法調査
•

CEFR の検証方法を中心に勉強会

•

CEFR の利用状況調査、検証方法の調査で海外へ

•

検証版確定作業

投野科研：３年目

CEFR-J 検証作業

投野科研：４年目

CEFR-J 検証作業 → 改訂版
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第 1 部：CEFR の諸側面

CEFR Self-assessment Grid に関する高校英語教員意識調査
笹島茂（埼玉医科大学: sasajima@saitama.med.ac.jp）
西岡裕美（都立杉並高校）
（研究協力者）

1. はじめに
本調査は、平成 21 年度科学研究費補助金基盤研究(A)研究（課題番号 20242011）
（研究代表者：投
野由起夫）
「小、中、高、大の一貫する英語コミュニケーション能力の到達基準の策定とその検証」の
一環として研究分担者である笹島茂が企画し、西岡裕美を研究協力者として協同で実施した調査の概
要である。本調査報告は２部に分かれている。第１部は、笹島茂が単独で行った内容に基づく。第１
部では、CEFR-J の妥当性検証のための教師の視点の重要性と教師の観点の利用の可能性を探るため
の情報収集の概要をまとめた。第２部は、笹島茂が西岡裕美の協力を得て、CEFR-J のディスクリプ
ターの妥当性検証のための予備調査として実施した、現職高校教員によるディスクリプターの仕分け
作業(Sorting Task)の結果と分析及び CEFR に関する意識をまとめた。第１部も第２部も、今後予定
される CEFR-J の妥当性の検証に関する予備的な調査である。
1.1 CEFR における教師の位置
CEFR は学習者の自律を基本とする言語学習の枠組を提示している。学習者が母語も含めて３言語
以上が使えるようにと提言し、複言語主義(plurilingualism) を謳っている。しかし、言語学習は一人
でそう簡単にできるものではないことは容易に予想できる。学習者を指導する人、支援する人の存在
は無視できないだろう。当然、教師の役割は重要となる。大人が言語を学ぶのではなく、子供が言語
を学ぶということを考えた場合、教師なくしては学習は成立しないと言えるだろう。教師の役割には、
教えることだけではなく、生徒を評価するということがある。教師は、評価測定に対する意識を強く
持つ必要があるし、その知識と技能を高める必要がある。この点に関して、CEFR は次のように記述
している。
Teacher trainers will find it useful for raising awareness of assessment issues among teachers in
initial and in-service training. However, teachers are becoming increasingly responsible for the
assessment of their pupils and students at all levels, both formative and summative. Learners, too,
are increasingly called upon to carry out self-assessment, whether to chart and plan their learning
or to report their ability to communicate in languages which they have not been formally taught,
but which contribute to their plurilingual development. (CEFR, 2001: 20)
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さらに、CEFR では、教師は様々な要求に応えながら、授業の中で生徒の反応を見ながら意思決定を
しなければならないとし、学習者の学習に大きく関わる教師の役割の重要性を指摘している。
Teachers are generally called upon to respect any official guidelines, use textbooks and course
materials (which they may or may not be in a position to analyse, evaluate, select and
supplement), devise and administer tests and prepare pupils and students for qualifying
examinations. They have to make minute-to-minute decisions about classroom activities, which
they can prepare in outline beforehand, but must adjust flexibly in the light of pupil/student
responses. (CEFR, 2001: 141)
このように、CEFR は「学ぶこと、教えること、評価すること(learning, teaching, assessment)」の
観点から、言語学習に対する考え方の大きな枠組を提案したのである。しかし、その中でも、学習者
の言語能力の指標である共通参照レベル(common reference levels)の全体尺度(global scale)と自己評
価表(self-assessment grid)が、注目され、かつ、利用されるようになっている。特に、このような能
力レベルはテストで参照されるようになり、各テストの評価と CEFR のレベルに関する信頼性や妥当
性が近年最も話題となっている。結局、そのようなテストにつながる CEFR の利用の普及には批判
(Fulture, 2008)もあるが、ディスクリプターに示される「Can do 記述(Can do statements)」は学習
者や教師に広く利用されるようになってきている。その点から、教師がどのように CEFR と関わる必
要があるのかを調査することは重要だと考えている。また、教師が CEFR などの能力指標をどのよう
に研修し理解して利用しているかということも、今後実施するであろう CEFR-J の妥当性検証には必
要であろう。
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2. CEFR と教師のかかわり
2.1 調査の背景
CEFR を具体化する構想が ELP (European Language Portfolio)である。この ELP に関しては、ヨ
ーロッパ各国で様々な取り組みが報告されている。ELP には大きく分けて二つの目標がある。一つは
教育であり、
もう一つは言語能力を示すということである。
この目標は双方とも
「学習者の自律(learner
autonomy)」を基盤としている。これを学習者に分かりやすく示したものが、Language Passport,
Language biography, Dossier という３種類のポートフォリオである。この３種類のポートフォリオは
学習者が自分の言語能力や学習の履歴を示す一つの証明として学校や職場で一目で理解できるという
コンセプトのもとに推進がなされてきた。ヨーロッパ各国のどこにいても学習や仕事で利用できるよ
うにという理想的な考え方である。この取り組みは一時各国で実験的推進されたが、現実的な学習の
場面ではあまり受け入れられていないのが現状であろう。
ELP が当初考えていたようにうまく機能していない間に、CEFR の共通参照レベルがテストと結び
つきヨーロッパだけではなく世界中で参照されるようになった。CEFR に準拠するテストと Can Do
記述が既存のテストや言語能力レベルの指標と結びついてあっという間に広がったのである。そこで
教師はどのような役割をしてきたのかが本報告の趣旨である。
2.2 調査の目的
CEFR と教師のかかわりについてのヨーロッパの現状の一端を知るために、次の２点に焦点を当て
調査した。
１） Cambridge ESOL で実施している Asset Languages の現状と Teacher Assessment Kit の概要
の調査
２） イタリアにおける初等中等教育を中心として CEFR(ELP, CLIL を含む)推進の実態とそれに付
随する教員研修の実態調査
１）については、CEFR の策定と推進に大きな役割を果たしている Cambridge ESOL は、English
Profile というプロジェクトを実施し、CEFR に関連して、英語という枠組の中で、ヨーロッパを越え
て世界の英語学習状況を調査し、英語の使用の実態を調査し、大規模コーパスを構築し、それを教育
に利用しようと取り組んでいる。それに対して、英国国内向けに OCR(Oxford Cambridge and RSA
Examinations)と提携し、Asset Languages という外国語学習を促進し、それを評価できる方法を推
進しようとしているプログラムがある。これは、もちろん英語を含んでいないが、学校での外国語教
育を支援するかたちで進められている。その点を調査し、日本での CEFR-J の開発に役立てようと意
図したものである。
２）については、本研究の関連で開発した CEFR japan のもととしたフィンランドとは状況が異な

6

ると考えられる場所での CEFR の利用状況を調査しようと意図したものである。ヨーロッパの国とし
てイタリアを選んだ理由は、すでに実績を示している北欧などの国と異なり、最近になり漸く英語教
育が盛んになり、興味深い取り組みをしていると聞いたからである。特に、CLIL の推進が顕著であ
るという情報からイタリアを選び、コンタクトが取れたので訪問することとした。
2.3 調査の期間と場所
調査期間は、2009 年３月８日から１５日までである。英国では、Cambridge ESOL の Asset
Languages の担当者である Angela Wright 氏に話を聞くことができた。イタリアでは、学校等を訪問
するのに時期的によい期間を選んで訪問を計画し、可能な限り多くの学校と外国語教師と接触 h した。
訪問にあたっては、ミラノ市教育省局の Gisella Lange 氏から多大なる協力を得て実施できた点を強
調しておきたい。
2.4 調査の背景
１）CEFRjapan のプロトタイプについて
ここでまず、本調査報告の基盤となった CEFRjapan のプロトタイプ(岡秀夫他, 2008)について簡単
に触れておきたい。理由は、当初 CEFRjapan の検証をするという前提で本調査を考えていたからで
ある。本調査実施後に方針が変わり、第２部で報告する予備調査もその変更に合わせた内容となって
いるために、ここであえて触れておく。
CEFRjapan プロトタイプは、フィンランドの National Core Curricula と Cambridge ESOL が実
施している YLE(the Cambridge Young Learners English Tests)を参考に作成した日本の現状に合う
日本版 CEFR であり、英語力の指標を言語材料とともに示したものである。詳しくは、小池科研最終
報告書をご覧頂きたい。
フィンランドの National Core Curricula は、フィンランド教育委員会(Finnish National Board of
Education)が作成した日本の学習指導要領に該当するカリキュラムガイドラインである。その中で、
外国語の学習習熟度レベルを 10 段階に分けて示している Language Proficiency Scale がある。概略
すると以下のように構成されている。注意する点は、C1.1 が最高レベルとして設定されているが、中
等教育では最高レベルが B2.2 か B2.1 程度に設定されていることである。
表 2.1 フィンランドの LSP
C1
C1.1

熟達能力の第１段階 (First stage of fluent proficiency)

B2
B2.2.

機能的に自立した能力 (Functional independent proficiency)

B2.1.

自立学習能力の第１段階（First stage of independent proficiency）
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B1
B1.2.

流暢な基本的能力(Fluent basic proficiency)

B1.1.

機能的な基本的能力(Functional basic proficiency)

A2
A 2.2.

発達段階にある基本的能力(Developing basic proficiency)

A 2.1.

基本的能力の第１段階(First stage of basic proficiency)

A1
A1.3.

機能的な初歩的能力(Functional elementary proficiency)

A1.2.

発達段階にある初歩的能力(Developing elementary proficiency)

A1.1.

初歩的能力の第１段階(First stage of elementary proficiency)

この LPS には、それぞれのレベルに４技能のディスクリプターが詳細に書かれている。フィンランド
の教師は、このレベルに関してはほぼ理解し、定期的な研修などを通じてレベル理解に関する調整を
行っている。言い換えれば、これを理解していれば、CEFR も理解していることと同義なのである。
これを基盤とし、YLE の具体的な言語材料の観点を投入することが確認され、CEFRjapan プロト
タイプ作成作業に入った。こうして、CEFRjapan の英語能力の到達度レベル作成にあたっては、フ
ィンランドの取り組みと Cambridge ESOL の YLE が基盤となったわけである。整理すると、主な利
用項目は次の２点にまとめられる。

z

フィンランド National Core Curricula の LPS のレベル設定とディスクリプター

z

YLE における語彙と文法構造リスト

これをもとに、CEFRjapan のレベル設定とディスクリプター作成のプロセスを図示すると次のよう
になる。フィンランドの LSP と同様、
「聞く」
「話す」
「読む」
「書く」の４技能に分けてレベルを示し、
それに語彙、文法構造、表現などの言語材料を加えた。ここでは、A1 の「聞く」能力の LPS の３段
階にさらに下位レベルを付加して作成した過程を説明しておく。

CEFR A1 「日常的で基本的な表現」

⇩
フィンランド Language Proficiency Scale
A1.3 簡単な発話（個人的なことに関する質問、日常的な指示、依頼や警告）
A 1.2

限られた単語、短文、質問や個人的あるいは身近なことに関する依頼

A 1.1 日常生活でごくありふれた単語や言い回し（挨拶、名前、数、依頼する）
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＋
YLE （話題、語彙、文法構造）

⇩
日本の英語教育の伝統と社会文化からのニーズ

⇩
CEFRjapan
A1.3

日常会話の簡単な発話（個人的な質問、日常的な指示、依頼など）

A 1.2

単語、短文、質問、個人的で身近な依頼（好き嫌い、道案内など）

A 1.1

挨拶、名前、日付、曜日、日常生活でよく使う数字、単語、表現など

Pre A1 身近でカタカナ語としても馴染みのある英語の音の違い
＋
A 1.1 語彙

A 1.1 文法構造

A 1.1 表現

e.g. cat

e.g. There are two cats.

e.g. Good morning.

図 2.1「聞く」能力に関する CEFR japan 作成のプロセス
このようにして作成した CEFR japan プロトタイプの構造は次のように表される。
表 2.2 CEFRjapan プロトタイプの構造
レベル

ディスクリプター（能力レベルの記述） 内容

C2

CEFR の記述に準拠して、フィンランド テキスト

C1

LPS を参考に、日本の言語文化事情を考 場面例
慮して、

B2.2

聞く

語彙

B2.1

話す

文法構造

B1.2

読む

表現の典型例

B1.1

書く

作成上の参考資料等

A2.2

の４技能に分けて、簡潔に英語能力レベ

A2.1

ルを記述した。

A1.3
A1.2
A1.1
Pre-A 1
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一例を示すと次のようになる。
表 2.3 B1.1
B1.1
ディスクリプター（能力レベルの記述）
（聞く）学校、仕事、遊びなどの題材の概要やポイントが理解できる。ラジオのニュース、映画、
テレビ、電話などの概要が理解できる。共有された一般的なことがわかる。数は限られては
いるが頻度の高い慣用表現がわかる。標準よりゆっくりはっきりした発音、あるいは、標準
的な発音で話された長い内容の話がわかる。
（話す）身近なことを詳しく言える。日常のことなどのやりとりができる。やや負担のかかる状況
でも個人的なことは伝えられる。抽象的なことを述べるには困難。たどたどしいが理解され
る発話を維持できる。なまりや誤りがときどきでるが、発音ははっきりと理解される。日常
使うよりやや広範囲の語彙と頻度の高い言い回しを使える。多様の文構造が使える。文法の
誤り（冠詞、接辞など）は長く自由に話す際にはよくあるが、理解を妨げることはほとんど
ない。
（読む）身近な話題（予定表、カレンダー、授業、料理本など）で２、３ページの様々な文章が、
準備しなくても、要点などを把握しながら読める。身近な話題を扱う２、３ページの文章の
要点などを理解できる。毎日の経験にない内容の理解は欠けるかもしれない。
(書く) 身近で、事実に基づく話題について理解可能な文章を書ける。また、詳細な毎日の情報も伝
えられる。別々の句をつなげて長い文章（手紙、説明、物語、電話など）にして、定型の結
束性のある文章が書ける。よく使われる一般的なかたちで身近な情報を効果的に伝えられ
る。身近な状況で使われるたいていの文章を構成する語彙や文法の能力が十分ある。日常の
言語材料や基本文法構造はほとんど正確に使えるが、多少複雑な文法構造や句の使用はうま
くできない。

語彙
私的領域： recipe, article, vegetarian, beverage, customer, first-aid kit, stomachache, landscape
公的領域：industry, commerce, inflation, recession, employ, occupation, authority, immigrant,
embassy, criminal
教 育 領 域 ： faculties, institutions, application, professor, concept, philosophy, intellectual,
procedure, strategy
職業領域：banking, management, contract, committee, executive, representative, appointment
接続語句: until, hardly, neither, because, in fact, for example
場面やテーマ：ラジオのニュース、映画、テレビ、電話、授業、物語、料理本、予定表、
（定型文の
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スタイル）
文法構造
現在進行形(未来)
I’m leaving for London today.
比較級と最上級
The beach is more crowded than yesterday. / She is the most famous person I know.
不定詞 in order to, so as to, not for … to …など
I woke up early in order to go to school.
I think it is very important for us not to recognize that they are independent.
主語を問う疑問文
Who that is honest will do such a thing?
直接目的語と間接目的語をとる動詞
He gave his wife some earrings for her birthday.
過去完了
By the time we got to the restaurant, I hadn’t eaten all day.
複文
Whenever the fog settles on the mountains, you had better not go climbing.
副詞
A dog seldom bites unless attacked. The book sells well.
人称と数
Either you or I am to go. Neither he nor we are to blame
表現例
He speaks French as if he had been born in France
An eagle is twice the size of a falcon.
Whenever the fog settles on the mountains, you had better not go climbing.
I’ll get them to paint the house.
I got my report typed by Sue.
Grapes are made into wine.
Either you or I am to go.
The cattle are grazing in the meadow.
I’ve been interested in astronomy ever since I first saw the rings of Saturn.
I feel sorry for Charlie Brown; for he always loses when he pitches.
He is, as it were, a walking dictionary.
Who that is honest will do such a thing?
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I, no less than he, am a member.
The doctor said my brother would be perfectly well again, which indeed he is.

作成上の参考資料等
B1.1 については次の点を参考資料とした。
2006 年 12 月の小池科研ミーティングで配布された資料
Total English Pre-Intermediate 2005 (Longman) (CEFR A2 to B1 対応テキスト)
Threshold 1990, Council of Europe (CUP)
Grammar Express 2000 (Longman)
２）CEFR japan のその後
このようにして作成された CEFR japan プロトタイプには当然いくつかの問題点がある。なぜフィ
ンランドなのか、ディスクリプターの文言は妥当かどうか、語彙、文法構造、表現などの言語材料は
どのようなプロセスで選定されたのか、レベル設定と学習指導要領の関係性はどうなっているのかな
どなど、挙げれば多くの問題点がある。しかし、すでにプロジェクトが終わり、妥当性の検証がされ
ていない不完全な内容であることは了解済である。妥当性の検証方法としては、教師と学習者の両面
から検証することが計画されていたが、実施には至っていない。
検証されないまま、ディスクリプターの部分だけが、現在本科研が目指す CEFR-J の参考とされて
いる。この点に関しては、作成における過程や、語彙、文法構造、表現例などの意図が正確に理解さ
れていない面など、いくつかの理由がある。CEFR japan は当初の妥当性検証の過程の一つに教師の
関与を前提とした妥当性の検証の必要性を示していたが、CEFR-J は、研究などの方向性の転換とと
もに、CEFR japan の構想とは異なる考えに基づき、CEFR を基盤として日本の現状にあう能力指標
の作成を目指している。特に、CEFR の自己評価表に基づいて、日本の事情に合わせてディスクリプ
ターを考え、それをもとに Can do 記述を具体的に提案することを目標としている。
2.5 調査の結果
その点を踏まえて、今後の CEFR-J の開発における教師の関与を探るために、本調査はヨーロッパ
の現状をさらに詳しく調査することにあった。当然ながら CEFR はヨーロッパのものであり、実際に
各国でどのように利用されているかを理解しておく必要がある。その一つとして、イタリアを選んだ。
聞くところによると同様の構想で CEFR を地域に合うように改訂していると聞いたからである。もう
一つの調査の理由は、すでに述べた通り、CEFR の利用に主にかかわっているのは教師であるという
ことにある。そこで、教師に直接かかわる利用の実態を調査する必要があると考えた。そのような訳
で、今回は、イングランドにおける Cambridge ESOL の教師にかかわる活動と、イタリアの CEFR,
ELP, CLIL の実態を調査することとした。背景に記した通り、フィンランドについてはある程度把握
しており、北欧、ドイツ、オランダ、ベルギーなどはある程度 CEFR の利用が定着しているので、日
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本と学校教育や教員研修がやや似ている面があるイタリアを選んだ。ここでは、教師による CEFR-J
の妥当性検証に利用するという観点から調査結果を報告する。
Cambridge ESOL で実施している Asset Languages の現状と Teacher Assessment Kit

2.5.1

の概要の調査
2009 年３月９日、
担当のAngela Wright 氏と会い、
Asset Languages の現状とTeacher Assessment
Kit の概要を聞く。ここでの調査のポイントは下記の通りである。
z

Asset Languages はイングランドの Languages Ladder（The National Languages Strategy に
基づく言語能力尺度で、CEFR の尺度をもとに作成された）に基づく４技能のテストである。
Languages Ladder は、次の表の通り、CEFR に対応している。

表 2.4 Mapping of qualification levels
NQF

NC Levels

General Qualifications

Language Ladder Stages

CEF

Entry Level

1, 2, 3

Entry 1, 2, 3

Breakthrough: 1-3

A1

Level 1

4 -6

Foundation GCSE

Preliminary: 4-6

A2

Level 2

7- EP

Higher GCSE

Intermediate: 7-9

B1

Level 3

AS/A/AEA

Advanced: 10-12

B2

Level 4-6

BA Hons

Proficiency: 13-15

C1

Levels 7 & 8

Masters & Doctorate

Mastery: 16&17

C2

Abbreviations: NQF = National Qualifications Framework NC = National Curriculum

CEF

= Common European Framework (CILT Languages Ladderより http://www.cilt.org.uk/)
z

Asset Languages はそれぞれの技能は別個に測定される。
実際にどの程度利用されているかは別
にして、特徴的な点は、学校教育での外国語教育と結びついて設定されていることである。
National Curriculum や、GCSE, AS, A レベルなどの到達度試験とも関連している。小学校か
ら社会人までの Can Do 記述(statements)を次のように設定している。
LISTENING

Breakthrough

Grade 1 I can understand a few familiar spoken words and phrases.
Grade 2 I can understand a range of familiar spoken phrases.
Grade 3 I can understand the main points from a short spoken passage made up of
familiar language.
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z

Asset Languages は、
認定された外部の試験者(external examiner)による試験が基本であるが、
教師がかかわって試験をすることができる。つまり、学校における授業などで利用できるのであ
る。
教師がする試験を Teacher assessment という。それは次のように説明されている。教師は、
Teacher assessment を利用できるが、資格認定(Grade Awards)を生徒に与えるには、認定教師
(Accredited Teacher)が試験を行わなければいけない。しかし、生徒は学校の試験やカリキュラ
ムに左右されることなく試験を受けることができるので、生徒にとっては短期の言語学習の動機
づけともなり、非公式ではあったとしても一つの目標設定となりえる。

z

Asset Languages には、Teacher Assessment Kit という教師のトレーニングキットがあり、教
師はそれを遂行することにより、試験官として資格を得て、試験をすることができる。
Teacher Assessment Kit のプログラムを自己学習することによって、認定教師(Accredited
Teacher)の資格を得て、試験を実施することができる。この大きな利点は、教師がこのようなプ
ログラムを通じて、Can Do 記述を理解し、学習者のレベルを判断できるようになるということ
である。いわば、授業をしながら学習のレベルを調整し、活動や教材の選定に役立てる技能を育
成できるという点にある。さらに言えば、教師の力量を高める役割もするし、教師の信頼にもつ
ながる。日本の英検(STEP)がこれに近い機能をしてきたが、日本の場合は、英検の試験官のト
レーニング方法にも問題があるし、学校教育と密接に連携できるしくみが社会的なコンセンサス
を得ないままに今日まで来ている点が問題となろう。
Asset Languages は公的な役割をしていて、
次第に広がっているそうである。

z

Asset Languages には英語はないが、言語をカバーしているので、そのしくみは英語には利用で
きる可能性がある。
Asset Languages は英国国内向けの実施であり、これを日本で実施するわけにはいかない。扱っ
ている言語は 、2010 年の時点で２５言語である。英語は当然含まれていないが、英語ももちろ
ん可能である。CEFR-J を検証する過程、CEFR-J を実際に運用してもらう過程で、おそらく、
Asset Languages の Teacher Assessment Kit のプログラムが生かされるだろう。これは、フィ
ンランドでの LSP を教師がどのように利用しているのかということとも共通点がある。
以上、見てきたように、本調査への利用の可能性は高いと結論づけられる。Teacher Assessment Kit

の内容をもとに、教師による CEFR-J の内容の妥当性の検証が可能であろう。考えられる検証の具体
的方法は下記の通りである。

z

Asset Languages の試験内容をもとに、CEFR-J のディスクリプターや Can-Do 記述に基づく
試験のあり方を検討する。

z

CEFR-J のレベルに合わせた４技能ごとに問題の典型例を作成する。
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z

その典型例にそって対象となる教師を集め研修をする。

z

レベルを理解し、問題内容を理解して教師に自分の教えている生徒に合わせて実際にテストをし
てもらう。

z

その過程でCEFR-JのCEFR-JのディスクリプターやCan-Do記述の問題点を報告してもらい、
修正を加える。

z

最終的に、CEFR-J の CEFR-J のディスクリプターや Can-Do 記述をもとにした Asset
Languages の日本版を考える。
上記のような観点を実際に既存のテスト提供団体と提携して、実施することが最も簡便な方法であ

ろう。実際に日本ではいくつかの英語テストが存在し、教育の現場でも活用されている。しかし、問
題は、個々のテストがそれぞれに指標を設定し、実際の学校教育の授業内容とは離れた状態で実施さ
れ、費用面でも優遇されることはなく、財政的に余裕のない生徒は受けることはできない。学校で教
師による試験が価値あるものと認められ、学校の指導内容と関連して、英語の学習が進み、それに応
じてレベルも設定できるようになれば、CEFR-J も生かされる可能性が出てくる。そのためには、教
師を柱とした CEFR-J の検証は欠かせないのではないだろうか。
英国が目指す Asset Languages の推
進の目標はその辺りにある。実際にはなかなか計画通りには行かないだろうが、２５言語も対象とし、
教師の人的資源を有効に使い、学校教育と社会での言語教育も併せて進めようとする Asset
Languages の計画は興味深いものがある。
2.5.2

イタリアにおける初等中等教育を中心として CEFR(ELP, CLIL を含む)推進の実態とそれに

付随する教員研修の実態調査

調査の主要なポイントは、CEFR がどのように学校教育現場に浸透しているのかを実際の現場に足
を運ぶことにより確認することにある。そこで、まず、ミラノにおける教育査察に携わり、また、多
くのCEFR 推進のプロジェクトを実施してきたGisela Lange 氏とメールでやりとりをした。
その際、
小学校教育における CEFR 利用の詳細なガイドラインを作成してあるという情報を得た。また、その
骨子はフランスからアイディアを借りているとのことだった。しかし、入手した資料はイタリア語で
書かれているために詳細はわからなかった。そこで今回の訪問となった。
また、
メールのやりとりの中で、
予想した以上にCEFRなどが実施されているということが分かり、
実際にどの程度初等中等教育の現場に浸透しているのかを調査する必要性を感じた。確かに、ヨーロ
ッパ全体で年々CEFR の理念が浸透し、多くのプロジェクトが実施されてきている。政策的な意図も
あるだろうが、カリキュラム、テスト、教科書などの開発例は多く報告されるようになった。イタリ
アも例外ではない。

2.5.2.1

調査日程の概略と訪問先
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2009 年３月１１日 ミラノ市教育局の Gisella Lange 氏に面会
A. Gentileschi Upper Secondary School 訪問
Cattaneo Secondary School 訪問
３月１２日 Lower Secondary School Quintino di Vona 訪問
Liceo Volta 訪問
Università agli Studi di Milano 訪問
３月１３日 Lower secondary school Maffucci Pavone 訪問
Istituto Comprensivo Teodoro Ciresola 訪問
３月１４日 Gisella Langé 氏他ミラノの教師と面談
上記の日程で、実際にいくつかの中等学校と小学校を訪問し、授業参観し、また、教師と意見交換を
した。忙しい日程であり、実際に授業をしている所を訪問したので、ゆっくりと話す時間がなかった
が、短期間ではあったが、ミラノでの英語及び外国語教育の実態が垣間見えたことは事実である。

2.5.2.2

調査結果の概要

授業参観の内容、教員との意見交換などの詳細は省略する。ここでは、今回の調査の目的である
CEFR, ELP, CLIL などについて焦点を当てその要点をまとめ、
調査結果の概要を述べるにとどめたい。
z

CEFR については、教師は理解していなければならない必須の内容となっている。養成課程で
も現職研修でも CEFR についての研修を実施している。しかし、詳細を理解しているわけでは
ないようである。具体的なカリキュラムが設定されているわけではなく、ある指導法にそって教
えなければいけないということでもない。Council of Europe が推進しているヨーロッパ統合の
言語教育政策にそって日々の授業を実践することが、ある程度の強制力を持ちつつある。それは
CEFR の理念的な内容であり、それに対して反対する意見はほとんど聞かない。

z

小学校の英語教育は１年生から始まり、終了までに A1 を目標と設定している。小学校の授業を
参観したが、日本と似たような状況が存在する。教師は英語教員以外は英語をほとんど話せない。
英語を教える人は英語の専科の教員である。生徒も同様で、多くは英語を話せない。A1 という
レベルを設定し、CLIL なども取り入れた授業を実験的に指導している。生徒の中には学校教育
の影響だけではなく、英語がよくできるこどもがいる。

z

また、前期中等教育は A2 を目標とし、後期中等教育は B1 程度を目標としているということの
ようである。しかし、それはもちろん生徒の進路に応じて対応は様々となる。

z

教科書の採択は教師によって自由に選択できるが、教科書の多くはほぼ CEFR に準拠した教科
書となっており、授業でも教科書教材を基本として指導にあたっている。教師の多くは、教科書
にそって教えている。そうすれば、カリキュラム目標を達成することになるというわけである。
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z

参観した範囲の授業は、ほぼ英語で実施され、生徒もほぼそれに対応していた。実態としては、
すべての授業が英語で行われているわけではないし、生徒の英語力も様々であり、場に応じて英
語授業が展開されているらしい。

z

ミラノという市の特徴であろうが、移民が多く。イタリア語も英語も分からないこどもが学校に
入っている。そのためには、英語はある程度必要な言語となっている。

z

CEFR のそれぞれのディスクリプター及び自己評価表、Can Do 記述については理解し、利用し
ているようだ。
しかし、
ELP を実施しているという授業も見せてもらったが、
Language passport,
biography, dossier などを作成しているというようにしか見えなかった。

z

ELP に関しては、一時実験的に取り組んだが、いまはほとんど実施されていないというのが現
状のようである。理由はいくつかある。数年前からすると現在は下火で、多くの教師はほとんど
関心を示していない。

z

教師は、学習者の自律を尊重し、授業においても、英語を使うこと、活動することを重視してい
る。ELP の理念は生かされているが、それを具体的に推進するまでには至らない。おそらく、
実際の授業では機能しにくいのではないかと考えられる。

z

クラスサイズは約２０人程度であり、クラスは固定している。しかし、日本のように学級経営と
いう考え方はないようだ。あくまでクラスは勉強する集団である。

z

英語授業をするにあたり、生徒個々のレベル差が大きいことが一つの問題と指摘している。その
ために、現実的には、文法などの学習に時間を取る教師も多いそうである。

z

ELP と較べると、
ほぼ同時期に始まったCLIL についてはかなり浸透してきているようである。
しかし、予算面などの問題で研修が不足し、科目教師との連携をどうするかに難があるというこ
とらしい。

z

多くの教師は、
CEFR の能力指標を６レベルより細分化することには意義がないと考えている。
それよりも、レベルに対する理解を図るための研修が大切であり、それを具現化した教材（主に
教科書）の必要性を強調していた。

上記のような断片的な報告であるが、イタリアの言語教育事情などを考慮して、総合的に考察しな
ければ明確なことは言えないだろう。しかし、教師の CEFR の理解は予想以上に定着していることは
ほぼ言えるだろう。特に、レベル設定に関しては、教科書にも示される通り、おおまかなレベルの理
解は、Cambridge が提供する英語テストの内容と関連してほぼ定着していると言えるだろう。しかし、
ELP が提言している自己評価表の利用やディスリプター、Can Do 記述などを精査するという必要性
はあまり感じていない。どちらかと言えば、CLIL のようなアプローチは様々なレベルで具現化され
ていることが分かる。それは、移民の問題や仕事に関連した能力としての言語学習の必要性と関連し
ている。大学の養成課程の内容も移行段階にあり、大学院レベルの教育を教師に求めている。イタリ
アにおいても英語教育は重要となっており、一様ではないが多くの外国語教育に関する取り組みが行
われている。
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以上の点を考慮して、この調査から CEFR-J の妥当性の検証に関する教師へのアプローチには次の
ような点が考えられるだろう。

z

教師に CEFR-J のディスクリプターなどを示し、まず意見聴取と改善点を、現場での利用の立
場から具体的に指摘してもらう。

z

CEFR-J のディスクリプターのレベル設定や文言などについて具体的に判断してもらい、問題点
を指摘してもらう

z

各レベルに相当する教材を、ヨーロッパで使われているものを模して作成する。その際には、大
学の教員だけで考えるのではなく、現場の教師に参加してもらい、授業での具体的な指導を考え
て作成する。

z

さらに作成した教材を実際に授業で使ってもらい、結果などを報告してもらう。

z

この過程を通して、 CEFR-J のディスクリプターなどを修正し、研修、カリキュラム開発、教
材開発などを順次進める資料とする。

z

併せて、ヨーロッパで推進されている ELP や CLIL などの日本での実施可能性につても実験的
に検証する。

2.6 まとめ
以上、本調査の目的である CEFR と教師のかかわりについてのヨーロッパの現状の一端は、ある程
度把握できたと考える。短期間の調査であり、情報も限られていることから誤解もあるかもしれない。
しかし、CEFR の履行に関しては、当たり前のことであるが、教師の関与は重要であることがよく分
かる。CEFR が推進する「学習者の自律」に関しても、自律した学習者を育てる上での教師の役割は
欠かせない。その点から、Asset Languages の取り組みは、その実際の普及の度合いは別として簡便
で実行可能性の高い一つの方法であり、イタリアでの CLIL の普及と教師のかかわりに関しては参考
となる点が多々あった。
今回の調査で収集した資料下記の３点である。いずれも、CEFR が様々な面で応用され、研究され
ていることをよく表している。
z

ASSET LANGUAGES (Breakthrough)（イングランドの言語政策における能力指標を授業など
を通して教師が測定する方法を提示）

z

Quale profilo e quali competenze per l’inglese del docente di scuola primaria（イタリアの小学
校教師に対する英語能力指標ガイドライン）

z

Collège Documents d’accompagnement des programmes Anglais（フランスの中等教育 A1, A2
レベルの英語指導ガイド）
この調査を受けて、次に報告する self-assessment grid のディスクリプター仕分け作業(descriptor

sorting task)調査へとつながる。
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3. 現職高校教員の CEFR (自己評価表)の意識調査
3.1 調査の背景
CEFR はここ５、６年の間にヨーロッパから急速に広まり、世界に広がっている。日本でも多くの
外国語教育に携わる人が関心を示すようになった。それとほぼ並行しながら、Can Do 記述やポート
フォリオ学習など、関連した考え方が日本の外国語教育に浸透するようになっている。中等教育にお
いても、
「英語が使える日本人」の育成のための行動計画のもとに始まったスーパー・イングリッシュ・
ランゲージ・ハイスクール(SELHi)に指定された高等学校を中心に徐々に CEFR は知られるようにな
った。特に、Can Do 記述やポートフォリオ学習などは具体的に実践されている。しかし、まだ誤解
も多く、また、CEFR の理念とは関係なく、表面的で簡便な利用も見られ、各学校独自の授業実践で
あり、また、受験などのテストにシフトした内容となっていたり、効果的で持続可能な構想となって
いない面が見られる。本調査は、このような点を考慮して、CEFR の意識に関して質的な調査を試み
た。
そこで、本科研が作成中である CEFR-J が完成に至る前の予備調査として位置づけ、具体的には、
CEFR-J が準拠している CEFR の Self Assessment Grid のレベル設定の有効性に関して仕分け作業
(sorting tasks)を日本の高等学校の現職英語教師を対象に実施した。また、関連して意識調査を実施し
た。本報告書はその調査の概要を報告するものである。
仕分け作業(sorting tasks)について、CEFR (2001: 210)では、次のようにディスクリプター作成の
中の一つの工程として述べている。
*No 9. Sorting tasks: Once draft descriptors exist, informants can be asked to sort them into piles
according to categories they are supposed to describe and/or according to levels. Informants can
also be asked to comment on, edit/amend and/or reject descriptors, and to identify which are
particularly clear, useful, relevant, etc. The descriptor pool on which the set of illustrative scales
was based was developed and edited in this way (Smith and Kendall 1963; North 1996/2000).
本研究では、既存のディスクリプターがどの程度日本の現場で機能するのかという意図も含めて、こ
の仕分け作業を実施した。そこで利用する Cad Do リストを CEFR-J が目指している自己評価表に最
も近いものとして、Self-assessment checklists from the Swiss version of the European Language
Portfolio を利用することとした。
しかし、
英語のままでは微妙なニュアンスが判断できないと考えて、
笹島が日本語に訳したものを使用した（資料参照）
。
Self-assessment checklists from the Swiss version of the European Language Portfolio は、
CEFR
の Common Reference Levels をもとにして作成されたチェックリストである。このチェックリスト
では、二つの使用目的を次のように述べている。
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The Swiss ELP explains that the checklists can be used in two ways: (i) to review one’s overall
proficiency in a particular language prior to updating one’s language passport at the beginning or
end of an extended period of learning; and (ii) to monitor one’s learning progress, perhaps in
relation to a particular skill or skills. Like the illustrative scales, the checklists can also be used to
plan a course of learning and to identify appropriate learning tasks.
つまり、学習者が language passport に掲載されている自己評価表で自分の言語力レベルの向上を全
体的に確認することと、それぞれの技能に関連して学習進度をチェックすることで、どのような学習
をさらに進めていくのかを考えるためのチェックリストである。自己評価表(self assessment grid)を
分かりやすく使用するために開発されている。

3.2 調査目的
この調査にあたって、次の３つの目的を設定した。
１ 上記の Self-assessment Checklist のディスクリプターの記述内容の理解可能度
２ 上記の Self-assessment Checklist のディスクリプターに関する話し合いの理解度に与える影響
３ CEFR(common reference levels)の利用可能性に関する意見
3.3 調査対象
本調査の目的に合わせて、調査対象者を経験ある英語教員にしぼり、かつ、異なる背景を持ち、日々
熱心に指導に携わっている現職の高校英語教員に調査協力を依頼した。いずれも現場経験豊かで、数
名は CEFR についてのある程度の知識があるが、基本的に CEFR は新しい概念となっている。しか
し、Can Do などについては、ある程度の知識と経験を持っているので、ディスクリプターの仕分け
作業には適していると考えた。

調査協力者：現職英語高校教員 ７名（女性５名、男性２名）

高校教員にしぼった理由は、高校教員は、多様な生徒を指導しているので、生徒の英語力について幅
広く理解できるのではないかと考えたからである。仕分け作業をする際には、目の前の生徒あるいは
これまで指導してきた生徒を想定することが多い。その点から、予備調査としては、高校教員が適切
と考えた。

3.4 調査資料
調査にあたっては、CEFR-J が作成しようと意図している自己評価表に構成が似ている
Self-assessment checklists from the Swiss version of the European Language Portfolio（訳:笹島）
を利用した。英語のままでは、やはり分かりにいく点があることと、日本の生徒を想定するので、日
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本語でのディスクリプターの開発が重要であることの二つ考慮した。訳は試訳であり、多少の問題が
あるが、予備調査では、その点も含めて、協力者の教員からの指摘を期待したので、英語版と日本語
版を両方示している。詳細は、資料を参照していただきたい。

3.5 調査手順
調査にあたって、事前に趣旨を説明し、同意を得て、集まってもらった。１０人ほどの教員に依頼
したが、様々な行事などと重なり、時間の都合がつかない教員もいた。単に調査のための調査では、
失礼にあたると考え、CEFR に関する説明と研修という意味合いも含め、本調査に参加することによ
り、ある程度 CEFR と自己評価表のディスクリプターの理解が図れるように工夫した。手順は下記の
通りである。

１ 趣旨説明
２ CEFR に関する簡単な説明
３ ディスクリプターの仕分け作業（１）
４ 結果をもとに、CEFR の６レベルの説明と話し合い
５ ディスクリプターの仕分け作業（２）
６ CEFR の現場での利用可能性についてのレポートの提出の依頼

3.6 調査結果
上記の手順で実施した結果の詳細な分析に関しては、今後さらに精査してから報告することにする。
ここでは、今後の分析の方向性を定める意味において、調査の概要を主に問題提起の形で報告し、
CEFR-J のレベルが確定次第実施する予定である本調査での仕分け作業の内容や方法などについての
参考として、結果の概要をまとめておくことにとどめる。
まず、調査結果の概要を、５技能（
「聞く(listening) 」
、
「読む(reading)」
、
「会話(spoken interaction)」
、
「発表(spoken production)」
、
「書く(writing)」
）ごとに、仕分け作業の結果と選択したキーワードを掲
載する。続いて、その結果に関する分析の一端を、設定したリサーチクエスチョンをもとに、問題提
起も含めて論じる。
キーワードに関しては、仕分け作業を行う際にきっかけとなって区別した用語を抽出するように指
示したものである。訳語の問題もあるが、日本の土壌ではどのような用語がレベルを記述する上で機
能的であるのかを探ることを意図した。

3.6.1 調査結果の概要
「聞く(listening)」
、
「読む(reading)」
、
「会話(spoken interaction)」
、
「発表(spoken production)」
、
「書
く(writing)」の５技能別に、ディスクリプターの仕分け作業の結果と選択されたキーワードを１回目
と２回目を併せて報告する。ディスクリプターの仕分けの結果についていは、元の順序との一致率だ
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けを示し、統計的な分析はここでは示さないでおく。また、キーワードについても、１回目について
は、話し合いでの意見なども参考に抽出した。２回目は話し合いの時間がなかったので記録されたも
のだけを抽出している。

3.6.1.1 ディスクリプターの仕分け作業：
「聞く」１回目結果

使用したディスクリプター
３ 数字、値段、時間などが聞き取れる。(A1)
５ ゆっくりとはっきりと話してもらえれば身近な話題はおおまかに聞き取れる。(A2)
１ 短い話を聞き取り、次に何が起こるかを予想できる。(B1)
６ 雑音のある場所でも標準的に話される言葉で言われることは細かい点まで聞き取れる。(B2)
２ 内容的にも言語的にも複雑でも、専門的学術的に興味のある分野の講演、話、報告などは聞き取れる。(C1)
４ 生でも録音でも、ネイティブの早さで話されても、方言に馴染む時間さえあれば、どのような種類の言葉でも難なく聞き取れる。(C2)

表 3.1 「聞く」１回目：仕分け結果

表 3.2 「聞く」１回目：選んだキーワード
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3.6.1.2 ディスクリプターの仕分け作業：
「聞く」２回目結果

使用したディスクリプター
３ 徒歩でも公共交通機関でも、X から Y に行く簡単な道順が聞き取れる。(A1)
５ 短く、単純なメッセージや案内の要点を聞き取れる。(A2)
１ 日常使う道具の使い方の指示などの簡単な技術的な情報は聞き取れる。(B1)
６ 標準的な発音のテレビドキュメンタリー、インタビュー、トークショー、劇、映画等が聞き取れる。(B2)
２ それほど苦労なく、かなりの割合の方言や慣用的な表現が含まれる映画を聞き取れる。(C1)
４ 生でも録音でも、ネイティブの早さで話されても、方言に馴染む時間さえあれば、どのような種類の言葉でも難なく聞き取れる。(C2)

表 3.3 「聞く」２回目：仕分け結果

表 3.4 「聞く」２回目：選んだキーワード

23

3.6.1.3 ディスクリプターの仕分け作業：
「読む」１回目結果

使用したディスクリプター
４ 新聞の人の情報（住んでいる所、年齢など）は読める。(A1)
２ 書き手が日常生活のことに書いている簡単な個人的な手紙は読める。(A2)
６ 短い簡単な毎日の情報パンフレットなどの最も重要な情報が読める。(B1)
５ 文化的な話題（映画、劇、本、コンサートなど）の内容や批評を扱った評論が読め、要点をまとめられる。(B2)
１ 意見、考え、関連のことなどが論じられる複雑な報告、分析、批評が読める。(C1)
３ 言葉遊びが分かり、真意がはっきりしない（皮肉や風刺など）文章を読める。(C2)

表 3.5 「読む」１回目：仕分け結果

表 3.6「読む」１回目： 選んだキーワード
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3.6.1.4 ディスクリプターの仕分け作業：
「読む」２回目結果

使用したディスクリプター
４ 日常生活で出会う案内などの語句（たとえば、station, car park, no parking, no smoking, keep left など）が読める。(A1)
２ 文が簡単な言葉で書かれていれば、よく知っている話題を扱っている日常のことに関する短い文章は読める。(A2)
６ 文脈から知らない語の意味を推測し、話題がよく知っていることならば表現の意味を汲み取ることができる。(B1)
５ 書き手が明確な態度や観点を示している最近の問題に関する記事や報告を読んで理解できる。(B2)
１ リサーチ報告などの自分の関心分野のかなり専門的な文章を読んで、情報、考え、意見などを把握できる。(C1)
３ 多くが間接的にあいまいに語られ、隠れた価値判断が含まれるコラムや風刺的な説明などの文章は読める。(C2)

表 3.7 「読む」２回目：仕分け結果

表 3.8 「読む」２回目：選んだキーワード

3.6.1.5 ディスクリプターの仕分け作業：
「会話」１回目結果

使用したディスクリプター
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２ 人を紹介し、簡単な出会いや別れの挨拶ができる。(A1)
６ 店、郵便局、銀行などでの簡単な処理ができる。(A2)
１ 旅行業者を通して旅行を計画したり、実際に旅行したりするときに起こるたいていの状況に対処できる。(B1)
３ 効果的な順番で自然に話を始め、続け、終えることができる。(B2)
４ 母語話者同士の生きた会話に入ることができる。(C1)
５ 母語話者とのすべての会話や議論に苦労することなく入れる。(C2)

表 3.9 「会話」１回目：仕分け結果

表 3.10 「会話」１回目：選んだキーワード

3.6.1.6 ディスクリプターの仕分け作業：
「会話」２回目結果

使用したディスクリプター
２ 示したり、ジェスチャーを使ったりして、簡単な買い物ができる。(A1)
６ 飲食の注文ができる。(A2)
１ 詳細な道順を聞いたり説明したりできる。(B1)
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３ たいていの一般的な話題の会話は、はっきりと参加型であれば、なんとかなる。(B2)
４ はっきりと正確に自分の考えや意見を言え、複雑な理由づけも納得がいくように受け答えができる。(C1)
５ 母語話者とのすべての会話や議論に苦労することなく入れる。(C2)

表 3.11 「会話」２回目：仕分け結果

表 3.12 「会話」２回目：選んだキーワード

3.6.1.7 ディスクリプターの仕分け作業：
「発表」１回目結果

使用したディスクリプター
１ 個人情報（住所、電話番号、国籍、年齢、家族、趣味など）が言える。(A1)
４ 自身、家族などの人を説明できる。(A2)
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６ 感情や反応を表現しながら、経験を詳しく語れる。(B1)
３ 自分の関心のある分野に関連した広い範囲の話題に関して、明確に詳細に説明ができる。(B2)
５ 複雑な話題を明確に詳細に述べることができる。(C1)
２ 異なるところから出た情報を口頭でまとめることができ、一貫した発表で議論や説明を再生できる。(C2)

表 3.13 「発表」１回目：仕分け結果

表 3.14 「発表」１回目：選んだキーワード

3.6.1.8 ディスクリプターの仕分け作業：
「発表」２回目結果

使用したディスクリプター
１ どこに住んでいるかを言える。(A1)
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４ 出来事を短く簡単に説明できる。(A2)
６ 自分の計画、意思、行動を説明できて、理由なども言える。(B1)
３ 論理的に自分の考えに関連させて、一連の根拠のある議論ができる。(B2)
５ 長く読むのがたいへんな文章でも口頭でまとめて言える。(C1)
２ 強調すべきところを強調したり、曖昧さを区別したり排除したりするために、かなり柔軟に考えや見方を提示できる。(C2)

表 3.15 「発表」２回目：仕分け結果

表 3.16 「発表」２回目：選んだキーワード

3.6.1.9 ディスクリプターの仕分け作業：
「書く」１回目結果

使用したディスクリプター
５ 誕生日カードなどのグリーティングカードが書ける。(A1)
２ 単純な文で出来事の説明が書け、いつどこで何があったか（パーティーや事故など）を報告できる。(A2)
３ 旅行、学校新聞、クラブの広報など、経験や出来事について簡単な文章を書ける。(B1)
１ 一般的に興味深い話題に関する記事をまとめられる。(B2)
４ 明確で読み手のことを考えて、一般的な話題から専門的な話題まで広範に自分を表現して書ける。(C1)
６ 報告書や小論文で、実施した調査をもとに話題をうまく説明して書け、他の人の意見をまとめ、詳細な情報や事実を評価できる。(C2)
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表 3.17 「書く」１回目：仕分け結果

表 3.18 「書く」１回目：選んだキーワード

3.6.1.10 ディスクリプターの仕分け作業：
「書く」２回目結果

使用したディスクリプター
５ 休暇の挨拶などの簡単なはがきが書ける。(A1)
２ 日常生活の様々な面（人、場所、仕事、学校、家族、趣味など）を、簡単な語句や文で書ける。(A2)
３ 友人や知り合いに依頼や知らせや出来事を伝えるなどの手紙を書ける。(B1)
１ 異なる情報源やメディアからの情報をまとめられる。(B2)
４ 私信において、経験、感情、出来事などを詳しく書ける。(C1)

30

６ 構成のしっかりした論文の批評や自分の意見の理由を明確にした構想をうまく書ける。(C2)

表 3.19 「書く」２回目：仕分け結果

表 3.20 「書く」２回目：選んだキーワード

3.6.2 調査結果のまとめ
以上、各技能別に１回目の仕分け作業と２回目の仕分け作業の結果と、その仕分けの際のキーワー
ドのまとめを報告した。これらの結果については、さらに分析を進めるが、当初設定した目的にそっ
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て簡単にまとめておく。
目的１の「Self-assessment Checklist のディスクリプターの記述内容の理解可能度」については、
次の結果の一覧を見ていただきたい。

表 3.21 ディスクリプターの仕分け結果のまとめ

上記の結果から、全体的にはディスクリプターの記述内容のレベルの違いはある程度の理解できてい
ると考えられるが、記述内容によっては人によりかなり異なる観点を持つことがよく分かる。この原
因を探ることが本調査の目的であるが、その分析は今後精査して考えてみたい。
また、目的２の「Self-assessment Checklist のディスクリプターに関する話し合いの理解度に与え
る影響」に関しては、この結果を見ると、それが必ずしもディスクリプターの理解度の向上には結び
ついていない可能性があると言える。１回目の仕分けと２回目の仕分けには、CEFR の説明と話し合い
が行われているが、それが必ずしも機能していないということである。その問題がどこにあるかは、
ある程度予測できるが明確ではない。これもさらなる調査分析が必要である。
その点を考慮して、ここでは、一つの考察を次に提示しておくことにとどめることにする。

3.7 調査結果に対する一考察
上記の調査結果を概観すると、使用したディスクリプターのレベル設定の理解が人によって相当に
違う可能性が見えてくる。それが、ディスクリプター自体の問題か、参加した教員側の問題か、ある
いは、この仕分け作業の方法自体の問題かは、定かではない。それとともに、このような言語能力の
レベル設定を実際に運用する上では、利用者の理解に関するトレーニングがある程度必要であること
が予想される。単に記述のみを改善してもレベル設定の明確性は確保できない可能性がある。Can Do
リストなどの作成の際でも、よほど明確で具体的な記述でないかぎり人によってばらつくことが予想
される。つまり、学習者が自己評価などにうまくこれらのディスクリプターを利用できるようになる
ためには、本来は相当程度にそのための訓練が必要であり、かつ、訓練したとしても、レベルに関し
ての理解は、結局、人によって違った結果になるということを考慮して、このような指標は使用され
る必要があることも予想される。しかし、教師にはその能力が必要だろう。ここでは、今後の調査研
究のために参考となる一考察を一人の教師の視点から以下に述べておく。
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3.7.1 分析の観点
この調査では、次の二つのリサーチクエスチョンを設定した。

1.

ディスクリプターの記述内容や表現方法を英語教師がどのように把握するのか。つまり、キーワ
ード（調査協力者は、仕分け作業と併せて、各ディスクリプターよりキーワードを選び出すよう
に指示されていた）を抽出することにより、どの記述がどのように仕分けに影響を与えるのか。

2.

1 回目の仕分け作業の後のディスカッションが2 回目の作業の理解度にどのような影響を与える
のか。１回目と２回目の間には、CEFR の説明と１回目の仕分け作業結果に関する話し合いが
行われた。この話し合いは１時間程度であったが、話し合いの中で互いにいくつかの点で｢気づ
き｣ががあったと考えられる。それが２回目の結果にどのように影響を与えたのか。

この二つのリサーチクエスチョンをもとに、 各技能ごとに考察する。

3.7.2 「聞く」のディスクリプターの理解度
調査協力者である教師に配布された「聞く」１回目のディスクリプターの用紙には次のように書か
れていた。

１．短い話を聞き取り、次に何がおこるかを予想できる。
２．内容的にも言語的にも複雑でも、専門的学術的に興味ある分野の講演、話、報告などは聞き取れる。
３．数字、値段、時間などは、聞き取れる。
４．生でも録音でも、ネイティブの早さで話されても、方言になじむ時間さえあれば、どのような種類の言葉でも難なく聞き取れる。
５．ゆっくりとはっきりと話してもらえれば身近な話題は大まかに聞き取れる。
６．雑音のある場所でも標準的に話される言葉で言われることは細かい点まで聞き取れる。

Ａ１、Ａ２の正解との一致率はそれぞれ５７％であり、２８％がＡ１とＡ２の順番を逆にしている。
教師全員のキーワードは同じところをあげているのだが、音声録音から、5→３の順番にした教師は、
キーワードとして「ゆっくりはっきり」｢大まかに｣に注目しており、ディスクリプター３の「数字、
値段」と言っても、大きな「数字」は難しい、ゆえにディスクリプター５のほうが３より難易度が低
いと判断していることがわかる。この時、
「数字」とは雑音の中で聞く、億，兆という大きな「数字」
という意味でなく、買い物や、電話番号程度の「数字」などと分かっていれば、結果は変わっていた
であろう。Ｂ段階で「１. 短い話を聞き取り、次に何が起こるかを予想できる」と「６. 雑音のある場
所でも標準的に話される言葉で言われることは細かい点まで聞き取れる」との難易度の区別は、正解
との一致率が高い要因として、内容の差別化が容易にでき、ディスクリプターの解釈が何通りもでき
ることがない点が挙げられるだろう。

33

Ｃ１，Ｃ２では、ディスクリプター4 をＣ１，ディスクリプター2 をＣ２にした２９％の教師は、キ
ーワードとして「複雑」
、
「専門的学術的」だけを注目していることに対し、ディスクリプター４をＣ
２、ディスクリプター２をＣ１と選んだ教師は、キーワードとして「興味ある分野」に注目している。
「興味ある分野」であるならば、いろいろな情報を持っており、話の内容の予想もつきやすいと判断、
また、講演、話、報告、などは基本的に人に聞いてもらうことを前提に話しているので聞き取りやす
く、ディスクリプター４の「どのような種類の言葉でも難なく聞き取れる」の方が難易度が高いと判
断している。一方、ディスクリプター4 をＣ１と判断した２９％の教師は、ディスクリプター４にお
いて、イメージしたことは、ある地域の方言の強いバスドライバーなどとの会話であり、会話自体は
シンプルであっても、方言が強く理解ができないケースをイメージし（教師にそのような経験があっ
た）
、ディスクリプター２では、複雑で、専門的学術的な講演、報告など、かなり難易度の高い聞き取
りと判断したために、4→2 の順番になったと答えている。これは、｢読む｣項目同様、１つのディスク
リプターを見て、同じキーワードを選んでも、記述表現の解釈に個人の経験が強く考えに影響を及ぼ
すケースであると考えられる。
以上、同じキーワードを選択しても、その言葉のとらえ方の相違により、仕分けに差がでてくるこ
とは明らかである。1 回目の仕分け作業後の話し合いでは、
「4. 方言に馴染む時間さえあれば、どのよ
うな種類の言葉でも難なく聞き取れる」の難易度の高さに焦点がおかれ、教師同士にとって「気づき」
が生じ、その結果が 2 回目の仕分け作業での高い正解との一致率に現れている。Ｃ２のディスクリプ
ターが 1 回目と 2 回目が全く同じ記述であったことも、当然、大きく影響しているであろう。
3.7.3 「読む」のディスクリプターの理解度
調査協力者である教師に配布された「読む」１回目のディスクリプターの用紙には次のように書かれ
ていた。

１．意見、考え、関連のことなどが論じられる複雑な報告、分析、批評が読める。
２．書き手が日常生活のことに書いている簡単な個人的な手紙は読める。
３．言葉遊びが分かり、真意がはっきりしない（皮肉や風刺など）文章を読める。
４．新聞の人の情報（住んでいるところ、年齢など）は読める。
５．文化的な話題（映画、劇、本、コンサートなど）の内容や批評を扱った評論が読め、要点をまとめられる。
６．短い簡単な毎日の情報パンフレットなどの最も需要な情報が読める。

Ａ１レベルをディスクリプター2 にするかディスクリプター4 にするかに関して、｢簡単な個人的な手
紙｣の「簡単な個人的な」という形容表現を、どのようにとらえるかによるところが大きいということ
が、音声記録より伺われる。ディスクリプター２をＡ１と選んだ教師もそうでない教師もキーワード
としては、どちらもこの同様の形容表現を選んでいる。ゆえに、キーワード だけでは、ディスクリプ
ターの記述内容をどのように理解したか判断ができないわけである。
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音声記録から判断できることは個人の経験が記述内容理解に影響を及ぼすと言うことである。ディ
スクリプター2 をＡ１と考える教師は、非常に簡単な子供が書く手紙を読むのならば、住んでいる所
を新聞で探すより容易だと判断している。その根拠として、教師は新聞から特定の項目を選び出せな
い自分の生徒のことを頭に思い描いたと語っている。また、その意見に大きく賛同する教師もいた。
教師たちは、それぞれ 20 年以上様々な学校を経験しており、この教師の場合は、長い教育困難校での
経験により、たとえ、簡単な項目であっても、その特定の項目を新聞記事から選び出せない生徒を多
く見てきているために、簡単な手紙を読むほうが容易だと発言したのである。個人の多様な経験が影
響を与える興味深いケースであると思う。ただし、仕分け作業のはじめに各レベルの簡単な説明と例
文（表現の典型例）
、使用語彙レベル、文法構造等の目安が挙げられ、ディスクリプターの意図する内
容と各レベルをおおよそ理解したあとで、仕分け作業を実施すれば結果は変わっていたかもしれない。
Ｃ２をディスクリプター5 と選択した教師は、キーワードとして「読める」だけでなく、
「まとめら
れる」に注目している。他の項目には「まとめる」力が書かれておらず、
「読める」だけでなく、要点
を「まとめられる能力」が追加され、難易度が高まったと判断している。受験指導，選択枝の見極め
方を長年教えている教員独特の物の見方のように思う。ディスクリプター1 とディスクリプター3 では、
1 を３よりも難易度が高いと選んだ教師は「複雑な」により注目していることが音声記録よりわかる。
また、仕分け作業のあとの話し合い中で、全員が「言葉遊び」
「真意がはっきりしない皮肉、風刺」
に注目し、一番難易度が高いのではないかと言う意見に教師がそれぞれ賛同している。そのことが、
「読む」2 回目に 1 回目の後の話し合いの成果（1 回目 14％の正解との一致率に対し、2 回目は 71%
の一致率）として現れている。このように教師は話し合いにより納得のいく説明や意見があれば、大
きく影響を受ける。
Ｂ１、Ｂ２レベルでの各教師が選んだキーワードと仕分けの結果との差は見られないが、４２％の
教師が、Ｂ１、Ｂ2 を、ディスクリプター６「短い簡単な毎日の情報パンフレットなどの最も需要な
情報が読める。
」→ディスクリプター５「文化的な話題（映画、劇、本、コンサートなど）の内容や批
評を扱った評論が読め、要点をまとめられる。
」の順であるところを、５→６としている。キーワード
での差は認められず、話し合いの録音においてもＢ段階の差異の理由を把握することはできない。そ
れでは、同一人物が 1 回目と同じように２回目の並びかえを逆にしたのかと、一人ずつのケースを見
ると、1 回目の並べかえを正解した教師が 2 回目に不正解の並べかえにしたり、データからも、
「読む」
1 回目と 2 回目のＢレベルだけを注目しても、
2 回とも同じ並べかえをした教師は一人もいないことが
わかり、教師各々が持っている確固としたフレームワークの中にランダムに並んだ６つの文を当ては
めて作業をおこなっているのではなく、６つの記述表現のディーテールにこだわり、それに翻弄され、
相互関係で判断し序列をつけて、並び替え作業をしていることが伺われる。
それは、ディスクリプターの記述方法に大きく起因しているように思われる。例として、Ａ１、Ａ
２において、読む 1 回目ではそれぞれ正解との一致率が５７％、４３％であるのに対し、2 回目の一
致率はそれぞれ 100％であった。１回目の仕分け作業の後の話し合いで学習をしたことが影響してい
るのかと言えば、音声記録からはその要因は伺えない。１回目のＡ２レベルでは、｢日常生活のことを
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書いている簡単な個人的な手紙は読める｣と「短い簡単な毎日の情報パンフレットなどの最も重要な情
報が読める」との選択で、パンフレットの最も重要な情報、たとえば、時間や場所を読み取る（一部
を理解する）ならば、手紙を読む（全文を読んで理解する）よりも容易と考える教師がいる一方、2
回目の「読む」に関してのＡレベルでは、
「station, car park などの語句が読める」と「短い文章が
読める」との選択で、｢語句｣と｢文章｣との差が歴然としており、ディスクリプターの解釈が２通りに
取れるなどの混乱は生じず、容易に区別ができた点があげられる。つまり、２回目の記述文が１回目
の記述文よりも明快であったことが、高い正解との一致率の要因であると推測できる。

3.7.4 「会話」のディスクリプターの理解度
調査協力者である教師に配布された「会話」１回目のディスクリプターの用紙には次のように書か
れていた。

１．旅行業者を通して旅行を計画したり、実際に旅行したりするときに起こるたいていの状況に対処できる。
２．人を紹介し、簡単な出会いや別れの挨拶ができる。
３．効果的な順番で自然に話を始め、続け、終えることができる。
４．母語話者同士の生きた会話にはいることができる。
５．母語話者との全ての会話や議論に苦労することなく入れる。
６．店、郵便局、銀行などでの簡単な処理ができる。

Ａ１レベルの正解率は７1％であり、残りの２9％の教師がディスクリプター6 をＡ１に選んでいる。
音声記録によると、
「郵便局、銀行での簡単な処理」は最終的には言葉ができなくても、相手側が手伝
ってくれる、あるいは、言葉が分からなくても常識的に判断ができるとされた。ある意味「人を紹介
し、挨拶する」より言葉が少なくてすむと判断し、Ａ１に６を選んでいる。1 回目の仕分け作業後の
話し合いでディスクリプター６は、最終的に言葉ができなくても通じると解釈するのではなく、表現
の典型例を挙げて、記述の意図するものを紹介していれば、教師は学習ができたと考えられる。
「言葉
が分からなくても、周りのものが常識的に判断してくれる」などの話し合いでの教師の発言に他の教
師は影響を受け、2 回目の仕分けにおいても、６「飲食の注文ができる」を、やはり、これも「メニ
ューをさす、ジェスチャーをして注文はできる」と判断し、
「飲食の注文もジェスチャーで行えること
もある」と考え、判断に迷った結果、２８％の教師が飲食の注文をＡ１に選んでいると考えられる。
以上のように、話し合いがプラスの影響を及ぼすケースもあれば、マイナスの影響を及ぼすケース
もあることを調査結果は物語っている。したがって、話し合いの内容如何によって、教師は効果的に
学習できるのではないかと推測する。つまり、話し合いは教師に学習の中で最も重要な要素と言われ
る「気づき」を与える場にもなりうる。また、Ｂレベル段階での正解との一致率が 1 回目が 2 回目よ
り低い原因として、
「読む」項目で言及したように、この「会話」項目でも、話し合いの影響ではなく、
記述表現に問題があることが伺われる。｢会話｣の１回目のディスクリプターが、２回目よりも不鮮明
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であり、教師にとって分かりにくい表現が多かったようだ。例えば、ディスクリプター3 について教
師は「効果的な順番」というキーワードに言葉のレベルと関係があるのか疑問を持ったと述べている。
ディスクリプター1 の「たいていの状況」とはどのような状況なのか、それは、言葉と関係あるのか、
それとも、サバイバル能力と関連し違う能力ではないかと判断を迷い、教師はディスクリプターの記
述表現に混乱している様子が、音声記録から伺われる。

3.7.5 「発表」のディスクリプターの理解度
調査協力者である教師に配布された「会話」１回目のディスクリプターの用紙には次のように書か
れていた。

１．個人情報（住所、電話番号、国籍、年齢、家族、趣味など）が言える。
２．異なるところから出た情報を口頭でまとめることができ、一貫した発表で議論や説明を再生できる。
３．自分の関心のある分野に関連した広い範囲の話題に関して、明確に詳細に説明できる。
４．自身、家族、などの人を説明できる。
５．複雑な話題を明確に詳細に述べることができる。
６．感情や反応を表現しながら、経験を詳しく語れる。

Ａレベルに関しては、表 3.21 で分かるように、1 回目で正解との一致率が７１％、2 回目で１００％
と高い一致率を出していることからも、Ａレベルのディスクリプターの記述は容易に理解できるもの
と思われる。一方、Ｂ２レベルでは、1 回目の一致率は２９％、2 回目では０％となり、教師のディス
クリプターの解釈の難しさがここによく示された。
それでは、どうしてこのような違いが出るのかという大きな疑問が生まれる。まず、キーワードに
教師間での違いは見出せない。次に、詳しくディスクリプターの内容を検証すると、ディスクリプタ
ー１では「個人情報（住所、電話番号、国籍、年齢など）が言える」と具体例が挙がり、英文例が容
易にイメージできる。また、ディスクリプター４では、
「家族などの人を説明できる」となっている。
たとえ具体的に英文がすぐにイメージできなくても、単に住所や年齢を「言える」のと、家族を「説
明できる」のでは、差別化が図りやすい点が高い正解との一致率の理由に挙げられるだろう。Ｂ１、
Ｂ２レベルで、ディスクリプターが 6→３なのか 3→６なのかでは、６をＢ１と考えた教師（５７％）
は、自分の「経験」は「私は～しました」と何でも簡単に発表でき、ディスクリプター3 の「広い範
囲の話題」の方が難易度が高いと考えた。
一方、ディスクリプター３をＢ１と考えた教師（２９％）は、
「自分の関心のある分野」つまり、あ
る特定の分野に関して語ることができても、ディスクリプター６のように「感情や反応を」表現して
「詳しく」語るのははるかに難しいと判断している。この時、教師たちがイメージしている英文例は
かなり異なるものであることが想像できる。キーワードの見ている場所の違いが仕分け作業の違いに
出ている数少ない例である。ディスクリプター３と５の順番が８５％という高い一致率を出している
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点において、再度ディスクリプターをよく見ると、Ｂ２では、
「自分の関心ある分野に関連した広い範
囲の話題に関して、明確に詳細に説明できる」に対して、Ｃ１「複雑な話題を明確に詳細に述べるこ
とができる」と「明確に詳細に説明できる」というところは同じで、
「自分の関心のある広い範囲」と
「複雑な話題」との比較になっており、容易に判断ができる。
発表 2 回目においては、Ａ１、Ａ２レベルでは、一致率は１００％であるが、Ｂ２レベルでの一致
率は０％である。では、教師はどのディスクリプターとＢ２を入れ換えているかを見ると、教師の５
７％がディスクリプター３「論理的に、根拠のある議論ができる」をＣ２（最高レベル）に選んでい
る。ディベートや議論を戦わせることに重きを置いた教育を受けていない教諭たちにとって、
「論理的
に、根拠のある議論ができる」ことは、
「強調すべきところを強調し、曖昧さを区別したり、排除した
りするために、かなり柔軟に考え方見方を提示できる」よりもはるかに難易度が高いと判断すること
は不思議ではないように思う。
また、ディスクリプター５「長くて読むのが大変な文章でも口頭でまとめて言える」をＢ２レベル
と考え、
「論理的に自分の考えに関連させて、一連の根拠ある議論ができる」をＣ１レベルと考える教
師が４２％となった。キーワード は「読むのが大変な文章」
「まとめて言える」
「論理的に」
「根拠の
ある議論ができる」であり、文章をまとめる力よりも論理的に根拠ある議論ができることに難易度の
高さを見出していると考えられる。

3.7.6「書く」のディスクリプターの理解度
調査協力者である教師に配布された「書く」１回目と２回目のそれぞれのディスクリプターの用紙
には次のように書かれていた。

１回目
１．一般的に興味深い話題に関する記事をまとめられる。
２．単純な文で出来事の説明が書け、いつどこでもなにがあったか、
（party, accident）を報告できる。
３．旅行、学校新聞、ｸﾗﾌﾞの広報など、経験や出来事について簡単な文章をかける。
４．明確で読み手のことを考えて、一般的な話題から専門的な話題まで広範に自分を表現してかける。
５．誕生日カードなどのグリーティングカードがかける。
６．報告者や小論文で、実施した調査を元に話題を上手く説明して書け、他の人の意見をまとめ、詳細な情報や事実を評価できる。

２回目
１．異なる情報源やメディアからの情報をまとめられる。
２．日常生活の様々な面（人、場所、仕事、学校、家族、趣味など）を簡単な語句や文で書ける。
３．友人や知り合いに依頼や知らせや出来事を伝えるなどの手紙を書ける。
４．私信において、経験、感情、出来事などを詳しく書ける。
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５．休暇の挨拶などの簡単なはがきが書ける。
６．構成のしっかりした論文の批評や自分の意見の理由を明確にした構想を上手く書ける。

「書く」1 回目の仕分け作業と 2 回目の仕分け作業で、唯一２回目の正解との一致率がＡＢＣいずれ
の段階も非常に下がっている。原因として 2 点が考えられる。1 点目は、ディスクリプターの記述表
現の問題であり、2 点目は仕分け作業後の話し合いでの負の影響である。ディスクリプターを見ると、
1 回目のディスクリプター５では「誕生日カード」などと例が挙がっているため、誕生日カードなら
ば、Happy Birthday などを書くのだろうと頭にイメージし、また、Ａ２レベルの「いつ、どこで、
何があったかを報告できる」など明快で容易に判断できるディスクリプターであるのに対し、2 回目
のディスクリプター5 は「休暇の挨拶などの簡単な葉書が書ける」とは、どの程度の挨拶状なのか不
明確であったようだ。教師によっては、ディスクリプター２「日常生活の様々な面（人、場所、仕事、
学校、家族、趣味など）を簡単な語句や文で書ける」よりも難易度が高い挨拶状を想定した。
「日常生活の様々な面」として例が挙がっていても、やはり、具体的に簡単な語句や文が頭にイメ
ージとして浮かばない。たとえば、どんな語句か列挙されていれば、イメージが描きやすい。1 回目
の仕分け作業後の話し合いの中で、ディスクリプター４にある「自分を表現」するとは「自由自在に
語彙を操れる」と言う意味に解釈できるとし、難易度は非常に高く、ディスクリプター6 にある「報
告書・小論文」は「ある決まった書式の中で書く」ために、ディスクリプター4 より難易度は低いと
いう意見がでていた。
この話し合いの中では、答えを言及されるわけではなく、教師同士でいろいろな仕分けに対する意
見を出し合う場であったので、たとえば、正解とは異なる意見が出たとしても、その意見が大きく後
の仕分け作業に影響を及ぼした可能性は否定できない。そして、
「書く」の仕分け作業でも、2 回目の
ディスクリプターが 1 回目のそれよりも不明快であることとともに、話し合いでの内容が 2 回目の仕
分け作業に大きく影響を与え、一致率の低さの原因の一つになっていると考えられる。

3.7.7 各教師のディスクリプターの認知
次に、一人一人の教師に焦点をあてて、ディスクリプターの一致と不一致の詳細を見てみたい。ま
とめると表 3.22 のようになる。2 回とも同じところ で仕分けミスをしているかどうか、逆に言うと、
仕分けで正解と一致しているところは、２回とも同じ場所かどうかを検証すると、必ずしも、全く同
じところを同じようにミスしているわけでないことがわかる。原因として考えられる見方が 2 つある
と考えられる。一つの見方は、教師側が確固とした揺らぎない枠組みを持って、ランダムに並んだデ
ィスクリプターを選んでいるわけではなく、ディスクリプター相互の関連性で序列をつけているため
に、記述文章の表現法にとらわれ、翻弄されるのではないかということである。もう一つの見方は、
ディスクリプターの表現が、個人の経験によって多様な受け取り方が生じ、そのことがディスクリプ
ターのレベルの見方に大きく影響を及ぼしているということである。
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表 3.22 各技能の仕分けの一致／不一致
一致

不一致

「聞く」 全体一致率 ７７ ％

「読む」 全体一致率 ６２％

「会話」 全体一致率

６９％

「発表」 全体一致率

５５％
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「発表」 全体一致率

６１％

たとえば、発表の 1 回目のＢ２レベルのディスクリプターは「自分の関心のある分野に関連した広
い範囲の話題に関して、明確に詳細に説明ができる」に対して４２％の教師がＢレベルと判断したの
に対し、発表の 2 回目の同じレベルのディスクリプターでは、
「論理的に自分の考えに関連させて、一
連の根拠ある議論ができる」とあり、
「論理的に議論できる」というキーワードに教師のだれもがＢレ
ベルと判断せず、それよりも高いＣレベルと判断した、ということが一例として挙げられる。これは、
以前にも述べた、教師の受けた教育、文化、経験によるレベル設定の判断が、本来のレベル設定より
もあがってしまったこと、または、ランダムに並んだ記述文章の相互の仕分けでレベルが上がってし
まったこと、もしくは、その両方の要因が相互に関連した結果と考えられるわけである。すでに述べ
た通り、調査のはじめに、Ａ１からＣ２までの大まかな内容を、英語の例文、語彙、文法項目などを
挙げて示し、おおよその理解を促してから、調査をすると結果は変わっていたと考えられる。
今回の調査の主要な目的は、ヨーロッパで使われている self-assessment grid が日本の英語教師に
どのように機能するのかという点にあったため、ディスクリプターだけを提示した。結果から予想さ
れる点は、やはり、ヨーロッパの CEFR の６レベルのディスクリプターをそのまま導入しても、教師
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にとって使い勝手が悪い、あるいは、使えない、ということがよくわかる。また、教師によってかな
り異なる判断がされていることもよくわかる。より具体的なレベルの記述や記述をサポートする語彙
や例文などがあることと、それなりのトレーニングがなければ、容易にディスクリプターだけでレベ
ルは判断できないのである。
また、今回の調査で、このような数字の背後に隠れていた事実で明らかになったことが、主に 2 点
あると考えられる。
z

教師のディスクリプターの話し合いだけでは、教師にプラスにもマイナスにも影響を及ぼす。
話し合いは、学習する上で最も効果的な「気づき」を与えられる最高の場であり、今 CEFR の
導入にあたって、理解を図る意味で、考慮すべき場であると考えられる。しかし、それには、あ
る程度計画的に理解を互いにすりあわせる研修方法を開発すべきであろう。

z

ディスクリプターの表現のしかたにより、大きく判断が変わってしまう。
ディスクリプターが、たとえば、
「誕生日カードが書ける」などと記述内容が即座に頭にイメー
ジできると、正解との一致率が上がる。そのことからも、誰が読んでも明白に理解できる記述表
現、多様な経験を持った個人が、個人の background や文化の差によらず、誰でも、記述表現を
読んで、同じことをイメージできるディスクリプターが必要であることがわかる。しかし、そう
ではない場合は、人によって異なる判断をしてしまうことが今回の調査である程度明らかになっ
た。
今回利用した self-assessment checklist は、
基本的に学習者が利用するものであり、
self-assessment

grid だけでは判断できないことを想定して、より分かりやすく判断できるようにしたものである。日
本語訳の問題もあるが、その他様々な社会文化的な要素が、理解に影響を与えているのだろう。特に、
言語教育的な面の違いは大きい。教師が持っている学習にたいするビリーフも相当に違う可能性があ
る。この点については、さらに調査分析を進めていきたい。

3.7.8 今後の仕分け作業調査方法への提言
今後の調査方法としていくつか提案をしておく。今回は 1 度、仕分け作業 をし終えた後に、その作
業についての話し合いをし、その後 2 回目の仕分け作業をした。各々教師が、どのようにして一つず
つの仕分けを行ったのか、レベル設定や、文言の問題点はどこかを調査したいわけであったが、教師
の思考過程を知る判断材料が乏しかった。教師が選び紙面上に記されたキーワードはそれぞれほぼ一
致し、それだけでは、仕分け作業にどのような影響を与え、どのような関係性があったのかを見出す
ことはできなかった。つまり、それは、紙面上のキーワードと仕分け結果の関連性のことであり、選
んだキーワードの教師が抱いた意味、解釈は、紙面にあらわれるキーワードだけでは判断ができなか
ったのである。
話し合いの記録音声を聞いて、はじめて、教師の思考過程をかろうじて知ることができた。これは
教師の思考過程を知る上で重要であることが予想される。その話し合いの中に、大きく隠されたヒン
トがあることが予想された。また、今回の調査で、教師はランダムに並んだ６つのディスクリプター
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の中での序列の並び替えだけに集中していることがわかった。結局、６つの異なる箱に、箱の外にあ
る６つの別々の物を適する箱に仕分ける、という作業をしているのではなく、箱は関係なく、物を「あ
なたが見える系統立てた順に並べかえる」という作業をしているのである。箱に仕分ける作業をして
いれば、結果が変わってくるように考える。
もちろん、今回の調査では、余計な先入観を入れず、問題はどこかを探るためであったので、この
方法が取られた。このことから、実際に、ディスクリプターの仕分け作業をする場合には、様々な設
定が考えられ、その設定により異なる結果となる可能性があることだろう。総じて言えることは、目
的を明確にして、仕分け作業を行う必要がある。
さいごに、今後の調査方法として二つのことを提言しておきたい。
1.

教師一人一人の仕分け作業における、思考過程がたどれる判断材料が必要である。

2.

各々設定したレベルを教師が理解したうえで、その理解度を知り、記述表現の問題点を知る必要
がある。

1 を解決するためには、仕分けをする際に、なぜ、そのように仕分けをしたのか仕分けの理由をメモ
程度に記述してもらう。また、ディスクリプターの表現方法に疑問があれば、その旨を記述してもら
うことが必要であろう。また、2.を解決するためには、教師には、はじめに、Ａ１からＣ２までの大
まかな内容を、英語の例文、語彙、文法項目などを挙げて示し、おおよその理解を促し、６つの枠組
みを頭にイメージしてもらう。ここで、
「店、郵便局、銀行などでの簡単な処理ができる」が「ジェス
チャーや常識で言葉なくできる」という判断を迷わせる発言に左右されずにすみ、誤解ははじめから
削除できるはずである。その後、教師はその描いた枠組みの中に、ランダムに並んだ６文を選択し、
頭に描いた枠組みに当てはめる作業をしてもらう。つまり、
「並べ替え作業」ではなく、
「仕分け作業」
をしてもらうわけである。ここで、教師の理解度を知ることができる。その後、話し合いで討論を交
えて、正解である仕分けを伝えるようにする。今回は、正解である仕分けは告げていなかった。ここ
で、教師の多くが異論を唱えれば、そこに、何らかの、レベル設定もしくは、文言などの問題が生じ
ている可能性があることが特定できるだろう。また、当然ながら、この話し合いが教師にとって、｢気
づき｣を促す学習の場になることが望ましいのである。
3.8 CEFR(common reference levels)の利用可能性に関する意見
７人の調査協力者には、仕分け作業を終了したあとに、CEFR に対する意見を次の質問に応じて回
答してもらった。その意見に関する詳細な分析は、さらに調査分析を進めてから報告する。ここでは
報告された意見の要点を記述することにとどめたい。しかし、高校教育からの率直な感想であり、ま
た、仕分け作業に参加していただいたことから、貴重な意見も多い。今後の本調査研究に大きな示唆
を与えると考え、ほぼそのまま掲載することにする。
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１．CEFR の全体尺度、自己評価表、自己評価チェックリスト、それぞれについて、英語を実際に
教える立場としてどのような活用が考えられるか。

z

参考になる

z

現在教師間で生徒の実力を測る指標としては英検の級くらいしかない

z

CEFR の表と特に自己チェックリストは教材を考えるヒントにもなる

z

生徒を多角的に評価するのは良い

z

全体尺度よりは自己評価、そして自己評価表よりは自己チェックリストのほうが細かく具体的
なので使いやすい

z

活用法—教師用の教材を選ぶ場合の観点、生徒に自分のレベルを考えさせるきっかけ

z

全体尺度—条件が整えば、教える側が生徒の到達度を測るのに活用ができる（到達度別クラスわ
けなど）

z

自己評価表—たとえば、教室や廊下に大きくこの自己評価表を張り出し、生徒自身がどの到達度
にいるかを認識

z

どのレベルであれ、学習意欲をそぐ結果にならない

z

学習者が自分の目標がわかり、学習をする動機付けになる

z

クラスを成績順に 2 つ 3 つに展開すると劣等意識を植え付けてしまう

z

自己評価表によるクラス分け、生徒の抱く思いが変わる

z

自己評価チェックリストについて：条件が整えば、学習者自身が自分が今どの到達度にいるのか
が、自分でチェックでき、学習者の学習意欲を上げる一つになる

z

全体尺度—文科省が CEFR を導入するのは結構なこと

z

単位制の学校では生徒に時間割を作成させるに当たり、シラバスの科目の内容に「英検 4 級合格
をめざす」（英語入門）、「英検準 2 級程度」などと表記し、英検を使ってレベルを表している
が、英検を受けたことのない生徒にはそれでもイメージがわかないようなので、教科書にもレベ
ルを明記するなど、きちんとしたスケールが示されるとよい。

z

自己評価表—ELP の Language passport は、学業を終えても大人になっても外国語の勉強は終
わらないからねと動機付けをするのは自律学習者を育てるという意味で有効

z

教師も各々の生徒がどのレベルにいるのかがわかれば中高の橋渡しにもなる

z

チェックリスト—入学時の自己申告によりクラス分けをしているが、中には
「中学時代は不登校。
通級学級でマンツーマンで英語を習ったが自信はない」と基礎クラスを選んだ生徒が準 2 級に 1
回で合格してしまうこともある。レベルをはっきり示せるリストがあれば役に立つ。

z

全体尺度—自己評価表の説明をした上で、チェックリストを使い定点観測的に年間１～３回時期
（年度の最初・半ば・最後など）を決めて、生徒にチェックさせることにより、英語を学習して
いる目標を意識化させられる。
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z

SWISS 版の様にレベルごとのシートになっているものだと全員 A1 から配布する。チェックし
た日付（高１・４月など）を記入する欄を設けて、達成度の推移がわかるようにする。シートは
個人でファイルに綴じるなどして管理する。ファイルは実施時期、どのレベルのチェック項目を
何個チェックできたかなどを記入できる一覧表のようなものが表紙になっているとわかりやす
い。SWISS 版にある様に８割で達成と考えると、そのレベルをクリアーするまで、記入日ごと
に新しいシートを配布して新たに記入させていく。全国で統一されたフォーマットのシート、フ
ァイルがあれば高校を卒業後そのファイルをもって大学の授業などでの利用につなげていくこ
ともできる。

z

イタリア版にあったような Passport スタイルだと、全国の高校生に入学時に配布すれば全国統
一のものとして利用しやすいかもしれない。（中学校の３年間は A1 レベル以上には大抵の場合
いかないだろうから配布してもあまり先を見通すことはできないので Passport を取得するため
の準備期間と考える。）

z

学校ごとの CAN-DO List ではなく、全国統一の基準のものとして使用できれば、グローバルな
見地で英語の運用力を高める指針としての利用価値はさらに高まる。

z

全体尺度Ｃ２～Ａ１に記載された国語表現が、モチベーションを高めることに直接つながってい
てよいと思います。ただ中身に関しては検討、改良の余地が少しあるように思います。

z

具体的には最もレベルの高い熟達言語使用者のＣ２が抽象的な気がします。

z

Ｂ２，Ｂ１のような具体的表現があれば「さすがは熟達使用者だな」という気になります

z

「自然に」「流暢かつ正確に自己表現ができ」というのはＢの範疇に入ってくる気がします。

z

実際に生徒に配布して「これを目標に頑張ろう」と指導することで、生徒と教師がスキル向上を
目標に頑張れると思います。

z

CAN DO リストの配布と振り返り作業もとても大切で、自己評価チェックは４月以降なんらか
の形で現場で実践してみたいと思います。

z

目的意識なく、進度を進めるのでは学習意欲がそがれてしまうので「常に自分が主役」「自分が
頑張る」という意識作りのためにもＣＥＦＲに従ってスキル獲得のために意識的に学習すること
は有意味であると思います。

z

全体尺度—日本で英語を学ぶ生徒たちの現状…英語を話せるようになりたいという希望は誰も
が持ちながら、実際に掲げられる具体的な目標は大半が大学入試であること、それがなければ英
語を学ぶモチベーションを保つのが非常に困難である…その中で、この CEFR の全体尺度を示
すことは非常に意義のあることだと感じます。

z

いまやアジアも含んだ世界基準であること(英検や TOEIC とは違い)、完璧(C2)でなくても途中
段階(例えば B1)でも堂々と「自分の英語力」として掲げられる、ということは新たなモチベー
ションを与えてくれるはずです。
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z

恥ずかしいことに私自身最近までこれを知りませんでしたので、現場で今できることと言えば、
この CEFR 尺度の存在を英語科教師全員で知り、意識して授業等の取り組みを見直していくこ
とくらいしか思い付きません。

z

現在は、新カリキュラム移行を控えており、教え方を見直すチャンスではありますが、高校では
科目が「コミュニケーション英語」に変わり、実際に教えたいことと大学入試対策とのギャップ
にますます苦しみそうです。

z

現場でできることは限られているので、一日も早く「日本版 CEFR」が作られ、その意義が広
く認められそれに沿った教育活動ができる環境…大学入試改革、
クラスサイズなども含め…が整
備されることを望みます。

z

自己評価表・チェックリストについて—次の項目で述べますが、現状での活用は非常に難しいで
す。しかし、取り組みを始めている学校もあるようなので、ぜひ情報を集めたいです。

z

私がＣＥＦＲを使うとしたら、ぜひ生徒の自己評価として使いたいと思います。例えば学期の最
初に自分のレベルを自己評価させて学期の最後にどのようになったかを生徒たちに自己評価さ
せるのです。生徒たちは自分自身のことをかなり冷静に評価しますので、自分のレベルが客観的
にわかり、向上していることがわかるのは彼等にとってとても励みになり良いことだと思います。

z

教員も生徒のコミュニケーション能力を向上させるためにより一層授業の改善を心がけるでし
ょうから、両面で効果が上がると思います。

２．CEFR の全体尺度、自己評価表、自己評価チェックリスト、それぞれについて、どのような点
が現場には不向きであり、改善が必要であるか。

z

全てについてですが、言語の使用環境があまりにも違う。

z

ヨーロッパでは当たり前の事が、日本ではなされていないのが使用の際の最大の難点だと思いま
す。

z

対象言語が使用される環境にあるところでのコミュニカティブ アプローチを使用したチェッ
クリストは実用的ですが、残念ながら日本の学校ではそのような環境にありません。

z

たとえば、英字新聞はかなりレベルが高かったり、教師が投げ込みでやらない限り、A1 レベル
では見たこともないでしょう。
「書く」も同様です。やっているようでいてグリーティングカー
ドやあいさつの手紙などは書いたことがない中学生がほとんどでしょう。レベルが上になれば内
容はもっと日本の現状や環境からかけ離れています。

z

今の日本の教科書中心のカリキュラムとは内容がかけ離れています。どちらがよいのかは疑問で
す。この CEFR が広まればそちらに合うように教科書なども変わっていくのでしょうか。
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z

学年ごとの指標ではなく一つの段階が２～３学年分になっているのも良い点（緩やかな目標）と
悪い点（この一年の目標というようにはならない）があります。

z

Ｃ２とＣ１の差、Ｂ１とＢ２の差、など差の理解が難しいと思った。その項目を読んで、それぞ
れイメージする内容が違うからだと思う。しかし、この尺度を示す、内容は、誰が読んでも同じ
イメージを抱かなければならない。

z

できることの項目を挙げるだけでなく、その差が学習者、教える側にわかりやすく明示されるた
めに、できないこともあげるとよいのではないかと思う。

z

自己評価表をそのまま使用しても、私が現在教えているごく普通の高校生（中学で言うならオー
ル３）は自分では、チェックできないと思う。
「身近な話題はおおまかききとれる」とあっても、
と自分で判断がつかないだろう。

z

それで、私が考える改善策としては 2 つある。

z

教師の側がこの項目に沿った、テストを一つずつ作る。
（英検では、対応表がでているようであ
るが、それを利用してもよいが、あくまで、対応表なので、大まかになる）自己評価チェックリ
ストを忠実にチェックするならば、実際に項目に沿ったテストを行ってあげることで、生徒は始
めて、自分がそれができるか否かがわかると思う。

z

１つ１つの項目に具体例をわかりやすく挙げる。Ａ１など「数字、値段、時間が聞き取れる」な
ど項目が明確なものは必要ないが、例えば、Ａ２などで「短く、簡単なメッセージや案内の要点
が聞き取れる」など一般的に読めばわかるであろうと思われる物も一つ一つの項目に具体例を挙
げれば、生徒は理解できるであろう。

z

フランスの移民や留学生用のテキストでフランス語を学んでみた経験から言うと CEFR のスケ
ールは 4 技能が満遍なくというか、日本の一般的な授業よりも話したり書いたりする活動が圧倒
的に多い。

z

ESL と EFL では求められるレベルも変わってくるはずだ。

z

英会話学校（私は行ったことがないので想像だが）のように少人数で「4 技能満遍なく」を目指
し、授業形態そのものを大きく変えない限り、日本の学校に同じスケールを導入するのは無理が
あるかもしれない。
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z

実際に街角で英語を話したり、銀行や店で英語を使って用を足すような場面がほとんど期待され
ない環境で「公共交通機関が利用できるか」
「私信が書けるか」などのチェックは実用的ではな
い。

z

読む・聞く・発表に関してはこのままでも構わないが、教師が実際に授業で取り扱ったとしても
「ごっこ遊び」に過ぎないような活動について「実際に使えるかどうか自己評価しろ」というの
はどうかと思う。

z

今回、経験ン十年の教師たちが集まってさえ、レベル分けの答えが一致しないくらいチェックリ
ストの文例に曖昧さが残っていることが判明したわけで、日本語話者の実態に即した明確なリス
トを用意する必要がある。

z

そもそもヨーロッパにおける複言語主義にもとづく CEFR の観念を、背景が全く異なる日本の
英語教育に持ち込むことに現実的には多少無理があるかと思う。

z

日本の英語学習者（中学～高校～大学）のほとんどは教科として教員中心の授業形態の中で学ん
でおり、ヨーロッパのような多文化で、生活に必要なコミュニケーションの道具としての第２言
語を自発的に学ぶ学習者中心の形態とは異なる。

z

言語体系が近く、ひとり３言語を基本としているヨーロッパ諸国内においては、実際に第２言語
を使用する場面も想定可能で、CEFR の尺度は個人の学習到達目標の目安として有益であると
思うが、言語体系がヨーロッパ言語とは異なる日本語を母語とし、英語の使用は教室内での学習
の域をでないことが多い日本の一般的な高校生にとっては、全体尺度の最高レベルである C２の
到達は現実感を伴って考えられない目標であるように思える。

z

一般的な高校生の英語の学習意義は、短期的目標としては大学入試に対応する英語力をつけるこ
との割合が多いのが現実である。自己評価表やチェックリストにある項目は実際に英語でコミュ
ニケーションを図る具体的な場面での説明であるので、実際の授業の内容とリンクさせて有効活
用するのは難しい。

z

上記の改善方法としては、日本版はヨーロッパの言語との違いをその特殊性として考えて、Basic
User(A１A2)レベルのチェック項目を見直す。
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z

項目の表現を現実に出会いそうな可能性のある表現などに変えるなどする。例）自己評価表、
A1 の writing の項目「例えばホテルの宿帳に名前、国籍や住所と言った個人のデータを書き込
むことができる。
」は「友達やホストファミリーへの手紙やメールで自分の名前、国籍や住所を
言った個人のデータを書くことができる。
」

z

A２の Spoken Interaction の項目「短い社交的なやりとりをすることはできる。
」は「簡単な挨
拶に返答したり、相手の話していることに相槌をうったりできる。
」など。

z

日本の中学校～高校で広く使えるようにするにはA1~A2 レベルを更に細分化したレベルの設定
があれば使いやすくなる。

z

自己評価リストの表現がレベルを通して統一感がさらに感じられるような表現に変えたほうが
使いやすい。

z

項目数をレベルが異なっても同じ数にすると、例えば８割で達成ならチェック項目数を全てのレ
ベルで統一できると、
「２０個のうち１６個以上で達成」などシンプルに表記できると思う。

z

CEFR の各レベルが日本でよく試用される他の基準になるテスト（英検・TOEIC など）などと
の相関関係がわかるとよい。

z

定期テスト（何ページから何ページが出る、単語は何ページから何ページ、レッスンはどことど
こと範囲が決まっている）の存在にどこまで CEFR が有効かと問われたときに不向きであると
思います。

z

定期テストは現に存在するわけで、ＣＥＦＲを「平常点」
「態度点」に加える程度の措置しか取
れそうにないのが現状かもしれません。大切なのはテストの点数を絶対視しないということでし
ょうが、評価の問題となるとなかなか大変です。正直ほとんどがテストの点数だけで評価してい
るのが事実です。

z

問題は、ヨーロッパとは違う環境である日本で英語を学ぶ生徒たちに、どのレベルを目標に学ば
せるかということで、もしその目標を設定するなら、現場ではなく国レベルで考えてもらうこと
です。

z

私の現任校では、全体的には頑張っても B1 くらいが現実的な目標かと思います。Speaking や
Writingの指導にかけられる時間が圧倒的に少ないのが現状で、
クラスサイズは常に40人です。
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かたや大学入試ではReading やListening ならC1 くらいを目指して指導しなければならない場
面もあります。
z

学校の現状に合わせて、スキルごとの目標を設定するのが良いのかと思います。

z

英語教師として、
「自立した学習者を育てたい」というのが常に夢なので、これらの評価表・チ
ェックリストが導入されたらどんなに良いか!!と思います。

z

生徒たちが「パスポート」を持っていれば、小中高の学びの流れもスムーズになり、実力別のク
ラス編成もやりやすくなります。しかし現場に定着するにはいくつかハードルがあると思います。

z

やはり教科書です。現状では、授業は教科書の単元ごと、あるいは文法項目ごとに進んでいくの
が一般的です。

z

工夫して様々な言語活動を織り込んでいる先生が多くおられますが、この評価表の内容を新たな
軸とした指導を、現場の教員全員がチームとして行うには、やはりそのために整備された教材が
必要と思います。

z

新カリの「コミュニケーション英語」の教科書がCEFR尺度を意識して作られるのかどうか、興
味があります。

z

「コミュニケーション英語」といっても、日本の学習者にとって文法の学習は絶対に必要です。
今まで教えてきた文法項目が、CEFRの評価表の各レベルにどのように絡んでくるのか、非常に
気になります。

z

もうひとつ気になるのが「言葉で表現すること」に対する、今の生徒たちの能力です。先日の議
論の中でも出ましたが、B1以上が求める言語表現能力は、日本語でも怪しいと思われる生徒が
少なくない!!というのが、現場での率直な感想です。A1のレベルから「日本語ではどうか？」と
いう視点も忘れてはいけないと思います。

z

上記のようにＣＥＦＲは大変素晴らしいものだと思いますが、問題点としては中堅以下の高校生
にとってＣＥＦＲのレベル評価は一番下になることが多いので、 少しの期間では向上したとい
う実感をもちにくいことだと思います。極端な言い方をするとレベルの高い生徒だけにＣＥＦＲ
が有効なものだというところが問題です。

z

ＣＥＦＲがきちんと機能するためには、日本人生徒全体のコミュニケーション能力の底上げをす
る必要があります。

z

私がヨーロッパで実感したのは、共通するコミュニケ−ションスキル訓練をヨーロッパではイギ
リスでもフランスでもドイツでも行っていることです。共通するコミュニケ−ションスキルがあ
るので、どの言語でも共通の基盤にたって習得することができます。フランス人が英語やドイツ
語をコミュニケーションのツールとして短期間に容易に習得してしまうことに驚きました。

z

日本でＣＥＦＲを真に根付かせようとしたら、小学校から日本語でのコミュニケーション能力を
伸長させる必要があります。コミュニケーションスキルの訓練をまず日本語で始め、それを徐々
に英語でも行っていくことが必要だと思います。
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３．CEFR の言語能力レベルを教師としてどのように理解し、利用していく必要があるのか。

z

対象言語が使用されている環境での指標がこのような観点であるというのは知っていて良いし、
取り入れていけるところは入れていくべきだと思います。

z

特に具体的な項目は参考になります。場所・教材の種類・レベルと様々な観点が混ざっているの
が難点というかすっきりしない理由でもありますが、良さでもあるのでしょう。ただ、そういう
観点から整理してみるのも面白いかもしれません。

z

日本では英語の学習時間は限られています。小学校で多少やったからといっても、中学で週３時
間、高校でたとえ週 6 時間やっても 6 年間で１８９０時間です。この時間以外は英語に接しよう
もない日本ではヨーロッパと同じではいけないのではないでしょうか。

z

英語をどの分野でどのように習得していきたいのか、外国で暮らしていくためなのか、日本にい
て情報を受信したり、発信したりしたいのか、目的別の学習も必要になってくる時期なのかなと
も思います。

z

教師が学習者を導くガイドであるとすれば、そのガイドが持つ地図がＣＥＦＲの言語能力レベル
ではないかと思う。

z

大学入試突破を目指して教えるのではなく、実際に使える言語を少しずつ段階を追って習得させ
ていくのだ、という観点から英語教育を見直すという意味で、このような指針はとても有用だと
思う。

z

受験校の先生方はいまだに教養英語だ。論文を読めてナンボ。

z

EFL 環境に居る以上、アメリカ生まれの日本人がレセプティヴバイリンガル（親が話す日本語
は聞いてわかるけど自分ではうまく話せない）になってしまうのと同様、生徒が訥々としか話せ
ないのはしょうがないと認めるが、読めて聞けて自分で原稿が書けてそれなりの発音で発表が出
来るレセプティヴバイリンガルの生徒を育てたい。

z

語学はやはり 4 技能満遍なくが理想。日本の英語教育をもう少し実用英語にシフトするためにも、
このようなスケールをぜひぜひ導入していただきたい。

z

ＣＥＦＲの枠組みの中にある表記にしたがってスキルを高める教育方法に全面的に賛成です。個
人的に体育会系思想と生活の実践者であり、スポーツ科学や脳科学に関心を持っています。

z

教師は教師自身生徒に「スゲ～」と思われ、憧れられることが大切だと思っています。教師への
リスペクトが学習動機の大きなファクターになることは否めないと思います。したがって教師も
ＣＥＦＲの最高の枠組みに向かって精進努力することが大切であると思います。
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z

「再テスト、再テスト」と問題を作成したり採点したり不合格者にお説教をしたり、そんなこと
は教師自身の向上にもつながらず時間の無駄であると思います。まずは英語教師の言語レベル
（魅力度を含め）を上げることがなかんずく重要であると思います。

z

私自身、自分の英語力・指導力がどこまでこの中で通用するか、考えなくてはなりません。忙し
さを言い訳に自分の英語力を客観的に見たり、伸ばしたりすることを避けてきた気がします。教
員の教え方はその英語力に呼応するなあ、と反省をこめて日々感じています。当たり前ですが、
自分がやっていないことは生徒に指導できません。言語の知識はあっても、B1、C2 といったそ
れぞれが要求する場面に適した言語の使用ができるかどうか…

z

授業を教科書だけに頼らず、いろいろな「引き出し」を活用できるような勉強を日々続けなけれ
ば、と今回の機会に接して思いました。(しかし、本当に、時間がもっと欲しい!!というのが本音
です…)

z

ＣＥＦＲについては細かなところの修正は必要だと思いますが、全体的にとても良いものだと思
います。生徒の言語能力レベルをはかる大きな目安になります。

z

日本語、英語を含んだ日本の言語教育全体に関わることですので、その解決には日本語、英語を
問わず、言語教育に携わる者全員で取り組んでいかなければならないことだと思います。

４．その他

z

日本の英語教育には明確な習得レベルの指標がありません。本来ならその役目を負うべき学習指
導要領は良く分からないあいまいな表現に終始しています。

z

高校における英語 や などは教科書間のレベルの差がすごく、同じ科目とは思えません。実際
は英語 はやさしい教科書は中学１・2 年レベルです。英語 や他の科目の差も同様です。

z

実力の指標はある意味英語検定が担っているともいえます。生徒の英語の実力を言う時に 3 級・
準２級・２級が受かるかどうかという表現を教員間でしています。

z

学習指導要領と英検の中間のような CEFR のレベル別の概念が広まれば便利だとは思います。
まだ問題があるとはいえ、自由度を残しつつ、ある程度のレベルの概念を具体的に述べているか
らです。

z

個人的には CEFR の成立の概念などに共感を覚えます。特に Plurilingualism が良いですね。
しかし前にも述べましたように日本では受け入れられるのは困難なのではないかなとも思いま
す。

z

ヨーロッパに進出している企業に PR してみたらいかがでしょうか。TOEIC が企業などの需要
で大学から高校へと広がったように企業が使用し始めると社会に広まる可能性があると思いま
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す。その際に、英語だけでなく、中国語や日本語なども巻き込むと今の企業のニーズに合うのか
なと思います。
z

「英語で授業をしろだなんて」とお怒りになっていたが、今までと同じ授業を英語でしなければ
ならないと思うからではないか？文科省はこの機会に講義形式の授業を変えよと言っているだ
けだと思う。

z

生徒参加型の TBLT なら教員は短く指示を出せばよい。体育教師はサッカー解説者もプロ選手
も育てない。とりあえずボールが蹴れるようにし、本格的にやりたかったらサッカー部に入れと
言えばよい。

z

外国語学習も生涯スポーツならぬ生涯脳トレだ。寝たきりになるまで自炊できるよう家庭科を学
び、ボケるまで多言語を繰れるよう外国語を学ぶ。受験はハードルだがゴールではないはず。そ
んな気楽なスタンスで英語の授業ができたら生徒も教員も楽しいと思う。

z

学習とは脳に刺激を与えることで、ストレスをかけることではないと信じる。英語教師は体育や
家庭科の実習授業を見学して生徒の動かし方を学んだらよい。もう座学英語の時代ではないのだ
から。

z

全体尺度、自己評価表、自己評価チェックリスト日本語翻訳版で示すのか？または英語と日本語
を併記するのか？

z

自己評価チェックリストは A1A2 レベルくらいまでは日本語訳も併記したものの方が学習者に
は親切である。

z

学習者のチェックリストなどの形式は CEFR の枠組みを大きく外れるわけにはいかないと思う
ので準じた形でよいと思うが、指導者用のマニュアルのようなものにはレベルの記述が内容面だ
けでなく、使用語彙レベルや文法項目等の目安があったほうがよいかと思う。

z

学校の現状というものはなかなか煩わしくできており、担任業務や部活動をメインで支えていた
りすると、英語の研究、教材研究する時間もままなりません。

z

学校の先生は基本的には教えることが好きで、できない生徒をできるようにしたいと思う人種が
集まっていますが、自分の個人主義は通し、人の個人主義は認めない人が多いのも事実のように
思います。ＣＥＦＲのように「面白い」ことを実践していると、焼き餅を焼いて陰で邪魔したり、
脚を引っ張る人も出てくるかもしれません。教師同士、認め合える実力者の協力、若手教師の教
育といったものが今後ますます重要になっていくと思います。

z

仏語や英語のようなダイアローグ言語ではお互いの意図をよりよく伝え合うための論理性が重
要だと思いますが、モノローグ言語の日本語では論理性を養う訓練はあまりされていないと思い
ます。日本人が英語でコミュニケーションをとろうとした時に、そこがすごく問題になると思い
ます。日本語から英語に移行する過程では『論理的な日本語』というのを一度つくる必要がある
と思います。

z

基本的に問題ないと思います。細かく言えば、少しわかりにくいところもありますが．
．
．例えば
発表の項目のＢ２で、
『時事問題について、いろいろな可能性の長所、短所を示して自己の見方
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を説明できる。
』最初、可能性って何だろう？と思いますが、これも例示があればすぐにわかる
ことだと思います。
z

繰り返しになってすみませんが、やはり私が一番気になるのは、英語で行う前に日本語でちゃん
としたコミュニケーション訓練をするべきなのではないかということです。母語でできないこと
が外国語でできるようになるのは厳しいと思います。例えば、私が教えている高校生で作文が好
きな生徒はほとんどいません。これも小学校や中学校の作文の授業にいい思い出がないのです。
読書感想文をてきとうに書いたくらいです。知り合いのフランス人は小学校３年生の時に『現代
コマーシャリズム社会についての論評』のレポートを書いていたというから差は歴然としていま
す。やり方によって、いくらでも書くことが面白く好きになるというのに．
．
． しっかり書けな
いと、挨拶程度ならいいとしても、きちんとした発表や、やりとりは厳しいかなと思います。

z

日本を見ていると、ヨーロッパでは個人を成熟させようと教育するのに対して、日本は支配に適
するように未熟なままにしておくのが日本の現行の教育政策の真の目的かな？とさえ勘ぐりた
くなります。

4. 考察と今後の調査に向けて
本調査報告では、調査の経過報告である。今後、さらに分析し、CEFR-J の自己評価表が完成し、
ディスクリプター案が作成された段階で、再度、調査協力者に集まってもらい、すでに提言した通り、
調査方法を改善し、より目的に合った調査で、仕分け作業(sorting tasks)を行う予定である。その際に
は、Kaftandjieva and Takala (2002; 2003), Takala, and Kaftandjieva (2003)などを参考として、分
析をする。
ヨーロッパでの動向を考慮し、日本での CEFR の利用を考えると、ヨーロッパの土壌で生まれた
CEFR の言語力の６レベルの指標は、そのままでは利用しにくいことが予想される。しかし、教師が
CEFR を理解して生徒に指導することは、かなり重要であることがよくわかる。ヨーロッパではここ
数年で、CEFR の基本的なコンセプトは、教師がほぼ理解し、教師に浸透していると言える。しかし、
細かいことを理解しているかどうかは別である。その意味で、６レベルとした Common Reference
Levels はある意味で実践的である。ディスクリプターも詳細に記述されるよりは、基本的でシンプル
な記述が有用である。その意味で、Can Do 記述に示されるディスクリプターは具体的である必要が
あり、かつ、学習がつねに必要である。それだけを示しただけでは理解にばらつきが生まれる。
しかし、実質的には、CEFR のおおまかな理念とコンセプトの理解が最も重要である。日本では、
この理念やコンセプトが明確に示されていないし、仮にあったとしても、教師や学習者がそれを共有
して理解できる環境が整っていない。その面からも、CEFR-J は、教師への理解を先行させることが
重要であろう。ヨーロッパで生まれた CEFR の理念は日本の言語教育でも応用可能である面が多々あ
る。特に、英語教育ではおおいに利用価値がある。本調査研究で得られた現場教師の現時点でのディ
スクリプターの理解度と率直な CEFR に対する意見から、教師に対する働きかけをより進める必要が
あるだろう。
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A1 ゆっくりと配慮して話してもらい、意味を理解できるように時間を置いてもらえれば、聞き取
れる。
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徒歩でも公共交通機関でも、X から Y に行く簡単な道順が聞き取れる。
配慮がありゆっくりと自分にされる質問や教示は聞き取れ、短い簡単な指示は分かる。
数字、値段、時間などが聞き取れる。

A2 簡単な日常会話で、はっきり、ゆっくり、直接自分に言われることは聞き取れる。話し手が手
間をかければ、理解することはできる。
ゆっくりとはっきりと話してもらえれば身近な話題はおおまかに聞き取れる。
身の回りの最優先される語句や表現（自分や家族の基本的な情報、地域での買い物、仕事など）
は聞き取れる。
短く、単純なメッセージや案内の要点を聞き取れる。
ゆっくりとはっきりと話される予測可能な日常のことで短く録音された内容の基本的な情報
は聞き取れる。
視覚的なサポートがあれば出来事や事件などを報告するテレビニュースの要点は聞き取れる。

B1 ときにある特定の語句を聞き返したりしなければいけないが、日常会話で自分に向けてはっき
りと言われたことは聞き取れる。
標準的な発音ではっきりと述べられた話であれば、自分に関連し少し広がった話題の主題はお
おまかに聞き取れる。
短い話を聞き取り、次に何が起こるかを予想できる。
比較的ゆっくりはっきりと提供される個人的に興味のある話題に関するラジオニュースや簡
略化された録音教材の要点は聞き取れる。
提供が比較的ゆっくりとはっきりとなされれば、よく知っている話題に関するテレビ番組の要
点は聞き取れる。
日常使う道具の使い方の指示などの簡単な技術的な情報は聞き取れる。

B2 雑音のある場所でも標準的に話される言葉で言われることは細かい点まで聞き取れる。
対象が知っていることで発表が率直で分かりやすく構成されていれば、自分の関心のある分野
の講義や話は聞き取れる。
標準的な言語で提供されるたいていのラジオドキュメンタリー番組は聞き取れ、話し手の感情
や調子などが分かる。
標準的な発音のテレビドキュメンタリー、インタビュー、トークショー、劇、映画等が聞き取
れる。
標準的な発音で提供される、自分の専門の議論など、具体的、抽象的の両面の複雑な話の要点
が聞き取れる。
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要点の聞き取りなどの理解を図るためにいくつかの方策を使える。たとえば、文脈をヒントに
理解を確認するなど。

C1 話題がはっきりと構成されていなかったり、関連がなんとなくありはっきりとは示されていな
いようなときでも、多少広がりのある話は聞き取れる。
かなりの数の慣用表現や口語表現を、言い回しや使い方の違いを理解して、聞き取れる。
ひどい状態でかなり聞き取りにくい公共の案内などでも細かい情報を聞き取れる。
よく知っている製品やサービスなどの使い方や仕様書などの複雑な専門的な情報でも聞き取
れる。
内容的にも言語的にも複雑でも、専門的学術的に興味のある分野の講演、話、報告などは聞き
取れる。
それほど苦労なく、かなりの割合の方言や慣用的な表現が含まれる映画を聞き取れる。

C2 生でも録音でも、ネイティブの早さで話されても、方言に馴染む時間さえあれば、どのような
種類の言葉でも難なく聞き取れる。

読む
A1 新聞の人の情報（住んでいる所、年齢など）は読める。
公共行事カレンダーやポスターに書かれているコンサートや映画の予定が分かり、その場所や
時間が読める。
自分の基本的な情報（姓名、生年月日、国籍など）を聞いている質問（入国登録やホテル予約
など）が読める。
日常生活で出会う案内などの語句（たとえば、station, car park, no parking, no smoking, keep
left など）が読める。
コンピュータプログラムの重要な指示、たとえば、PRINT, SAVE, COPY などが読める。
短い指示（X から Y への道順など）が読める。
挨拶などのはがきに書かれた短く簡単な内容は読める。
日常のことで、
「４時に戻る」などの友達や同僚が書いた簡単な内容は読める。

A2 数や名前が重要な役割をし、はっきりと示されているニュースの概要や簡単な記事の重要な情
報が読める。
書き手が日常生活のことに書いている簡単な個人的な手紙は読める。
友人や同僚の書いた簡単なこと、たとえば、サッカーをする時間を伝えたり、早く仕事に来る
依頼をするなどが読める。
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遊び、展覧会など、案内に書いてある最も重要な情報を読める。
新聞のちょっとした広告の概要が読め、読みたい見出しやコラムが分かり、重要な情報（アパ
ート、車、コンピュータなどの価格や大きさ）が読み取れる。
機器（公衆電話など）の簡単な使い方が読める。
コンピュータプログラムなどのメッセージやヘルプの指示などが読める。
文が簡単な言葉で書かれていれば、よく知っている話題を扱っている日常のことに関する短い
文章は読める。

B1 最近のよく知っている話題に関する短い新聞記事の要点は読める。
最近の話題や出来事を話す新聞や雑誌のコラムやインタビュー記事を読め、概要を理解でき
る。
文脈から知らない語の意味を推測し、話題がよく知っていることならば表現の意味を汲み取る
ことができる。
短い文章（ニュースのまとめなど）の概要が分かり、関連する事実や情報（誰が、どこで何を
したなど）が読める。
短い簡単な毎日の情報パンフレットなどの最も重要な情報が読める。
（ビジネス、クラブ、官公庁などからの）簡単なメッセージや標準的な手紙が読める。
個人的な手紙で、ペンフレンドと定期的にやりとりできるくらいうまく出来事、気持ち、願望
などを理解できる。
分かりやすく構成された話の筋が分かり、重要なエピソードや出来事が何で、それに重要なの
は何かを読める。

B2 内容や、自分の興味や仕事にかかわる話題に関するニュース、記事、報告の意味をすぐに把握
し、細かく読む必要があるかを決められる。
書き手が明確な態度や観点を示している最近の問題に関する記事や報告を読んで理解できる。
自分の関心のある分野、自分の専門分野の領域の文章は詳細に読める。
辞書をときおり見れば、自分の分野ではない特別な記事でも読める。
文化的な話題（映画、劇、本、コンサートなど）の内容や批評を扱った評論が読め、要点をま
とめられる。
自分の専門分野や関心の領域の話題に関する手紙は読めて、最も重要な点を理解できる。
（コンピュータプログラムなどの）マニュアルをさらっと見て、関連の説明が分かり、問題を
解決できる。
話や劇で登場人物の行動の動機や話の筋の結末が分かる。
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C1 かなり長い読むのがたいへんな文章が読め、口頭でそれらをまとめて言える。
意見、考え、関連のことなどが論じられる複雑な報告、分析、批評が読める。
リサーチ報告などの自分の関心分野のかなり専門的な文章を読んで、情報、考え、意見などを
把握できる。
自分の仕事や関心と関連していなくても，くり返して読む時間があれば、新しい機具の使用法
などの長く複雑な説明が読める。
辞書を時々使えば通信文は読める。
ふつうの現代文は容易に読める。
話の具体的な筋から、背後にある意味、考え、関連のことが読め取れる。
文章の社会的、政治的、歴史的な背景が読み取れる。

C2 言葉遊びが分かり、真意がはっきりしない（皮肉や風刺など）文章を読める。
現代的な文体で書かれ、慣用的な言い方や俗語を含む文章が読める。
よく知らない分野でもマニュアル、規則、契約などの文章が読める。
異なるジャンル（詩、散文、戯曲など）の現代や古典の文章も読める。
多くが間接的にあいまいに語られ、隠れた価値判断が含まれるコラムや風刺的な説明などの文
章は読める。
異なる文体（しゃれ、隠喩、象徴、意味、曖昧など）が分かり、文章が持つ機能を鑑賞し評価
できる。

会話
A1 人を紹介し、簡単な出会いや別れの挨拶ができる。
簡単な質問のやりとりができ、その場で使われるよく知っている話題に簡単なことを言えて、
応えることができる。
簡単な表現で自分を伝えることができるが、相手がゆっくり話してくれたり，くり返したり、
助けてくれたりすることが必要となる。
示したり、ジェスチャーを使ったりして、簡単な買い物ができる。
数、量、値段、時間などが分かる。
人に物事を頼んだり与えたりできる。
住んでいる所、知っている人、持っているものなどについて質問でき、ゆっくりとはっきりと
言ってもらえればそのような質問に答えられる。
next week, last Friday, in November, three o'clock などの日時が言える。

A2 店、郵便局、銀行などでの簡単な処理ができる。
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バス、列車、タクシーなどの公共交通機関が利用でき、必要な情報を聞き、チケットが買える。
旅行についての簡単な情報が分かる。
飲食の注文ができる。
欲しい物を言い価格を聞いて簡単な買い物ができる。
地図や計画に関連して道順を聞いたり説明したりできる。
人がどうしているかを聞き、ニュースに反応できる。
招待をしたり、受けたりできる。

B1 よく知っているか個人的に興味のある話題に関して直接会話を始め、続け、終らせることがで
きる。
会話や議論はできるが、ときに言いたいことを正確に言おうとするとむずかしいことがある。
旅行業者を通して旅行を計画したり、実際に旅行したりするときに起こるたいていの状況に対
処できる。
詳細な道順を聞いたり説明したりできる。
驚き、 喜び、悲しみ、関心、無関心などの感情を表し、応えることができる。
友人と話をするときに個人的な考えや意見を言ったり聞いたりできる。
丁寧に賛成反対ができる。

B2 効果的な順番で自然に話を始め、続け、終えることができる。
興味ある分野のことでは、かなりの量の事実のやり取りができる。
気持ちをうまく伝え、出来事や経験の自分に意義のあることを強調することができる。
たいていの一般的な話題の会話は、はっきりと参加型であれば、なんとかなる。
関連の説明、論拠、コメントを述べることで、討論でも自分の意見を説明し、正当化できる。
よく知っていることに関しての議論を、理解を確認したり、他の人を巻き込んだりして、続け
させることができる。
用意したインタビューができ、情報を確認し、興味ある回答を追うことができる。

C1 母語話者同士の生きた会話に入ることができる。
一般的、専門的、学術的な幅広い話題に関して、流暢に正確に効果的に話せる。
情緒的にそれとなく冗談めかした言い方などを含んで、社交的な目的で柔軟に効果的に話せ
る。
はっきりと正確に自分の考えや意見を言え、複雑な理由づけも納得がいくように受け答えがで
きる。
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C2 母語話者とのすべての会話や議論に苦労することなく入れる。

A2 自身、家族などの人を説明できる。
どこに住んでいるかを言える。
出来事を短く簡単に説明できる。
自分の教育歴、現在の仕事などを言える。
趣味や興味を簡単な言い方で言える。
過去の活動や個人的な経験（先週末や休日など）を説明できる。

B1 物語を話せる。
感情や反応を表現しながら、経験を詳しく語れる。
夢、希望、大望などを説明できる。
自分の計画、意思、行動を説明できて、理由なども言える。
本や映画の筋を追って、自分の感想などを言える。
短く書かれた文章を、元の言い方を使い、順序立てて、簡単な言い方で言い換えられる。

B2 自分の関心のある分野に関連した広い範囲の話題に関して、明確に詳細に説明ができる。
意見、論点、議論などを含んだニュース記事、インタビュー、ドキュメンタリーなどから短い
引用を理解し、口頭でまとめて言える。
映画や劇からの引用された筋や一連の出来事を理解し、口頭でまとめて言える。
論理的に自分の考えに関連させて、一連の根拠のある議論ができる。
様々なことの利益不利益を考え、話題になっていることの考えを説明できる。
原因、結果、仮定の状況について考えをまとめて言える。

C1 複雑な話題を明確に詳細に述べることができる。
長く読むのがたいへんな文章でも口頭でまとめて言える。
何か統合されたテーマでも、特定の点を取り上げたり、適切にまとめながら、広がりのあるこ
とを述べたり、説明することができる。
個人的にも専門的にも興味のある分野の話題に関して明確に整った発表ができ、必要に応じて
準備した言い方から離れて、聴衆からその場で出された点を追うことができる。

C2 異なるところから出た情報を口頭でまとめることができ、一貫した発表で議論や説明を再生で
きる。
強調すべきところを強調したり、曖昧さを区別したり排除したりするために、かなり柔軟に考
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えや見方を提示できる。

書く
A1 自分のこと（仕事、年齢、住所、趣味など）のアンケートに答えられる。
誕生日カードなどのグリーティングカードが書ける。
休暇の挨拶などの簡単なはがきが書ける。
どこにいるかとか、どこで会うかなどを人に伝えるメモが書ける。
どこに住んでいるかとか、何をしてるのかなど、自分についての簡単なことが書ける。

A2 短く、簡単なメモやメッセージが書ける。
単純な文で出来事の説明が書け、いつどこで何があったか（パーティーや事故など）を報告で
きる。
日常生活の様々な面（人、場所、仕事、学校、家族、趣味など）を、簡単な語句や文で書ける。
自分の教育歴、仕事、興味、特技などについての説明するアンケートに答えられる。
簡単な語句や文を使って、自己紹介（家族、学校、仕事、趣味など）が手紙に書ける。
だれかに挨拶したり、お願いしたり、感謝したりする手紙を簡単な表現を使って書ける。
and, but, because などの接続語句を使って、簡単な文が書ける。
時系列で出来事を表すのに最も大事な接続語句(first, then, after, later など）を使える。

B1 自分の関心のある分野での話題について単純につながった文章を書け、個人的な考えや意見を
表現できる。
旅行、学校新聞、クラブの広報など、経験や出来事について簡単な文章を書ける。
友人や知り合いに依頼や知らせや出来事を伝えるなどの手紙を書ける。
私信で、映画や本の筋、コンサートの説明などを説明できる。
手紙で、悲しみ、喜び、興味、後悔、同情などの感情を表現できる。
書簡で広告に回答したり、製品や催し物（自動車や学習講座など）についての詳しい情報を依
頼したりできる。
ファックス、E メール、ちらしなどで、友人や仲間に短い事実を知らせたり、情報を依頼した
りできる。
自分の履歴書をまとめることができる。

B2 自分の関心のある分野に関連した様々な話題に関して明解で詳細な文（作文、報告、発表原稿
など）を書ける。
一般的に興味深い話題に関する記事をまとめられる。
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異なる情報源やメディアからの情報をまとめられる。
作文や投書欄での話題を議論し、ある特定の考え方に賛成や反対の意見を書ける。
作文や報告書で系統的に議論を進め、大切な点を強調し、支持する内容を取り入れて書ける。
出来事や実際あるいは架空の経験について、詳細に容易に読めるように、書ける。
映画や本の短い批評が書ける。
私信で、違った感情や態度を表現でき、出来事の大切な面が何かを明確にして、自分の意見で
その日のニュースを報告できる。

C1 明確で読み手のことを考えて、一般的な話題から専門的な話題まで広範に自分を表現して書け
る。
作文や報告書などで、最も重要な点を強調して、明確で構成よく複雑な話題を書ける。
主題を明確にして詳しい例を示して理由を示し、話題や出来事について観点を明確にしてコメ
ントを書ける。
異なる情報源を集めて、一貫したまとめにして書ける。
私信において、経験、感情、出来事などを詳しく書ける。
苦情を言う、何かに対して賛成反対の立場を明確にして、きちんとした手紙が書ける。
読み手、文の種類、話題に応じて語彙や文体を変えて、文法的に正確な文章を書ける。
読み手を想定して適切な文体を選んで書ける。

C2 複雑な話題でも、構成のしっかりした読みやすい報告書や記事を書ける。
報告書や小論文で、実施した調査をもとに話題をうまく説明して書け、他の人の意見をまとめ、
詳細な情報や事実を評価できる。
構成のしっかりした論文の批評や自分の意見の理由を明確にした構想をうまく書ける。
文化的なこと（映画、音楽、劇、読み物、ラジオ、テレビなど）に関して論評が書ける。
事実に関する文章や読み物のまとめを書ける。
明確に冗長にジャンルに適切に経験についての文章を書ける。
応募や要望、官公庁、上司、顧客などへの意見など、適切な文体で構成のしっかりした複雑な
手紙が書ける。
手紙で、意図的に皮肉を入れ、曖昧に、ユーモアを含めて、自分を表現できる。
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CEFR の理念と学習者の自律
尾関直子（明治大学国際日本学部；naoko467@meiji.ac.jp）

1. はじめに
日本においても，高等学校や大学，そして外部英語評価テストにおいても CEFR（Common
European Framework of References）に準じたものを，それぞれの教育現場や使用目的を考
慮しつつ，作成しようという試みがなされている。しかし，日本の英語教育のさらなる発展の
ために CEFR の参照枠を利用しようとするならば，参照枠だけでなく，その背景となる理念も
理解すべきであろう。ヨーロッパと日本というコンテクストの違いがあっても，CEFR の理念
を学ぶことは，今後日本の英語教育の理念を構築するのに参考になるに違いない。

2.

CEFR の理念
CEFR は，言語のシラバス，カリキュラム，テスト，教科書を作成する上で共通の基本とな

るコミュニケーション能力を 3 つのバンドからなる 6 つのレベルで記述している参照枠のこと
を指し（David, 2007），多文化であり，多言語であるヨーロッパにおいて，言語学習や言語教
育を促進する目的のために作成されたことは，周知であるが，その理念についてはあまり知ら
れていない。
CEFR は，どのような理念を背景にして作成されたものなのか考えてみる。CEFR は，言語
学習者を学習者という抽象的な人物とはとらえておらず，社会のなかで人間関係を形成してい
く社会的な主体（social agent）であると考えている。また，外国語学習の目的として，複言
語能力(plurilingual competence)，複文化能力(pluricultural competence)，及び学習者の自律
の重要性を強調し，学習者中心の指導方法を重視している（小池，2009；Kohonen, 2004)。
複言語能力・複文化能力とは，学習した複数の言語が互恵的な関係を築き合いながらコミュニ
ケーション能力や文化理解を促進する能力のことを指す。その能力を別の言葉で言い表すと異
文化間コミュニケーション能力（intercultural communicative competence）となる。ここで
いう異文化間コミュニケーション能力とは，コミュニケーション能力のみを指すのではなく，
言語使用者の個人的，社会的な能力や態度をも含み，他者に対して建設的な関係を結ぶことが
できる能力であり，あいまいさを許し，多様性を重んじる能力である（Kohonen, 2004，2009）。
このような能力は，当然のことながら，一般的な外国語試験では測れない能力であり，異文化
間コミュニケーション能力を身につけるための外国語教育は，当然のことながら社会文化的な
側面を重視した教育となる。 また，CEFR は，学習者の自律を目標としているが，CEFR で
意味するところの学習者の自律は，お互いに助け合うことで成長していく学習者の自律を指す。
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このような外国語教育の目的は，ある特定の言語習熟度を達成することを目的にしている外国
語教育から，異文化間コミュニケーション能力や学習者の自律を目的とした社会的，情意的側
面を重視した外国語教育にパラダイムシフトしたことになる。

CEFRの外国
語教育の目的

異文化間コミ
ュニケーショ
ン能力

学習者の自律

図 1 CEFR の外国語教育の目的
3．自律した学習者の概念
CEFR の理念に描かれている自律の概念には，主に 2 つの自律の概念があると言われている
（Kohonen, 2009）。１つ目は，生涯教育を重視し，言語学習や言語使用における自律を意味す
る心理学的な学問分野に基礎を持つものである。２つ目は，社会・政治的な側面，文化的側面
を加えたもので，自由，価値，開放などに関連した意味を持つ自律である。この 2 つの自律は
それぞれどういうものを意味するのか見ていこう。
3.1 心理学的側面から見た自律
心理学的側面から見た学習者の自律を，自律の研究で有名なフランスの CRAPEL（Centre de
Recherches et d’Applications en Langues）研究所の Holec は，次のように定義している。自
律した学習者とは，
「自分自身の学習を管理する能力を持つ学習者」を指し，
「自分の学習のゴ
ールを決め，学習の内容や学習の進め方を決め，その学習に必要な教材を選択し，必要な技術
を使い，学習の進度具合をモニターしたり，学習を評価したりすることができる学習者」であ
る（Holec, 1981）。その Holec の自律した学習者の定義をさらに，明確に表したのが，自律学
習で近年先導的役目を果たした Benson であり，自律した学習者を「学習管理，認知プロセス，
学習内容という 3 つのレベルにおいて，自分の学習をコントロールできる学習者」であると定
義づけている（Benson, 2001）。この 3 つのレベルはお互いに独立しているものではなく，相
互に関連し合っている（図２参照）
。この 3 つのレベルを，もう少し詳しく見ていく。学習管
理には，タスクの目的を決めたり，タスクのために取る方法やタスクのために必要な技術を選
択したり，タスクを行うペースや時間をモニターしたり，タスクを完成した後には，その成果
を評価したりすることが含まれる。次の認知プロセスのレベルは，完全に目に見えない思考プ
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ロセスである。ここには，推測したり，分析したり，統合したりする認知プロセスが含まれる。
最後のレベルは，学習内容のコントロールであるが，通常，学校のカリキュラムにおいて，学
習者が何を学習するかを決めることはできない。カリキュラムは，組織や教師よって既に決め
られている場合が多いからである。したがって，学校の授業では，プロジェクト学習やプレゼ
ンテーションなどを利用して，学習者が自分で課題を選べるように配慮することが必要である
と言われている（Benson, 2007; Ozeki, 2007）。

学習管理

認知プロセス

学習内容

図２

Benson（2001）の自律した学習者がコントロールしている項目

Holec や Benson が定義した自律した学習者の定義は，教育心理学でいう自己調整能力，認
知心理学でいうメタ認知の定義とほぼ一致している。自己調整能力とは，思考や感情，行動に
関して，知識やスキル習得が上手くいくように，これらを組織的，計画的に機能させる能力を
指す（Schunk & Zimmerman, 1998, 2007; Zimmerman, Bonner, & Kovach, 2006)。また，
メタ認知とは「通常の認知の上に，もう一段高いレベルの認知の上の認知がある」という想定
から生まれたものであり（Black, McCormick, James, & Pedder, 2006），メタ認知という概念
は「自分の認知や認知プロセスについての知識という知識的側面」と，「認知をコントロール
する活動的側面」との 2 つに分けている。これを Bruer（1998）は，以下のように図式化して
いる。

66

学習者知識
メタ認知的知識＝
自己調整力
自分の認知や認知プロ
セスについての知識

方略的知識

タスク知識

メタ認知
メタ認知活動
認知をコントロールす
る
✔プランニング
✔モニタリング

個々のタスクを
行う際に使用す
るストラテジー

✔チェッキング

図 3 メタ認知の分類とその役割（Bruer, 1998；Flavell, 1979）
メ タ 認 知 に 関 す る 知 識 は ， 学 習 者 知 識 （ person knowledge ）， 方 略 的 知 識 （ strategic
knowledge）
，タスク知識（task knowledge）の 3 つに分けることができる（Flavell, 1979）。
学習者知識とは，学習はどのように起こるのか，何が学習を妨げるのか，何が学習を促進する
のかに関しての知識である。Wenden(1991)は，学習者知識の中に，動機づけ，言語学習に対
する信条などの個人差要因がどのように学習に影響するのかという知識を含めている。次に，
方略的知識とは，タスクを遂行する際に，どの学習ストラテジーやスキルを使用すれば良いの
かについての知識である。最後に，タスク知識とは，タスクの目的，性格，特徴などについて
の知識を指す。これらをまとめると，次のようなことが言える。例えば，メタ認知を持ってい
る学習者は，自分は，どのような環境で，どのように学習すると効率よく学習できるかを知っ
ており，記憶することと理解することなどの認知プロセスの違いを認識しており，異なったタ
スクには異なったストラテジーを使う必要があることを知っており，タスクの難易度によって
時間配分を変えたりすることもできる。
メタ認知のもう 1 つの側面である活動的側面には，プランニング，モニタリング，チェッキ
ングなどの認知プロセスをコントロールする機能が含まれる。このように見ていくと，自律学
習に関する研究者である Holec や Benson が言う自律した学習者の役割，認知心理学で言うメ
タ認知の役割は，非常に似ていることがわかる。
以上が心理学的側面から見た自律した学習者の概念である。それでは，もう一つの社会・政
治的な側面から見た自律した学習者の概念を見ていこう。
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3.2 社会・文化的側面から見た学習者の自律
もう一方の社会・文化的側面から見た学習者の自律とは，説明する便宜上，心理学的側面と
分けて説明しているが，必ずしも全く違うものではない。おそらく図４のようにお互いに重な
りあっている部分がある概念，もしくは，社会・文化的側面から見た学習者の自律の概念に中
に，心理学的側面から見た概念が含まれていると考えてよい。

社会・文化的側面
社会的－相互作用的側
面（より能力のある他
者と関わりを持つこと
により学ぶ）

心理学的側面
個人的－認知的側
面（自分の学習に
責任を持つ能力）

図４

心理学的側面，社会・文化的側面から見た学習者の自律

社会・文化的側面から見た学習者の自律の概念は，「人は，社会的に関わりをもっていくこ
とで，人間固有の高次元の精神（言語的思考，論理的記憶・概念形成など）を発達させる」と
いうヴィゴツキーの 1920 年代，1930 年代の社会文化的理論が背景となっている。ヴィゴツキ
ーのこの考えをメタファーとして表わしたものが最近接発達領域論（zone of proximal
development）である。これは，「より知識がある人の scaffolding（足場かけ）を得て，一人
では成し遂げることが出来なかったものが成し遂げられる状態となる」という考え方である。
つまり人は，他者調整（other-regulation，他の人の助けや強力）を得て，やがて自己調整
（self-regulation，自律）の道筋をたどるのである（Kohonen, 2009）。一般的に，教室におい
ては，この他者は，自分より，より能力のあるクラスメートであったり，教師であったりする
と考えられているが，van Lier （1996）によると，自己調整に至るプロセスは非常に複雑で
あり，必ずしも自分より知識や能力のある人とインタラクションをすることによりプロセスが
促進されるわけではなく，自分と同じぐらいの能力の友達とのインタラクション，自分より能
力が低いと思われる友達とのインタラクションなどによっても自己調整に至る。
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3.3 自律した学習者を育てる実践例
CEFR の理念となっている学習者の自律には，従来の心理言語学的なメタ認知や自律学習で
いう自律の概念の他に，ヴィゴスキーの社会文化理論に基づいた自律の概念が含まれているこ
とが大きな特徴となっていることを論じてきた。それでは，教室内では，この思想はどのよう
な場面に生かされるのであろう。
まず，他者との関わることで認知的な発展を遂げるという考え方に基づいて，教室内では，
ロールプレイ，ドラマ，ディスカッションなどをはじめ，さまざまなタスクが行われる際に，
グループワークやペアワークが使われることになる。スピーチやプレゼンを評価する場合も自
己評価に加えて peer evaluation なども行われることになる。また，ライティングでは，peer
review や teacher conference を行い，クラスメートや先生の原稿に対するコメントに基づい
て，何度もライティングを修正するプロセス・アプローチが良い例である。
また，学習者の自律に最も有効であるのが reflection（省察）であるといわれているので，
The European Language Portfolio(ELP) のようなポトフォリオが学習には使われることにな
る。ポトフォリオはライティングなどの授業の場合は，ドラフトやワークシート，友達や先生
のライティングに対するコメント，最終原稿などをすべてポトフォリオに保管し，評価の対象
となることもあるが，それ自体が省察のための重要なツールとなる。例えば，自分の学習の目
標，その目標を達成するための具体的な計画や，学習に使う教材や学習方法，日々の学習に対
する内省，目標を達成した場合はその評価などを入れることは，日本の教育現場においても活
用できるものである。

４．おわりに
本稿では，CEFR の理念とは，言語教育の社会文化的側面を重要視していることであること
を論じた。それが最も表れているのが，その CEFR が目標としている学習者の自律の概念であ
る。この概念においては，従来の心理言語学的な側面に加えて，ヴィゴスキーの考え方を基礎
とした自律の社会文化的側面が重要視されている。
日本の英語教育において CEFR を論じるとき，CEFR の言語習熟度やその習熟度を表す
can-do statement （descriptor） はよく話題にされるが，その理念に関しては，あまり話題
にはならない。理念を伴わない教育はありえない。従って，我々の CEFR-Japan も単なる参
照枠ではなく，理念に基づいた参照枠にしなくてはならないと作成者の一人として自戒してい
る。
References
Benson, P. (2001). Teaching and researching autonomy in language learning. London:
Longman.
Benson, P. (2007). Autonomy in language teaching and learning. Language Teaching, 40,

69

21-40.
Black, P., McCormick, R., James, M., & Pedder, D. (2006). Learning how to learn and
assessment for learning: A theoretical inquiry. Research Papers in Education, 21,
119-132.
Bruer, J. T. (1998). Education. In W. Bechtel & G. Graham (Eds.) A comparison to cognitive

science (pp.681-690). Malden, MA: Blackwell.
Flavell, H. (1979). Metacognitive and cognitive monitoring: A new area of
cognitive-development inquiry. American Psychologist, 34, 906-911.
Holec, H. (1981). Autonomy and foreign language learning. Oxford: Pergamon Press.
小池生夫. (2009). 「CEFR と日本の英語教育の課題」『英語展望』117, 14-19.
Kohonen, V. (2004). Autonomy, awareness and community—towards a new paradigm of FL

education. Paper presented at the APPI conference, Portugal.
Kohonen, V. (2009). Autonomy, authenticity and agency in language education: The

European Language Portfolio as a pedagogical resource. Paper presented at the Foreign
Language Education Conference of the University of Joensuu, Finland.
Little, D. (2007). The Common European Framework of Reference for Languages:
Perspectives on the making of supranational language education policy. Modern

Language Journal, 91, 645-653.
Ozeki, N. (2007). Project work designed to develop learners’ metacognition. Annual Review

of English Learning and Teaching (The JACET Kyushu-Okinawa Chapter), 12, 61-65.
Schunk, D., & Zimmerman, B. (Eds.) (1998). Self-regulated learning: From teaching to

self-reflective practice. New York: Guilford Press.
Schunk, D., & Zimmerman, B. (Eds.) (2007). Motivation and self-regulated learning:

Theory, research, and applications. New York: Lawrence Erlbaum Associates.
van Lier, L. (1996). Interaction in the Language Curriculum: Awareness, Autonomy, and

Authenticity. London: Longman.
Wenden, A. (1991). Learner strategies for learner autonomy. New York: Prentice Hall.
Zimmerman, B. J., Bonner, S., & Kovach, R. (2006). Developing self-regulated learners.
Washington, DC: American Psychological Association.

70

Correlating the CEFR Listening Self Assessment Level
to Difficult Phonetic Listening Items
Meikai University
June-ko Matsui
This study analyzes hard-to-hear sounds (linking, reduction, assimilation,
flapping etc.), segments which are difficult for Japanese learners of English ([I], [ʊ], etc.),
and advanced-level intonation phrases in an original listening test in relation to the
CEFR (Common European Framework of Reference) self assessment scale. Developing
a listening test that checks more difficult phonetic items that are correlated to the
CEFR will make it possible to assess a language learner’s level more accurately, thereby
enabling the learner to study at the appropriate level, and giving employers and
government policy-makers the information they need to make the appropriate decisions.
Four-hundred three university students were tested using an original battery of
the above items. Test scores were correlated with other tests such as the CEFR
(Common European Framework of Reference) self assessment scale, TOEIC, and the
Cambridge test.
The total percentage of correct responses for the hard-to-hear items including
intonation, linking, reduction, and assimilation were weakly correlated with the CEF
listening self assessment survey (r = 0.25, p = 0.0002), as well as the total percentage of
correct answers on the original test (r = 0.2, p < 0.002). The original test also correlated
relatively well with other tests. There was a weak correlation between the original
listening test and the TOEIC score (R = 0.3, p < 0.001). The ability to distinguish
between different segments such as vowels in the original test was weakly correlated
with TOEIC (r = 0.26, p < 0.01) as well as difficult sound combinations such as linking,
reduction, assimilation, and flapping (r = 0.32, p < 0.01), and the ability to understand
different forms of intonation (r = 0.15, p = 0.05). Difficult sound combinations such as
linking, reduction, assimilation, and flapping in the original listening test were
marginally correlated with the Cambridge reading test (r = 0.15, p = 0.01). Discrete
segments including vowels in the original listening test were also mildly correlated with
the Cambridge reading test (r = 0.12, p = 0.03). The correlation between the original
listening test and the Cambridge reading test matches up fairly well to the level of
correlation between the Cambridge listening test and the CEFR self assessment level (r
= 0.19 p = 0.003).
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The original listening test currently tests a wider range of intonational meaning
than the CEFR self assessment levels. The original test includes both simple and
difficult intonation items such as: “Would you like coffee or tea?” “ I would like tea,
please.”, where test-takers choose the appropriate word to emphasize in the response
(“Tea” would be emphasized, in the second sentence, in this case). The correlation for the
simple intonation questions in the original listening test were correlated to the CEFR
self-assessment levels (r=0.19, p = 0.005), as well as for other general tests (TOEIC
r=0.16, p=0.05, Cambridge Listening r=0.18, p=0.002, Cambridge Reading r=0.2
p=0.0001, CEFR Self-assessment), but the whole range of intonation questions, which
includes more difficult items, is not correlated to the general tests. Meanwhile, both the
easy intonation questions (r=0.3 p<0.001) and the difficult intonation questions (r=0.5, p
< 0.001, r=0.36 p < 0.001) corresponded with the total correct responses on the original
listening test. The original listening test appear promising as an additional alternative
to testing listening, especially at the higher levels, which are not accurately assessed by
the existing general tests.
Further testing for a wider range of subjects is expected to make it possible to
match the more difficult items on the original listening test to the higher ranges of the
CEFR self-assessment scale and other general tests of English competence.
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Japanese Language Portfolio（JLP）の構築を目指して
金森

強（松山大学：tkanamo@cc.matusyama-u.ac.jp）

１． はじめに
EU 経済圏の更なる活性化を図るためには、人・情報・資本が欧州内を自由に行ききで
きる環境整備が必要である。その際、欧州がこれまで培ってきた歴史的・文化的価値を守
りながら、多様な民族・文化・言語の共存を可能とする方策が施されることが理想である。
その実現のためには、欧州市民育成のための教育実践が必要であり、そこで、欧州内の国
境を越えた政治的な力が働くこととなった。
Education and Training 2010 においては、加盟国全体が達成すべき 13 の重要項目があげら
れているが、とりわけ、言語知識が知識基盤社会を形成する重要な能力であると位置づけ
られており、外国語学習の重要性が強調されている。これまでにも、ソクラテス：言語の
多様性を奨励し、言語教育および学習の改善に寄与することを目的とするプログラム、レ
オナルド・ダ・ビンチ：職業訓練施策の一環として言語技能を高めるための活動を実施す
るプログラムの両プログラムには、3,000 万ユーロの予算が計上され、
「世界でもっとも競
争力の高いダイナミックな知識基盤型経済圏」の構築を目指した取り組みの一環をなして
きている。
特に、複言語主義、複文化主義を醸成するための言語教育政策には時間と労力が注がれ
てきており、1)全ての EU 市民が母語プラス二つの EU 言語を習得する、2)できるだけ早い
時期に言語学習を開始する、3)学習者や教師の移動により、言語・文化学習の機会を増や
す、4)新しい教授法を推進し、そのための教員教育を充実する、5)使われる・教えられる
ことが少ない言語の学習を促進するための研究、実践、調査、修正が望ましい言語教育の
あり方を模索することが EU 加盟国大臣会議において承認され、進められてきている。
欧州評議会によって提案された CEFR に基づく言語教育政策改善は一定の影響力を持
ち、各国においてその取り組みが進められてきている。CEFR 普及に関する具体的な方策
の一つとして、Dossier と Language Passport の効果的な利用を通して自らの言語能力と
学習の評価を促し、生涯外国語学習者に不可欠な言語学習方略育成を含める European
Language Portfolio (ELP)の活用が促され、そのための教員研修の研究、CEFR に応じた
評価方法の研究・調査活動が同時に進められている。各国の取り組みの経過は既にそのい
くつかが報告されており、情報共有のための努力も進められている。
このように、欧州では包括的な言語教育改革が計画的に進められてきている。今後、日
本においても、母語を含めた言語教育政策改善の一方策として、CEFR に応じる ELP に
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準ずるような日本版ランゲージ・ポートフォリオ（JLP：Japanese Language Portfolio）
が構築され、その具体的な活用方法が提案されることが期待される。その際、学習者が到
達目標として、また、自己評価の際に用いることになる言語運用能力参照枠に示されるデ
ィスクリプターにおいては、
「どのような条件で、どのような能力が、どれくらいまで身に
つくのか」を示すことが重要となり、また、学習者・指導者による活用の視点から、各々
のディスクリプターは、教室内で起こる言語活動から大きくずれるようなものであっては
ならないということが本科研グループによって検討されてきている。言語運用能力参照枠、
あるいは、自己評価用能力記述として提案される最終版のディスクリプターが、効果的、
かつ、適切に用いられるためにも、特に日本の教育現場で用いられることを考慮した使用
方法の構築がなされるべきであると言える。

２．研究目的
本研究は、開発途中にある言語運用能力参照枠のディスクリプターが、日本における実
際の使用において適切に機能することを可能とするため、実際の欧州における CEFR が作
られた過程や欧州における ELP の利用に関する情報を調べ、日本の教育現場における実用
性およびその利用の可能性について、どのような利用方法が望ましく、また、どのような
修正が必要となるのかについて検討を行うものである。
松山大学アクションリサーチ研究会（2010 年 3 月 20 日）において、日本版ディスクリ
プターの検証方法を探るための事前調査として、小・中・高等学校の教員 24 名にフィン
ランドの学習指導要領に示されている到達目標の文言（日本語訳）についての意見を求め
た。参加者から、
「記されている能力が身に付いているかどうかを測ることは難しい。教室
内で言語活動として教えていない力がある」
「 用いられている文言の意味がいろいろ解釈で
きる。教師によっても、とらえ方が変わる。」「生徒自身では使えそうにない。」「現行の指
導要領との整合性がない。」等の意見を得ることができた。日本版ランゲージ・ポートフォ
リオ・言語運用能力スケールの作成・普及の難しさを感じさせられる機会となった。
これらの問題を解決するために、欧州で CEFR の普及に関して、これまでにどのような
取り組みがなされてきたのか、各国の外国語教育政策の現状、ELP の利用方法,

言語運

用力テスト、教員養成・研修システム、教材等を探ることが有効であると考えた。
小論では、特に筆者がこれまで調査を行ってきたフィンランドの取り組みについて、
CEFR に対応させた National Core Curriculum と National Certificates of Language
Proficiency Test、ELP の利用方法について検討するとともに、日本版の言語運用能力ス
ケール用ディスクリプターの検証方法について考察を行う。
フィンランドにおける ELP の用いられかた、教材、教員の研修・養成に関しては、よ
り詳細な調査の必要があるが、現在、調査・研究の途中段階であり、今回その全てを小論
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に掲載することはできない。CEFR に対応する前のカリキュラムや教材と現行のものとの
新旧比較研究と教員養成に関する調査については 2010 年秋以降に実施する予定である。

３．フィンランドの National Core Curriculum と言語運用能力参照枠
2004 年に公示された National Core Curriculum は、外国語教育の目標や内容、到達レベル
に CEFR の考えを取り入れたものとなっている。各段階における到達目標を設定している
だけではなく、複数の言語についての指導方針を明確に打ち出したものとなっている。筆
者は、文部科学省「英語が使える日本人の育成フォーラム 2005」において、フィンランド
の言語運用能力参照枠を紹介した際、多くの研究者や教育関係者からの強い関心を得る結
果となったのも、日本の外国語教育政策に足りない部分がフィンランドの National Core
Curriculum 見いだせたからであろう。第４期中央教育審議会外国語専門部会における答申
作成の過程において、欧州の言語教育政策に関する情報は専門部会委員に参考資料として
提供された。今後の日本の言語教育政策を構築する際に少なからず影響を与えることは必
至であろう。
以下、フィンランド National Core Curriculum および補遺として示されている言語運
用能力参照枠試訳(Appendix 1 参照)の日本語試訳を記す。フィンランドの言語教育政策に
関する研究は、科学研究費補助金基盤研究 B（２）課題番号 18320091、国際比較：初・中
等教育における外国語教育の諸相

－理念から教室の現場まで（代表者：吉島茂）から現

在も継続して行っている研究である。

フィンランド指導要領
≪外国語≫
外国語の指導においては、コミュニケーションが起こる状況において、その役割を果た
しうる言語能力を子どもたちに与えなければならない。子どもたちに外国語を活用するこ
とに慣れさせるための活動や、他の文化において生活する人たちのことを理解し、尊重す
ることができるような指導を行う。子どもたちは、スキル科目として、またコミュニケー
ションの手段として目標言語を学び、言語習得には長い期間がかかるだけではなく、多様
なコミュニケーションのための練習が必要となることも学ぶ。外国語は、文化的科目であ
り、スキル科目でもある。

A 言語
A 言語は主要科目の一つである。選択科目として実施しても良い。A 言語学習における
学習習慣形成は、他の言語学習の基礎を作ることになる。A 言語の学習を通して、子ども
たちは異文化理解の能力育成も開始されることになる。
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学年 1-2 年
≪目的≫
児童は：
・言語とその意味を意識するようになる。
・目標言語を聞き、理解することによって、単語やフレーズレベルで話すようにな
る。
・目標言語のためのスキル育成に加え、後に学ぶ他の言語学習のための基礎を獲得
する。
・言語学習や多様な文化に興味をもつ。

≪主要な内容≫
・日常生活、身近な環境、家庭、学校
・年齢にふさわしい歌、ナーサリーライム、ゲーム
・目標言語の文化やその言語使用圏に関してよく知られている重要な情報

学年 3 年―6 年
指導で用いられる活動は、児童が外国語を用いて、個人的な事、あるいは、身近な状況
における具体的な事に関するコミュニケーションに親しませることを目的とする。最初は
音声中心に指導を行い、次第に文字言語によるコミュニケーションを増やしていく。児童
は、言語や文化が違っても、その価値に違いはないことを学ぶとともに、望ましい言語学
習習慣を形成する。

目

的
≪言語運用能力≫
児童は：
・日常起こる状況において、自分自身についての事や身の回りの事について、必要
に応じて話している相手からの助けを得ながら、目標言語でコミュニケーショ
ンをとれるようになる。
・状況が与えられれば、スピーチや日常良くある生活について書かれた話のポイント
を理解できるようになる。
・日常必要な事や経験する事に関する、普段よくある状況についての短いメッ
セージが書けるようになる。

≪文化スキル≫
児童は：
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・目標言語の文化を知り、フィンランドの文化との共通性や異なる点について触れる。
・目標言語の日常的かつ代表的な文化について触れる。

≪学習ストラテジー≫
児童は：
・言語学習において、自ら積極的に取り組もうとするようになる。
・１対１やグループで言語学習に取り組むことができるようになる。
・独力でテキストや辞書、その他の情報検索の道具を使えるようになる。
・自身の発信に新しい単語や構造を用いることができるようになる。
・言語学習者としての自分の長所や短所を知り、自分の作品やいろいろなスキルにつ
いて、目的に応じて評価することができるようになる。

≪主要な内容≫
・子どもの言語領域において適切な文脈や話題、そこで用いられる言葉について
・家庭や家族の事など、身近な環境を形成する人や物について
・学校、学友、先生について
・都会や田舎の生活について
・年齢に応じた余暇の活動について
・さまざまな仕事やサービスについて
・自身の文化についての基本的な知識、および、目標言語の文化について
（フィンランド内における目標言語文化が含まれる場合もある）

≪構

造≫

・コミュニケーションの点で目標言語に特有で大切な文法規則
・必要となる目標言語の正書法

≪コミュニケーション法略≫
・スピーチや書かれたものの主要なポイントを理解する。
・話されたことや書かれたことから特定の情報を見つける。
・伝えたいことを準備する。
・音声言語によるコミュニケーションにおいて、ノンバーバルな情報や相手からの
助けを利用する。
・テキストを書いたり読んだりする際、示された文字情報を利用する。

77

6 年生修了時に期待される望ましい言語運用力の到達基準
言語運用能力スケール（別表：Appendix 1）による 6 年時の言語運用到達レベル
聴解力
英語
他の言語

スピーチ

テキストの理解

ライティング

A2.1

A1.3

A2.1

A1.3

A1.3

A1.2

A1.3

A1.2

A1.2 ： Functional elementary language proficiency
A1.3 ： Developing elementary language proficiency
A2.1 ： Initial phase of basic language proficiency

≪文化スキル≫
児童は：
・目標言語の文化の主要な部分を知るとともに、自分たちの言語の文化との重要な類似
点、および異なる点を知る。
・簡単な日常の状況において目標言語を用いる人たちに対応することができる。

≪学習法略≫
児童は：
・1 対 1 やグループでの議論、テキスト・辞書の使用など、言語学習に関する効果的な
アプローチを自然と用いるようになる。
・継続的な学習の大切さを理解し、自分自身の評価をする力が身に付く。

7 年生- 9 年生
指導に用いられる言語活動は、学習者の言語能力に応じて、余暇、仕事、公共生活等
の多様な生活状況で求められるより高度なレベルにまで広げられる。また、文字による
学習の割合が増える。目言語の文化に合ったふるまいができる能力が育ち、言語学習特
有の学習ストラテジーをより多く身につける。

≪目的≫
言語運用能力（英語以外の言語の場合）
生徒は：
・標準的なはっきりとしたスピーチで、学習者の発達段階にふさわしい、一般的な事実
に関する情報であれば、理解できるようになる。
・普段の会話や日常の作業などを行うことができるようになる。身近なことを描写でき
るようになる。
・よく知っている話題についての日常生活で用いる短いメッセージを書けるようになる。
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≪言語運用能力：英語の場合≫
生徒は：
・分かりやすく構成された内容であれば、一般的な広い話題について、言われたり、書
かれたりしたものの大切な部分や細部の重要な部分について理解できるようになる。
・やや高度な日常的な会話の状況において、また、口頭や書面において詳しい内容を含
む日常的なことについても対応することができるようになる。
・存在する多様な英語の主ないくつかの特徴の違いについて気づくようになる。

≪文化スキル≫
生徒は：
・目標言語の文化を知り、自分たちの文化的背景との違いを理解するようになる。
・目標言語圏の文化において受け入れられる様式で普段の生活におけるコミュニケーシ
ョンを取ったり、ふるまったりできるようになる。
・文化による価値観の違いに気づくようになる。

≪学習法略≫
生徒は以下のことができるようになる；
・言語学習に適した様々な言語活動や学習方法を用いて外国語を学ぶとともに、母語の
学びにおいてもその方法等を適用する。
・ICT を活用してコミュニケーションを取ったり、情報を得たりする。
・簡単なプロジェクトを 1 人で、あるいはグループで行う。
・目的に関連した自身の作品や異なる領域における言語能力を評価し、必要に応じて学
習アプローチを修正する。

≪主要な内容≫
子どもの言語領域の視点から想定される状況や話題、そこで用いられる表現について
・余暇や休みの日の過ごし方
・旅行
・公共のサービス
・学習、仕事、ビジネスライフ
・持続可能な開発
・健康と福祉
・メディア

≪構造≫
・動詞と基本的な時制に対する語形変化
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・名詞、形容詞、および代表的な代名詞と前置詞の使用
・主な統語上の原則、接続構造

≪コミュニケーション法略≫
・文脈からメッセージ内容を明確に導き出す。
・応答における相手からのフィードバックを利用する。
・別表現での言い換えなどにより、不足している言語能力を補う。
・自身の言語使用をモニターする。
・口頭での対話において、相手にフィードバックを与えたり、ターンテイキングを促し
たり、コミュニケーションを開始したり、あるいは、終えたりする際に用いられる
決まり文句を使用する。

8 年生修了時に期待される到達基準
言語運用能力スケール（別表：Appendix 1）による 9 年時の言語運用到達レベル
聴解力
英

語

他の言語

スピーチ

テキストの理解

ライティング

B1.1

A2.2

B1.1

A2.2

A2.2

A2.1

A2.2

A2.1

A2.1 ： Initial phase of basic language proficiency
A2.2 ： Developing basic language proficiency
B1.1 ： Functional basic language proficiency

≪文化スキル≫
生徒は目標言語圏の歴史や生活様式を知る。

≪学習法略≫
生徒は：
・外国語学習・習得において、常に効果的な学習方法を利用する。
・言語学習において重要となる継続的なコミュニケーション活動の重要性が分かる。

B 言語（B1）
7 年生-9 年生
指導目的は、外国語における基礎的な運用能力の育成であり、また、学習者の学習スキル
と異文化能力を育てることも含まれる。

目的
≪言語運用能力≫
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生徒は：
・会話している相手の助けを得ながら、自分自身や身近な基本的な話題について述べ
たり、日常の会話におけるコミュニケーションができるようになったりする。
・文脈からの情報があれば、日常の出来事に関する文や会話を理解することができる
ようになる。
・日常必要であり、経験したことのある予測可能な状況に関する良く知っている
短いメッセージを書けるようになる。

≪文化スキル≫
生徒は：
・目標言語の言語圏の文化様式を理解するようになる。
・目標言語の日常の典型的な文化様式に適切かつ自然に対応するようになる。

≪学習法略≫
生徒は以下のことができるようになる。
・自分のメッセージを産出したり、情報獲得のための道具を使用したりするなど、言語
学習や習得の際に効果的な多様な学習アプローチを用いる。
・ 自身のアウトプットをモニターして、修正したり、多様な理解やコミュニケーショ
ン法略を用いたりすることで、自身の言語スキルに足りない部分を補ったりする。
・目的に応じて、自身の言語行為やいろいろな言語スキルを評価する。

≪主要な内容≫
生徒の言語領域や学習している分野に関する話題や状況：
・ごく身近な環境や身近な人間（家庭、家族、友人）などが中心となる出来事
・娯楽や余暇の過ごし方
・学校、級友、先生
・田舎や都会の暮らし
・ショッピングと公共機関の使用
・自身の基本的な文化や目標言語の基本的な知識

≪構

造≫

・目標言語において、コミュニケーション上重要となる主な文法の原則

≪コミュニケーションストラテジー≫
・メッセージを明確にするために言語あるいは状況からのヒントを利用する。
・やり取りの中で得られたフィードバックを利用する。
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・自身の言語使用をモニターし、修正する。
・不十分な言語能力を他の表現方法で補う。
・口頭でのやり取りに特有の相手へのフィードバックやターンテイキング、会話の始ま
りや終わり等を伝えるイディオムを使用する。

8 年生の最終評価における到達基準
言語運用能力スケール（別表：Appendix 1）による 9 年時の言語運用到達レベル
リスニング

スピーチ

A2.1

A1.3

英語

テキストの理解

ライティング

A2.1

A1.3

≪文化スキル≫
生徒は自分たちの文化と目標言語の文化との関係や違い、共通点を知るようになる。

≪学習方略≫
生徒は：
・言語学習や習得における効果的な学習方法を使うようになる。
・言語学習には継続的に言語学習を行うことが大切であることが分かる。

４．National Certificates of Language Proficiency Test について
National Certificates of Language Proficiency Test は、フィンランド成人が国内外で求めら
れる外国語運用能力（English, Finnish, French, German, Italian, Russian, Saami, Spanish and
Swedish）の 4 スキル、語彙、文構造を測るための試験である。The Finnish National Board of
Education と the University of Jyväskylä で共同開発されたものであり、the National Board of
Education の監督の下で実施されている。このテストは CEFR に合わせて作られており、
フィンランド人の外国語能力を国際的に証明することを目的としている。
2002 年以前は 9 段階に分かれていたが、以降、CEFR にあわせて 6 段階となった。受験
に際しての年齢制限はないが、15 歳以下には内容が難しいとされている。以下のウェブサ
イトから最新の情報を得ることが可能。
http:/www.oph.fi/english Æ Studying in Finland
Æ

National Certificates of Language Proficiency

年に 2 回、春と秋の土曜日に全国 70 か所で試験は実施される。2 月と 9 月に出願でき、
いろいろなメディアに情報が公開されている。各会場でいくつかの言語の試験が実施され
るが、言語によっては特定の会場になる可能性がある。電話での問い合わせも可能。Basic
Level, Intermediate Level, Advanced Level に分かれ、各レベルが更に 2 段階になっている。
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レベルによって試験時間が異なる。

National Certificates of Language Proficiency Test のレベルと受験時間
レベル（Appendix 2 参照）
Basic level

(levels 1–2 of the proficiency scale)

受験時間
3 時間

Intermediate level (levels 3–4 of the proficiency scale)

3.5 時間

Advanced level:

5－6 時間（休憩あり）

(levels 5–6 of the proficiency scale)

試験内容
・ラィティング：筆記テストが行われる。
・リスニングとスピーキング：LL 教室にて録音された指示に従って進められる。
・Finnish と他の Advanced test には Native speaker によるインタビューテストがある。
＊受験者は時間さえ合えば、一日に basic & intermediate の両方のレベルの受験が可能。
受験料
レベル

受験料

Basic level

€58

Intermediate level

€77

Advanced level

€125

審査は、The National Board of Education に登録されている審査委員が行う。審査委員は
毎年審査のための研修を受けることになっており、受験生の指導に当たっている審査委員
は、審査には当たれない。試験の結果は 2 ヶ月後に受験者から指定された場所に郵送され
る。結果には、点数だけではなく、能力に関するコメント（フィンランド語、スウエーデ
ン語、英語で）があり、その内容は雇用者が参照するのに利用しやすくなっている。公的
な証明書として認められており、履歴書に添付し提出されるようになってきている。証明
書は、The University of Jyväskylä, Centre for Applied Language Studies から何度も無料で発行
してもらえる。1 度受験すれば良い試験ではあるが、言語運用能力は使用しないと失われ
るので、5 年が再度受験する際のめどになるとしている。各試験のレベルについては、
Appendix 2 を参照。

５．フィンランドにおける ELP 使用例の報告
以下は European Language Portfolio in use: nine examples に報告されたフィンランドにお
ける ELP の使用例についてのまとめである。まず、報告書のはしがきに示されている概要
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を紹介し、次にフィンランドの ELP 使用に関する報告書の要点を紹介する。そこから、JLP
の作成、効果的な使用における留意点を考察する。

5.1

European Language Portfolio 報告書概要
European Language Portfolio (ELP)のコンセプトはシンプル、かつ、包括的であり、以下
の 3 つから構成されている。

・ ランゲージパスポート：個人の言語能力と文化的アイデンティティの要約
・言語記録：自身の第二言語や外国語学習や言語使用・他文化との接触の記録
・資料(Dossier)：学習者の言語・異文化コミュニケーション能力を証明する学習活動等
の成果物
ELP のシンプルさと包括性は、2001 年の欧州言語年にちなんだ欧州評議会参加国におけ
る ELP 活用の盛り上がりにつながったが、実際には、パイロット的に取り組んできている
多くの国においてさえ、ELP の具体的な使用が広がっていないのが現状である。
本書は ELP の報告書であるが、実際の使用現場からの解説が付けられたことで、ELP を
用いたより現実的な取り組みの参考として利用されることが期待されるものである。
9 つの報告書は欧州評議会の加盟 7 カ国のものであり、2001 年に開催された全欧州 ELP セ
ミナーに参加した各国 ELP パイロットプロジェクトのコーディネータに宛てられた依頼
に応えて報告されたものである。報告された内容は大きく 2 つに分類される。
・パイロットプロジェクトの記録とその説明
チェコスロバキア、フィンランド、ギリシャ、アイルランド、ロシア、スイス
・実際の教室での使用方法の報告
フランス

アイルランド

報告書は、学習者に多様な ELP のデザインや実施方法を知らせると同時に、学習者が自
己評価表を通して自らの学習に取り組む姿や ELP を使用することの重要性を明らかにす
るための省察的な活動も示している。別の言い方をすれば、多様な教育環境に応じて、ELP
が学習者の自律的な学びへのサポートとなることを著していると言える。
ELP が果たす報告的機能については 2 つのレポートにおいて取り上げられているが、
Teijo Pakkila はフィンランドでの 3 年間を通したパイロットプロジェクトにおいて、学習
者がどのようにその過程で得たものを最終報告として第二言語／外国語運用能力を示す
ELP に作り上げたかを述べている。また、Barbara Lazenby Simpson は Standard Adult Passport
が移り住んだ所で職を得ることを求めている成人移民に最も効果的に働くことを示してい
る。他には、ELP が学習を促進するという教育的機能について扱っているものが多い。こ
のことは、本来 ELP が教育現場において省察的な言語学習を促すことを目的として確立さ
れたものであることを考えると、至って当然である。さらに、生涯を通した複言語主義の
発達や正式な教育外で身に付けた言語や異文化能力の記録としても用いられている。
この 9 つの報告は既に ELP を用いている人たちにとっても、その使用方法や学習者の反
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応について知ることができるという点において興味のあるところである。同時に、ELP を
もっと知りたい人、特に教室における教育的な機能を知りたい人たちにとっては興味のあ
るものであると思われる。

5.2

フィンランドの ELP プロジェクト報告

Pakkila は,1998 年から 2001 年の 3 年間、高等学校で実施したプロジェクトを報告して
いる。Dossier と自己評価を通した言語学習の省察により、言語学習記録をランゲージパス
ポートと連携させて使用することに重点を置いた取り組みとなっている。
このプロジェクトは、Portfolio-oriented language learning と題して、自己評価は自らを生
涯言語学習者に導くことにおいて重要であるということを良く理解させた上で、日常の授
業に ELP の使用を組み入れた取り組みである。
教師から出された質問（投げかけ）から、生徒は自分の学びを省察し、自律的な学習者
へと成長するようになることを期待したものであったが、当初上手く機能していなかった
という。その理由としては、ELP を使用した系統的な指導方法が確立していなかったため、
効果的な使用ができず、最初の一年は教師側も生徒側も満足のいかない結果となってしま
った。つまり、ELP を教師集団として用いるための方略が十分に準備できていなかったと
いうことである。
プロジェクトでは、生徒に過去の学習記録、今後の学習プランのマネジメントをさせる
ことで自身の学び方を理解させるように促し、6 週に渡って一連の継続する段階的な成長
を意図したテーマを設定して振り返りをさせ、記述していく方法を取り、5 コースに分け
て実施している。各コースのテーマは以下のようになっている。
コース 1（1 年）

学習者の役割と責任

コース 2（1 年）

グループとしての社会における責任

コース 3（1 年～2 年）学習者個人の異なる学習技術
コース 4－5（2 年）

共同学習と自己評価

コース 6－7（3 年）

学びや人生のゴールの設定

実際に、1 年修了時に（コース１：学習者の役割と責任）生徒が書いたテーマに対する
実際の振り返りの内容として以下が記されている。

あなたはどんな言語学習者か：
授業で新しいことをすぐに理解することはないが、時間をかけて身に付ける練習は
好きである。理解できる内容で面白いものであれば、難しいとは思わない。

言語学習者としての自分の長所は：
改善の余地はあるが、口頭によるスキルは向上してきている。ライティングも学校
で十分やっているので良い方向に向かっている。リスニングはあまり上達していない
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ので、もっと練習する必要がある。文法は以前より良くなっているから、次の文法の
試験は前回よりは良くなると思う。授業ではあまり話さないからスピーキング能力に
ついては特に述べることはない、語彙は完璧ではないけれど、成長してきている。効
果は分からないが、以前より授業に積極的に取り組んでいる。

学びの省察には相互評価や自己評価も含まれているが、記載されているものを明確にど
ちらかに分けることは難しく、相補う内容となっている。実際、学習への省察の意識を持
つことは、生徒自身が自分の能力を評価すること、目標を設定すること、そして CEF をよ
り理解することに役立っていると言える。また、自分の能力、長所、弱点に気づくことが、
学ぶことの目的を明確にすることに大いに役立っている。

授業に ELP を組み込む工夫
授業活動に常に ELP を組み込むようにし、特に Dossier を重点的に利用した取り組みが
なされている。自己評価グリッドと CEF の言語運用能力参照枠を恒常的に使用することで、
学習の目標設定が促される。各コース修了時に行われている生徒自身による振り返りと自
己評価によって、個々のアクションプランを立てさせているが、その際、省察による自身
の評価から、当初は、かなり控えめな計画が立てられていたと言う。
生徒の作品について教師からその成長ぶりや進め方へのアドバイスなどのフィードバ
ックを与え、6 週目を終える時に、グループや全員に対して自分の取り組みのプレゼンテ
ーションをすることで振り返りを行う。このようなプレゼンテーション活動を用いた取り
組みを数年かけて実施することで、生徒自身が、ラーニング・スキルを省察する能力も発
展してきていると報告している。
Dossier をまとめることによる報告は計画的に実施されるが、コースの終わりに、生徒は
評価用に自分の Dossier として残すものを選ぶことになる。まず、友だちに自分が選んだ
ものを紹介し、お互いで情報交換し、相互評価を行う時間を持つ。ここで、教師から友だ
ちの作品のどこを評価するかについての指示を受けながら相互評価は行われるが、生徒は、
この相互評価が省察的な学びにつながる重要で意味のあることだと気づく機会ともなる。
Dossier には、自己評価グリッドとチェックリストを用いた自己評価が含まれている。相
互・自己評価を終えた後に、再度教師からのフィードバックがあり、その後の行動計画に
対する助言が与えられることで、生徒の学習と自律的な学びが促されるのである。

卒業時の最終 ELP 報告
高校卒業時に 1 日を使って 3 年間の取り組みのまとめを行う。そうすることで、ELP が
果たす役割が明らかにされるだけでなく、生徒が生涯にわたって自身で ELP をアップデー
トしていくための経験を得ることにもなる。
この日、生徒は ELP に関連するすべての作品、省察用ノート、自身の外国語能力の証拠
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となるもの等を持ってくる。まず言語学習記録から最終のまとめを開始する。彼らが学ん
だすべての外国語に関連する社会的な体験を記し、自己評価グリッドとチェックリストを
用いて評価する。また、必要があれば、普段の生活における外国語の役割に関して書き込
むことで、自身の語学力を評価するのである。ここで、それまでの自己省察の経験が言語
記録を完成させるのに有益であることに気づくことにもなる。
報告書には、最終的に Dossier として 1 つか 2 つの作品を含めることになるが、最も重要
な作品を選ぶには、省察的なスキルが求められる。生徒が ELP をどのように用いたいかに
ついて、フィンランド語でそれぞれの取り組みや作品に対して自由に省察を行い、書き込
こんでいく。同時に目標言語学習に関する今後の取り組みについての概略を書かせるよう
にしている。最後にランゲージパスポートを完成させるために、自身の多様な言語スキル
についての自己評価をまとめる。
1 日で 3 年間の成長の軌跡をまとめるのは教師にとっても生徒にとっても骨の折れる作業
であるが、この活動は、これまでの ELP の活用を客観的に振り返る機会となるだけではな
く、その後生涯にわたる ELP の活用への包括的な理解へとつながることになる。実際、生
徒は飽きることなく作業に取り組む。それどころか、限られた時間で多くのことをしなく
てはならないので、質を高めるための十分な時間が取れないと不満を漏らす者もでるくら
いである。教師も仕事量の多さを感じてはいるが、ELP が完成されていくことに満足を感
じる１日となる。
学習者の 6 週間後の学びの振り返りは学習の助けとなっており、成長のモニターを通し
て、自身の今後の目標設定につながる。また、自己の気づきや自己評価の意義が分かる機
会となる。
以下は学習者の省察について 6 週目が終えた時点での教師のコメントや相互評価として
の友だちのコメントの例である。

“あなたの作品はやりたかったことのすべてをやりとげたことを示しています。”
“長い文を書くことができています。難しい語を上手に使用し、適切な形容詞を用いて
内容を明確にしています。事実を述べる文は上手に書くことができています”

“A short look at the teenage music in the 50s, 60s and 70s”というタイトルの作品が、一番
良いですね。”

“なぜそれが一番かというと。他は読んでいませんが、この作品は多彩で深みのある情
報を提供してくれているからです。熱心な取り組みが見てとれますし、挿絵はテキス
トの内容を良く表しています。とても良くできた作品です。”
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5.3

JLP を効果的に利用するには

紹介されたフィンランドにおける取組例からも分わかるように、今後日本において
JLP を作成し、効果的に使用するためには、学校全体で十分にその意義や期待できる
効果を共有しておく必要があると言えよう。更に、利用に際しては、系統的・計画的
な使用方法を開発し、同時に学習者にもその意義や将来の外国語学習（自律的な生涯
学習者になること）につながる学習方略の習得が期待できる大切な取り組みであるこ
とを認識させた上での使用が望ましい。自己評価用の言語運用能力参照枠のみならず、
Dossier としてのワークシートの形式や活動記録等（ライティング活動、スピーキング
活動の記録等）の保存方法にも工夫をすることが大切となる。
また、JLP を用いた効果的な省察を行うためには、グループ等で相互評価を行う際
の評価の視点や方法について教師側から与えられる適切な働きかけが必要であり、周
到な準備がなされなければ、大きな効果は期待できないものと考えられる。
省察を目的として記録をまとめるためには、そのための十分な時間も必要となるが、
学習者に最終的にできあがる JLP として提示できるモデル例、および作成過程の流れ
を理解させるための行程表を準備しておくことが効果的であると思われる。

６．言語運用能力を示すディスクリプターの検証・確認
日本の教育現場にふさわしい JLP の効果的な利用を可能とするためには、言語運用能力
を記したディスクリプターのレベル分けが適切であるかどうかは重要であり、その検証・
確認作業が必要である。以下、CEFR 開発の経緯の一部を見ることで、我々のディスクリ
プターの検証と確認作業として必要となることについて考察する。

6.1

CEFR 作成におけるディスクリプターの検証

CEFR の作成においては、まず 1993 年～1996 年の間に Swiss National Science Research
Council のプロジェクトとして英語、仏語、独語用言語運用能力ディスクリプターが開発さ
れたのが始めとなる。このディスクリプターは、CEFR と Portfolio（CEFR の self-assessment
版）のたたき台として用いられる他にも DIALANG においても用いられることとなった。
CEFR の開発に至るまでには、他にもいろいろな機関が関連している。例えば、Eurocentre
Foundation(www.eurocentres.com) は、1960 年から英語、仏語、スペイン語、ドイツ語、日
本語等の短期集中言語コースを欧州他 21 ヶ所で開設しているが、1968 年に欧州評議会の
諮問機関・NGO である Learning of Modern Languages を置き、1975-6 年に Threshold level
(CEFR の B1 に当たる)を設定した。1979 年以降は、“Can do” Certificates の発行を開始して
いる。更に、1991 年には、CEFR & ELP の基となる the Eurocentres Scale of Language
Proficiency を考案している。
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一方、The European Association for Quality Language Services (www.eaquals.org)は 1991 年
から 3 年ごとに外部評価によって言語学習環境を認定するプログラムを開始し、2005 年
Association of Language Testers in Europe(ALTE) と共同でデジタル ELP for Adults 版の作成
を手掛け、欧州評議会の Language Policies Division のプロジェクトを助けることとなった。
また、Cambridge Proficiency Exam においては、1913 年、Mastery of the language as a
non-native speaker(CEFR の C2 レベル)を設定し、1930 年後半には First Certificate (CEFR の
B2 レベル)が、1977 年に David Wilkins による Threshold と Waystage が“Council of Europe
Level”として置かれ、1978 年には、Cambridge ESOL が FCE の下の Threshold と Waystage
用の試験を開発している。更に、1984 年 に Preliminary English Test(PET)が置かれ、80 年
代後半には Key English Test(KET)が開始されることとなった。1992 年、欧州評議会は、CEFR
の B2 レベルとして、Vantage Level を FCE レベルとして置くに至っている。
1993 年、Swiss National Science Research Council でディスクリプターを作成した際には、
30 種類を超える言語運用能力に関する様々な記述を集め、参照枠の構成とカテゴリー分け
について、現場の教員と 32 回の作業を行い、教員がカテゴリー（活動に応じたもの）に分
類でき、内容が分かりやすく、現場の役に立つものとして作りあげる努力をした。
た と え ば 、 Interaction に つ い て 集 め ら れ た 60 の デ ィ ス ク リ プ タ ー を Conversation,
Obtaining information and services, Discussion 等＋どれにもあてはまらない／分からないに
分けて封筒にいれる作業を行い、記された文言から具体的な活動がイメージできるかどう
か、また、想定されたカテゴリーに入るかどうかを調べている。実際にやってみると、
Interaction と Production では上手くいくが、Reception (listening & reading)ではディスクリプ
ターの分類作業はうまくいかなかったとされている。

カテゴリーと各段階別の活動例

Transactional
Language
Use

Reception

Interaction

Production

Understanding

Obtaining Information

Presenting

Information-carrying Text

and Services

Information

≪Speaking≫

≪Speaking≫

Service encounters

Formal

Presentation

Information exchanges
Interviews
Telephone transactions
≪Writing≫

≪Writing≫

Form-filling

Formal reports

Notes & messages
Formal letters
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Creative,

Understanding

Interpersonal

Text

Fictional

Maintaining Social
Relationships

Describing, Narrating
&

Interpreting
Experience

Language Use
≪Speaking≫
Conversation
≪Writing≫
Personal letters
Evaluative,
Problem-

(Merged with

Discussion

Describing,

narrating

and
interpreting
experience
Presenting a case

Info-carrying texts)

solving
Language
Use
Speaking
Discussion
Negotiating
Formal meetings

1994 年には、実際にディスクリプター50 項目を挙げ、学年末に現場教員（500 校、教員
300 人、生徒 2800 人）に生徒に対する評価として、チェックリストを用いてもらい評価し
てもらい、Rasch Model 分析で困難度を数値化しディスクリプターの縦の並びを検証して
いる。その際、Rasch model の分析には以下の 0-4 の rating scale を用い、そこから困難度
を導き出す方法を取っている。
スコア

生徒の能力に対する評価

0

これは学習者の能力をはるかに超えている。このレベルの運用能力は期待でき
ない。

1

発話に時間をかけることが可能であったり、相手が辛抱強く、協力的に応じて
くれるような条件が揃っていれば、期待できるレベルの運用能力である。

2

特に良い条件が揃っていなくても、学習者が普通に達成できる運用能力のレベ
ルである。

3

突然のことであったり、とても非協力的な相手だったりするような難しい状況
であっても、期待できるレベルである。

4

学習者の能力よりかなり低いレベルである。このレベルよりは高い運用能力が
ある。

このように、CEFR に示されているディスクリプターの縦の並びは、十分な現場での検
証を行った結果であり、信頼性の高いものであると言えよう。
本研究で作成されたディスクリプターは CEFR に基づくものではあるが、新たに加えら
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れたディスクリプターに関しては、ラッシュモデル等を用いた縦の並びについての現場で
の検証が必要であると言えるだろう。

6.2

検証・確認する点について

日本の教育現場で育つ英語力に適切なディスクリプターにするための検証・確認として、
以下の点について実際に学習者と教員について調べておく必要がある。

学生によるディスクリプターの検証・確認において：
1)

ディスクリプターは、自身の英語能力を測る際に使いやすいか

2)

授業で身に付く力を反映していると思えるか

3)

ディスクリプターが示す内容は目標として捉えやすいか

4)

テストで測られている能力に合っているか

教員によるディスクリプター検証・確認において：
1)

ディスクリプターは、生徒の英語能力を測る・記述する際に使いやすいか

2)

ディスクリプターの記述内容が現場での目標として有効か

3)

ディスクリプターの縦の並びは妥当か

4)

テストで測ることができる能力であるか

5)

各レベルの細分化は必要ではないか

想定できる検証・確認方法
上記を検証・確認する方法として以下の 3 つの方法が考えられる。
1. ディスクリプターの並べ替え（縦の並びの検証）
学習者、教員にディスクリプターを難易度の高いものから並べてもらうことで、本科研
のディスクリプターの検証を行う。本来の縦の順位と実際に得られた順位との差を数値化
して比較することで、各ディスクリプターの信頼度が分かる。現時点では以下の 3 つの方
法が考えられるが、目的や実際の実施の条件に合うように、今後更に検討されることにな
る。
①  封筒に入ったばらばらに切り取られたスキル別ディスクリプター短冊を縦に並べ
て貼り付ける作業をやってもらう。貼り付けたものがどこで切れるか、線を入れ
て数段階のレベルに分けてもらう。
②  前もって Breakthrough 1、Breakthrough 2, Threshold 1、Threshold 2, Waystage
1、Waystage 2 に分かれている台紙に貼ってもらい、縦の並びの妥当性をみる。
③  レベル毎にディスクリプター短冊を渡し、レベル内での縦の並びだけを答えても
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らい、レベル内における縦の並びの妥当性を見る。

2．ディスクリプターを用いた自己診断
学習者にディスクリプターを用いて自己診断をしてもらい、同じ学習者を教師も評価し、
結果をラッシュモデルにより分析する。その結果から教師と学習者間の診断の違いを調べ
ることも可能。学習者が既に受験している外国語運用能力試験があれば、そのスコアや成
績との相関を図ることで、本研究によるディスクリプターの信頼度等を出すことも可能と
なる。CEFR との対照表を示しているテストもあるので利用可能である。

3．アンケート調査
ディスクリプターを用いた自己診断や学習者の評価をした後、その利用に関して、学習
者・教員から気づいた点などを答えてもらう。

アンケート一部例：
学 生
・自分の英語力を示すレベルが見つかった。
‐2 よくあてはまる

‐1 大体あてはまる

1 あてはまる

2 あてはまらない

・示された内容は授業を通して身に付く力であった。
‐2 よくあてはまる

‐1 大体あてはまる

1 あてはまる

2 あてはまらない

・示された内容は英語能力の目標として分かりやすいものであった。
‐2 よくあてはまる

‐1 大体あてはまる

1 あてはまる

2 あてはまらない

教 員
・ディスクリプターの縦の並びは妥当である。
-2 大変妥当

1 妥当

‐1 ある程度妥当

2 妥当ではない

・ディスクリプターの記述内容が現場に有効だと思うか。
-2‐とても有効

1 有効

‐1 ある程度有効

2 有効ではない

・生徒の自己評価結果は実際の能力に合っているか。
-2 全く合わない ‐1 若干合わない

1

合う

2

良く合っている

学習者と教員 ・ 自由記述欄
言語運用能力のディスクリプターやその利用に関して、気づいた事をお聞かせ下さ
い。
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７．さいごに
今後、JLP を作成し、その普及を進めるには、実際に学習者の言語運用能力を評価する
方法、具体的な試験方法を同時に検討する必要がある。日本版として自己評価言語運用能
力参照枠の Descriptor が示す能力は、教室で身に着く力を著すものでなければならないし、
実際にその力が身に着くための教材や指導法が必要となることは言うまでもない。そのた
めの教材開発や教員研修・養成も必要となる。
英 語 だ け で は な く 他 の 言 語 の 参 照 枠 の 開 発 や ア ジ ア 圏 ・ EFL 圏 に お け る Language
Portfolio 開発の可能性もある。より学際的な研究として、多くの研究者との協力体制を整
え進めていく必要性と可能性があると言える。
言語教育の改革を行うには、目標、評価、教材、教授法、教員養成等、すべてを連携さ
せて進めなければならないということを CEFR の研究を進めることで強く感じている。本
科研から、今後の日本における言語教育政策に有益な情報を提出できるよう、取り組んで
行きたい。
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A1.2

A1.1

Developing
elementary
proficiency

First stage
of
elementary
proficiency

Speaking

Speech
-目前で起こる必要な事柄について、限
られた表現方法で伝えることができ、
簡単な個人的な内容についてであれ
ば、尋ねたり答えたりすることができ
る。相手からの助けを必要とすること
が多い。
- 会話が止まったり、途切れたりする。
- 発音が誤解を招くことが多い。
- 限られた基本的な語彙やいくつかの
文脈に限られる表現は使用することが
できる。
- 簡単な自由会話においてさえ、多様な
間違いをする。

Listening comprehension

- ごく限られた数の短い文、質
問、個人的なことや身近なこと
に関する質問や要求を理解す
ることができる。
- はっきりとした文脈の助け
がなければ、単純な発話でさえ
理解が難しい。
- ゆっくり話してもらったり、
繰り返してもらったり、指でさ
してもらったり、翻訳してもら
ったりなどかなりの助けを必
要とする。

- 個人的なことに関する簡単な質問に
短い文で答えることができる。相互の
インターアクションにおいては、母語
やジェスチャーを使用することも必要
となる場合がある。
- 基本的な言語材料をどうに
- 長い沈黙や繰り返し、また、話が途中
か理解することができる。その で途切れるようなことがよくある。
際、繰り返してもらったり、指 - 発音が聞き手の理解において大きな
でさしてもらったり、訳しても 問題となる場合がある。
らうなど相手からかなりの助
- 自身を自由に表現することはできな
けが必要となる。
いが、かなり正しく用いることのでき
る決まり文句がある。

- 日常起こる頻繁に用いられ
る挨拶、名前、数、依頼等のご
く限られた数の語句を理解す
ることができる。

Listening comprehension

Writing

-とても短い表現を用いて、必要なことを
伝えることができる。
-アルファベットを書いたり、数字を文字
で書いたりすることができる。自分に関
連する基本的なことを書いたり、いくつ
かの身近な語句を書いたりすることがで
きる。
-相当の数の語句を書くことができる
-自分自身について自由に書くことはで
きないが、いくつかの語句や表現を正確
に書くことができる。

Writing

- 名前や表示、目前の必要な - 実際に必要なことについて短い文を用
ことに関する短く簡単な文章 いて表すことができる。
を理解することができる。
- 質問やメモを取るなど自身の身近なこ
とについていくつかの文を用いて書くこ
- 読み返しながらであれば、 とができる。
簡単な文章から特定の情報を - いくつかの基本的な語句を用いて簡単
手に入れることができる。
な節を作ることができる。
- 覚えているフレーズを正確に書くこと
- かなり予測可能な文章でも はできるが、最も初歩的な自由記述文に
未知の語彙を理解する能力は おいても、多様な間違いをしがちである。
限られている。

Reading comprehension

-.アルファベットは分かる
が、
文は読むことはできない。
- 見慣れた単語や短いフレー
ズを認識するとともに、それ
が指す対象物を絵などで見つ
けて指し示すことができる。
- 十分に予測可能な文脈にお
いても未知の単語を理解する
ような能力は限られている。

Reading comprehension

APPNDIX 1 The Language Proficiency Scale
The Language Proficiency Scale is a Finnish application of the scales included in the Council of Europe’s Common European Framework of Reference for language
learning, teaching and assessment
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Functional
elementary
proficiency

First stage
of basic
proficiency

A1.3

A2.1

- 普通の会話に起こる個人的
なことに関する質問や日常起
こる指示、要求や注意等の簡単
な発話は文脈におけるヒント
があれば、理解することができ
る。
- 具体的な状況や個人的な経
験に関する簡単な内容を理解
することができる。
- 標準的な発音で、ゆっくりと
自分に向けて話されれば、簡単
な用件・伝言を理解することが
できる。

Listening comprehension

- 身近なことに関連する話題 - 身近なことについて、いくつかの短い
についての簡単な話の流れを 文で述べることができる。簡単な他者
理解することができる。
とのやりとりや、よくある仕事上の事
の対応ができる。会話を開始したり終
- 短くて簡単な話や個人的な わらせることはできるが、長く会話を
内容の趣旨を理解することが 持つことは難しい。
できる、更に、TV ニュースの - 馴染みのある一連の表現は上手くで
内容の変化にもついていくこ きるが、話が途切れたり、出だしの間
とができる。
違いが顕著であったりする。
- 発音は分かりやすいが、訛りがあり、
- 普通のスピードで話される 間違った発音が、時折、誤解を招く場
場合、はっきりした標準的な言 合もある。
語で、繰り返して言ってもらい - 簡単に推測できる語彙やごく基本的
ながらであれば、簡単なメッセ な文構造を扱うことができる。
ージを理解することができる。 - 初歩的な自由スピーチに必要な基本
的な文法をマスターしているが、多く
の基本的な文法的な間違いをする。

- 自分のことや身近なことについて短
く述べることができる。簡単な内容の
会話や応対においても、相手の助けが
必要となる場合もある。
- 良くなれた場面においては自身を流
暢に表現することができるが、そうで
ない場合は、発話が止まったり、途切
れたりする。
- 発音から誤解を招くことがある。
- 限られた数の覚えた表現、基本的な語
彙、文構造を用いることができる。
- 簡単なスピーチにおいても基本的な
文法の間違いがよく起こる。
Speech

Speech

Listening comprehension

- 良く用いられる語彙が使わ
れている簡単な私信や短いニ
ュースの項目、日常用いられ
る説明書等を読んで理解する
ことができる。
- 文章の中から重要なポイン
トや情報を理解することがで
きる。特定の情報を見つけた
り、比較したりしながら、文
脈から簡単な推量を行うこと
ができる。
- 短いメッセージを読んだり
理解したりするのにも時間が
かかる。

Reading comprehension

- 馴染みのある語やいくつか
の馴染みの少ない語を読むこ
とができる。日常の生活や活
動、簡単な指示などを扱う短
い伝言・要件を理解すること
ができる。
- はがき、天気予報などの短
い文章を読んで必要な情報を
特定化することができる。
- 短い文章の理解や読解にお
いても時間がかかる。

Reading comprehension

- 日常良く起こる事に関して書くことが
できる。
- 日常必要な私信やメモなどの簡単な短
いメッセージを書いたり、実際の、ある
いは想像上の人や出来事、家族や自分の
計画などを箇条書きにしたりすることが
できる。
- 基本的に必要な事項について具体的な
語彙を使用することができるとともに、
時制や and、 but 等で文をつなげること
ができる。
- かなり正確に簡単な語彙や文構造を書
くことができるが、自由作文では、時制
や語尾変化などの基本的な間違いやおか
しな表現を多く用いる。

Writing

- 日常必要なことや自身の経験について
の簡単に予測できる状況やごく身近なこ
とについて書くことができる。
- 簡単なはがきや個人情報の記入、書き
とり等の要件を済ませることができる。
- 実際に必要な事や個人生活に関して良
く用いられる語や表現を書くことができ
る。一つの節からなる文を用いながら、
いくつかの文を書くことができる。
- 初歩的な自由記述においても多様な間
違いをしがちである。

Writing
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B1.1

A2.2

Functional
basic
proficiency

Developing
basic
proficiency

Speech
- 日常のことや身近な事に関する短め
の描写を行うことができる。個人的な
事や興味のある良くある話題について
の会話ができる。相手の助けが必要な
こともあり、かつ、特定の話題は避け
ることがある。
- スピーチが流暢にできる場合もある
が、ぎこちなさが残る。
- 外国語の訛りがあり、間違った発音を
することもあるが、通じる発音である。
- 日常よく用いられる語彙やイディオ
ムを使用することができる。やや難し
い文構造も用いるこができる。
- より広範囲の自由なスピーチにおい
ては、動詞の時制など基本的な間違い
を多く含み、理解の妨げとなる場合が
ある。
Speech
- 身近なことはある程度詳しく話すこ
とができる。日常よくある状況や形式
ばらないやりとりができる。若干難し
い状況においても個人的な話題につい
てのやりとりができる。長めのプレゼ
ンテーションや、抽象的な内容につい
ての話題では困難が生じる。
- 長くなる場合は、発話が途切れたり、
上手く続かなかったりする時もある
が、伝わる発話を続けることができる。
- 外国語の訛りがあったり、間違った発
音をする時もあるが、発音は明瞭であ

Listening comprehension

- 具体的な事に関して、必要な
対応が十分できる。分かりやす
い事実について述べているス
ピーチを聞いて、その主要なポ
イントを大まかに形成するこ
とができる。
- 周囲で起こる会話のトピッ
クをたいてい理解することが
できる。身近なトピックに関す
る日常的に用いられる語彙や
文脈において、限られた数のイ
ディオムを理解することがで
きる。
- 繰り返して言ってもらうこ
とが多いが、はっきりとまたゆ
っくりとした標準的な言葉で
話されれば、簡単なメッセージ
を理解することができる。

Listening comprehension

- 物語を含む学校や職場、遊び
の場等で良く出会うテーマに
関する話しの重要なポイント
や大切な情報を理解すること
ができる。ラジオのニュースや
映画、テレビ番組やはっきり聞
こえる電話メッセージのポイ
ントを理解することができる。
- 一般的な知識や体験した経
験に関するスピーチを理解す
ることができる。良く出会う語
彙や限られた数のイディオム

- 良く馴染みのあるいろいろ
な種類の文（表、カレンダー、
授業科目のプログラム）を数
ページ読むことができる。初
めて読む場合でも大切なポイ
ントやキーワード、重要な情
報を理解することができる。
- 馴染みのある話題であれ
ば、数ページの中から重要な
ポイント、キーワード、重要
な情報を理解することができ
る。

Reading comprehension

- 広告や手紙、メニュー、時
刻表等のやや難しい日常の事
柄や説明書、短いニュース項
目等の事実を記述したいくつ
かのパラグラフからなるメッ
セージの主な内容を理解する
ことができる。
- 良く知っている事に関する
ことが分かりやすい構造のテ
キストで構成されているパラ
グラフであれば、新しい情報
を楽に得ることができる。知
らない単語も文脈や形式から
推測することができる。
- 本文の内容を理解するに
は、読み直したり見直したり
することが多い。

Reading comprehension

- 個人的に興味のある馴染みのある事柄
や架空の話題について理解可能な文を書
くことができる。また、日常の事柄につ
いて詳細に伝達することができる。
- 手紙や説明書、物語、電話のメッセー
ジのような長い文をフレーズをつなげて
まとめて組み立てることができる。
- 間違いや不必要な繰り返しの表現があ
るものの、良くある状況に関することに
ついて、語彙や構造を使って構成するこ
とができる。
-良く馴染みのある言語材料や基本的な

Writing

- 日常よく行うことについて書くことが
できる。
- 生活の中で起こる出来事や過去に行っ
たこと、個人的な経験、日常の事（短い
手紙、メモ、申込用紙、電話のメッセー
ジ）を短い簡単な文で記すことができる。
- 日常の基本語彙や文構造、良く用いる
接続詞等を自由に使用することができる
- 簡単な語彙や文構造は正確に書くこと
ができるが、あまり用いられない文構造
や形式においては間違いが見られ、不自
然な表現を用いる。

Writing
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B1.2

Fluent
basic
proficiency

Speech
- 良くある具体的な話題について述べ
たり、詳述したり、比較したりしなが
ら話をすることができる。また、映画
や本等について説明をすることができ
る。普通の状況であれば、たいていの
場合、自信を持ってやりとりすること
ができるが、いつも正確な表現ができ
ているわけではない。
- 比較的楽に自分のことを表現するこ
とができる。会話が止まったりとぎれ
たりすることがあっても発話を続ける
ことができ、伝えたい内容を伝えるこ
とができる。
- 発音は明瞭であるが、強勢やイントネ
ーションには目標言語からのずれが見
られる。
- 語彙やイディオムは豊富であり、いろ
いろな構文を用いたり複文を使用した
りすることもできる。
- ある程度の文法の間違い起こるが、長
目のやりとりにおいて、邪魔になるも
のではない。

- かなり難しいものであって
も馴染みのある話題や一般的
な事に関する内容（間接的な質
問、仕事上の会話、予測が可能
な電話のメッセージ）のような
事実に関する情報を理解する
ことができる。
- 身近な場面で起こっている
かなり長めの形式的な、あるい
は形式的ではない対話の要点
を理解することができる。
- 標準的な言語や比較的馴染
みのあるアクセントの発音で
話され、何回か繰り返しや言い
換えがあれば理解することが
できる。
母語話者間による早い発話速
度の話や良く知らない話題に
ついての馴染みのない内容は
理解が難しい。

- 新聞やパンフレット、取扱
説明書、簡単な文学作品等、
いろいろな種類の文章を読む
ことができる。また、自分に
関係する現実的な状況につい
て、必要とされる内容を読ん
で推論し、処理することがで
きる。
- ある特定の目的を行うため
に数ページにわたる内容から
必要な情報を見つけだし、ま
とめることができる。
- 長めのテキストにおいて
は、詳細があやふやであった
り、微妙に理解が足りなかっ
たりするところがある。

Reading comprehension

- 難しい内容の場合、テキストの構成や
スタイル上の間違いはあるが、理解可能
でかなり正確な言語を用いた文を書くこ
とができる。母語や他の言語の干渉も見
受けられる。

-語彙や文構造を駆使してかなりの量の
ある文を書くことができる。等位接続し
や従位接続詞を用いた表現ができる。

- 私的な、あるいは、公式のメッセージ
やニュースを書くことができる。馴染み
のある抽象的な話題や音楽、映画等の文
化的な話題について、自分の考えを表現
することができる。
- 講義ノート、ディスカッションやプレ
ゼンテーションの要約や解釈等、系統立
てて書くことができる。読者を意識しな
がら、主要な内容が詳細に理解できるよ
うな情報を与えることができる。

Writing

る。
-日常の事に関係しないよう 構造はかなり正確に使用することができ
- かなり多くの日常語彙といくつかの な話題や内容についての理解 るが、難しい構造やフレーズはまだうま
頻繁に用いられるフレーズやイディオ することはできない。
く使いこなせない。
ムを使うことができる。また、いろい
ろな文構造を使うことができる。

Listening comprehension

を理解することができる。
- 標準的な言語でかなりゆっ
くり、はっきりと発話されれ
ば、理解することができる。た
だし、時折、繰り返して言って
もらうように頼むことがある。
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B2.1

proficiency

of independent

First stage

Speech
- 自分の経験したいろいろな話題につ
いて、明確に、また正確に伝えること
ができる。経験や出来事などの大切さ
を強調したり、印象を語ったりするこ
とができる。
- 実際的、社交場の場面において、また、
かなり公式な状況での対話において
も、積極的に役割を果たすことができ
る。母語話者たちに滑稽に聞こえてし
まったり、不快に感じさせたりするこ
ともなく、会話を持つことができるが、
常に洗練された表現を用いているわけ
ではない。
- 自然なテンポで途切れることも少な
く、長めのスピーチを行うことができ
る。
- 発音とイントネーションははっきり
とした自然のものとなっている。
- 豊富な構造とイディオムや抽象的な
表現を含んだ語彙を用いることができ
る。状況にふさわしい公式な場に適切
な表現を用いて対応する能力が備わっ
てきている。
- 文法をかなり正確に使いこなしてお
り、理解を妨げるような間違いはほと
んどない。

Listening comprehension

- 具体的あるいは抽象的な話
題において、論理的・言語的に
複雑な話しの主要な点を理解
することができる。ニュースや
インタビュー、映画、講義等の
一般的な事についての詳しい
話を聞いて理解することがで
きる。
- 聞いている内容の主要な点、
話者の意図、姿勢、形式や文体
のレベルまで理解することが
できる。
- 接続詞やリズムで明確に話
の方向性が示されていれば、長
めの複雑な話でも理解するこ
とができる。
- 聞いた内容の鍵となるポイ
ントや重要な情報をまとめる
ことができる。
- 身近な内容は理解すること
ができるが、数人の母語話者同
士の会話には、相手が理解しや
すいように配慮してくれなけ
れば、ついていくことができな
い。

- 新聞、短編物語、フィクシ
ョンやノンフィクション作
品、レポート、詳細な使用書
など自分の得意分野や一般的
なものを数ページ理解するこ
とができる。内容的には抽象
的なものや概念的なもの、仕
事関連、事実の描写、態度や
意見等を含むものを扱ったも
のとなる。
-長い文章から、内容の意味や
作家を理解するとともに、必
要な情報の場所を見出すこと
ができる。
すばやく文章内容を理解し、
新しい情報に目を通し、より
深い研究が必要かどうかを判
断することができる。
-比較的長い文章において、イ
ディオムや文化的な言い回し
などにおいてのみ困難が生じ
る。

Reading comprehension

- 個人的な興味のあることや馴染みのあ
る抽象的な話題について明確で詳細な文
章を書くことができる。また、正式な事
実に基づくメッセージや批評、ビジネス
レター、申込書、要約なども書くことが
できる。
-情報や意見を効果的に述べることがで
き、他人の意見や情報にコメントをする
こともできる。さまざまな情報源からの
情報をまとめて記すことができる。
-豊富な語彙と複雑な文構造を用い、言語
上の工夫をすることで一貫性のある文章
を書くことができる。微妙な言い回しや
スタイルにはぎこちなさが残っており、
長い文においては一つのアイディアから
次のアイディアへのスムーズな展開がで
きない。
-正書法や文法、句読点はかなり正確に用
いることができる。間違いのために誤解
を生むようなことはない。
-書かれたものに母語の影響がみられる。
複雑な文構造や表現、スタイルの豊富さ
には難がある。

Writing
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B.2.2

proficieoncy

Independent

Functional

- いろいろな話題についてのプレゼン
テーションを準備して行うことができ
る。
- 母語話者と効果的に社交的な対話を
続けることができる。
- いろいろな話題についての議論や話
しあいができ、難しい考えを伝えたり
述べたりすることで、相手に自分の考
えを伝えることができる。
- 自信をもってはっきりと自己表現す
ることができるとともに、必要に応じ
て丁寧に伝えることもできるが、陳腐
な表現になったり回りくどい言い方に
なったりすることもある。
- たいていの場合、即座に反応し、とて
も流暢に、また楽に、対応することが
できる。
- 発音とイントネーションははっきり
とした自然なものである。
- 具体的なものであろうが抽象的なも
のであろうが、また、馴染みのあるな
しにかかわらず、状況にふさわしい形
式で表現に工夫をして伝えることがで
きる。言語力の不足が表現を妨げる要
因になることはない。

- 実際に、あるいは録音されて
いるものを聞く場合でも、わか
りやすく構成された、標準語で
話されたものであれば、形式的
なものでっても、母語話者によ
る活発な会話であっても、社交
的、学術的、仕事関連、どんな
内容でも理解することができ
る。
- 必要な作業を行うために、
長い対話やプレゼンテーショ
ンを聞いて、複雑かつ詳細な情
報を聞くことができる。直接的
に言われていない話者の姿勢、
社会文化的な含意、批判的な評
価も理解できる。
- 馴染みのない話者や言語形
式を理解することができる。か
なりのノイズがある場合やあ
まり用いられないイディオム
や文化的な比喩が用いられた
りすると困難が生じる。

- 文法を正しく用いる。ミスを犯した場
合でも誤解をまねくようなことにはな
らない。

Speech

Listening comprehension
- 多様な分野に関する、詳細
で複雑かつ長いテキストを読
んで理解することができる。
- 自分のリーディングスタイ
ルを活用して読むことができ
る。
- 批判的に読みながら、文体
による微妙な違いが分かると
ともに、作家の態度や意図す
るところを読み取ることがで
きる。複雑な内容から、いく
つかの抽象的な部分を合わせ
てまとめ、結論を導き出すこ
とができる。
- とても複雑で詳細にわたる
内容であったり、イディオム
が多く用いられる文章を読む
場合は、読み直したり、関連
する参考資料を参照したりす
る。

Reading comprehension
- 複雑な話題について、わかりやすい構
成のしっかりした文章を書くことができ
る。また、読者を意識しながら、自分の
考えを正確に伝えることができる。
- 柔軟にまた多彩な表現を用いて、自信
を持って自分のスタイルでフィクション
やノンフィクションの文章を書くことが
できる。
- 難しい話題について、わかりやすく幅
の広いレポートを書くことができる。
- 一貫性のある良く構成された文章を書
く能力を持っている。
- 豊かな言語表現能力を持ち、一般に用
いられる口語表現やイディオムを上手に
用いることができる。
- 文法、語彙、文構成の高い能力を持っ
ているが、時折、イディオム的な表現や
スタイル的な面でのミスを犯す。

Writing
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C1.1

First stage
of fluent
proficiency

- 構成が複雑でイディオム的
な言い回しや言語形式上のぶ
れがあるような場合でも、映
画、講義、議論、ディベートな
ど一般的な話題や良く知って
いることに関しての長いプレ
ゼンテーションやスピーチを
聞いて簡単に理解することが
できる。
- 録音されたいろいろな話題
を話者の意図や関係を含めた
詳しい部分まで聴き取ること
ができる。
- 聞きなれない訛りや標準的
ではない言語形式は聞き取り
が難しい。

Listening comprehension
- かなり長めの、形式的なプレゼンテー
ションを準備して行うことができる。
-抽象的で詳細な話題について話すよう
な難しい場合でも積極的に参加するこ
とができる、日常の会議や小グループ
での会議を進行することができる。
- 社交上の幅広い話題の会話をこなす
ための言語力を持っているが、状況に
応じて言語の形態や形式の変化に応じ
ることは難しい。
- 流暢に、また、ごく自然にコミュニケ
ーションをとることができる。
- 微妙な意味の違いを著すのにふさわ
しいイントネーションや文強勢の位置
を的確に用いることができる。
- 豊富な語彙と文構造で自由に表現で
きる。自信をもってわかりやすく表現
することができ、必要に応じて丁寧な
言い方を用いることもできる。
- 文法能力は高く、たとえミスがあった
としても理解を妨げるようなものでは
ない。また、話者自身で修正をするこ
とができる。

Speech
- いろいろな分野の長く複雑
な文章を読んで詳細まで理解
することができる。
- 自分のリーディングスタイ
ルをうまく活用することがで
きる。
- 文章の含意する意味や作者
の意図を理解し、スタイル上
の微妙な違いなどについて評
価することができる。
- 複雑な文章からいくつかの
抽象的な情報を見つけだしま
とめ、そこから結論を導き出
すことができる。
- とても難しい文章の詳細な
部分について、また、イディ
オムが多い文章を理解するに
は、読みなおしたり、参考と
なる資料等を参照したりす
る。

Reading comprehension
- 複雑な話題についてわかりやすい、良
く構成された文章を書くことができる。
また、読者を意識しながら、正確に自身
の考えを表現することができる。
-柔軟に、また多彩な表現を用いて、自信
を持って自分のスタイルで事実、ノンフ
ィクションの文章を書くことができる
難しい話題について、わかりやすく長い
レポートを書くことができる。
- 一貫性のある良く構成された文章を書
く能力を持っている。
- 豊かな言語表現能力を持ち、一般に用
いられる口語表現やイディオムを上手に
使うことができる。
- 文法、語彙、構成の高い能力を持って
いるが、イディオム的な表現やスタイル
上のミスを犯すことがある。

Writing
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2

National Certificates of Language Proficiency Test のレベル
SKILL LEVEL DESCRIPTIONS
Advanced level
Level 6.
Understands a wide range of spoken and written language without difficulty.
Experiences only occasional difficulties with subtle differences of tone and nuance in
expressions.

Speaks and writes extremely fluently in a situationally-appropriate

style. Is able to express even subtle nuances of meaning. Has a solid command of
grammar and vocabulary in almost all situations; even small inaccuracies are rare.
Level 5.
Understands longer sections of speech at normal speed in face-to-face situations and
from TV and radio, even though comprehension sometimes requires a certain amount of
effort. Understands structurally and linguistically complex texts and literature of our
time. Speaks and writes clearly and fluently on various topics, but the use of less
common vocabulary and complex sentence structures may, however, cause difficulties.
Generally has a good and versatile command of grammar and vocabulary.
Intermediate level
Level 4.
Understands normal tempo speech in face-to-face situations and discussion on general
topics; also understands speech from, for example, TV and radio, but some details may
not be understood. Rapid spoken language and dialectal variations, however, cause
difficulties. Has no difficulty understanding texts dealing with general topics, although
some nuances conveyed in the text may not be clear. Copes fairly well even in less
familiar speech situations. Is able to write both private and semi-official texts and to
express thoughts as a coherent whole. Makes a distinction in speech and writing
between official and unofficial forms of language. Has a good command of basic
grammar and vocabulary.
Level 3.
Understands longer stretches of speech and the central idea from many TV and radio
programmes, if the topic area is relatively familiar. Understands ordinary texts that do
not require knowledge of the subject. In the case of a longer section of speech and an
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unfamiliar topic, normal tempo speech and more demanding texts may cause
difficulties. Can cope in the most common speech situations and is able to write simple,
coherent text on everyday topics, even though grammatical and lexical inaccuracies
may occasionally hinder comprehension. Has a good command of vocabulary related to
everyday situations and of the key basic grammar structures.
Basic level
Level 2.
Understands clear and simplified speech dealing with everyday, familiar matters.
Understands with ease short, simple messages and gets the gist of texts dealing with
familiar topics. Copes with routine speech situations requiring simple exchange of
information, even though pronunciation is still defective. Is capable of writing concise,
simple texts about everyday matters, but the text may be fragmented. Has a command
of the simplest basic grammar and key basic vocabulary.
Level 1.
Understands from slow and clear speech simple basic expressions that are directly
related to the learner’s own life or concern the immediate concrete environment. Is able
to retrieve information from simple texts. Copes with the very simplest speech
situations, but speech is slow and very disjointed, with defective pronunciation. Is
capable of writing extremely short texts that contain numerous linguistic defects.
Knows the very commonest basic vocabulary and some basic grammatical structures
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中間報告書

企業大学班における個人担当部分の報告

中谷安男
東京理科大学
ynakatanister@gmail.com

１．はじめに
本報告書は、大学企業班で実施した研究の一部として筆者が行った内容の補足説明をす
る。企業班では CEFR-J の C レベルに該当する部分の検証を行う事前調査を行った。こ
の中で、特に国際ビジネスマンへのコミュニケーション・ストラテジー使用に関するイ
ンタビュー調査、及び香港における CEFR 関連の調査を行った。以下に、簡単にこれら
の報告をまとめる。尚、詳細な内容については添付資料に掲載する。

２．調査内容
２.1

国際ビジネス英語の到達目標に関するインタビュー調査
─ CEFR-Jの質的検証への考察

要旨
The Common European Framework of Reference for Languages（CEFR） has been
used for the instruction and assessment of foreign languages in many countries. It is
regarded as the useful guideline to describe achievements of learners of foreign
languages across Europe. As the Reference Levels of CEFR was developed by focusing
on European languages, it seems to be difficult for Japanese EFL teachers to introduce
CEFR as it is. Thus, the applicability of CEFR-J which is the modified version for
Japanese EFL learners has been explored. In particular, researchers claim that it is
necessary to develop the precise descriptions aiming at the Proficient User Levels such
as C1: Effective Operational Proficiency and C2: Mastery. However, little research has
investigated to identify the specific features of proficient users by the direct research
method such as interviews. This study investigated how international business persons
recognize the required levels of English for business purposes. Five well-experienced
international business experts were interviewed to investigate the use of relevant skills
and communication strategies to enhance their business negotiation. The results
indicate that they tend to use advanced strategies for maintaining and developing their
interaction. It is important to conduct more qualitative research as well as quantitative
research regarding international business contexts in order to develop the relevant
descriptor for C1 and C2 levels of CEFR-J.
（資料『東京理科大学紀要（教養篇）』41 号 pp.91-109 に掲載）
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２．２ 香港視察報告
平成 21 年 11 月 25 日～29 日（4 泊 5 日）に高千穂大学商学部の寺内一先生と以下の目
的で香港の視察を行った。
・企業大学班において，日本版 CEFR の C1,C2 レベルの妥当性を検証するために，CEFR
に対応した City & Guilds 開発の口頭テスト IESOL 導入の可能性を調べた。
・IESOL テストの理論的背景と信頼性妥当性についてレクチャーを受けた。
・City & Guilds は CEFR に準じたシラバスを開発し，それに対応したテストを実施して
いる。このシラバスの汎用性を調査した。
・香港オフィースは東アジアを統括しているので，東アジアにおける IESOL の導入の状
況を調査した。
・現地で活躍するビジネスパーソンを訪ね，日本版 CEFR へのフィードバックについてイ
ンタビュー調査を行った。
これらの成果は、別紙シンポジウム資料『香港視察報告：香港全体の英語目標は A2 レ
ベル？マクロ的視点から』に記載する。
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第 2 部：海外調査

２０１０，６，８ＧＩＢＳ
投野科研中間報告小池生夫

Graz International Bilingual School 訪問報告
小池

生夫 （研究協力者）

１． 名称

Graz International Bilingual School

２． 住所

Marchallgasse 19-21
Tel:0316/771050
Email: office@gibs.at

A-8020 Graz,Asutria

Fax: 0316/7710504
http://www.gibs.at

3. 学校の特徴
Graz 市立バイリンガル中等学校である。ドイツ語と英語の２カ国語のバイリンガ
ルを育てる。公立で１０歳から１８歳までの生徒を受け入れる。授業はほとんどすべての
科目を英語でおこなう。オーストリア政府の決める学校での指導内容、基準を護るほかに
加えて、２言語通用者をそだてるために特別の指導をおこなう。７年生には歴史をフラン
ス語で教えるところをみて、フランス語も教室で使用していることがわかる。１年に入学
３カ月間、言語習得を目指して集中訓練をおこなう。
パイロットプロジェクト
現代語学習、上級学校のカリキュラム、最終試験には以下のパイロットプロジェクトが
必要である。
１） 第２言語としてフランス語かスペイン語を学ぶ。３学年から開始
２） フランス語かスペイン語を３年から学習しはじめる。
３） ５年生でラテン語かスペイン語風フランス語の選択をする。
４） 最終試験をうける前提条件としてドイツ語と英語能力が十分
備わっていなければならない。
科目
必修科目

宗教教育（２クレジット）、ドイツ語（４）、英語（４～３）、フランス語・ス

ペイン語（３年から４，５クレジット）、歴史（２）、地理、物理、コンピュウータ―など
がある。
この学校に入学許可の条件に必要な語学力
理解：

自然な速度でなまりのない、熟語表現が入っていないスピーチを理解すること

ができる。
発音、イントネーション：

明瞭に話し、コミュ二ケーションできる。なまりがすこ
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しはいっていてもよい。
語彙： 基本的語彙をつかうことができる。熟語が入ったような表現は期待しない。
文法： 基本的文構造が流暢に正しく使用できる。テンス、継続、過去形などが使える。
流暢：

自分のことを流暢に、文をつなげる、言い換えができる、助けを求めることが

できる。
全体の印象：インタビューなどでやさしい理解しやすい英語やフランス語を確信を用い
て活発に使える。
これらのポイントを短い面接をして点検して、合否をきめるうえに参考にしている。
以上
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2010,5,1 投野科研中間報告

小池生夫

ＥＣＭＬの活動の目的、方針、実際の活動
小池

生夫(慶應義塾大学..明海大学

名誉教授)

ikoike@ka2.so--net.ne.jp

１．はじめに
1.1.

The European Centre for Modern Languages（ＥＣＭＬ）
はじめに欧州における外国語教育の研究と普及のために欧州センター（ＥＣＭＬ）の

活動の目的、組織、活動内容、Strasbourg との関係などについて若干記述しておきたい。
そのうえで、本科研がＥＣＭＬに興味を持つのはなぜかを説明したい。

２．欧州における現代語教育の発展
2.1.

The Council of Europe （欧州評議会）
The Council of Europe は、1949 年にフランスの Strasbourg に創設された欧州

４７カ国が加盟する世界でもっとも古く、文部大臣会議を最高決定機関とする政府間協定
でもっとも大きな組織である。戦後欧州では第２次世界大戦で多くの国、都市、町や村が
荒廃し、多くの人が死に、その荒廃においては勝者も敗者もない状態であった。欧州の人々
はあまりにも大きな戦争の犠牲を体験して、再びこのようなことは起こしてはならないと
誓いあった。その結果として、この The Council of Europe(欧州評議会)を多くの国が集ま
って政府間の協力組織を作った。彼らは人権、文化、教育などについて協議しあい、共同
して将来の一大欧州国家の樹立を目指すことにした。この欧州評議会の活動の対象は、な
んといっても人権（human rights）の保守である。加盟国のすべての人々は人権を守られ
るべきである。これがすべての法律の原点であり、その活動の分野は、法のもとに裁かれ
る欧州人権裁判所（European Court of Human Rights）の設置を Strasbourg の本部に設
置し、活動している。それを実施するには、公平、大義、平等、法の維持、そして政治的
には民主義国家を維持することなどが判断基準になる。
次は Legal Co-operation である。法律は国内用が普通であるが、欧州評議会は４７国の
連合体であるから、その社会、国家をこえて人々が活動するには、その連邦組織に適する
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法律を作り、それを全員で順守しなければない。その基礎が人権の遵守である。これも重
要な基礎的な遵守事項である。
次は Social cohesion,社会的結合の必要性である。欧州評議会に加盟する国家は、すべて
多民族、多文化,多言語の世界である。そのような状態であるから、欧州評議会には、これ
が必要である。これなしには、４７カ国がバラバラになってしまう。多種多様な文化、生
活、ものの考え方の基礎は寛容と理解への積極的態度の推進であろう。Education, Culture,
Heritage の重視が必要である。多種多様な民族社会での団結は、教育による互いを知り合
う多様な知識と人格の陶冶が必要である。外国語の運用能力の養成は３カ国語以上を対象
にすることが決まった。国内では母語を使用する社会であるが、国際的生活では、最大の
問題は、コミュニケーションがとれることである。
それには言語教育で大事な共通な教育は、すくなくとも母語と最低２カ国語を使用でき
るように現代語教育をおこなうべく協定を結ぶことである。そればかりでなく、それを可
能にするために現代語教育をおこなうことであり、そのための膨大な予算の支出がともな
うことである。ほとんどの内容は国際的に影響力をもっている英語がもう一つの学習言語
にとりあげられる傾向にある。さらにもうひとつは近隣の諸国の言語であろう。文化や伝
統は、それぞれの民族、社会、国家ではぐくまれ、発展する。欧州評議会では、欧州の社
会、文化、伝統の尊重を打ち出し、どの民族もそのもとに従うことにした。実は、この運
動を進めたのは、欧州連盟（European Union）との協力においてであった。
最後は青少年とスポーツの振興を欧州全体の問題として真剣に取り囲む状態である。以
上が欧州評議会の活動方針である。
言語の習得は、なかでも、重要な問題であった。言語能力は欧州の各文化に基づく会話、
社会の団結、民主主義に基づく市民権などすべてを運用するための基盤を提供する。言語
能力がないとこれらが機能しなくなるのである。
Council of Europe は次の３点について奨励と支持をする。
① 会員各国の多種多様な言語の変化、言語の多様性
②欧州市民の複言語主義の推進
② 複言語教育の推進
欧州の言語の複雑多様性はひとつの事実であるが、欧州市民社会で解決しなければなら
ない問題ではなくてそれから利益を得られる可能性を秘めている問題である。
欧州は多様性に富む社会であるがそこに住む人々は同時に複数の言語を自由に使える能力
を養成することが要請される。これは人間の心には生まれつき生来の複数の言語を使える
能力があるが、その能力を発達させるにはそれなりの支援が必要である。われわれは等し
く複言語使用者として生まれているという考えが基礎である。
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2.2. European Union(欧州共同体)
European Union は、もともと欧州石炭鉄鋼共同体（１９５１）から欧州経済共同体（１
９５７）組織を経て、欧州共同体（１９６７）に発展したもので、欧州の経済、社会、政
治統合へと進んだ。加盟国は２７になる。通貨統合でこのうち１２国が共通の通貨ユーロ
を採用した。ＥＵの公用語は２７加盟国中２３言語であり、多言語祝儀、平等主義から通
訳、翻訳業務を行い、約７０００人の専門家を抱え膨大の費用を使って、それを実施して
いる。教育部門ももっており、欧州市民性を作り上げていこうと活動している。
たとえば、Socraates(ソクラテス)計画では、Comenius(中等教育での短期間語学留学プ
ログラム)、Erasmus(大学間の相互留学によって単位を与える計画)、Lingua(異言語教育の
支援事業)、Minerva(情報技術の開発の支援事業)などがあるが、そのほかにも職業訓練のプ
ログラムである Leonard da Vinci 事業がある。その他さまざまなＥＵ社会に重層的に言語
教育を施す事業をおこない、交流を深めた。
Council of Europe と European Union は言語教育を推進するために共同事業をおこな
うなど一定の相互協力をおこなっているが、言語教育でも母語のほかに２言語の学習をお
こない、３言語の習得を目指す政策を加盟国で実施している。

2.3.

複言語教育（plurilingual education）

良質の教育が社会の団結、民主的市民社会、諸文化間の対話を作り出す前提条件である。
さらに良質の教育はよく発達した言語能力を必要としている。
複言語は、多言語（multilingual）とは異なる。特定の地域社会で複数の言語が用いられ
ている社会は多言語社会であるが、個人が複数の言語を使用できるかどうかとは限ら癩。
それに対して、その地域の個人が一般的に複数の必要と感じる複数の言語を学び、習得し、
現実に必要に応じて適当に使いわけることに支障がないように教育することが複言語教育
とするものである。
複言語教育は人間教育の過程を作り上げていくうえで必要な基礎力に適当な言語能力を
支えて伸ばすのを目的としている。複言語教育は、学習者に役立ち、その教育を成功させ
るのに役立つすべての言語能力を考慮にいれて利用し、伸ばすことを目的としている。
さらに複言語教育は学校で使われるすべての言語に首尾一貫して用いられるアプローチ
なのである。つまり、複雑社会で、多種多様な言語が使われている以上、複言語教育はそ
れに対応できるコミュニケーションが可能な社会を欧州全体でつくっていかなければなら
ない。その意味で、この言語能力が社会を健全につくっていく基礎になる。そしてこの能
力の養成が良質の教育を作ると考えている。日本は、これら欧州社会とは大きく異なるが、
この存在を認め、それと協調していくうえで、グローバル社会では低いレベルの外国語教
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育だけで対応できる時代、社会ではないことを認識しなければならない。
2.4. 複言語教育と異文化間教育（Plurilingual educaton and

intercultural education）

学校教育での言語教育の取り扱いとしては以下のような言語である。
Language as subject (教科目としての言語)

①

Language in other subjects ( 外国語科目以外の教科目としての言語)
② Foreign languages―modern and classical(外国語―現代語と古典語)
③ Regional, minority and migration languages (地域言語、少数民族言語、移民言語)
を学校教育では取り扱う言語。
Council of Europe の組織における「言語教育と政策の局」
（Department of Language
Education and Policy)
①

フランス、ストラスボーグ（Strasbourg）にある言語政策部門

② 現代語教育のためのヨーロッパセンター（European Centre for Modern language）
Austria ,Graz にある。
上記の２大センターが Council of Europe, Department of Education and Policy という組
織である。これについて若干説明があるのは適切であろう。
2.

Language Policy Division が担当する研究、分析に基づく資料は膨大なものであり、
さらに現在活動が活発におこなわれている。

3.

代表的な論文、”Common Framework of Reference for Languages:Learning,teaching
and assessment”（ＣＥＦＲ）であり、これが一種の憲法のような信頼がある。この発
行は４０年がかりの欧州言語教育界の共同作業の結果である。

2.5. CEFR を理解するための主要なポイント
ＣＥＦＲは現代語の使用者、学習者と言語使用、言語学習にとって理解可能な総合的記
述になっている。欧州各国、各地域、各個人共通の参考基準とするべき言語の熟達能力レ
ベルを示すものである。
具体的に理解に役立つ記述文からなりたつ６段階の尺度になっている。
学習者が自分で自己評価ができるように設定されている。
複言語教育に対する首尾一貫したアプローチで、それのために役立つカリキュラムに
そった書きを提供する。また、ＣＥＦＲの基幹となる性質として以下のものがあげられよ
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う。
ＣＥＦＲは教師ではなく自立的な学習者を焦点に開発されたものである。
ＣＥＦＲは行動中心の学習方法である。つまり、学習者の学習過程で結果を測定するので
はなくて、現れた結果を見てコミュニケーション能力を判定するものである。
「～することができる」という現在の言語コミュニケーション能力を積極的にとりあげて
評価する。
言語能力を評価することができるものである。
参考にすることが可能な能力のレベルと尺度を示したものである。
学習者が自分で自分の言語能力を評価することができる。
教育の中で複言語主義の教育をおこなうのに適当なものである。
ＣＥＦＲを用いることーそれは以下のように多くの事項に対する挑戦である。
①．ＣＥＦＲのアプローチは純粋に記述的であり、教条的でもなく規範的でもない。
②．ＣＥＦＲは特定の言語に偏重したものではなく、すべての言語から中立な立場を
とる。
③．ＣＥＦＲは言語使用のいかなるコンテクストからも中立である。
ＣＥＦＲは完全にすべてのものを説明できるように試みるが、しかし完全というわけ
にはいかない。
④．

ＣＥＦＲＦは高められる透明性、磨かれる質の高さ、増大する比較可能性を求

めるのに貢献するべきものである。
⑤

ＣＥＦＲは欧州評議会の教育的価値を高めるのに貢献するべきものである。

加盟国文部大臣会議の欧州評議会のＣＥＦR の利用と複言語主義を盛んにすることにつ
いての勧告（recommendation）7（2008 年）
上記の勧告は２００８年７月２日に外務大臣会議の第１０３１回の会議において採用され
たものである。その内容の概略は以下の通りである。
1

ＣＥＦＲに関する一般的な原則と評価基準は国家、地域（region）、地方レベルで言語

教育に責任がある当局によって履行されるべきである。
言語教育政策、カリキュラム、教材開発、教師養成、評価には特定の測定基準が設けられ
るように目標をつくるべきである。
以 上に 関連し た会 議資料 は評 議会の うち の言語 政策 部門、 ＥＣ ＭＬ、 およ び Ｅ Ｃ
(European Commision,欧州委員会の事務局)に付託さる。また言語テストと評価の分野で国
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際的な実施コードを設置する。
注釈として加えられる事項：
欧州における言語教育の新しい状況
複言語主義の意味づけ
ＣＥＦＲの利用に関する挑戦的な問題
ＣＥＦＲの使用に関するもろもろの責任事項
勧告された評価基準の範囲
2.6. European Language Portfolio(ELP)(欧州言語ポートフォリオ)
ＥＬＰはＣＥＦＲの目的の遂行を強化するための道具で、言語学習の個人記録である。
Council of Europe で開発、認定されたものである。その内容は、language passport,
（言語能力を証明する記録）、language biography(言語学習記録)、dossier(言語能力を示す
ための学習成果の記録)の３部からなる。これは、個人の言語学習への動機付けになり、学
習意欲を増すのに役に立つといわれる。さまざまな形式が国、地域、学校レベルによって
ある。
欧州の言語教育政策の発展のための指針になっている。
現在のプロジェクトとしては学校の言語、つまり科目としての言語、たとえば、英語、ド
イツ語。諸科目を教えるときに用いる言語として特定の言語を用いて、ＥＬＰを利用して
いる。
2.7. European Year of Languages と Europena Day of Languages
Council of Europe と EU で２１世紀の最初の 2001 年を「欧州言語年」とし、毎年９月
２６日を「欧州言語の日」と記念して、欧州加盟国で欧州統合を言語の多様性、等価値と
認め、統合のなかに各言語と文化の多様性を認めることによって、多言語に通じあうこと
が欧州の統合の強化に通じるとして、特別のさまざまなイベントを行って認識を新たにす
ることにしている。
ヨーロッパの言語の日（European Day of Languages）と称せられる日の制定について
は、（www.coe.int/edl）によって複言語語主義（plurilingualism）,文化の多様性の存在を
承認、言語学習の生涯学習を目指し、その実施に取り組んでいる。この日を４７加盟国で
は一斉にカレンダーにイベントを書き込む式のカレンダー作成配布、ポスター作製配布、
ステッカーの作成、各大学での相互交流用のゲームを開発、挨拶カード、そのほか多数が
発売されて、購入されている。
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３．Europen Centre for Modern Language、ＥＣＭＬ(欧州現代語センター)
European Centre for Modern Languages(www.ecml.at) （ＥＣＭＬ）欧州現代語センタ
ーとして国際的にも有名である。その組織、活動、国際的位置、活動状況のあらましをこ
こに報告する。
３.1. ECML とは。
ＥＣＭＬは１９９４年 Austria の Graz 市に設立された。３４加盟国が運営の母胎になっ
ているが、特にオーストリア政府の実質的な援助を受け、加盟国の代表による運営母体が
あり、事務局が中心になって活動をおこなう。ただし、３４国は欧州諸国である必要はな
い。たとえば、カナダはそのメンバー国のひつとつである。ここが Strasbourg と多少違う
ところである。
3.2. ECML

の使命

ＥＣＭＬの使命は主に以下のことである。
① 欧州評議会が決めた言語教育政策を支持する。
② 言語教授と学習の革新を進め、改革を効率化するための研究の支援をおこなう。
③ 専門家のネットワークを作り、それを発展させる。
④ 良質の言語教育実践を普及させる。
3.3. ECML の活動
では、どのようにしてＥＣＭＬは活動しているかを説明しょう。
①

国際的に定評のある専門家集団が調整したプロジェクトを４年間の中期計画を
たてて実施する。

②

２年間の短期計画によっても実施する。

③

国家の政策と連携を保っている。

④

政府が指名した専門家あるいは責任のある機関と連携し、それを確保している。

⑤

それぞれの加盟国が指名した専門家が国同士や国際的組織をつくり、さらに効果
を倍増させる役割を担って機能を発揮する。

ＥＣＭＬの実際の活動は以下のものである。
①

加盟国から派遣された言語教育の重要な multipliers を含む専門家会議、ワーク
ショップ、会議、地域ごとのイベントの開催

②

専門家同士のコミュニケーションを相互に図るためのオンライン
ームの開設
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プラットフォ

③

研究し討議された結果について著書、ＣＤ－ＲＯＭ，インターネットを通じ
ての資料などの公開をおこなう。

3.4. ECML のプログラムの目的と内容
２００４～２００７年の期間のＥＣＭＬのプログラムは以下の通りである。
すべての発行物は自由にダウンロードでき、利用に供している。
本、ＣＤ－ＲＯＭ，プロジェクトのウエブサイト、プロジェクトの広告、会議や
フエアに利用できる移動展示物などが対象である。
ＥＣＭＬプログラムは２０のプロジェクト、４つの主題となる分野であり、それらは評
価、言語学習の継続性、内容と言語教育、複言語教育である。
それでは、このプログラムの目的をまとめよう。
① 言語を教える教師の専門家としての能力を高める。
② 専門的ネットワークを強化し、言語教育者のより広い協同社会を作りあげたい。
③ 言語教育に関係する専門家が改革への過程により大きな強い影響を与えるられるよ
うにする。
④ 欧州の言語教育がより質の高いものになるように貢献する。
3.5. ECML の研究プログラムの研究課題
ＥＣＭＬが実施している各研究、普及プログラムの研究課題（Projects）は先ほどあげた
通りの数であるが、その内容の解説は別に譲ることにして、ここでは例を若干あげるにと
どめる。
学習内容中心の言語教育（Ｃontent and language education）
①

若い言語の学習者たちに内容中心の現代語教授はどうあるべきか。
語句、文法などよりも学習材料の内容中心にことばの理解、運用をどのように提案
できるか。
内容と言語を総合した学習のためのカリキュラムをどうやって発展させるのか

②

英語以外の言語の学習をする内容と言語学習の集約をどうやってはかるか。

3.6. 小池科研から投野科研への継続研究の課題とＥCML との関係
投野科研の前提になった小池科研の研究課題は以下の通りである。
①

我が国がグローバル化されつつある世界で発展していく力をつけるには、積極的
コミュニケーション能力のレベルを向上させ、上級の能力の保持者数を一定数まで
増強させなければならない。
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２

グローバル化するコミュニケーション言語は圧倒的に英語である。
(ア) この問題について、各種の比較調査をすると、日本は世界の強国、アジアの周辺
国との比較でかなり低い能力であることが判明している。
(イ) それを改革する必要があるが、周辺の国が国家政策としてこの問題の改革に熱心
に取り組んでいるが、日本には対抗する強固な政策がなく、この課題を取り上げ
ることは重要な問題である。
(ウ) 我が国の外国語教育政策を具体的に改革するうえに参考になるのは欧州の
欧州評議会、ＥＣが共同して欧州４７カ国で推進しているＣＥＦＲである。

③ これを参照し、日本人社会に適応するように日本式 portfolio を作成することが望まし
い。それは、グローバル社会での適応する言語コミュニケーション能力の
到達目標を考える上で参考になる価値のあるものである。
④ 小池科研では、この考えに基づき、おおよその方向性を学校教育のなかに導入するうえ
の仮定的な６段階基準の到達目標を仮定する試みをおこなった。
⑤ 投野科研では、この設定を具体的なものにしようとして目下研究中である。この計画が
実施されるときに、学習者中心の到達目標としての評価システムが姿を現すことになる。
⑥ それでは、到達目標がわかったとして、それに到達する方法はどうであろうか。このた
めの教授法、学習法、教育全般、学校教育を一貫するシステム、現役の教師の育成方法、
カリキュラム、妥当な評価法などをどうするのか。これは大きな問題であると予想され
る。
⑦ ＥＣＭＬは、欧州評議会が先行するこれら諸問題を扱っており、またしても日本の英語
教育、外国語教育が将来目指すべき課題を示している。
⑧ ＥＣＬＭを訪問し、内容を学ぶことは、近い将来、投野科研の現在の課題が解決したの
ちに扱うべき課題がどこにあり、それをどう解決するべきかに向き合うことになる。
⑨

欧州全体で専門家が研究をおこなっているかを知ることが、われわれの次の課題への
挑戦の意欲、使命感を持つことに通じ、将来の研究の方向が具体的に論じられる切っ掛
けになる。

⑩

ＥＣＬＭ訪問は、現在の研究テーマにとりかかりながら、その先の課題などはやすぎ
るものであるという考えに警鐘をならすものであった。先の世界を見極めることによっ
て、現在の研究の方向を見出すことに適切な示唆を与えてくれるからである。

⑪ ＥＣＭＬの７名の投野科研の研究者が現地に飛んではじめて理解したことは以上のこ
とであり、それに関連した膨大な資料の蓄積があり、それが欧州全体で多様なテーマで
の研究討議の実態を垣間見ることができたことである。これらの情報や知識は今後の投
野科研ばかりでなく、ひろく日本の外国語教育研究に参考になることであろう。その意
味で今回のＥＣＭＬ訪問は貴重な価値があった。
参考文献と情報
欧州評議会の言語教育政策等についてのより詳しい情報は以下から得られる。
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www.coe.int/lang
www.coe.int/portfolio
www.ecml.at
大谷泰照他（2010）『EＵの言語教育政策』くろしお出版。
Waldemar Martyniuk.(2009) The Common European Framework fo Rerefence for
Languages(CEFR):approach, status ,function and use(Lecture for us,members who
visited ECML)
ＥＣＭＬ訪問スケジュールの概要
１．計画と実施のリーダー
２．訪問者

小池 生夫

小池生夫、中野美智子、緑川日出子、椎名紀久子、川成美香、高田智子、

３．講義と質疑に応じてくれた人
Catherine Seewald,(Libralian)
David Newby(Prof.Unviersity of Graz)
Susanna Sllivensky(Vice Director)
Waldemar Martyniuk(Director)
And many others
4.

Address
European Centre for Modern Languages Centre Europeen pour les Langues
Vivantes

Nikolaitz 4, A-8020 Graz,,

Tel: +43-316-323554, email information@ecml.at.http://www.ecml.at/
Dates: 2-5 November 2009
5.

School Visits
November 4th and 5th, ２００９
11.5
11.4

Graz Interrnational Bilingual School
Two Other elementary schools in Grats

6. 研究テーマ
小池

ＥＣＭＬの position と活動目的，意味など

緑川

Finland の外国語教育,欧州の教員養成の porfolio

椎名

ＣＥＦＲの児童現代語教育

川成

ＥＣＭL の workshop
Oeverseegasse の授業参観

中野

ＥＣＭＬの Testing materials

松井

ＣＥＦＲ－Ｊと task のベンチマークなど、授業参観

高田

欧州各国の descriptor 比較

以上
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The ECML Programme 2008-2011 の活動内容とその意義
川成美香（明海大学；kawanar@attglobal.net）

１．はじめに
1.1． ECML の活動理念とプロジェクト
The European Center for Modern Languages of the Council of Europe (ECML)は、欧
州各国における言語教育を推進することを目的として、欧州評議会（Council of Europe）
の言語政策部門（Language Policy Division）の実施運営機関として 1995 年にオーストリ
アのグラーツに設立された。その活動の理念は、言語政策理論を現場での言語教育にいか
に効果的に具体化するかであり、47 欧州加盟国のうちの ECML 会員国 34 カ国の言語教育
専門家である代表者によって構成される委員会において、さまざまなプロジェクトやワー
クショップが 2000 年以来、毎年定期的に開催されている。すなわち欧州評議会の研究開
発事業機関として、ECML は 34 会員国において進行中の言語教育事業の推進母体となっ
ている。
プロジェクトは最長 4 年であり、現在は第 3 期（2008 年～2011 年）にあたる 20 のプ
ロジェクトが実施継続中である。The ECML Programme 2008-2011 のスローガンは、言
語教育専門家の強化（Empowering language professionals: competences – networks –
impact – quality）である。その具体的目標として、言語教師の専門的能力の向上、言語
教師のネットワークの拡大、彼らの専門的能力が現場で発揮できる環境整備、ひいてはヨ
ーロッパ全土の言語教育の質的向上への貢献、の 4 つを掲げている。また各プロジェクト
が基盤としているのは、ヨーロッパのさまざまな言語教育の理念や手法であるが、とりわ
け そ の 中 心 と な る の が CEFR （ Common European Framework of Reference for
Languages）と ELP（European Language Portfolio）である。20 プロジェクトは、以下
1.2．に示す４分野の下に構成されている。本稿では、これらのプロジェクトの詳細を概観
すると共に、ECML の活動がヨーロッパの言語教育システムのなかでどのような意義をも
つのかを考察したい。

1.2． プロジェクトの概要―４分野 20 研究テーマ
Ⅰ．Evaluation (評価)
1. Piloting and implementing the European Portfolio for Student Teachers of
Languages
2. Encouraging the culture of evaluation among professionals
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3. Assessment of young learner literacy linked to the CEFR
4. Guidelines for university language testing
5. CEFR – level estimation grid for teachers
6. Quality training at grassroots level
7. Training in relating language examinations to the CEFR
Ⅱ．Continuity in language learning（言語学習における一貫性）
8. Developing online teaching skills
9. The ELP in whole－school use
10. Training teachers to use the ELP –

follow-up project

11. Exploring cutting-edge applications of networked technologies in
vocationally-oriented

language learning

Ⅲ．Content and language education（教材内容と言語教育）
12. Content-based teaching for young learners
13. Curriculum development for Content and Language Integrated Learning
（CLIL）
14. CLIL through languages other than English－Getting started
15. Good practice in CLIL for languages other than English
16. Content-based teaching + plurilingual/cultural awareness
Ⅳ．Plurilingual education（複言語教育）
17. A framework of reference for pluralistic approaches
18. Minority languages, collateral languages and bi-/plurilinguagl education
19. Majority language instruction as a basis for plurilingual education
20. Language associations and collaborative support

２．プロジェクト 4 分野と 20 テーマの特徴
2.1．Evaluation (評価)
「 評 価 」 に は 、 学 習 者 の 学 習 進 度 を 継 続 的 に 評 価 す る 「 形 成 的 評 価 」（ formative
assessment）と、成績についての「統括的評価」
（summative assessment）があり共に重
要である。しかし、学習者と教授者がそれぞれ費やす時間数は不均衡である。したがって、
実際に使用する評価方法は、質を重視し一般に認められた方法であると保証されたもので
あることが重要である。
この「評価」の分野には、7 つのテーマに基づいたプロジェクトがあり、具体的には以
下のような問題点を解決しようと試みるものである。
１）学習者と教授者は、語学学習が成功したということを何をもって知りうるのか？
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２）評価の手段として、どのような方法を具体的に使用するのか？
３）評価は、学習者の今後の学習計画の手助けとなりうるのか？
４）各学校でのテストは、CEFR の基準とどのように関連づけるのか？
５）学校教師は、CEFR ベースになりつつある評価方法にどう対応すればよいのか？
以上のように、この「評価」の分野のプロジェクトは、そのほとんどが CEFR の実践的活
用方法を扱うものとなっている。以下がその 7 つのプロジェクトの概要である。
2.1.1．Piloting and implementing the European Portfolio for Student Teachers of
Languages
・Coordinator: David Newby, Karl-Franzens University Graz, Austria
・Medium-term project 2008-2011
・Working languages: English, German
・Project website: http://epostl2.ecml.at
・ 目的：EPOSTL（The European Portfolio for Students Teachers of Languages）の
良き実践例と関係者への情報提供を行う。
・ 概要：EPOSTL は、ECML の第２期プロジェクトにおいて 6 名の研究チームにより、
教員養成の導入コースを受ける学生に、言語教育に必要な知識や技能を熟考させる
ことを促すために考案されたものである。EPOSTL を活用することにより、教員養
成コースを受ける学生は、言語教師に必要な知識を自ら評価し、その知識の習得状
況を自らモニターし、教職経験を記録することができる。現在の第 3 期プロジェク
トでは、第 2 期のフォローアップ・プロジェクトとして、EPOSTL 普及のためのネ
ットワークの構築、教員養成機関における EPOSTL の実験的実践の計画、すでに実
践された EPOSTL のケーススタディをまとめた報告書の編集、カリキュラム開発に
むけての EPOSTL の活用方法、などについて検討している。（対象：教員養成）
2.1.2．Encouraging the culture of evaluation among professionals (ECEP)
・Coordinator: Marie Berchoud, Universite de Bourgogne, France (2008-2009)
Enrica Piccardo, Universite Joseph Fourier – Crenoble 1, France(2010-2011)
・Medium-term project 2008-2011
・Working languages: French, English
・Project website: http://ecep.ecml.at
・ 目的： CEFR を教師に習熟させること、評価に関わる文化的要素を啓発するための
トレーニングキット開発。
・ 概要：ECEP プロジェクトは、社会的、技術的、政治的に今なお影響を受けやすい
言語教師に自信を持たせること目的としている。この過程は、言語教師にとって、
CEFR について単に賛成あるいは反対といった議論を超えて、CEFR に対する自由
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で自律的な態度を養成するうえで必要である。またこのプロジェクトは、言語教師
に、プロ意識だけでなく教師の地位やイメージを強化させ、自信を持たせ、文化的
あるいは個人的な制限を気にかけることなく CEFR を取り入れることができるよう
促すものである。（対象：すべての教育段階レベル）
2.1.3．Assessment of young learner literacy linked to the CEFR（AYLLIT）
・Coordinator: Angela Hasselgreen, Bergen University college, Norway
・Medium-term project 2008-2011
・Working languages: English, French,
・Project website: http://ayllit.ecml.at
・ 目的：CEFR に関連した Reading と Writing のレベル設定のための教材開発。
・ 概要：このプロジェクトは、9 歳から 13 歳までの初級学習者のために、言語教師が
CEFR に関連した外国語の Reading と Writing のレベル設定をする際の、教材開発
を目的としている。この年齢の生徒達の Reading と Writing のスキルの特徴は、
CEFR の A1 から B1 に相当するであろう。実施されるリサーチは教室での観察に基
づいて行われる。またこのプロジェクトは、ノルウェーのベルゲンの学校でのプロ
ジェクトに基づくものとなるが、ベルゲンの学校では、2007 年秋学期以来、生徒達
の Reading と Writing に関する教室内での継続的なリサーチが実施されている。プ
ロジェクトの中核は、実践的な英語学習に関するものである。加えて、国語（たと
えばノルウェー語）の第 2 言語学習者もプロジェクトに含める。ワークショップで
は、L2s の多様性へのアプローチの仕方を示し、その機能の一つとして、教材を別
の L2s へ適応する可能性を考案したり、教材の採用方法を導入する手ほどきを行う。
（対象：初等教育レベル）
2.1.4．Guidelines for university language testing（GULT）
・Coordinator: Johann Fischer, Universitat Gottingen, Germany
・Medium-term project 2008-2011
・Working languages: English, French
・Project website: http://gult.ecml.at
・ 目的：CEFR を、大学レベルでの特化した目的のための言語（LSP：languages for
special purposes）のテストに、task-based なアプローチで応用する際のガイドライ
ンの開発。
・ 概要：このプロジェクトは、言語テスティングや評価の最近の方法をさらに向上さ
せることを目的とする。特に注目しているのは、大学レベルでの教授法と LSP のテ
スティング、および言語テスティングの task-based なアプローチである。目的は、
LSP テスティングのガイドラインを提供し、大学レベルの言語テストを向上させる

122

こと、および、task-oriented なアプローチの言語テストへの導入を大学に働きかけ
ることである。大学レベルでの LSP コースは、学生の将来の職業的ニーズに必ずし
も合っているとは限らない。というのも大学では、科目の専門性は、完全な
content-based なアプローチから、一般言語コースでの単に科目に特化した話題を含
める程度まで、さまざまレベルで教授されているからである。task-oriented なアプ
ローチには、学生の専門科目の学際的および職業的なコンテクストに合わせてタス
クを開発できるという利点がある。この task-based なアプローチの利点がテスティ
ングにも応用されるべきとの観点から、CEFR に基づく LSP のテスティングのガイ
ドライン開発が望まれるが、現段階では大学ではまだ一般的ではない。このような
ガイドラインは、専門科目の学部と（工学部、商学部、経済学部、自然科学部など）、
言語学関係の学部の専門家（テスティング、LSP 教授法およびテスティング、ある
いは、task-based な言語教師など）とが協力して開発する必要がある。
（対象：高等
教育レベル）。
2.1.5．CEFR – level estimation grid for teachers（CEF-ESTIM）
・Coordinator: Claire Tardieu, IUFM Paris, France
・Short-term project 2008-2009
・Working languages: French, English
・Project website: http://cefestim.ecml.at
・ 目的：教師が使用する既存のオンライン上のツールを、試験と CEFR をリンクする
際に適合させる。
・ 概要：このプロジェクトの目的は、
“Dutch CEFR Grid”として知られている CEFR
のレベル推定表を、ヨーロッパの外国語言語教師の間に普及させることである。これ
は、オンライン上のツールで、テスターとテスト作成者のために作成された、oral
と written の理解力の 2 つのスキルから構成される Grid である。ユーザーには、
トレーニング用のモジュールも提供される。新たなプロジェクトは、教員養成者や教
師のような別のユーザーが、
“Dutch CEFR Grid”を改良したバージョンからのメリ
ットを受けられると仮定している。CEF-ESTIM の Grid は、日常的なコンテクスト
でより一般的に使用されることを意図しており、テクストのレベルやタスクのレベル、
あるいは両方の組み合わせのレベルを推定するのに使用される。（中等教育レベル）
2.1.6．Quality training at grassroots level（Qualitraining 2）
・Coordinator: Laura Muresan, Academy of Economics Studies/QUEST, Romania
・Short-term project 2008-2009
・Working languages: English, German
・Project website: http://qualitraining2.ecml.at
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・ 目的：『言語教育における質の保証のための ECML トレーニングガイド』（ECML
Training Guide for Quality Assurance in Language Education）の普及
・ 概要：このプロジェクトの目的は、第 2 期の ECML プロジェクトの成果である『言語
教育における質の保証のための ECML トレーニングガイド』をさらに普及し、確実
なものにすることである。その主要な目標は、異なる国家間や地域間における言語
教育の質の保証を推進すると共に、ワークショップでのマテリアルを改善し、それ
を今後の各現場でのケーススタディに活用することである。これは ECML の「質的
トレーニング」（“QualiTraining”）のネットワークを通じて行うだけではなく、あ
る特定の教育現場での「質的トレーニングのガイド」の実施を評価したり、モニタ
ーするためのツールの開発などを通しても行われる。さらにウッブやネットワーク
を活用することにより、
「質的トレーニング」の結果を共有するフレームワークの提
供をめざす。これによりトレーナーは、一般的な「質的トレーニング」の概念と、
ヨーロッパ評議会の言語教育手法や教育実践には関係性があることがより理解でき、
実際の教育環境での彼ら実践とをうまく関連づけることができる。
（対象：すべての
教育段階レベル）
2.1.7．Training in relating language examinations to the CEFR（RELEX）
・Coordinator: Waldemar Martyniuk, Jagiellonian University, Poland
・Short-term project 2009
・Working languages: English, French
・Project website: http://relex.ecml.at
・ 目的：ヨーロッパ評議会言語政策部門の作成したマニュアル（ Manual for relating

language examinations to the CEFR）を基本として、教師に有益なマテリアルを普
及させること。
・ 概要：プロジェクトの目的は、ECML のメンバー各国のテスト開発者に、その国独
自のテスト作成に CEFR に関連づけることを推進することである。その背景として、
CEFR ユーザーによる急速なニーズがある。ヨーロッパ評議会言語政策部門は、数々
の方法やツールを開発して、各国独自のテストと、CEFR の言語技能の共通参照枠
を信頼性のおける手段で関連づけることを試みている。このプロジェクトでは、ト
レーニングのためのマテリアルを準備して、ECML 加盟国の中から指名された参加
者によるワークショップを開催し、彼らに手順や方法を提供する。さらに、ヨーロ
ッパ評議会の専門家により開発された補助的なツールを使いこなせるよう指導する。
（対象：教員養成）
2.2. Continuity in language learning（言語学習における一貫性）
初等教育から教育というはしごを昇っていく際には、ある科目などについて踏み外して
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しまったステップをうまくやりこなさなければならないという問題がある。そのようなギ
ャップは、初等教育と中等教育、あるいは中学校から高等学校との学科課程で起こった場
合には、とりわけ深刻である。言語学習においては、あるレベルから次のレベルに上がる
ことの難しさは、教授方法や教材が異なることによって、さらに複雑になることもある。
加えて、学校での異なる外国語科目においては、協力的というよりは競争的関係になるこ
とでさえある。
この「言語学習における一貫性」の分野には４つのプロジェクトがあり、白熱している
議論の問題点には、以下のようなものがある。
１）言語学習のための重要なスキルを生徒に身につけさせるためには、言語教師にはど
のような適性や資質が求められるのか？
２）学校教育における語学学習のレベルをスムースに昇っていくには、どのようなツー
ルが必要か？

また、学習する言語が異なる際に、共通のアプローチを可能にする

ツールは何か？
３）学校はどのようにして、生涯学習的な視点からの言語学習に対するポジティブな姿
勢を促すのか？
４）生涯学習的な視点からみて、ELP（European Language Portfolio）を実践すると
いうことは、語学学習の際にどのような役割を果たすことになるのか？
５）ヨーロッパ人が学校教育を終えたのち、生涯学習としての言語学習を続けるために
は、どのような動機付けによって可能となるのか？
以上の問題点を扱う「言語学習における一貫性」の分野のプロジェクトにおいては、言語
教育の一貫性を進捗させるのに重要なツールとなる ELP に関する研究が中心である。以
下がその４つのプロジェクトの概要である。
2.2.1. Developing online teaching skills (DOTS)
・Coordinator: Ursula Stickler, The Open University, United Kingdom
・Medium-term project 2008-2011
・Working languages: English, German
・Project website: http://dots.ecml.at
・ 目的：遠隔教育のためトレーニングキットを開発すること
・ 概要：このプロジェクトは、社会文化的、社会構成主義的な理論に基づいたアプロ
ーチにより、教員養成の遠隔教育プログラムの基盤となるオンライン上のシステム
を構築するものである。Moodle というシステムが、社会構成主義的理論に基づいて
いるため、仮想的学習環境として使用されている。革新的かつ技術的なアプローチ
を推進するには、言語教師の現実生活のコンテクストを綿密に考慮することが必要
である。それゆえこの DOTS プロジェクトは、パートやフリーランスの教師のニー
ズも含めることになる。DOTS は、あらゆる背景をもつ成人学習者を対象とする言
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語教師の専門家グループを集める。彼らの教育学的な専門知識により、コミュニケ
ーション能力や異文化能力を高める手段としての技術を用いることで、情報通信技
術（ICT）を応用した最善の教育実践がより確かなものとなるであろう。トレーニン
グのためマテリアルを開発するにあたり、各教育機関のネットワークは、複数の言
語教育、公開教育や遠隔教育、オンライン上の言語教育、教員養成などに関する経
験に基づいて構築される。（対象：高等教育レベル）
2.2.2. The ELP in whole－school use (ELP－WSU)
・Coordinator: David Little, Trinity College Dublin, Ireland
・Medium-term project 2008-2011
・Working languages: English, French
・Project website: http://elp-wsu.ecml.at
・ 目的：すべての学校段階で、さまざまな関係者（生徒、親、教師など）が使用する
ELP の役割について焦点を当てる。
・ 概要：このプロジェクトはすべての学校段階における言語教育、言語学習をサポー
トする ELP の使い方を取り上げ、あらゆる言語に関するカリキュラムの初歩から最
終段階にまで対応する。具体的には、以下 5 つを目的とする。１）すでにある全学
校の ELP プロジェクトを把握する、２）新たな学校での ELP プロジェクト実施の
普及をサポートする、３）そのようなプロジェクトが学校、教師、生徒に与える影
響についての調査研究、４）ELP プロジェクトを実施している学校での、カリキュ
ラムデザイン、施設、運営に関するガイドライン作り、５）プロジェクトの成果を
政 策 意 思 決 定 者 に 報 告 す る 。 な お こ の プ ロ ジ ェ ク ト は ヨ ー ロ ッ パ 評 議 会 の ELP
Validation Committee と連携している。（対象：中等教育レベル）
2.2.3. Training teachers to use the ELP – Follow-up project（ELP－TT2）
・Coordinator: Margarete Nezbeda, Austrian Center for Language Competence,
Graz,Austria
・Short-term project 2008-2009
・Working languages: English, French
・Project website: http://elp-tt2.ecml.at
・ 目的： ECML ELP Teacher Training Kit の普及。
・ 概要：このプロジェクトは、ECML の第 2 期 medium-term プログラムである“ELP
＿TT”プロジェクト（ Training teachers to use the European Language Portfolio）
において、開発された ELP トレーニングキットを普及させるものである。今回のフ
ォローアップ・プロジェクトは、前回は参加していなかった ECML 加盟国のうち 16
カ国（アンドラ、ボスニア・ヘルチェゴビナ、ブルガリ、クロアチア、キプロス、
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ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、スロ
バキア、スロベニア、スペイン、スイス、イギリス）について、異なる文化的背景
や教育環境にいる教員養成者や ELP の実施者に対して、研修を企画し実施する。英
語とフランス語で作成されたマテリアルが、研修期間中に評価され、必要に応じて
改善される。また、異なるコンテクストでの研修におけるマテリアルの活用方法に
ついても推薦される。（対象：教員養成）

2.2.4.

Exploring

vocationally-oriented

cutting-edge

applications

of

networked

technologies

in

language learning（E－VOLLUTION）

・Coordinator: Anthony Fitzpatrick, Independent consultant commissioned by
Folkuniversitetet Goteborg, Sweden
・Short-term project 2008-2009
・Working languages: English, German
・Project website: http://evolution.ecml.at
・ 目的:

語 彙 を 中 心 と し た 言 語 学 習 に 使 用 す る 、 ICT マ テ リ ア ル に 関 す る 既 存 の

ECML GRAZVOLL ウェッブサイトを開発、更新すること。
・ 概要：ECML の“ICT VOLL IMPACT”(2000-2003)というワークショップはかなり
成功し、これに付随する GRAZVOLL ウェッブサイトも広く公式に認められるよう
になった。今回のプロジェクトでは、このウェッブサイトの内容を更新し、さらに
実用的な使用方法を開発しようとするものである。VOLL のための教員養成用マテ
リアルへのリンク、VOLL にある模範的な言語学習モジュールへのリンク、良き実
践のモデルへのリンクなどが、このサイトに挙げられ、さらに ECML のサーバーに
置かれることになる。研究チームは、ICT の分野における言語学習、言語教育の最
新の成果（例、e-portfolio, 異文化間の研究など）を組み込み、さらに、職業的・専
門的分野におけるニーズに関する調査を行う。さらにこのシステムにより、ユーザ
ーマニュアルを作成、試行することで VOLL にある ICT を紹介することになる。
（対
象：職業専門的レベル）
2.3. Content and language education（教材内容と言語教育）
言語を通じて教科内容を教えるアプローチである Content and Language Integrated
Learning(CLIL)や、バイリンガル教育は、ヨーロッパ全土でますます一般的となってきて
いる。しかし、CLIL に明確な焦点をおいた言語教師養成プログラムは、まだごく稀であ
る。まして教科教師養成プログラムに至っては、CLIL はほとんど採用されていないのが
現状である。とはいえ一方では、CLIL の実践は、生徒や、指示手段として L2 を使う教師
に対する影響に関する慎重な議論を、しのぐ勢いであるといわれてきている。
この「教材内容と言語教育」の分野には５つのプロジェクトがあり、論点としては以下
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のようなものがある。
１）伝統的な外国語教育の授業内容は、異文化能力（intercultural competence）や自
立した学習者（learner autonomy）を養成するというような総合的目標に対して、
どのように貢献しうるのか？
２）CLIL を実践した場合には、生徒の言語活動を評価する際に、言語(language)と内
容 (content)のどちらを重視するのか？
３）職業的な言語学習コースでは、内容 (content)をどのように位置づけるのか？
４）モデルとなるような CLIL の教員養成は、どのようなものであろうか？
この領域のプロジェクトいくつかは、英語以外の言語での CLIL の活用方法を推進すべ
く研究している。
2.3.1. Content-based teaching for young learners（EPLC）
・Coordinator: Renate Kruger, Universitat Erfurt, Philosohpische Fakultat, Germany
・Medium-term project 2008-2011
・Working languages: French, German
・Project website: http://eplc.ecml.at
・ 目的：小学校教育における 3 ヶ国語（フランス語、ドイツ語、ロシア語）の CLIL
の教授法の開発。
・ 概要：このプロジェクトは、小学校教育におけるフランス語、ドイツ語、ロシア語
の語学授業での content-based なモジュールの開発と試行である。教科は、歴史、
地理、音楽、芸術、作文などで、学習者のニーズとレベルに合わせた講義形式の教
授方法がとられる。意義深い新しい内容を扱う教授方法は、学習者の興味を引き、
さらにコミュニケーション手段として L２を使わせることになる。ある特定の小学
校で行われているバイリンガル教育とは対照的に、この CLIL のモジュールはヨー
ロッパ全土のすべての小学校で実施されることになる。このモジュールは、いかな
る外国語教育のカリキュラムにも容易に採り入れることができ、教師は彼らのニー
ズに合わせて適応させやすい。ヨーロッパでの言語教育は一般的に 6 歳から始まる
ため、この CLIL のモジュールは 6 歳から 11 歳用に作成されることになる。また、
一般言語コースでも、学際的なコースやプロジェクトにおいても、このモジュール
は使用することができる。（対象：初等教育レベル）
2.3.2. Curriculum development for Content and Language Integrated Learning
（CLIL-CD）
・Coordinator: Maria Jesus Frigols-Martin, Conselleria de la Generalitat Valenciana,
Spain
・Medium-term project 2008-2011
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・Working languages: English, German
・Project website: http://clil-cd.ecml.at
・ 目的：Content and Language Integrated Learning(CLIL)に関する教員養成のため
のマクロなフレームワークの開発と、さまざまな言語と年齢に適応可能な CLIL の
カリキュラムのモジュールの作成。
・ 概要：CLIL のカリキュラム作成は、その対象が教員養成のどの段階でも、また学習
者がどのような段階であっても、相補的である必要がある。総合的なアプローチで
は、学習者が習得しうるものは教師の CLIL の能力にかかっている。このプロジェ
クトでは、学習者のカリキュラムに関連付けることのできる CLIL を目的とした、
教員養成カリキュラムの開発を提案するものである。ヨーロッパの状況に関して、
このプロジェクトを時系列的にさかのぼることは適切ではない。というのも、CLIL
に関わっている多くの学校や教師達は、今なお十分なマクロなフレームワークがな
い状況で、個別的に実践している。CLIL のための充実した教員養成プログラムは、
ごくわずかな国にみられるのみで、学習者に照準を当てたカリキュラムも同様であ
る。したがって、質的に順応性のあるヨーロッパ流のカリキュラムが大いに求めら
れているのが、今日的な状況である。言語と教科科目との多様な組み合わせについ
ては、ヨーロッパ評議会のすべての加盟国について、同一のカリキュラムを策定し
ようとすることは推奨されていない。それゆえこのプロジェクトでは、適応可能な
カリキュラムのモジュールの策定が目的であって、それは、言語教師にも教科教師
にも馴染みやすいもので、教員養成の各現場での実施に役立つ基本的な CLIL の構
成要素をすべて兼ね備えている必要がある。（初等、中等、高等教育レベル）
2.3.3. CLIL through languages other than English－Getting started（CLIL- LOTESTART）
・Coordinator: Kim Haataja, OPEKO (National Centre for Professional Development
in Education), Finland
・Medium-term project 2008-2011
・Working languages: German, English,
・Project website: http://clil-lote-start.ecml.at
・ 目的：英語以外の言語で CLIL 教育（CLIL-LOTE）を立ち上げるためのガイドライ
ンの作成。良き実践例として、ドイツ語での CLIL（CLILiG）に焦点を当てる。
・ 概要：近年では、ヨーロッパの内外において CLIL の教育的アプローチに重要な意
味がもたれている。複言語教育の目標に関連する CLIL の可能性は、最近の全ヨー
ロッパの教育政策の発展の要因として説明されてきている。（ヨーロッパ評議会の
CEFR や、EU の New Framework Strategy for Multilingualism in Europe など）。
英語のみの学習に大きな焦点があることはヨーロッパ言語の教育、とりわけ CLIL
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のコンテクストには、大きな関心が寄せられている。結果として、CLIL のフィール
ドでの異言語による対話を育成するニーズや、英語以外の言語による CLIL(CLILLOTE）の研究と開発が、ヨーロッパ全域にわたる言語教育にとって重要な発展的領
域となってきている。このプロジェクトでは、ドイツの中等教育における CLIL を
参照とした CLIL- LOTE の立ち上げのためのガイドラインが作成される。テーマは、
言語教育政策、カリキュラムや授業計画、リサーチ方法、学習意識の向上、広報活
動に至るまで幅広くカバーされ、ドイツにおける CLIL での最近の結果から具体例
が示される。また、このプロジェクトは、次の CLIL- LOTE- GO プロジェクトと相
補的である。（対象：すべての学校段階）
2.3.4. Good practice in CLIL for languages other than English（CLIL- LOTE- GO）
・Coordinator: Gerald Schlemminger, Padagogische Hochschule, Germany
・Medium-term project 2008-2011
・Working languages: French, German
・Project website: http://clil-lote-go.ecml.at
・ 目的: 英語以外の言語による CLIL 教育のための教員養成のガイドラインとモジュ
ール作成。外国語としてのフランス語を扱い、教員養成カリキュラムのさまざまな
タイプを提案する。
・ 概要：このプロジェクトは、英語以外の言語による CLIL 教員のためのトレーニン
グ キ ッ ト の 開 発 を 行 う も の で 、 外 国 語 と し て の ド イ ツ 語 の CLIL を 扱 う CLILLOTE- START プロジェクトと相補的である。具体的には、大学教育での CLIL の
さまざまなモジュール、アプローチ、実践など総合的に扱う。ヨーロッパにおける
多くの大学のセンターやネットワークが、このプロジェクトと連携することになり、
特に特定言語によらない科目教授法におけるトレーニングやリサーチを対象とする。
プロジェクトの目標は、CLIL 教師のための共通のトレーニングマニュアルを作成す
ることにあり、とりわけ理論的な側面をとりあげ、さらに小学校や中等学校での良
い取り組みの例を提示する。また、目標言語で教えられる、さまざまな科目（科学、
歴史、地理、音楽、芸術、数学など）を取り入れる。最終的なトレーニングキット
は、CLIL 教員養成や、バイリンガルコースの BA や MA の学生、およびフランス語
やドイツ語などの英語以外の言語を使っての、特定言語によらない科目を教える教
員養成者が実際に使えるものをめざす。（対象：初等、中等、高等教育レベル）
2.3.5. Content-based teaching + plurilingual/cultural awareness（CONBAT+）
・Coordinator: Merce Bernaus, Universitat Autonoman de Barcelona, Spain
・Medium-term project 2008-2011
・Working languages: English, French
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・Project website: http://conbat.ecml.at
・ 目的:

複言語的、複文化的なレパートリーを養成することをめざす CLIL 教育のた

めの、教授者と学習者が使用するマテリアルの開発。
・ 概要：CONBAT+ というこのプロジェクトの略称は、content-based teaching を、
複言語主義や複文化主義を強化するアクティビティーによって完全なものにする必
要がある、ということを意味する。すなわち、これらの主義の概念は、第２言語や
外国語が他の教科を教える際にも使われるような、言語教授法の開発の際には、考
慮に入れられる必要がある。このプロジェクトでは、小学校や中等学校レベルでの、
特定言語によらない科目教授法に使用できる、英語、フランス語、スペイン語での
教材作成をめざす。各種の教育機関もまた、教室内での複言語主義や複文化主義の
問題に直面している。そのため、開発される教材は、言語、その話し手、その文化
に対するポジティブな態度を育成するために、問題意識を喚起するようなアクティ
ビティーを持ち合わせている必要がある。（対象：初等、中等教育レベル）
2.4. Plurilingual education（複言語教育）
ヨーロッパ評議会の言語政策は、複言語主義（Plurilingualism）、すなわち生涯にわた
る各個人の言語的、文化的レパートリーを豊かにする、という考え方をとりわけ重要視し
ている。その背景には、ヨーロッパ市民が、複数の異なる言語や文化のコンテクストでう
まくやりとりができるようになること目的とする意図がある。ヨーロッパのほとんどの国
においては、学校では少なくとも２カ国の外国語学習が奨励されている。しかし実際のと
ころは、必修教育である第２外国語学習でさえおぼつかない国も見受けられる。この「複
言語教育」の分野には４つのプロジェクトがあり、以下のような論点が検討されている。
１）複言語教育はどのようにして実践することができるのか？
２）学習者が、第１言語を離れて、他の言語や文化を重視して学習するようになるには、
どのように仕向けたらよいのか？
３）この教育システムの中で、地方や少数民族の言語はどのような扱いとなるのか？
４）すべての生徒が、当該言語による指示が理解できるレベルに、必ずしも達してはい
ないようなマルティリンガルなクラスにおいては、言語教師はどのようにうまく対
処していくのか？
この分野のうち１つのプロジェクトは、言語教師協会（language teacher association）
との共同プロジェクトである。この協会は、複言語教育の推進と ECML の研究の広報の
ために、ECML が重要な共同研究団体として認めたものである。
2.4.1. A framework of reference for pluralistic approaches（CARAP）
・Coordinator: Michel Candelier, Universite du Maine－Le Mans, France
・Medium-term project 2008-2011

131

・Working languages: English, French
・Project website: http://carap.ecml.at
・ 目的:

いくつかの異なる言語や文化を対象とした、教授用または学習用のアクティ

ビティーを奨励する際に、教師に役立つ多元的（pluralistic）アプローチを組み込ん
だ方法論のフレームワーク草案を開発すること。
・ 概 要 ： こ の プ ロ ジ ェ ク ト は 、“ Framework of Reference for Pluralistic
Approaches”(CARAP/FREPA)の中心的部分の開発につながった、ECML の以前のプ
ロジェクトである Across Languages and Cultures(ALC)の結果に基づいている。
CARAP/FREPA は、多元的アプローチによって推進される知識、態度やスキルに関
するリソースのリストと、そのリソースが資するグローバルな能力の提示によって
構成されている。現在のこのプロジェクトでは、CARAP に基づいて、教師がリソー
スに対するグローバルなアプローチの必要性への認識を高められるような、実際に
使用できるツールの開発を目的としている。そのようなリソースとは、学習者が、
複言語的、複文化的な能力を養成するプロセスにおいて、構築しなければならない
ものである。（対象：教員養成）
2.4.2. Minority languages, collateral languages and bi-/plurilinguagl education（EBP
－ICI）
・Coordinator: Claude Cortier, INRP

(Institut national de recherché pedagogique),

France
・Medium-term project 2008-2011
・Working languages: French, English
・Project website: http://ebp-ici.ecml.at
・ 目的:

複言語的アプローチを奨励する少数派言語の地域における教師のためのキッ

トを開発すること。
・ 概要：言語の多様性や複言語的、複文化的教育を奨励するヨーロッパの目標に基づ
いて、このプロジェクトは、小学校のための実験的なアクティビティーと規範的な
ツールを開発するものである。そのねらいは、言語的交替が現実のものであるヨー
ロッパの多くの地域（カタロニア、スコットランド、フランスのいくつかの地域）
において、支配言語（dominant language）と少数派言語を統合してフレームワー
クを作成することにある。ここで扱う言語は、国際語に関連したアクティビティー
を通して２つの連続体に機能する手段として使用される。その２つの連続体とは、
言語的・地理的・文化的な近接性（隣接言語、継承語など）と、変種の連続体（支
配言語と少数派言語の多様性など）である。目的は、子供に幼少期から、言語の多
様性への認識と価値観を持たせることと、言語的レパートリーと複言語能力を培う
うえで役立つより包括的な言語能力を養うことにある。
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2.4.3. Majority language instruction as a basis for plurilingual education（MARILLE）
・Coordinator: Klaus-Borge Boeckmann, University of Vienna, Austria
・Medium-term project 2009-2011
・Working languages: English, German
・Project website: http://marille.ecml.at
・ 目的:

教室内で言語の多様性を扱うときの教師のストラテジーを精査し、現在の教

育システムから得られるサポート手段を調査すること。
・ 概要：このプロジェクトでは、中等学校の学科目として、複言語主義を多数派言語
に統合することを扱う。このプロジェクトの定義によれば、多数派言語とは、学校
で指示言語として使用される公用語の一つのことで、例えば、ブルガリアで使われ
るブルガリア語、スペインでのスペイン語などである。今日、教室内では多くのさ
まざまな言語が使われている。その結果、多数派言語の教授法は、伝統的な L1 教授
法からは外れ、L2 教授法に統合されている。というのも、そのような L1 教授法の
利点は多数派言語の教授法には当てはまらないからである。したがって、多数派言
語の教授法は、カリキュラムを越えた言語、あるいは言語認知といった複言語教育
に統合されなければならない。このプロジェクトでは、教室内で教師が使用するス
トラテジーを見出すために、ECML 加盟国の中等学校における多数派言語の教授法
の開発を行っている。そのようなストラテジーは、国、地域、地元といった状況に
いかにして関連づけられるのか？カリキュラムの改訂は、多言語社会や複言語の生
徒の抱える問題をどのように扱えばよいのであろうか？このプロジェクトは、World
Federation of Modern Language Associations（FIPLV）と、ヨーロッパ評議会の言
語政策部門と共同して行われている。（対象：中等学校レベル）
2.4.4. Language associations and collaborative support（LACS）
・Coordinator: Terry Lamb, University of Sheffield, United Kingdom and FIPLV
(World Federation of Modern Language Associations)
・Medium-term project 2008-2011
・Working languages: English, French, German
・Project website: http://lacs.ecml.at
・ 目的: このプロジェクトは、FIPLV のメンバーである国立多言語、国際単一言語の
教師協会に対して、ECML の成果を普及させるものである。その主要な目的は、ヨ
ーロッパ全土の言語教育専門家をサポートするために、教師協会と ECML との協力
関係を強化することである。そのため、言語の教授・学習の方法論や、21 世紀に相
応しい言語政策やカリキュラムのモデルを提示することのできる、新たな言語教授
方法をより効果的に普及させようとしている。この目的のために、プロジェクトの
計画は多岐に渡っている。例えば、広範囲にわたり言語協会を組織し、実際的な手
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段（ワークショップ、出版、ニュースレター、ウェブサイト、ウェブフォーラムな
ど）によりメンバーのネットワークをサポートする。また、政策改革への影響力を
もつ機会から、多言語主義が栄える高品質で包括的な環境の開発までを行っている。
ECML の成果を普及させれば、プロジェクトの内容を単に調査するだけでなく、す
べての部門にいる多くの教師にメリットをもたらすように、普及のプロセスを強化
する方法についても調査することになる。

３．まとめ
本稿は、2009 年 11 月 2 日～5 日に行われた本科研海外調査の一つである ECML 視察
訪問に筆者が参加した際に、ECML 所長 Dr. Waldemar Martyniuk, 副所長 Dr.Susana
Slivester, および Dr.David Newby から受けた講義、および現地にて入手した資料、ECML
Hp 上の資料等をもとにして、ECML で現在実施されている The ECML Programme
2008-2011 の活動内容を概観したものである。
ECML では言語教育専門家の強化をスローガンとして、評価、言語学習における一貫性、
教材内容と言語教育、複言語教育の 4 分野にわたり、20 プロジェクトの国家間連携の研究
テーマと研究集団が設定されている。研究の対象としているのは、初等・中等・高等教育
レベル、専門職業教育レベル、教員養成に至るまで網羅的である。また ECML 各メンバ
ー国家により指名された権威が国際的なネットワークを創り、ワークショップ、専門家会
議、地域間会議、国際会議などにおいて、言語教育専門家による共同研究や教育事業が行
われている。その研究、事業などの成果は、書籍、CD-ROM などの形で発行されるだけで
なく、オンラインでのアクセスもフリーで可能となっている。
このようなヨーロッパ全土に及ぶ包括的な言語教育にかかわる研究、教育のネットワー
クは、この 10 年で急速に発展的に構築されたもので、現在なお進行中である。欧州評議
会の言語政策実施のサポートをするために ECML が本格的に活動し始めたのは 2000 年で
ある。また、2001 年は European Year of Languages として定められ、この年、CEFR、
ELP が公表され、European Day of Languages (26, September)が制定された。そもそも
欧州評議会は、1949 年にフランス Strasbourg に設立された 47 欧州加盟国による政府間
の共同体であり、その理念として、欧州社会の結束・結合、人権の尊重、教育、文化、伝
統ななどの維持と発展などを掲げている。その欧州評議会の言語政策部門において、地域
言語、少数派言語教育のための協定や保持、さまざまな言語政策の立案が行われており、
とりわけ現代語教育の実施運営の中心機関として機能しているのが ECML である。この
10 年間に ECML で行われている包括的な言語教育にかかわる研究、教育のネットワーク
は、このようなヨーロッパ独自の長年にわたる政治的、社会的、文化的な背景のもとに構
築されたものである。そのような背景を鑑みたとき、われわれ日本人研究者が、日本の英
語教育システム改善のために、CEFR、ELP、Plurilingualism、Pluriculturalism、CLIL
といった概念やシステムそのまま日本のコンテクストに応用することは難しい。世界基準
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との平衡をとりつつも、日本独自の社会的、文化的背景に根ざした言語観、理念を明示し、
日本人特有のコミュニケーションスタイルの上にのる英語教育システムの改善が必要であ
ろう。さらには国家主導の体制も不可欠であると再確認した。
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ケンブリッジ大学およびベッドフォードシャー大学視察報告
東京外国語大学

根岸雅史

【ベッドフォードシャー大学における「仕分け作業」】
１．訪問の目的：ベッドフォードシャー大学の Tony Green 博士の助言を受けながら、日本
人英語学習者のスピーキングおよびライティング・パフォーマンスを CEFR (Common
European Framework of Reference for Languages)レベル別に分け、その中からレベ
ルごとの exemplar を見つけるため。
２．これまでの exemplar の問題点：日本人学習者がほとんど含まれていないために、日本
人学習者のレベル分けに適用するのに難しい点がある。例えば、Cambridge ESOL か
ら出ている DVD の中にブラジル人女性とロシア人女性のインタビューがある。このイ
ンタビューでは、試験官より受験者同士で自己紹介をするようにと言われる場面が始
めにあるが、ここでは、この 2 人の受験者はそれぞれの自己紹介はもちろん、自分の
生まれ故郷のことから、そこから発展した話題まで、延々と話し続けている。それゆ
えに、以前に Green 博士が日本で行った評価トレーニングの際にも、これらの受験者
たちの評価は、日本人研究者の間で大きく割れていた。おそらく、これは受験者の言
語的なレベルと話す量や流暢さとのバランスが、日本人学習者のそれと大きく異なっ
ていたからではないか。なお、LTRC 2010 の CEFR ワークショップにおいても、Brian
North は、それぞれの文脈における CEFR に基づく ELP を作成した後に、各レベルの
典型的なパフォーマンス・サンプルを探し、それを benchmark とすることの重要性を
強調している。
３．今回の仕分け対象：ベネッセコーポレーションより提供された、社会人版 GTEC
Speaking test, Writing test の解答サンプル
４．仕分け作業のプロセス：
・ 代表的なサンプルをテスト・データに基づき抽出（ベネッセコーポレーションより
提供された解答サンプルには、それぞれの受験者の各技能の得点より推定される
CEFR レベルが記されていた。このレベルは、各技能に関わるすべてのテスト項目
に基づいて産出されているが、私たちが提供された解答サンプルは、その中の特定
の問題のもののみである。この下位得点をもとに、CEFR レベルを推定する回帰式
を求め、その中から最も当てはまりのよさそうな受験者のものをまずは抽出した。
）
・ 科研メンバーによるレベル分け作業（科研のメンバーで、各技能の各レベルの
descriptor の内容を確認した上で、先に抽出した、実際のサンプルをレベル別に仕
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分けをしてもらった。その結果、サンプルの多くは、レベルについて合意したが、
合意しなかったサンプルも少なくなかった。）
・ 科 研 メ ン バ ー に よ り 合 意 さ れ た 例 を Tony Green 博 士 に 示 し 、 そ れ を 再 度
descriptors に当たりながら検証（科研メンバーが行ったのとほぼ同様の作業を
Tony Green 博士とともに行った。ただし、このときは、より詳細に、descriptors
の細かい文言に照らし合わせながら、レベルを判断していった。）
５．仕分け作業の結果：A1 から B2 までの exemplars を同定（上の作業の結果、各レベル
のサンプルの中から典型的なものを選び、exemplars とした。その結果は、別添ファ
イル「GTEC ライティング－レベル別」に示す。）
６．仕分け作業の問題点：
・ C レベルの exemplars の不在。仕分けの結果、持ち込んだサンプルの中には、C レ
ベルの exemplars を見つけることはできなかった。これは、サンプルを引き出すた
めに使われたタスクの問題であり、必ずしも受験者の中に C レベルの受験者がいな
かったということではない。この問題については、７で詳述する。
・ C レベルの exemplars を同定するには C レベルのタスクが必要。このタスクのレ
ベルが B レベルであることから、このタスク・パフォーマンスの結果からは、せい
ぜい≧B2 としか言えない。
７．CEFR-J の exemplar 作成に向けて
・ C レベルのタスクが必要。CEFR の性格上、そこには個別言語に関する言及はなく、
また、それゆえ、言語的な面の記述自体が、他の個別言語を対象とした言語能力枠
組みに較べても少ない。その代わりとなっているのが、言語機能面からの記述であ
る。それゆえ、学習者のレベル判断においては、その言語機能を引き出すようなタ
スクを課さない限り、その判断はできないということになる。しかしながら、後述
するように、英語においては English Profile というプログラムが、ケンブリッジ
大学を中心に進展しており、CEFR の各レベルの基準特性(criterial features)が
徐々に明らかになってきている（後に詳述）。このプログラムがさらに進み、各レ
ベルの基準特性が解明されるということは、下のレベルのタスクのパフォーマンス
からでも、用いられた言語形式によっては、上のレベルという判断を下すことがで
きるようになるという可能性を示唆している。
・ ただし、C レベルの exemplars は本当に必要か。上述のように、今後 C レベルの
タスクを課すことや基準特性を参照することなどにより、C レベルの exemplars
を同定することが可能になるかもしれない。ただし、これまでの様々な資料から、
日本人学習者の多くは、A または B のレベルに集中しており、まずはこの 2 つのレ
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ベルの exemplars を探すことを優先するべきかもしれない。
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【ケンブリッジ大学における English Profile Seminar】
１．訪問の目的：English Profile Seminar 出席のため。
２．English Profile とは：世界中の英語学習者データを集め、それぞれの CEFR レベルの
学習者のプロファイルを明らかにする。その目的は、以下の通りである。
The aim of English Profile is to create a ‘profile’ or set of Reference Level Descriptions
for English linked to the Common European Framework of Reference for Languages
(CEFR). These will provide detailed information about the language that learners can
be expected to demonstrate at each level, offering a clear benchmark for progress that
will inform curricula development as well as the development of courses and test
material to support learners, teachers and other professionals involved in the teaching
of English as a foreign language. http://www.englishprofile.org/
３．English Profile Project から English Profile Programme へ：当初 English Profile は、
English Profile Project としてスタートしたが、European Commission から Lifelong
Learning Programme として認定され、財政的な支援を受けるようになり、現在では
English Profile Programme と呼ばれるようになっている。
４．ワ ー ク シ ョ ッ プ 紹 介 （ こ の 詳 細 に つ い て は 、 別 添 の English Profile 2010
reportfebseminar というファイルを参照）：
・ ライティング・プロダクト CEFR レベル分け作業：この作業も上述のベッドフォ
ードシャー大学の Tony Green 博士により行われたが、ここでは非常に興味深いサ
ンプルが示された。外国語学習者の英語のライティング・サンプルをいくつか示し、
その CEFR レベルの判定を行ったあと（ここでも、参加者の完全な一致を見るこ
とはほとんどなかった）
、Green 博士はあるサンプルを示した。それは、4，5 行ほ
どの短い E メールであった。これに対する参加者の判断は、B2 を中心に B1 から
C1 までとばらついた。これについて参加者にその根拠を言わせた後、Green 博士
はそのサンプルが彼自身の E メールであることを明かしたのだ。Green 博士は母
語話者であり、彼の E メールには英語の誤りなどはないはずである。このエピソー
ドは、CEFR に基づく評価を考えるに当たり、興味深い事実を示唆している。それ
は、CEFR の functional can-do statements を用いた学習者のアセスメントでは、
レベルの判断を行うには、その言語機能を含むタスクをやらせなければならないと
いうことである。つまり、E メール程度のタスクであると、そのパフォーマンスか
らはせいぜい B レベルの判断しかできず、それ以上の能力があるかはわからないと
いうことである。
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５．これまでの成果：Criterial features of English across the CEFR levels: evidence from
the English Profile Programme
・

English

Profile

の

こ

れ

ま

で

の

研

究

成

果

は、http://www.englishprofile.org/images/pdf/ucles_rceal_projects.pdfにまとめら
れており、各レベルの言語的な基準特性(criterial features)などが徐々に明らかとな
ってきている。
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スペインにおける言語到達目標策定状況および言語指導法に関する
実地調査報告
村野井

仁（東北学院大学: muranoih@tscc.tohoku-gakuin.ac.jp）

１．はじめに
日本人英語学習者の英語到達目標の策定を研究課題とする科研費基盤研究 A の海外調査
の一環として、2010 年 2 月にスペイン・カタルーニャ地方バルセロナとバレンシア地方バ
レンシアを訪れ、スペインにおける言語到達目標策定状況および言語指導法に関する実地
調査を行った。
スペインを調査対象地とした理由は、本科研研究チームが日本人の英語到達目標のモデ
ル と し て い る 外 国 語 共 通 参 照 枠 (Common European Framework of References for
Languages/ CEF) と そ の 具 体 的 言 語 能 力 記 述 で あ る ヨ ー ロ ッ パ 言 語 ポ ー ト フ ォ リ オ
(European Language Portfolio/ ELP)が比較的浸透しているためであった。さらに、スペイ
ンでは日本と同様に英語が公用語としてはほとんど使用されていないため、英語は外国語
として教えられており、この点において日本と同じ条件にあるためである。
今回のスペイン実地調査では、スペイン版の European Language Portfolio の策定にコ
ーディネータとして関わった担当者から、スペイン版 ELP がどのようなプロセスで作られ
たのかを聞くことを第 1 の目標とした。次に、スペイン版 ELP が実際の言語教育において
どのように活用されているのかを調べるため、17 の自治州の中からカタルーニャ自治州(バ
ルセロナ)とバレンシア自治州(バレンシア市)を選び、前者はバルセロナ大学で教員養成に
関わっている研修者、後者は自治州の教育委員会の複言語主義プログラムの責任者と同教
育委員会の方針でスペイン版 ELP を実験的に取り入れている中等学校の教員に直接実態を
伺った。スペイン版 ELP が実際にはどのように言語教師に利用されているのかを調べるこ
とが第 2 の目標である。第 3 のねらいとして、スペインでは CEFR が育てようとする複言
語主義をどのような言語教育によって進めようとしているのか、CEFR が言語教育の中心
的な目的としている学習者の全人格の発達とアイデンティティの育成をどのように実践し
ようとしているのかを、スペインにおいて積極的に取り入れられている内容言語統合教授
法(Content and Language Integrated Learning/CLIL) の実施状況をその実践者たちに直
接伺い、さらにバレンシアで行われた CLIL の研修セミナーに参加することによって調査し
た。
この他、バルセロナではバルセロナ大学の研究チームが英語習得と学習開始年齢との関
係を大規模プロジェクト(Barcelona Age Factor Project/ BAF)によって調べており、その結
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果は 2006 年に公開されている（Munoz, 2006）。BAF Project は、英語熟達度の測定方法
に関して、さまざまな示唆を与えてくれるものであり、本調査では BAF

Project の中心的

研究者から詳しい話を聞くことも目的とした。
以下では、ELP の普及度を中心に報告したい。

2. スペインにおけるスペイン版 ELP の構築およびスペイン版 ELP の普及度
2.1. スペイン版の ELP の構築過程
今回の実地調査では、スペインの European Language Portfolio 構築および普及にコー
ディネータとして携わった Professor Daniel Cassany（University of Pompeu Fabra）か
ら詳細な話をお聞きし、多くの貴重な資料をいただくことができた。
Cassany 教授によると、
スペイン教育省は 2001 年から Spanish ELP の開発に着手した。
カタルーニャ語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、英語の 5 名の言語教育研究者を
Spanish ELP 作成のコーディネータとして選び、
その 5 名が 2001 年から 2002 年にかけて、
ELP の CAN DO descriptors をスペインの言語教育状況に合わせて修正した。2002 年から
2003 年にかけて、上記の能力記述の検証(experimentation)として、12 名の言語教師に使
用してもらい、Spanish ELP の CAN DO descriptors 記述の修正を行った。検証にあたっ
ては、言語テストを行ってそのスコアとの相関をチェックするなどの検証は行っていない。
検証に 1 年をかけ、その後 Council of Europe から認証を受けたということであった。
2.2. スペイン版 ELP の特徴
Spanish ELP は、以下を学習者にとってのねらいとして作成されている(Spanish ELP, p.
2)。
①

国際規準に基づいて自分の言語熟達度を把握する。

②

学習目標を明確にし、学習の伸びを記録する。

③

自分がどのように学習しているのかを把握し、学習法に関する意識を高める。

④

自分とクラスの仲間、その他の人々との間の言語的、文化的相違を理解し、尊重
する。

一言で言えば、Spanish ELP は、自律的で、かつ能動的で、そして学習法および文化的
言語的相違について意識の高い学習者を育てることを目指している。
Spanish ELP からは、これがスペインにおける複言語主義(plurilingualism)を進めるた
めの方策の一つとして作られていることが明確に伝わってくる。Spanish ELP ではスペイ
ンの多言語状況を反映して、学習者が自分の母語および外国語について自己診断をし、さ
らに自分の周囲の人が自分の母語をどのように話すか診断するように構成されている。
Spanish ELP を学習者が利用する際には、まず、以下の Language Biography の表を用
いて、自分の話す言語について自己診断をするように促される：
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表１

スペイン版 ELP Language Biography (p. 3)

My Languages: What languages do I use to communicate with others?
What language?

Where do I use it?

How do I use it?

Where did I learn

At home, at school,

I talk, read, listen

it?

with friends?

to music, travel, etc.

At home, at school,
travelling, with
friends, etc.

Language Biography による自己診断の目的は、
（１）言語知識・スキルの測定の仕方を
学ぶこと、（２）自分のコミュニケーション上の必要性を認識し、学習目標を明確にするこ
と、（３）自分の言語学習のパタンに気付き、それらを向上させること、（４）クラスメー
トの言語と文化を尊重し、理解すること、そして（5）言語、文化、人間同士のコミュニケ
ーションについてより深く学ぶことである（Spanish ELP, p.3）
続いて、自分の母語（What do I know how to do with my languages?）、外国語として
用いる言語（What do I know how to do with my foreign languages?）そして、自分の周
りの人が話す言語（What do I know how to do with the languages in my environment?）
それぞれについて、listening, reading, spoken interaction, spoken production, writing の
5 技能に関して、習熟度別に descriptors を挙げ、学習者が自分の該当するレベルをチェッ
クできるように構成されている。
以下は、外国語の Listening に関する descriptors である。
表2

Spanish ELP Language Biography (listening, p. 5)

What do I know how to do with my foreign languages?
Listening:
A1

In class I can understand the teacher’s instructions about the activities that we
are going to do, as well as phrases regarding information which is personal,
familiar or about my environment.
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I can understand familiar, basic phrases referring to everyday topics, provided
delivery is slow and clearly articulated.
A2

In class I can understand basic information on short tapes, if they are about
predictable everyday topics, and delivery is slow and clearly articulated.
I can understand the topics of conversations and the general meaning of short,
clear, simple messages about everyday life when I hear native speakers in the
street, at school or in films and on TV.

B1

I can follow the main points of a long conversation or debate on a general topic, if
people speak clearly and in standard dialect. I can also follow detailed
instructions.
I can understand the main points of radio and TV news programmes, or the
theme of a work of fiction (theatre, film), provided delivery is slow and clearly
articulated.

B2

I can keep up with a lively conversation among native speakers and get the gist,
even if they use colloquialisms.
I can understand the lyrics to songs I like, even though I do not always
understand every word. I am conscious of the fact that I am hearing new words
and learning new vocabulary.
I can understand most radio and TV programmes (documentaries, reports,
interviews) and can pick up on the speaker’s mood, attitude and viewpoint.

C1

I can follow most speeches, debates and discussions, even if they are long and
complex.
I can understand radio and TV programmes with easy, even if the content is not
predictable. I can pick up on subtitles such as minor details and implicit
information.
I can recognize a wide range of idiomatic expressions and colloquialisms and am
aware of register shifts.
(Spanish ELP, p. 5)

外国語の descriptors に特徴的なのは、特に A1、A2 レベルにおいて、教室での言語活動
を記述に盛り込んでいることである。さらに B1 以上のレベルでは言語使用の場面をかなり
具体的に例示していることも特徴的である。Cassany 教授は能力記述の具体性を高めるこ
とが Spanish ELP 作成時の大きなポイントであったと話している。
スペイン版 ELP の作成に当たっては、言語教師の意識改革をねらったと Cassany 教授は
言う。言語教師、特にスペイン語教師の中には文法や反復練習を重視する伝統的な教授法
に固執する教師が多く、そのような教師に ELP を示すことによって、意識改革を促すこと
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をねらったということであった。英語教師は比較的年齢層が若く（80 年代までは第 1 外国
語はフランス語であり、英語教師が増えたのはそれ以降であるため）
、英語を使って、4 技
能をバランスよく伸ばすコミュニカティブな指導をほとんどの英語教師が受け入れている
と Cassany 教授はみなしている。
2.3. スペイン版 ELP の普及状況
スペイン版 ELP の Teaching Guide を上記のコーディネータが作成し、これをもとにス
ペイン全土で ELP 普及のためのセミナー、研修会が開かれ、コーディネータたちが研修を
行った。これは 2 年間に渡った。
スペインの各自治州には CPR(Center for Professionals and Resources)という公的な教
員研修機関があり、スペイン版 ELP の普及にこの機関が利用された。スペイン全土の英語
教師の何パーセントがスペイン版 ELP についてきちんとした理解を持って利用しているか
という問いに対して Cassanay 氏は 60～70％であろうと見積もっている。
CEFR および Spanish
成に携わり、BAF

ELP の普及度に対して、バルセロナ大学英語学科で英語教師養

(Barcelona Age Factor) プロジェクトの中心メンバーである、Teresa

Avez 教授は、実験的にスペイン版 ELP を使うように仕向けられた学校を除けば、普及度は
それほど高くないと判断している。言語教師にこれらの言語能力記述の存在は知られてい
るものの、実際に Portfolio を生徒に配布して、自己診断を行わせている学校は少なくとも
教授の関わる中等学校ではないとのことであった。
Avez 教授は、コミュニケーション能力の記述において CEFR が Canal and Swain,
Bachman らの積み上げてきた構成概念を反映させておらず、理論的に完成されていないと
ころが問題であると指摘している。バルセロナ大学で教員養成を担当しているので、CEFR
について教員志望の学生に教える際に、この点が大変気になると述べていた。さらに、ELP
の問題として、能力測定の方法が確立されていないことも現場の教員に十分普及していな
い原因の一つであると Avez 教授は指摘した。Avez 教授の関わる言語専門学校で利用して
い る 言 語 テ ス ト は CEFR の レ ベ ル に 合 わ せ て 作 ら れ て い る が 、 そ の テ ス ト 結 果 と
Cambridge ESOL の KET, PET, 1st Certificate などが示す CEFR レベルが一致することが
ないという印象を持っているということで、Cambridge Test の「判定が甘い」と述べてい
た。このような現状であり、言語能力の測定と評価に関して、スペインの英語教師たちは
ほとんど明確な知識と方法を示されておらず、混乱(mess)している状態であると述べ、Avez
教授は ELP の浸透と活用に関して否定的な見解を持っていた。
今回の調査では、さらに、CEFR および Spanish

ELP の普及度および利用状況につい

て、バレンシア教育委員会の協力を得て、Spanish ELP 導入の先進校であるバレンシア州
カミナス中等学校のフランス語教師 Raquel Sorribes 氏のお話を伺うことができた。
カミナス中等学校では、バレンシア自治州教育委員会の委託でスペイン版 ELP を同校の
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スペイン語、バレンシア語、フランス語そして英語の教育に積極的に利用している。ELP
の記述は教師、生徒そして保護者にとってわかりにくいところがあるため、記述をさらに
具体的なものに当校の教員が書き直したそうである（曜日が言える、1～20 の数が数えられ
る、など）。
ELP を使うことによって改善されたことは、異なる言語を教える教師同士が到達目標を
共有し、議論をすることが可能になったことだと、Sorribes 氏は述べている。特に、生徒
に目標を明確に伝えることができるようになり、その点が大きな変化であると言う。言語
活動が記載された ELP の教師用ガイド（2.4 参照）は、実践的に活用することが可能で、
Sorribes 氏は非常に有効なものであると高く評価していた。

2.4.

スペイン版 ELP 教師用手引き

ELP の普及活動において大きな役割を果たしたものの中に Teaching Guide for the
European Language Portfolio for Secondary Schools がある。
これは Cassany 教授が中心となって編集したもので、Spanish ELP のねらい、概要、な
どの基本的な情報の解説に加え、ELP をどのように使うべきなのかを実践的に紹介した 80
ページを超える教師用手引書である。
本手引書には、Language Passport, Language Biography, および Dossier の使い方、言
語能力記述の解説、授業計画の立て方、ELP を使った活動例など詳細な情報が記載されて
いる。特に、活動例は 17 種類紹介されており、どれもすぐに活用できる有益なものである。
Teaching Guide for the European Language Portfolio for Secondary Schools には、
Spanish ELP が学習者および言語教師にとってどのような意義を持つのか、以下のように
論じられている：
＜学習者にとっての意義＞
1. To acquire and develop positive attitudes and values with regard to learning
different languages throughout life.
2. To favor an integrated view of plurilingualism, which covers not only the
international lingua francas, but also the various languages of the autonomous
communities, of immigrant communities and of the European countries.
3. To acquire and develop positive attitudes and values regarding cultural diversity,
interculrtural contact and the relationship between language and culture.
4. To develop the subject’s responsibility in language learning, in his/her linguistic
and pedagogical awareness and in his/her autonomy in learning situations.
＜言語教師にとっての意義＞
1. To encourage an integrated view of language teaching and of the teaching of
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plurilingualism, covering not only the language that is the specific object of a
course, but all the languages that are used at school.
2. To increase the teacher’s knowledge and skills within the framework of the
pedagogical approach (e.g., communicative, constructivist, cognitive, etc.) in which
the Portfolio project is used.
3. To stimulate coordination among the different groups of language teachers in the
schools (Spanish teachers, teachers of a community language and foreign
language teachers).
4. To promote situations in which the Portfolio is implemented in specific settings and
describe the results in published journals, conference papers, etc.
上記の「学習者にとっての意義」からは、Spanish ELP では、自律性、複言語主義、言語
と文化の意識化が重視されていることがわかる。「教師にとっての意義」として挙げてある
４項目からは、Spanish ELP をきっかけに言語教師の意識改革、教師同士の協調を促そう
とする強い意志が読みとれる。スペインでは ELP を単なる言語能力の記述として策定した
のではなく、言語教育の質的発展のきっかけとなることを意図して策定したことがこれら
の記述からわかる。
このような教師用手引きの作成は、日本の到達目標策定においても検討すべき課題であ
ると思われる。
2.5．

英語教科書とスペイン版 ELP

スペインの英語教科書は特に検定制度のようなものはなく、Oxford UP, Longman,
Cambridge UP などが出版する英語教科書を教師は使用することができる。これらの教科
書はスペイン版と書かれてはいるが中身は UK のものとほぼ同じである。
これらの教科書にはすべて CEFR のレベルが明示されている。教師用指導書の中に
CEFR および ELP（スペイン版ではない）についての解説が組み込まれているものもある。
以下は Oxford UP から出版されているスペイン版 New English File（B1 レベル）用の
教師指導書に載せられた CEFR に関する記述である(Oxdenden et al., 2007, New English

File, Intermediate Teacher’s Book, p. 12)：
Educational and social aims of the CEF
z

To encourage the development of language skills, so that we can work
together more effectively.

z

To

encourage

the

development

of

inter-cultural

awareness

and

‘plurilingualism’.
z

To examine and define what we can do with a language.

z

To help us compare the language levels of individuals in an accurate and
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impartial way across different countries, education system, ages, and
cultures.
z

To encourage learner autonomy and lifelong learning.

z

To promote a coherent approach to language teaching – not by imposing a
system, but by encouraging the sharing of ideas.

CEF Levels
Proficient

C2

This level doesn’t equal ‘native speaker’ mastery –
though a student at this level would be a very
successful learner who can use a language with real
precision and fluency.

C1

At this level students commands a wide range of
language.

Independent

B2

This level is where language use begins to become more
‘abstract’, for example giving opinions, summarizing a
short story or plot, or giving detailed instructions.

B1

At this level students can maintain a conversation and
express ideas. They can also begin to deal with
problems and situations where they meet
unpredictable language.

Basic

A2

This level has lots of descriptors for social functions, for
example greeting people, asking about work and free
time, and making invitations.

A1

This is the lowest level of ‘generative language use’ –
students can interact in a simple way and ask and
answer simple questions.

このような教師指導書における表記からはスペインで使われている英語教科書が、CEFR
に準拠して使用されていることが伺える。単なる言語能力記述としてだけではなく、生涯
を通して学習者が自律的に自分の言語能力を高め、他の人々と協力し合いながら複言語主
義を進め、異なる文化・言語を持つ人々と共生できる人を育てることが根本的なねらいで
あることが教師指導書にも明確に示されている。日本における英語到達目標策定に際して
も、このように根幹となるねらいを定めることが必須であると思われる。
3．言語能力発達を促す指導法としての内容言語統合学習（CLIL）
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言語能力を育てる指導法として、ヨーロッパ、特にスペインにおいて急速に広まりつつあ
る指導法が内容言語統合学習(Content Language Integrated Learning/ CLIL)である
（Coyle, Hood, & March, 2010; Mehisto, Marsh & Jesus Frigols, 2009; de Zarobe &
Jiménez Catalán, 2009 ）。 こ れ は CEFR に 理 念 と し て 明 示 さ れ て い る 複 言 語 主 義
(plurilingualism)を進め、学習者の全人格の発達とアイデンティティの育成を促すことを目
的とするものである。今回の実施調査中にバレンシア教育委員会と EU 政府の主催する教
員研修セミナー(The Comenius Course)に特別に参加することをバレンシア教育委員会
María Jesús Frigols 氏およびセミナーのコーディネータ David Marsh 氏に許可していた
だき、15 カ国から参加している 25 人の英語教師とともに CLIL 指導法について学ぶこと
ができた。このセミナーでは、バレンシアの初等学校、中等学校で CLIL を実践している先
生方が講師として参加しており、実際のスペインの英語教育の実態を、ビデオ分析を含ん
だワークショップで見ることができた。本セミナーのコーディネータであるのユバスキラ
大学の David Marsh 氏は CILI の創設者の一人であり、CLIL の効果についての実証的研究
の進行状況、CLIL による言語発達の測定方法など、CLIL に関する最先端の研究について
2 日間に渡り、ご教授いただくことができた。
Jesús Frigols 氏および Marsh 氏によれば、CLIL とは以下の特徴を持つ：
① 内容、言語、学習スキルの 3 つを教える。
② 特定の教科に焦点を絞る(イマージョンとの違い)
③ 使いながら身につける
④ クリティカル・シンキング力を育てる
⑤ 協同学習を重視する
⑥ 生徒の自信(self-esteem)を高める。
⑦ サイバー世代の生徒たちの情報リタラシを最大限に活用
CLIL は immersion programs のように全教科あるいは多数の教科を目標言語で指導する
のではなく、一つの教科または複数の教科に限定し、焦点を絞ることによって生徒の負担
を軽減し、集中させることができる。教科の中で特定のトピックに限定して CLIL を行うこ
とも可能である。
バレンシア自治州の教育委員会は、CLIL の有効性を認め、初等学校および中等学校で
CLIL を積極的に導入するように勧めている。中等学校では、職業学校(vocational schools)
での導入も進んでいる。バレンシア教育委員会が実験校において進めているバレンシア語
による CLIL では、週 2 時間、科学の時間を CLIL で行い、これを 6 年間継続している。
その結果、内容の深い学習、言語発達、学習スキルの向上など、大きな効果が見られた。
バレンシア市では、英語での CLIL は、5 時間程度の単元（unit）で行っている。たとえば
「フランス革命」をトピックとして、歴史の教師で英語を話せる人と英語教師がチームと
なって CLIL を実施している。歴史、地理、経済、自然科学などをトピックとすることが一
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般的である。CLIL の効果については、de Zarobe & Jiménez Catalán (2009)に実証的な効
果研究が複数報告されている。
CLIL はイマージョンと違い、小規模に行うことができるので、日本の英語教育環境にも
取り入れることが可能であると思われる。
CLIL のセミナーにおいて、参加者が学習者の言語能力について言及する際に CEFR の
レベルを説明なしで使っており、CEFR のヨーロッパでの浸透度を直接感じることができ
た。
４．まとめ
本実地調査によって、スペインにおいて Spanish ELP が一定程度浸透し、活用されてい
ることが分かった。Spanish ELP の作成に当たったチームが、単に熟達度レベルを記述す
るだけではなく、その基盤となる理念をしっかりと確認した上で、学習者および言語教師
に伝えようとしている点は、日本における到達度策定においても見習うべきであると思わ
れる。さらに、単に能力記述を行うだけでなく、実際に利用されうる教師用手引きを作成
し、ELP の活用方法の具体例を示すことの重要性も今回の調査で認識することができた。
指導法の一形態として CLIL がどのように実践されているのかを直接見ることができた
のも本実地調査の大きな成果である。
５．実地調査記録
調査期間：2010 年 2 月 17 日（水）～2 月 25 日（木）（8 泊 9 日間）
調査対象者と主な調査内容：
①ダニエル・キャサニィ教授（ポンプ・ファブラ大学）
Daniel Cassany, University of Pompeu Fabra,
主な調査内容：スペイン版ヨーロッパ言語ポートフォリオ(ELP)作成過程
②テレサ・アヴェズ教授(バルセロナ大学)
Tereza Avéz, Barcelona University
主な調査内容：カタルーニャ自治州におけるスペイン版 ELP 使用状況およびバルセロナ
年齢要因研究プロジェクト(Barcelona Age Factor/ BAF Project)
③マリア・ヘースス・フリホル氏（バレンシア州教育委員会）
María Jesús Frigols, The Valencia Board of Education
主な調査内容：バレンシア自治州におけるスペイン版 ELP 使用状況および内容言語統合
学習(Content Language Integrated Learning/ CLIL)による言語教育の実態
④デイビッド・マーシュ（ユバスキラ大学・バレンシア教育委員会）
David Marsh, University of Jyväskylä, The Valencia Board of Education
主な調査内容：CLIL による言語教育の実態およびその効果研究
⑤ラクイル・ソリベズ教諭（カミナス中等学校）Raquel Sorribes
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主な調査内容：バレンシア自治州におけるスペイン版 ELP 使用状況
調査日程：

2 月 17 日(水) 仙台－成田(移動)
2 月 18 日(木) 成田－パリ－バルセロナ(移動)
2 月 19 日(金) バルセロナにて調査対象者①および②と面談
2 月 20 日(土) バルセロナにて英語教科書およびその他の資料収集
2 月 21 日(日) バルセロナ－バレンシア(移動)
2 月 22 日(月) バレンシアにて調査対象者③および④と面談
2 月 23 日(火) バレンシア教育委員会研修所にてセミナー参加、調査対
象者⑤と面談
2 月 24 日(水) バレンシア－パリ－成田(移動)
2 月 25 日(木) 成田－仙台(移動)
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フィンランドの ELP 中心アプローチから得られる示唆
―CEFR の理念の具現化を支えるものは何か
高田

智子（明海大学

TmkTakada@aol.com）

1. はじめに
ELP (European Language Portfolio)は、行動中心主義と複言語・複文化主義という CEFR の
理念（Council of Europe, 2001）を実現するための道具として、ヨーロッパ評議会によって開発
された（Little & Perclova, 2001; Council of Europe, 2004）。学習者はこれに、言語熟達度や、
言語や文化に関する体験を記録し、目標言語による自作の作品を保管する。1991 年のヨーロッパ
評議会シンポジウムで CEFR と ELP が打ち出されたときから、両者は補完的関係であると意図
されてきた（Scharer, 2008）。Kohonen (2009）は、ELP を「教育の新しいパラダイムを教育実
践に翻訳する道具」であると述べている。ELP は学習者の母語や教育環境に適応した版が作られ、
現在までにヨーロッパ評議会が認定した ELP は 100 を超える（Martyniuk 談、2009）。
本稿は、本科研の海外視察団の一員として 2009 年 10 月 28 日から 11 月 6 日までオーストリア
およびフィンランドにおいて行なった ELP に関する調査を報告し、CEFR の理念が具現化される
背景について考察するものである。始めにオーストリア報告、続いてフィンランド報告、最後に、
今後の研究に向けて、ELP の利用を試行するさいの研究方法について述べる。なお、題目の「ELP
中心アプローチ」（ELP-oriented approach）とは、フィンランドが ELP パイロット・プロジェ
クトを進める過程で、従来使われていた「ポートフォリオ評価」という用語に代わるものとして
造った用語である。ポートフォリオ評価を内省学習の理論的枠組みの中で幅広くとらえ、生徒が
教師の指導下で次第に学習に責任をもつ過程を意味する用語である（Little, Hodel, Kohonen,
Meijer and Perclovak, 2007）。
オーストリア訪問の目的は、ヨーロッパの言語教育政策を統括する European Center for
Modern Languages（在グラーツ）における情報収集であった。ここで得た ELP に関する情報は、
日本でも広く知られている（たとえば小木曽、2005；国際交流基金、2009；神保＆ヨッフェ、2009）。
したがって本稿では、後述するフィンランドの ELP 中心アプローチを理解するために必要な情報
に絞って報告する。
フィンランドを訪問した理由は、1998 年から 2000 年の 3 年間、ヨーロッパ評議会の援助を受
けて ELP パイロット・プロジェクトが実施され、その成果を踏まえた ELP 中心アプローチが現
在も実践されているからである。本科研の目的は、日本の社会・言語・文化・教育事情にふさわ
しい英語コミュニケーション能力到達指標策定および検証であるが、策定後その到達指標をどの
ように利用するのか、分担者としてモデルを視察する必要があった。
ELP パイロット・プロジェクトには、フィンランドを含めたヨーロッパ評議会の 15 の加盟国

152

と 3 つの国際機関が参加し、約 2,000 人の指導者と約 30,000 人の学習者が関わった。その中でフ
ィンランドに注目した理由は、第一にアイルランドと並び ELP に関する実証研究が行なわれた数
少ない国のひとつだからである。アイルランドでの研究は移民を対象としているのに対し、フィ
ンランドは外国語環境における英語学習者を対象としている点で、日本に与える示唆があるので
はないかと考えた。
第二の理由は、PISA の結果（OECD, 2007）からわかるように、フィンランドは OECD が世
界標準の学力として定義をしたキー・コンピタンシーの育成に成果を上げており、この概念が
CEFR の理念に通低していると思われたからである。OECD は CEFR が発表された 2 年後の 2003
年、新しい学力観を発表した。そして明日の市民を育てるためのキー・ コンピタンシーは (a) 道
具（言語を含む）を相互交流的に使用すること、(b) 多様性のある集団で相互交流すること、(c) 自
律的に行動すること、の３つのカテゴリーから構成されるという概念の枠組みを示した
（Directorate-General for Education and Culture of European Commission, 2002）。この３つ
の要素を CEFR と関連づけて吟味すると、まず言語を「相互交流的に使用する」ことは、言語学
習者を社会的存在とみなし、社会で効果的に機能することを目指す CEFR の行動中心主義に対応
する。次の「多様性のある集団で相互交流する」ためには、複数の言語・文化を内部で統合して
多様化する社会に適応するという複言語・複文化主義が求められよう。さらに「自律的に行動す
ること」は、autonomy and agency という CEFR の目的（Kohonen, 2009）にほかならない。
OECD とヨーロッパ評議会は独立した別組織であり、学力観や言語観について両者が討議した形
跡はない（Kohonen, 2010 談）。しかし、ときをほぼ同じくして、ヨーロッパの価値観や社会の発
展の方向性を反映したものとして OECD が定義したキー・コンピタンシーと CEFR の理念が重
複するのは、ごく自然なことと思われる。この点を考慮すると、キー・コンピタンシーを測定す
る道具である PISA で好成績を収めているフィンランドに、CEFR 理念の具現化のモデルを求め
るのは妥当であろう。
フィンランド訪問中、ELP パイロット・プロジェクトを主導したタンペレ大学ヴィリオ・コッ
ホネン名誉教授より、CEFR および ELP の根底にある教育理念と理論に関する講義を受けた。さ
らに Teacher Training School of the University of Tampere（中高一貫校）および Lentavanniemi
School（小学校）で授業見学を行なったほか、ELP 関連の文献と中学・高校の英語の教科書を収
集した。これらのデータと資料に基づき、フィンランドにおける ELP パイロット・プロジェクト
及びプロジェクト終了後も行なわれている ELP 中心アプローチについて報告し、このアプローチ
が成果を挙げている教育的背景を考察する。

2. オーストリア報告
2.1. ELP の成立過程
ELP の成立過程に、CEFR が「多様性の中で統一性をめざす言語政策」
（岡、2008）であるこ
とが如実に表れている。ELP は加盟国の言語文化背景や教育背景に応じて作成されるが、それら
はヨーロッパの性質を保持していなければならない。そのため、ヨーロッパ評議会の認定委員会
（European Validation Committee）の承認を受けることになっている。吉島（2007）は、CEFR
の成立に政治的背景があるのと同様、学習者に ELP を持たせる政策の背後に、加盟 46 カ国の政
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治的合意があると述べている。
ELP パイロット・プロジェクトは、CEFR 発表前の 1998 年から 2000 年にかけて実施された
（Little, Hodel, Kohonen, Meijer and Perclovak, 2007)。15 の加盟国と 3 つの国際機関が参加し、
かなり多様な ELP が作成された。学習者の年齢や教育・文化背景によって異なるものが必要だっ
たからである。そこで問題になったのは、国や地域に特有の学習状況と、ELP が汎ヨーロッパの
性質を備える必要性とのバランスをとることであった。プロジェクト参加国・参加機関のメンバ
ーは年２回集まり、どの ELP にも必須の共通の核になる部分を割り出していった。最終的に、
大人用 Language Passport の標準版が開発され、青年・成人用 ELP の多くに採用された（Little,
Hodel, Kohonen, Meijer and Perclovak, 2007)。
そして、どの ELP もヨーロッパの性質を保持していることを保証するために、2001 年に認定
委員会が設置された。この委員会は、各国や地域が開発した ELP が、ELP の基本原則を述べた

Principles and Guidelines（Council of Europe, 2006）に合致することを確認した後、認定する。
この基本原則は、共通要素、構成、自己評価、能力記述文、ELP が適用される範囲の５項目につ
いて述べている。構成に関しては、異文化体験や学習経験について記述するスペースを十分に確
保するよう推奨されている。また自己評価に関しては、チェックリスト、CEFR の自己評価表、
および CEFR に関する明示的な言及を含めることが義務付けられている。
さらに Principles and Guidelines によれば、各国・各地域には ELP 開発者と認定委員会のパ
イプ役となる担当者（contact person）がいる。この担当者が当該国・当該地域の実態に応じた
ELP であるかどうか意見を表明し、その意見を添えて認定委員会に提出することになっている。
なお、小中学校用の ELP は、その国の文部省の認定を受けていなければならない。
2.2. ELP の効果と問題点
2008 年までに認定された ELP の数は 99（Scharer, 2008)であるが、筆者が European Center
for Modern Languages を訪問したとき Martyniuk 所長から得た情報によれば、現在では 100 を
超える ELP が認定されている。ELP は始まったばかりで、最終的な評価が出るまでにはまだ時
間を要する（吉島、2007）が、中間報告としてその総括（Scharer, 2008）が発表されている。ま
た Little (2007)は、ELP が教授法・カリキュラム・評価・言語教育政策に及ぼす影響について述
べている。以下は、この２つの資料に基づき、ELP の効果と問題点についてまとめたものである。
ELP に関する実証研究は少ないが、フィンランドやアイルランドでその効果を実証する研究が
行なわれ、言語学習における対話や協力を促進し、自律や動機付けを高めるといった効果が確認
されている。報告会における指導者や学習者のフィードバックに基づく報告でも、適切に使用さ
れれば ELP は幅広い多様な教育改革を可能にすることが明らかになっている。
しかし、ELP が浸透させようと意図している複文化主義、学習者の当事者意識、自律性、自己
評価、そして生涯学習という認識は、まだ十分な効果を得るには至っていない。こうした概念は
従来の言語教育・言語学習と方向性が異なる。つまり ELP の利用は変革を意味するのであり、変
革には実行力と継続的な努力を要するからである。学習者側も、従来の教師中心の指導法に慣れ
ていると学習者中心のアプローチに戸惑う場合もある。
ELP を国の教育システムに定着させる条件として Little (2007)は次の４つを挙げている。
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(1) 関係省庁に強く支持されている。
(2) 教員養成の中で中心的役割を与えられている。
(3) 言語学習の目標を can-do 方式で定めたカリキュラムに支えられている。
(4) 行動中心主義に基づいて開発された試験と補完関係にある。
以上が Scharer (2008)および Little (2007)に基づいてまとめたものである。ここからわかるよ
うに、ELP は教育改革の触媒になると期待されているけれども、その機能を十分に果たすには至
らず、CEFR 開発の本家であるヨーロッパでもまだ進行中のようである。2007 年までに発行され
た ELP は 250 万部、利用する学習者数は 584,000 人（Scharer, 2008)であり、発行部数に対する
実際の使用率が 23.4％であるという数字も、普及の難しさを裏付けているといえよう。

3. フィンランド報告
3.1

ELP の存在しないフィンランドで具現化される CEFR の理念

ELP パイロット・プロジェクト（1998-2000）の参加国であったフィンランドは、認定を受け
るべく ELP を開発した。しかし教育省がこれを承認しなかったため、認定委員会への提出要件を
満たすことができず、公式の ELP は存在しない（Kohonen, 2010 談）。物理的には存在しないの
だが、プロジェクト終了後も ELP によって実現しようとする教育の理念、すなわち学習の自律と
異言語・異文化への寛容な姿勢を、内省学習と協同学習によって実践している。なぜそれが可能
なのか。それは ELP パイロット・プロジェクトが ELP の利用そのものを直接の目的とするので
はなく、教師と生徒が共に ELP を有効に活用できる下地作りを入念に行なう過程で、CEFR の理
念を徐々に浸透させていったからではないかと考える。
フィンランドの ELP パイロット・プロジェクトの特徴のひとつは、Kohonen (2001)の経験的
内省学習の理論的枠組みに依拠し、自己評価表を使う前段階として、学習者としての内省を行な
わせていることである。その過程で、学習者の内省を支援する教師も成長した。つまり道具を使
う前に、学習者が道具を使える力を育成し、そのような教育ができる教師の資質も高めたのであ
る。この方針は、「A1 から C2 までの 6 段階の指標や自己評価表は CEFR の価値の 4 割であり、
その背後の理念に 6 割の価値がある（Kohonen, 2009 談）
」ということばに象徴される。ELP は
チェックリストを用いた自己評価と作品コレクションであるという一面的、表層的な理解を正す
ことばである。日本における CEFR の理解が６段階の指標にとどまり、背景にある教育理念が十
分伝わっていないという指摘（岡、2008；境、2009；古石、2009；Byram, 2009）にも重なる。
ここに、今後の研究の視点への示唆が表われているように思う。つまり、我々はヨーロッパか
ら輸入しようとしている概念の枠組みとその道具の威力に注目してきたが、それらと直接関わる
ことになる指導者と学習者のレディネスにも、同様の考慮をしていく必要があるのではないだろ
うか。日本人のための英語力到達指標を作成・検証し、教育現場に適用しようとしたときに、教
師や生徒はどのような反応を示すだろうか。チェックリストを使う意義がどの程度理解されるだ
ろうか。作成者の意図どおりに利用されるだろうか。適切に利用されないとすれば、どのような
要因が障害となるだろうか。こうした問題への取組みも、教育改革の重要な部分になっていくの
ではないかと思う。
英語力到達指標が完成した段階での利用のされ方については、柳瀬（2008）がすでに懸念を表
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明している。英検 Can-Do リスト（2006）が及ぼす影響として、結果利用者中心の「競争型」と
学習者中心の「健康診断型」を挙げ、
「競争型」に偏向しないよう、目的と場面に応じてこの２タ
イプをバランスよく利用することを提案している。入学試験による順位付けや、英語の各種外部
テストによる英語力の数値化が学力観を狭くしている日本の現状では、
「競争型」に偏向する可能
性が危惧される。教育・学習・評価のための参照枠が、競争社会における評価の道具として一人
歩きすることは避けねばならない。
こうした懸念もあり、検証作業完了後の到達指標の存在意義を視野に入れ、理念の理解も深め
つつ、到達指標が生かされる学習環境づくりも研究対象としていく必要性を認識するに至った。
論拠のある見識に基づいて実施されたフィンランドの ELP 中心アプローチを吟味し、ヨーロッパ
産の概念を日本に採用するさいの示唆を求める意義は、ここに存在する。
そこで Kohonen (2006)を主な資料として、次の 3.2 でフィンランドの ELP パイロット・プロ
ジェクトの概要を述べ、その特徴を分析する。3.3 では、このプロジェクトが成果を上げ、終了後
も CEFR/ELP の理念を生かした教育が可能なのはなぜか、教育理念と教育制度の面から考察する。
3.4 では、タンペレ大学附属中・高等学校における授業見学記録から、CEFR/ELP の理念の具現
化の例を報告する。3.5 では、Kohonen (2006)が指摘する ELP 中心アプローチ実施上の問題点を
整理し、CEFR/ELP 導入への示唆を考察する。
3.2

ELP パイロット・プロジェクト

3.2.1.

ELP パイロット・プロジェクトの目的と意義

フィンランドの ELP パイロット・プロジェクトは、ヨーロッパ評議会の援助を受け、タンペレ
市で行なわれた国家プロジェクトである。参加したのは 8 校 360 人の生徒、22 人の教師であり、
中学・高校・職業学校で新入生が卒業するまでの３年間継続して実施された。目的は次のとおり
である。
(1) 自律と社会的責任を育てる言語学習の促進
(2) 外国語の学び方を学ぶことを重点においた、内省学習と自己評価
(3) 総合的アプローチとしての ELP の教育的・報告的機能の開発
(4) ELP 研究と開発の重要な部分としての、教師の専門性向上
(5) 教師と生徒が協議して進める学習と生徒の参加の支援
(6) 教師、生徒、学校にとっての ELP の実用性・有用性の調査
プロジェクトは以下の６段階を経て実施された。
(1) 教師がもつ教育的信条や態度、言語学習に関する考え方、つまり教室における仕事と役割
を教師自身がどのように考えているかを明らかにする。
(2) 生徒が言語学習者としての自分をどのように見ているか、相互作用が活発に行われる教室
で自分の役割と責任をどのように考えているかを明らかにする。
(3) 学習の目的や内容などを話し合いによって決め、多様性を尊重する協力的環境に向けて取
り組む。
(4) 個人学習、協同学習のプロセスの内省ができ、外国語学習の多様な側面への気づきを高め
るように取り組む。
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(5) 生徒がポートフォリオの作業に目標言語で取り組み、個人およびグループで評価できるよ
う指導する。
(6) 課題を評価するために CEFR の自己評価グリッドを使うことを学ぶ。タスクに特化した
評価に加え、もっと一般的なコミュニケーション能力をチェックリストにより評価する。
本稿では CEFR/ELP を推進するための示唆を得るという観点から、このプロジェクトの次の特
徴に注目し、考察したい。
(1) プロジェクトの第一段階に教師の意識改革がある。新しい教育のパラダイムを導入するとき、
教師の信条や態度をシフトさせていくという入念な準備をしている。
(2) ELP に即した特定のカリキュラム、教材、教授法を開発するのではなく、学習者の意思を取
り込みながら、既存のカリキュラム中心に進めている。
(3) 生徒の自律を促進するため、ELP の「資料集」を教育的機能、報告的機能の両目的に用いて
いる。
以下この順に詳述する。
3.2.2. 特徴(1)：プロジェクトの第一段階は教師の意識改革
ELP から直ちに連想するのは自己評価グリッドへの記入であるが、これは最終段階にあり、第
一段階は教師自身が自分の職業的アイデンティティを確認することから始まっている。教師は知
識伝達者から学習支援者に役割を変えていくことになるので、まず教師の意識改革から始めるの
である。これは同僚の教師と話し合いながら行う。相互交流とパートナーシップは生徒だけでな
く教師の間でも構築していく。生徒に学習者としての自分を振り返させる前に、教師自身が自分
を振り返る。
この手順は、教師の自律と生徒の自律は平行した相互作用プロセスである（Kohonen, 2009）
という認識に基づいている。学習者の自律を育てるには、教師のフィードバックと指導が必要で
あり、教師の明確な助力、支援、励ましが中心的要素となる（Kohonen, 1999）。学習の自律は、
学習に責任を持ちなさいと教師が学習者に言うだけでは促進できない。学習の計画、経過の監視
と評価に学習者自身が徐々に関与することによって、次第に自律性が備わっていく（Little, 1999）。
これは新しい概念であり、明示的に教えなければならないので、教師の専門性向上が課題となる。
そこで、このプロジェクトでは教師の専門性向上に重点が置かれたのである。
具体的にどのような手段が講じられたかというと、まず毎月セミナーを開き、参加した教師は
各学校での経験を共有し、相互に学びあった。教師自身が、生徒に行なわせる経験的内省学習の
疑似体験をしたわけである。翌月のセミナーまでに、各学校のチームは ELP 関係の文献を読み、
議論し、前月学んだこともふまえて、実践を深めていった。
もうひとつの手段は、教師自身が自分の経験や洞察を日記に記録し、作成したワークシートや
生徒の作品をポートフォリオに保管することであった。これらの質的材料を基に、専門能力開発
に関するエッセイを学年末に提出した。こうして、教師自身が内省的、相互交流的に、経験的内
省学習について学ぶことが、次第にプロジェクトの中心的要素となっていった。
伝統的な教育からこのような新しい教育への移行に、教師が抵抗を感じるのは自然なことなの
で、教師の抱える問題や戸惑いに対処する体制がとられた。前述の月例セミナーがそのひとつで
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ある。プロジェクトが実施された３年間に合計 32 回行なわれ、生徒の指導、動機、評価に関する
問題の扱いについて意見交換が行なわれた。複数の学校に勤務する 22 人の教師たちが、忙しい校
務を抱えながら月１回の会合に継続して出席できたのは、勤務体制の面でサポートがあったから
である。セミナーは授業のある勤務日に開催され、セミナーに参加する教師のために代理教員が
授業を行なった。教育改革には「時間と努力だけではなく、支援が必要」
（Kohonen 談, 2009）な
のである。新機軸に取り組む教師に対して、勤務体制等の面で支援をする重要性の認識がある。
3.2.3.

特徴(2)：カリキュラムの中での柔軟な利用

第二の特徴は、現行カリキュラムの中で柔軟に ELP を用いていることである。CEFR に即した
特定のカリキュラム、教材、教授法を新たに開発するとなれば、実現までに多大な時間を要する
が、既存のものを利用し、目標設定、カリキュラム内容の選定、指導手順や評価など、教育設計
のあらゆるレベルに ELP を統合する方法を開発した。
Little (2007）は、ELP がカリキュラムに関連していないと指導者・学習者双方にとって負担
になると指摘している。この点、フィンランドでは外国語のカリキュラムが CEFR に基づいてい
る（Finnish National Board of Education, 2004）ので、ELP の利用が比較的円滑に行なわれた
のであろう。さらに 1994 年の教育改革以降、教育の裁量権が地方自治体、学校、教師に移譲さ
れ（福田、2006）、国家カリキュラム大綱の枠内で、教師は学習内容や教え方を決めることがで
きる。
一部のカリキュラムに関しては教師と生徒が協議し、学習の目的、内容、プロセスに学習者の
意思を取り込んでいる。課題の内容や量、期待されるレベル、摘出期限などにも生徒個人の選択
の余地を認める。生徒は自分で選んだ課題に取り組み、その過程と成果を振り返り、それに基づ
いて新たな学習計画をたてるというサイクルを繰り返す。こうした柔軟性が、学習者の自律を高
めるのに役立っている。
Kohonen (2006)は、ELP をカリキュラムに統合した成果を述べているが、著者の許可を得て、
その要約を以下の①から④に記す。
① カリキュラムの目標
以下は中学のカリキュラムの目標（2003）であるが、CEFR/ELP の目標と調和している。
生徒の全人的成長・フィンランドとヨーロッパの個人的文化的アイデンティティ・異文化学
習・起業教育（イニシアティヴをとる、目標設定）・協力的積極的な市民教育・学ぶことを
学ぶ・自己評価・異文化学習・異文化スキル。
目標とする到達レベルも、以下のように CEFR と明確に連携している。
小学校卒業時：A1
中学校卒業時：A2 （発表能力）
高校卒業時：B2（発表能力）

B1（受容能力）

C1（受容能力）

国家カリキュラム大綱では、標準とされる目標、内容、評価法があるが、教え方に標準はな
い。しかし CEFR と関連しているということは ELP の使用を意味している。
② カリキュラムの内容
ELP 中心アプローチの中で、教科書をより自立した学習への踏切り板として使った。つ

158

まり、教科書のトピックと生徒自身の生活体験を関連付けるよう指導したのである。教科書
の内容の中から自分にとって意味のあることを見つけ、それについて自分の置かれた状況の
中で考えるよう奨励した。そのさい、メディア、娯楽、図書館、百科事典、インターネット
等の利用を勧め、必要ならばグラフも用いて一貫性のあるテクストを作成させた。レポート
は書いたものもあればオーラル・プレゼンテーションのビデオもあり、多様な形式が使われ
た。
③ 学習過程
授業関連の話題や状況に関連して自分を振り返ることができる質問を教師が用意し、生徒
が言語学習者・使用者として学び方を学べるよう指導した。外国経験や外国人との交流につ
いても、異文化学習者としての自分の役割や態度を振り返らせた。
④ 評価
CEFR の能力記述文とチェックリストに基づく自己評価は、明示的指導が必要である。授
業の一部として定期的に行わなければならない。小グループで自己評価、生徒間の評価と相
互コメントを行い、適切な時点で教師が評価とコメントを与える。生徒は仲間の作品を評価
することによって、自分の作品を評価する視点を得る。目標準拠の記述文に慣れるために、
まず 4 から 10 までのフィンランドの成績規準を導入すると、CEFR の記述文の理解が容易
であった。課題を行ない、課題を評価することは、授業時間内に、そして定期的に行なうこ
とが肝要である。課外活動として位置づけると、先生も生徒も ELP への興味を失う。
3.2.4.

特徴(3)：教育的機能・報告的機能の両目的に用いた資料集

第三の特徴は、生徒の自律の促進のために、
「資料集」を教育的機能、報告的機能の両目的に用
いて、言語学習・言語教育・評価のインターフェースとして活用したことである。導入時には教
育的機能として使い始め、３つの分野、すなわち (a)アイデンティティ、自尊心、責任ある自律
といった自分に関する認識、(b)自主学習や自己評価に向けて学習過程を管理したり、メタ認知能
力を獲得したりする学習過程に関する認識、(c)言語や異文化コミュニケーションの知識やメタ言
語能力など、課題に関する認識 、を高めるよう奨励した。たとえば、課題の内容、進め方、提出
期日を教師と生徒が話し合って決め、その過程で必要なコメントやフィードバックを教師が与え
る。こうして目標を設定し、学習の経過を自身で監視することを教える。さらに課題遂行後は、
その結果を自己評価すると同時に、グループでお互いの学習経過と学習結果をコメントし合うこ
とを奨励する。このように「資料集」を形成的評価に用いた。
「資料集」が報告的機能として活用されるのは、学年末である。学習者は文字または音声によ
る学習の成果をポートフォリオのために選び、国が定めた評価基準または CEFR の自己評価表に
照らして累積的評価を行なった。その後、資料集を提出し、教師が累積的評価を行なった。
このように、
「資料集」を教育的機能・報告的機能の両目的に使ったのであるが、さらに特筆す
べきことは、形成的評価においていきなり自己評価表を使うのではなく、人間として、学習者と
して自分に向き合い内省させた点である。たとえば、言語学習に関する経験や信念、学習者とし
ての自分の役割などについて、次のような質問を与えて考えさせた。
学生としての長所・短所は何ですか。
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言語を学習する者として、自分の役割は何だと思いますか。
あなたの目標に到達するために、何をするつもりですか。
言語学習のどんな点が易しく、どんな点が難しいですか。
どのように学習の習慣を改善できると思いますか。
語学のクラスで好ましいグループ仲間とは何ですか。それはなぜですか。
異文化コミュニケーションをどのように理解していますか。
認知的側面と同様に、情意的、社会的、個人的な側面から言語学習をとらえ、学習者としての自
分を評価することを学ばせていったのである。
3.3 CEFR/ELP の理念を具現化するものは何か
前述のように ELP パイロット・プロジェクトは成果を上げ、多様性のある集団の中でことばを
用いて相互交流し、自律的に行動するという協同学習、内省学習が、プロジェクト終了後も継続
している。CEFR/ELP の理念の具現化を支えているものは何だろうか。教育理念および教育制度
の観点から考察する。前者に関しては社会的構成主義学習概念および修得主義、後者に関しては、
学習指導要領、教員養成、試験、教科書について述べる。
3.3.1.

社会的構成主義学習概念

学校教育の枠組みの中で ELP 中心アプローチを実践する前提として、さまざまな条件があると
思うが、フィンランドが成果を上げている第一の理由は、CEFR の理念が国家の教育理念と合致
していることであろう。ELP 中心アプローチは、言語学習者は言語を用いて効果的に機能する社
会的存在であるという CEFR の理念に基づき、対話、協力、自律を重んじる。これが、競争で学
習を強制するのではなく、仲間と協同し影響し合って自ら学ぶことを基本とするフィンランドの
教育方針（福田、2006）と整合性を保っている。つまり ELP 中心アプローチは、英語教育のみ
ならずこの国のあらゆる教育の基盤となる考え方に支えられているのである。
フィンランドは、変化の激しい社会に適応して生きていくためには自ら学ぶ力が必要であると
考え、1994 年の教育改革により、教えることを重視する教育から学ぶことを重視する教育へと転
換した（ヘイノネン＆佐藤、2007）。国家教育委員会と教育省は、フィンランドの教育改革が成
功した原因を分析し公表している（福田、2008）。そのなかで ELP 中心アプローチに密接に関連
していると思われるのが社会的構成主義学習概念である。
フィンランドでは、どのような知識を獲得したいのか生徒自身が決め、グループで協同して調
べ学習やプレゼンテーションを行うなどの授業が行なわれている（増田、2008）。この教育を特
徴づけるのが社会構成主義的学習概念である（福田、2006；福田、2007）。構成主義とは、
「知識
は目的に応じて事実から切り取られ、構成される」（福田、2006、p.114）ことであり、これが社
会的に行われるということは、一人ではなく他の生徒や教師と相互交流しながら学び、知識を積
み上げていくということである。学習を「社会的な脈略、すなわち人間関係や社会との関係で」
（同、p.117）起こる活動ととらえるのである。
ELP パイロット・プロジェクトはカリキュラムを柔軟にとらえ、学習の目標、内容、プロセス
の一部は教師と生徒が話し合って決めた。それに従い、生徒は言語を使って仲間と協力してタス

160

クを行い、内省を繰り返して自分の力を確認しながらコミュニケーション能力を伸ばしていった。
社会構成主義的学習概念を言語学習に適用しているといえよう。
3.3.2.

修得主義に支えられた絶対評価基準による自己評価

ELP の特徴のひとつは、学習者がどのような英語力を身につけたいか自分で目標を定め、学習
を定期的に内省して次の学習に生かしていくことである。自分の学習の進捗状況の客観的判断に
はメタ認知能力が必要であり、そのための指導を要する。ELP パイロット・プロジェクトでは、
チェックリストを用いた自己評価をする前に、学習者として内省することを明示的に指導した。
具体的には、学習者としての自分の長所や短所、学習の習慣、学習者としての役割と先生に期待
する役割、言語学習の目的などを考えさせた。こうした入念な準備が自己評価を可能にしたこと
は強調すべきだろう。
しかし、絶対評価の概念が浸透しているという背景も無視できない。フィンランドでは絶対的
な評価基準で進学・進級などの判断が行なわれ、修得主義で教育が行なわれている。たとえば義
務教育は９年間であるが、成績が良くない場合は本人の希望でもう１年無料で教育が受けられる
（伊東、2008）というように、履修主義ではなく修得主義で意思決定が行なわれる。高校卒業時
には卒業認定試験が課され、これに合格することが卒業および大学受験の要件となる。このよう
に到達すべき明確な基準があり、それを目標に自ら学習するという教育システムになっている。
これはフィンランドに限ったことではなく、ヨーロッパでは、国際バカロレアをはじめ、イギリ
スの中等教育認定試験である O レベルや大学進学要件の A レベルなど、絶対的な基準が整備され
ている。
さらに、言語学習にとどまらず教育のさまざまな局面において、自己評価が重視されている。
福田（2008）は OECD 報告『何が学校制度の成果をつくり出しているか』
（2004）からフィンラ
ンド関連の部分を引用しているが、その中にテストではなく自己評価を重視することが挙げられ
ている。生徒は自己観察と自己評価をするよう促される。
「自己計画・自己評価帳」というものが
教材として市販されており、見開きの左ページに１週間の学習予定、右ページにその週に学んだ
ことを記入する（福田、2008）。こうして自分の学習の進捗状況を把握し、自ら学ぶ姿勢を身に
つけていくわけである。学習を計画し、観察し、振り返るという一連のサイクルを通した自律の
育成の重要性が、教科横断的に共有されている。
こうした土壌のない日本で同様の試みを行なった場合、学習者・指導者に相当戸惑いが生ずる
ことが予測される。苅谷（2006）は、履修主義を採用する日本の仕組みでは、修得主義がもつ評
価の厳しさ、到達基準に達することへのプレッシャーが議論されず、絶対評価が個別評価と組み
合わせて適用されると指摘している。自己評価表を有効に利用するための指導は、大きな課題に
なると思われる。
3.3.3.

CEFR/ELP と学習指導要領、試験、教員養成との関連

フィンランドでは教育制度と CEFR の関連も密接である。学習指導要領にあたる国家カリキュ
ラム大綱は CEFR に基づいており、小学校、中学校、高校卒業時の到達目標もそれに従って定め
られている（Finnish National Board of Education, 2004）。CEFR の６段階をさらに細分化し、
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A1 を A1.1、A1.2、A1.3 の３段階に、A2 から B2 まではそれぞれ２段階に枝分かれさせている。
中学卒業時の到達目標は受容能力が B1.1、発表能力が A2.2、高校卒業時の到達目標は４技能す
べてについて B2.1 である。
高校卒業資格を得るためには matriculation examination という試験が課せられ、この成績が
大学進学の要件となる。英語の試験は B2 レベルであり、CEFR に基づいた試験が教育課程と補
完関係をなしている。なお matriculation examination はリスニングテストと筆記テストで構成
され、試験時間はリスニング 45 分、筆記 6 時間であり、筆記テストの配点比率のほぼ半分をエッ
セイが占める（伊東・川村・島田・西原・舩戸、2007）。
教員養成は今回の視察の調査対象ではなかったが、筆者らがタンペレ大学附属高校で行なった
教育実習生へのインタビューによると、CEFR の概念が中心的とはいえないまでも教職科目で扱
われている。ツルク大学のように、英語学科上級専門科目 SLA 領域指定図書試験の指定図書に
CEFR (Council of Europe, 2001)を指定している大学もある（伊東、2008）。また、修士号が教員
免許取得の要件であり、大学院ではリサーチ推進能力が重視されている（伊東、2008）ので、新
しい教育パラダイムへの移行に柔軟に対応していかれるのだろう。
以上のように、教育行政関係者、教員養成関係者が CEFR の理念を共有し、理念が実践に生か
される仕組みが教育制度に組み込まれている。
3.3.4. 認知的自律・社会的自律の促進を目指す教科書
教育哲学の共有を可能にする道具として、教科書も重要な役割を果たしているように思われる。
英語の教科書に、対話、協調、自律の重視が具現化されている。Kohonen (2009) は、自律には
相互に依存する２つの側面があると述べ、個人的・認知的側面と社会的・相互作用的側面を挙げ
ている。後者が CEFR の発表以来顕著になっているのであるが、フィンランドの高校教科書を見
ると、前者もけっして軽んじられているわけではなく、バランスよく配置されている。以下に高
校の教科書 Culture Café Book 6 (2004)と Open Road Course 2

(2008)の２冊を例に挙げて述べ

る。

Culture Café Book 6 は全 160 ページであるが、前半の 83 ページは相互作用的側面、後半の
74 ページは認知的側面に比重が置かれている。前半は、読物およびそれに関するペアワーク、グ
ループワークを中心とした言語活動と語彙問題である。たとえば次に示すのは、The Power of Big
Ideas というタイトルの章から、ウォームアップ活動の指示を抜き出したものである。学習者同
士のインタラクションを重視する姿勢が明確である（下線筆者）。
Technology makes our lives so much easier, doesn’t it? What would we do without all the
wonderful gadgets around us! To fully appreciate the ingenious minds behind the
inventions pictured below, talk about them in your group. (p.4)
この指示の後、さまざまな家電製品や電子機器の絵を見ながら、それらについて説明したり比較
したりする言語活動を行なう。それらを見たことがない人々に機能や使用法を説明するという設
定もあるが、これは文化を共有しない人々とのコミュニケーションを想定したものであろう。買
おうとしている機器の英語名が思い出せないとき、どのように説明するかという問題は、コミュ
ニケーション方略の使用を促進するものである。
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家電製品や電子機器という身近なものの機能についてディスカッションをした後、本論は印刷
機器、時計、配管設備、数字など、さまざまな発明を比較する。次はその指示であるが、やはり
ペア活動で行なう。
Which of these inventions are the most important ones in your opinion? Place the
inventions in ranking order. Then compare your ratings with your partner. (p.7)
同様に、設問の指示には Discuss the following in pairs or small groups. Work in pairs or
small groups. などが頻出し、教科書を使えば自然に生徒中心の言語活動ができるように構成さ
れている。教室はコミュニティ、生徒はその一員という意識が反映されている。
後半は、単語ドリルなどの学習活動、学習ストラテジーの説明、語彙リストが掲載され、自律
の認知的側面に比重が置かれている。学習ストラテジーは、単語の学習法、読解のストラテジー
などのほか、テストテイキング・ストラテジーや作文の書き方など、おそらく高校卒業資格試験
受験を意識していると思われるものも含まれている。語彙は非常に重視されており、新出単語は
母語相当語と共にリストされているほか、各レッスンの問題に加えて巻末の補充問題が充実して
おり、出現頻度を高くして繰り返し学習できるよう編集されている。

Open Road Course 2 も、構成や内容はほぼ同じである。全 215 ページの前半 92 ページに本文・
練習問題・言語活動、後半 122 ページに学習ストラテジー、語彙と文法の補充問題、語彙リスト
がある。本文に関する言語活動をペアやグループで行なうことも Culture Café 6 に共通している。

Culture Café 6 と違った形式の問題として、補充問題の基本文練習もペアワークで行なうように
作られているものがある。
CEFR の到達指標については、どちらの教科書も母語で説明をしている。Culture Café 6 は
CEFR と ELP について各 2 ページずつ充て、CEFR の 6 段階と枝分かれをしたフィンランド版
の 10 段階を並べて示し、
当該教科書のレベルである B2.1 がボールド体になっている。Open Road

Course 2 も同様に CEFR の説明があるほか、教科書本文のパッセージのレベルが B1.1 から C1
までの幅で表示されている。
3.4 CEFR/ELP の理念は授業にどのように具現化されているか
理念が具現化される仕組みが整備されているのであれば、実際の授業はどのように行なわれて
いるのだろうか。教室というコミュニティの一員として相互交流をしながら言語能力を育成し、
自律性を育てるという姿勢は、どのような形で表れているのだろうか。タンペレ大学附属中学・
高校での授業見学から、中学の英語、高校の英語、バイリンガル教育の地理について、報告する。
まず、教育実習生が教える中学３年の英語を見学した。授業のねらいは、３人グループで環境
に優しい製品の広告を作成することである。最初にクラス全体で５つの広告を比較し、どの広告
にも共通して含まれる情報を取り出す。自分たちが作成する広告に含めるべき情報を知るためで
ある。これは教師主導で比較の観点を質問形式で与え、生徒に考えさせていた。次に、広告の対
象となる中古 CD や空き瓶などの製品を先生が机に並べ、広告を作成するためのヒントを与えた。
作成手順の説明の後、先生がさまざまな色の画用紙をもってグループを回り、生徒達は好きな色
画用紙を選んで作業に取りかかった。社会で実際に使われている広告というテクストを比較分析
し、それをもとに表現活動に発展させていく。主体的に考え、仲間と英語で意見を交換すること

163

によって完成するタスクである。
やはり教育実習生が教える高校２年の英語を見学した。オーラル活動中心ではなく、教科書を
用いたリーディング中心の授業であるが、ペア活動、グループ活動が多い。教材はロバート・キ
ャパに関する読物であった。まず先生がロバート・キャパの有名な写真を数点 OHP で見せて説
明する。その後、新出単語を全員で発音練習した後、教科書の音読をさせるのだが、これをペア
で行なう。１人が１段落ずつ交互に音読し、先生は机間指導をする。ペア音読の利点は、発音を
間違えると相手が教えてくれることである。ただし多くの生徒が読めない難しい語もあり、これ
らは先生が黒板に書いて全員がリピートしていた。ストーリー・リテリングもペアで交互に行な
う。さらに、同じペアで、歴史上の人物の写真４組を比較し、違いを英語で説明する。分析力・
思考力を求める活動である。
発表活動の前提となる語彙と文法の指導も重視されており、明示的に教えられる。ただし言語
活動にかける時間が長く、知識中心の活動は効率よく進められる。たとえば教科書の練習問題の
答え合わせのとき、答えは OHP で示して各自がチェックするだけである。
英語以外の科目では、バイリンガル教育の一部として中学３年の地理を見学した。ここでもグ
ループでのプレゼンテーションが中心であった。moraine（氷成堆積物）、erratic boulder（迷子
石）など専門用語の頻出する高度な内容であった。一方的な発表ではなく、聞き手を巻き込む参
加型であり、生徒間の相互交流が活発に行なわれていた。すべて英語というわけではなく、理解
が不十分な生徒のために、教師が母語を使って説明する場面も見られた。中学でも語彙指導は重
視されている。既成の問題に答えるのではなく、生徒自身がパズルや正誤問題を作成し、お互い
に出題し合っていた。
以上は見学した授業の一部であるが、中学校から高校まで見学した科目はすべて教師主導・生
徒重視（teacher-led student-focused）
（Tella, 2009）で教えられ、教室は地域社会、国際社会の
一部、民主主義を実践する場であるという考え方（Kohonen, 2009, October）が反映されていた。
なお自己評価については毎時間行なうものではないので、断片的な観察にとどまった。高校２
年の英語でテストが返されたとき、見直して反省したことを書く時間を設けていた。レンターヴ
ァーニエミ小学校では、テストや宿題をポートフォリオに保管し、また教師手作りの自己評価表
が用意されていた。内省と自己評価に関する調査は今後の課題としたい。
3.5 ELP 中心アプローチ導入の問題点
フィンランドでは CEFR が教育制度に組み込まれ、タンペレ大学附属中学・高校で行なわれて
いるような授業が可能であるといっても、20 年前までは教師中心、知識注入型の教育が行なわれ
ていた。そのような教育を受けてきた教師たちが、新しい教育のパラダイムにどのように適応し
ていったのだろうか。生徒達はどのように反応したのだろうか。日本の教育環境に CEFR/ELP
を取り入れることを考えるとき、非常に興味のあるところである。
Kohonen (2006)は、知識伝達モデルから協同学習モデルへのパラダイムシフトにより、教師側
および生徒側が感じた問題点と、その解決法について述べている。それによれば、教師にとって
第一の難関は、知識伝達者から学習の支援者へ、という職業的アイデンティティの変化であった。
教育改革とは教育関係者の意識の変化であるので、当然のことながら、抵抗感、緊張、不安が伴
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う。さらに問題となるのは、新しい指導法にかける時間的な負担である。ELP パイロット・プロ
ジェクトに参加した教師たちは慢性的な時間不足になったという。
これらの問題に対処するために、Kohonen (2006)は２つの提案をしている。まず拙速に導入せ
ず、徐々に発展させていくことである。
「学習者の現状を把握し、最初は１クラスから慎重に始め
るとよい。教師中心のやり慣れたルーティンを、もっと参加型で内省をさせる手順にし、すでに
存在する教室での活動に ELP 中心アプローチを統合することで、必要な労力は妥当な範囲に収ま
るだろう」と述べている。実行可能な現実的な提案である。授業見学で観察された指導技術の中
には、英語で説明をするという高度なものから、ペアで音読をさせるという比較的実行しやすい
ものまであった。Think big, start small.の考え方で始めるのがよいのではないだろうか。小さな
実践を蓄積していくうちに、理念の理解も深まるのではないかと思う。実際、見学した授業はど
れも指導法が一貫しており手順も練られていたが、コミュニケーション能力の育成を目指して先
進的な英語教育を行なっている日本の中学・高校で見られる言語活動も少なくなかった。
CEFR/ELP を適用した英語教育は、手の届かないものではないと思う。ただし、指導技術が断片
的・表面的に類似していても、背後にある教育目標に向かう一貫した姿勢がなくてはならない。
フィンランドの ELP 中心アプローチは、3.1 で述べたように Kohonen (2001)の経験的内省学習
の理論的枠組みに依拠している。社会の構造変化やグローバル化に適応し、国家に貢献できる人
材を育成するために、社会の一員としてコミュニティに参加する責任や自律を育てることを目標
としている。学校教育を修了したときの子ども達の将来像を明確にもっている。それを実現する
ための ELP アプローチであることは強調されねばならない。
Kohonen (2006)のもうひとつの提案は、移行期にある教師を教育行政が支援することである。
できることならば仕事量を軽減するという措置が望ましいと述べている。ELP パイロット・プロ
ジェクトでは、参加した教師達は授業のある日に毎月１回勉強会に出席したが、それを可能にす
るために代理教師が授業を行なった。教育理念の共有のためには、指導技術を個別に学ぶのでは
なく、時間をかけて理論を学ばなくてはならない。そのために教員研修は必須であろう。それが
あって初めて、教室での言語活動を少しずつ学習者の責任や自律を促す形にしていき、結果を振
り返り、さらに実践に生かしていくサイクルが出来あがっていくのではないかと思う。教育政策
面でのトップダウンの整備が望まれる。
新しいアプローチに対する抵抗は、教師だけでなく生徒の側にもある。Kohonen (2006)によれ
ば、中学生の中には教師主導の構造化された学習に満足していて、相互作用的な学習を好まない
生徒も多かったという。知識伝達型に慣れた生徒を主体的に行動させるのに多大なエネルギーを
要することは、容易に想像がつく。学習文化の大きな変化に適応させていくには、生徒自身が ELP
中心アプローチの目的と基本原則を理解していることが重要だと Kohonen (2006)は主張する。見
学した授業を振り返りながら、フィンランドの先生方がどのようにして ELP 中心アプローチの目
的と基本原則を生徒に理解させていただろうかと考えるのだが、限られた経験から考察するのは
難しい。現時点での未熟な認識ではあるが、生徒達が協力しながら学ぶコミュニティを創出する
プロセスの中で、生徒を外国語学習者としてだけではなく全人として受け止め、主体的な言語活
動を通して自分の行動が集団に寄与しているという自負心を育てていることが、この新しいアプ
ローチに適応させる方向に向かわせているのかもしれない。
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ELP パイロット・プロジェクトに参加した高校生について、Kohonen (2006)は、彼らが高校卒
業認定試験対策との整合性に疑念をもったと述べている。大学進学にかかわる試験だけに、ELP
中心アプローチでは言語の正確さを学べず受験に不利ではないか懸念したのである。結果的にフ
ィンランドでは、ELP で学んだ生徒の高校卒業認定試験合格率はそうでない生徒と同レベルであ
ることが判明し、さらにエッセイでは少し優位であることも明らかになり、生徒も教師も新しい
指導法に自信をもつことができたという。これは、3.3.3 で述べたように、CEFR に基づいた試験
が高校の教育課程と補完関係をなしているからであろう。行動中心主義に基づきプロダクション
も含めた長時間にわたる試験を実施することは日本では難しく、ELP 中心アプローチを導入する
場合、大学入試の改善がハードルになることは想像に難くない。

４．CEFR/ELP の適用に向けた研究の方法
本科研の今後の研究計画に、能力記述文一覧表の暫定版を使った学校現場での予備調査が含ま
れている。この計画を念頭におき、最後に CEFR/ELP を指導・学習・評価の側面で活用する方法
を開拓する場合の研究方法について述べておきたい。
ELP パイロット・プロジェクトや、それに示唆を受けて行われたポートフォリオ学習の研究（た
とえば Murray, 2009）は、主に質的データを分析している。プロジェクト開始時と終了時の参加
者の英語力をテストで比較することはせず、プロジェクト参加者を統制群と比較する手法もとっ
ていない。言語学習を認知的側面からだけでなく社会的、情意的な側面も含めて包括的にとらえ
るからである。CEFR の行動中心主義、すなわち言語使用者はコミュニケーションの目的を達成
するとき認知的、感情的、意思的資質と同時に才能すべてを使う（Council of Europe, 2001）と
いう考え方、言いかえると学習者を全人とみなす考え方と整合性をもつ研究手法であろう。
第二言語習得では認知・心理主義的指向が主流であるが、Firth & Wanger (1997)は、社会・文
脈的指向への意識を高め、理論的・方法論的にもっとバランスのとれたものとして第二言語習得
を再構築することを主張している。言語学習者がもつ複数のアイデンティティの１つに焦点を当
て、他の変数を統制することによって明らかになる言語習得の側面もある一方、認知面に偏向す
ることで見落とされる側面もある。彼らは、言語習得は認知的現象であるばかりでなく、さまざ
まなコンテクストで相互依存的に獲得される社会現象と考える。そして学習者の視点を重視した
イ―ミックな感性を増して、従来の第二言語習得の蓄積を広げていく必要性を述べている。
Firth & Wanger (1997)は、ヨーロッパ評議会の ELP パイロット・プロジェクトが始まる前年
に発表されている。二人ともデンマークの研究者であり、母語話者を基準とし非母語話者を不完
全なコミュニケ―ターとみなす考え方を批判している。CEFR の研究を進めていく上で注目すべ
き論文であろう。
Swain & Deters (2007)は、第二言語習得の再概念化の萌芽は Firth & Wanger (1997)以前に見
られたと指摘しつつも、同論文が研究方法と理論的観点を多様化させる刺激となったと評価して
いる。そして、第二言語学習の社会的、認知的、情意的側面にバランスよく注意を向け、エティ
ック、イ―ミックの両方の視点をもつ重要性を説く。言語の性質をより広くとらえて、学習者の
話に耳を傾け学習者が辿る複雑な過程を観察することを主張している。そして最後に、こうして
社会文化的視点から第二言語習得過程の理解を広げたことで提起される問題が、Bachman (1990)
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や Canale & Swain (1980)のコミュニケーション能力モデルに関連付けることが課題であると述
べている。CEFR という包括的な概念を新たな理論的枠組みの中で採用するには、その検証にも
新たな視点と研究方法が要求されるのである。
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フィンランドの英語教育－小学校英語教育とＣＥＦＲ

高橋美由紀（愛知教育大学）
0. はじめに
フィンランドで使用されている言語は、フィンランド語が 93.4%、スウェーデン語が 5.9%であり、これ
ら二言語は、公用語として 1919 年に制定された。学校教育ではフィンランド語、スウェーデン語が必修
であり、さらに英語やその他の言語の教育が行われている。フィンランド系国民の多くは 7 年生（中学
校の初年度）から学校でスウェーデン語の学習を始める。現在ではスウェーデン語より英語に重点が置
かれており、小学 3 年生から英語の授業が始まる。なお、フィンランド語はウラル語族であるため、話
者グループの居住地が地理的に近いスウェーデン語やデンマーク語など他の北ヨーロッパの言語や、英
語・ドイツ語などのインド・ヨーロッパ語族とは大きく異なる。
フィンランドの多くの国民は、外国語に対する関心が高いので公用語だけでなく、4～5 カ国語を操る
ことができる。ヘルシンキにある大きな書店では、自分が話せる外国語の国旗を胸につけて接客してい
た。これは、スウェーデンやロシア等に幾度となく「侵略や支配された」歴史的な経緯と､人口が僅か 530
万人であること等の理由から、外国語を学習せざるを得ない国の状況であることが覗える。とりわけ、
英語は、多くの人がコミュニケーションを図ることができる言語である。教育を受けている小学校の教
師だけでなく、バスの運転手、レストランやデパート等のお店の人でも英語で流ちょうに話すことがで
きる。

写真 1・2：書店の店員さん、フィンランド語、スウェーデン語、英語、フランス語の 4 カ国語を話
せることを国旗で示した名札をつけている。
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1. フィンランドの教育制度と言語教育
フィンランドの教育水準は世界トップで、教育における「フィンランドメソッド」が注目を集めてい
る。生徒は競争による相対評価ではなく、達成度によって評価される。
2004 年度に行われた OECD（経済協力開発機構）の PISA（学習到達度調査）は日本や韓国、香港な
どの教育熱の高い国や欧米先進国を抑えて学力世界一を誇っている
ユネスコの定義による高等教育機関（大学およびその他すべての高等教育機関・課程）の進学率は、
世界第二位の 87 パーセントである（2004 年度）。
フィンランドの学校は週休二日制である。指導者である教師は大学院卒が基本であり、教師のステイ
タスは高い。
フィンランドの国家としての教育関係の行政機関としては、教育省（Ministry of Education）と、国
立教育研究所（National Board of Education）があり、教育省では、教育戦略、予算、システム等、国
立教育研究所では、ナショナル・コア・カリキュラム（National Core Curriculum）の策定や教育評価
等を担当している。そして、1990 年代以降、検定教科書の廃止、ナショナル・コア・カリキュラムの大
綱を示し、様々な権限を国から各地方、各学校へと委譲した。そして、教育内容や教授方法への教育行
政の指示が少なく、分権化が進んでいる（高橋・柳

2009）。例えば、国家教育委員会で作成した、コア・

カリキュラムでは、学年ごとに１週間あたりの最少授業時数を規定し、各自治体や学校では、学年・科
目の具体的な授業時数を定めている（1・２年生は 19 時間、3・4 年生は 23 時間、5・6 年生は 24 時間、
7・9 年生は 30 時間）（松下

2010）。

フィンランドの教育制度は基礎教育の小中学校「総合学校」（Comprehensive School）、その後、高等学
校か職業専門学校、さらに、大学と高等職業専門学校がある。
義務教育は、基礎教育の 7 歳～16 歳までの 9 年間であり、これは､日本の小・中学校 9 年間の一貫教
育と同じである。また、基礎教育の前に、1 年間の就学前教育、さらに、基礎教育を終えたが高等学校へ
進学するためには学力不足である生徒には、生徒が自発的に１年間補習を受けることができる「10 年生」
の制度が設けられている。
基礎教育での科目は、母国語・文学、外国語（A 言語）
、外国語（B 言語）、数学、環境、生物・地理、
物理・化学、健康教育、宗教／倫理、歴史・社会、音楽、芸術、技術、体育、家庭科、カウンセリング、
選択科目の 17 科目がある。
外国語（A言語）、外国語（B言語）は、さらに、外国語（A１言語）と（A2言語）、(B1言語)、(B2言
語)に類別される。A1言語は必修科目であり、子供たちは基礎教育の3年生（日本の小学校３年生）から
高等学校まで教育をうける。A2言語は選択科目であり、5年生から教育が始まる。
B１言語は必修科目であり、7 年生（日本の中学校１年生）から高等学校まで教育され、また、B2 言語
は選択科目として学習が始まる。B1 言語は、フィンランドの第二国語（スウェーデン語或いはフィンラ
ンド語）でなければならない。フィンランドの公用語は、フィンランド語とスウェーデン語であるため、
両言語の教育も必修科目として実施されているのであり、当然、政府機関への就職には、第二公用語で
あるスウェーデン語の試験も課せられる。さらに、高等学校に進学すると B3 言語を選択科目として学習
できる。
この様に、外国語は、必修科目として小学校から高等学校まで１外国語、中学校から高等学校まで１
外国語、さらに、選択科目として３外国語を学習できるシステムとなっている。
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授業時間数は、例えば、A1言語は、３年生から6年生までの４年間で週８時間となっており、多くの学
校では、各学年週２時間で実施している。しかしながら、授業時数は母国語の授業時数が最も多く、外
国語、数学、理科系科目がほぼ同じぐらいの時数である。
A1 言語として子供たちは英語を小学校３年生から学習し、A2 言語としては多くの生徒が、フランス
語、ドイツ語、スペイン語、ロシア語等を選択している。
外国語教育の目的には、言語能力(language proficiency)、文化技能(cultural skills)、学習方略(learning
strategies)が挙げられる。
2. フィンランドの英語教育
英語の授業は、多くの総合学校では３年生から始まる。英語は、フィンランドが最も力を入れている外
国語であるため、小学校３年生から高等学校まで必修科目として教育が行われている。
ナショナル・コア・カリキュラムでは以下の様に言及されている。

Finland's National Core Curriculum for Basic Education 2004 Implications for the primary review:
４．English as a foreign language begins for all pupils in the second phase of basic schooling(equivalent of our KS2), and is
then a part of the core curriculum throughout education. At least one other language is likely to be taken on later. There
are implementation lessons from this model that the primary curriculum review can learn from.

授業時間数は、3 年～６年生までは､週２時間、７年～9 年生までは週３時間、高等学校では、
（単位制・
無学年制）三年間で８時間である。
英語教育の目標としては、3 年～６年生までは、
「個人や身近な周囲、日常的な経験について話したり、
英語で書かれた内容を理解し、書けるようになること」、７年～9 年生までは、「社会的な事柄、つまり、
公共のサービス、仕事、持続的発展といったことに対して、話したり、英語で書かれた内容を理解し、
書けるようになること」
、高等学校では、
「中学校までに修得した外国語スキルの基盤をより発展させて、
話したり、英語で書かれた内容を理解し、書けるようになること」である。
「総合学校」の卒業段階での英語教育の目標は、
「個人や身近な周囲、日常的な経験について話したり、
英語で書かれた内容を理解し書けるようになること」である（教育家庭新聞

2010）。

フィンランドの学習指導要領では、CEFRのフィンランド版として、外国語能力レベルを以下の様に、
10 段階で設定している（FNBE, 2004, pp. 278 -295）。
A1.1

First stage of elementary proficiency

A1.2

Developing elementary proficiency

A1.3

Functional elementary proficiency

A2.1

First stage of basic proficiency

A2.2

Developing basic proficiency

B1.1

Functional basic proficiency

B1.2

Fluent basic proficiency

B2.1

First stage of independent proficiency
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B2.2

Functional independent proficiency

C1.1

First stage of fluent proficiency

３．フィンランドの英語教育の調査研究
3.1. 訪問先と訪問日
Kaisaniemi Comprehensive School, Lower Stage

2009 年 9 月 14 日（月）

University of Helsinki、Normal Lyceum of Helsinki

2009 年 9 月 15 日（火）

3.2. 調査報告－小学校段階の英語教育
１クラス 20 名程度の少人数でクラス編成がなされているフィンランドの教育であるが、英語の授業で
は、さらに少人数に分けて授業が行われていた。6 年生の終了段階での英語教育の到達目標（あくまでも
教師が教育の目標とするレベル）は、英語の技能により異なるが CEFR の A1～A2 レベルとされている
（A2 とは、簡単で日常的な事柄についてのやり取りができるレベル）
。
3.2.1.

Kaisaniemi Comprehensive School, Lower Stage での授業参観

この小学校では、英語の教師は担任ではなく、「英語専門講師」が指導していた。
「英語専門講師」には、
「非常勤」と「7～9 年生（中学校課程）の英語教科の兼任」の二つのパタンがあ
った。
非常勤の英語講師は、小学校の教師をリタイアした方で、イギリス演劇の劇団経験もあるという女性
の方であった。彼女は、3～6 年生までの授業を受け持っていた。一方、中学校との兼任教師は、6 年生
の授業を行っていた。
どちらも教科書を使用した授業であったが、教科書の選定は授業をする担任に任されているので、使
用している教科書は学年が同じであっても異なっていた。
3.2.2.

非常勤の英語講師の授業について

子供たちに英語に興味関心を持たせることが大切であること、また、言語だけでなく、英語を通して
言語や文化を学ぶことを目的として、英語を教えることが大切であることから、教師自らがイギリスの
国旗の帽子をかぶり授業に臨んでいた。
電子黒板や実物投影図を使用して、テキストに関係のある内容で、イギリスの文化について話す等、
子ども達に、授業に飽きさせないように、工夫を持たせた内容の授業であった。
教育用語は、教師が英語のスピーチや演劇の経験があることから、英語を多く使用して指導していた。
また、低学年では音声を主体とした活動が多く、リスニング活動として TPR を使ったゲームや、英語の
歌、教師のインタビューに答えるゲーム等があった。授業内容については、日本の外国語活動で行って
いる内容に似ていた。活動内容別に教育言語をみると、ワードゲームなどの活動では英語で指示を与え
ていたが、文法指導では、全てフィンランド語で説明していた。
3 年生からテキストを使用しているが、ストリーテリングの指導法で、絵を主体にして音声を導入した
内容であった。体験的な活動については、学年が進むにつれて少なくなり、テキストの視覚教材を使用
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した活動が多くなっていった。また、文字指導や文法指導については、3 年生から導入されていた。

写真 3：ナーサリーライムを活用した TPR での指導

写真 4：テキストに掲載されている歌

写真 5：テキストの内容について、クイズ形式で尋
ねる。
写真 6：テキスト（3 年生）は、ストーリーブックとして、
子ども達に親しみ易い内容であった。
貸し出し制である。

写真 7：3 年生用のワークブック

文字と絵を結ぶ内容である。ゲーム感覚でドリル的でない。
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写真 8：5 年生の授業
活動より学習が中心であった。

写真 9：5 年生の授業
教師がテキストの内容にそって、
文法指導をしている

3.2.3. 中学校兼任の英語教師の授業について
授業は、日本の中学校の英語学習の前倒しの様な形で行われていた。教師主導の授業で行なわれてい
た。授業は、テキストを中心にした、文法、語彙の導入、内容把握、ワークブックを使用したドリル的
な練習で定着を図る授業であった。
教材は、音声教材として CD、視覚教材としてテキストを映し出した電子黒板が全てであった。
はじめに、ワークブックを使用して宿題の答合わせを行った。これは、前回の学習の復習であり、今
日の授業の導入でもあった。次に、テキストを使用して、新出語彙の理解と英語－フィンランド語の訳
読、CD の後について読む練習、テキストの対話文を使用して、コミュニケーションのための対話練習、
文法説明、ワークブックでの練習問題、宿題の提示であった。
教師の使用言語は、テキストにある英語以外は全てフィンランド語であった。なお、テキストは、Wow！
（フィンランドで最も使用されているテキスト）を使用していた。
テキストのレッスンは、20 課まであり、レッスン１課のタイトルは、
「Mike lives in Brisbane. He has
two sisters. They love surfing.」、5 課では、「Where were you last summer? I was in Canada with my
family. Were you in Montreal? No, we weren’t. We were in the countryside.」18 課では、「Chris is
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speaking seriously. We have to look after our environment. Finland is famous for its lakes.」20 課で
は、
「Next year Chris will go to secondary school. Some of his friends will move abroad. What are your
summer plans? We’re going to go to Lapland.」と、日本の中学校 1 年生の半ばから 2 年生の内容となっ
ていた。

写真 10・11：Wow!

6 年生のテキスト

キャプテンクックの話
アジアの国の文化紹介
等、リーディング教材の内容が多岐に
わたっている。

写真 12：６年生のワークブック
文法問題を中心にした、ドリル的なものが多い。
しかしながら、補助教材としての絵や、コミカ
ルな登場人物で、小学生向けのワークブックに
仕上げられている。
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3.2.4. 授業全体を通して
フィンランドの小学校英語教育では、テキスト(貸出制)とワークブック(子供たちが個人で使用）が中
心となってシラバスが組まれている。
テキストの内容は、3 年生 4 年生用では、story book など絵本としての効果がうまく取り入れられてい
る。内容は、自己紹介、日常生活等、子供達の身近なテーマが取り上げられている。一方、高学年では、
写真や挿絵を効果的に使用されており、内容も「総合的な学習」としても活用できる歴史、環境、世界
を紹介した内容等であり、子ども達の学習として興味を引くテーマが扱われている。また、テキストの
語彙数やトピック数では、日本の中学校の教科書よりもかなり多い。
授業では、教師はテキストを使用して、①宿題の答合わせ、②その日の新出項目や読みの練習、内容
把握、③宿題の提示、という進め方であった。
４．おわりに
小学生を対象にした英語教育として考察すれば、フィンランドよりも日本の小学校外国語活動の方が
教師の創意工夫が見られ、子ども達に「英語に慣れ親しむ」授業であると思われる。また、日本の方が
音声中心のコミュニケーション活動をより多く取り入れた教育内容で実施していると思われる。
しかしながら、日本の小学校ではフィンランドの様に、一クラスの人数が 20 人以下という規模でない
ため、一人一人に目が届く授業とは言い難く、理解できない子供達のために個人指導を行うことを支援
するための教育体制も整備されていない。
フィンランドの英語教育で日本の外国語活動に示唆できる点は、第一に、少人数で指導を行うことで
ある。また、(1)小中連携の英語教育、(2)コミュニケーション能力の育成のためには、フィンランドのテ
キストの様に、日常生活で使用できるより多くの語彙や英語表現を子供達に理解・認識させることが必
要であると思われる。
日本の外国語活動では、小学校段階に相応しい方法で、コミュニケーション能力を育成するための語
彙や英語表現について、教育内容や指導を行うのが重要である。故に、小学校外国語活動内容から中学
校英語教育へ繋げるためには、フィンランドのテキストやワークブック、指導法などを参考にして、音
声中心であるが、文字や文法指導を意識した内容で、コミュニケーション能力の素地を育成することを
目的としたテキストの作成、授業内容、指導方法の在り方を考察することが必要である。

＜参考文献＞
教育家庭新聞（2010）http://www.kknews.co.jp/developer/finland/
松下慶太（2010）
「高い質を保証するフィンランドの教育システム─情報化・高齢化社会における学校教
育のすがた─」
http://benesse.jp/berd/center/open/berd/backnumber/2007_10/ren_matsushita_02.html
高橋美由紀・柳善和（2009）「フィンランド・オランダの英語教育」2009 年 10 月 11 日 LET 中部支部
小学校英語教育部会研究発表。
Wow！

テキスト
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台湾の英語教育における CEFR の活用について（海外調査報告）
相川真佐夫（京都外国語短期大学；m_aikawa@kufs.ac.jp）

１．はじめに
台湾は日本と同じく英語を外国語として学習する EFL 環境にあり、学校の英語の授業
以外で英語を使用することは極めて希な環境にある。
『課程綱要』
（Curriculum Guideline）
という日本の学習指導要領に相当する公教育のガイドラインが中央政府（教育部）によっ
て示されていることや、6-3-3 の教育制度、入試制度の存在、教科書検定制度、１クラス
30～40 人規模の教室実態など、日本の教育環境と類似するところが多い。それゆえ、台湾
の英語教育が日本の英語教育に間接的にでも資する点があるものと考え、調査を行った。
本報告書では、研究課題のテーマとなっている「ヨーロッパ言語共通参照枠（CEFR）」
が日本の教育環境と類似する台湾の英語教育界にどのようなインパクトを与えているのか
を報告するものである。

２．政策レベル
2002 年 5 月、台湾政府が「挑戦 2008・国家発展重点計画」 “Challenge 2008 National
Development Plan”を出し、国際競争、生活水準向上、継続的発展の促進のための計画を
進めた。具体的にはデジタル環境の整備や観光客の倍増などを含み、国際的な視点に立っ
た経済発展を目指した計画に国家予算を割り当てたものである。英語教育においてもその
計画に無関係ではなく、国民の英語力の向上、とりわけ、公務員、大学生、一般教員、英
語教員の英語力の向上も目標のひとつとして掲げられた。英語力の向上を測る道具「物差
し」として、1999 年から財団法人言語テストセンター（財團法人語言訓練測驗中心）によ
って実施されている台湾独自の英語検定「全民英検(General English Proficiency Test:
GEPT)」が台湾の英語学習者に適したテストとして開発されている 1 。TOEFL や IELTS
などの海外のテストも国民の英語力を図る「物差し」として広く使用されているが、2005
年夏、教育部（日本の文部科学省に相当）が欧州の共通参照枠（CEFR）をさらなる「物
差し」として加えようとした。教育部の CEFR への関心はマスコミにも取り上げられ、2005
年 5 月 28 日付けの新聞『自由時報』などにも、
「各類英檢標準
語言能力指標」教部認具公信力

将與 CEF 對照統一 「歐洲

各英檢單位應訂出對照標準」
（各種英語検定試験の基準を

CEFR と照合する。教育部は各種英語検定試験の責任機関が CEFR との対照関係を公開するよ
うに発表した）とのヘッドラインで取り上げられた（李名揚・張錦弘, 2005）。新聞報道の

1

テスト模擬試験の内容から、台湾の観光地や風物を紹介する問題が含まれていることから筆者が判断
したものである。
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２か月後の 7 月に教育部は GEPT, FLPT, CSEPT Cambridge Main Suite, BULATS との
換算表を公開し、行政院がそれに公務員の評価ポイントを加え、各検定試験の得点と人事
昇格に関わるポイント数を明らかにした（表１参照）。
表１：８つの検定試験および CEFR と公務員の評価ポイント

台湾行政院 website: http://www.cpa.gov.tw/ct.asp?xItem=2335&CtNode=233&mp=10
政府は、公務員、大学生、一般教員、英語教員の英語力の向上の具体的数値を CEFR の
指標を用いて次のように挙げている。これらの CEFR の基準をクリアする道具として表１
に掲げられる対照表が使用される。
・公務員：
CEFR-A2 までに達成すると２ポイント、CEFR-B1 までに達成すると４ポイント昇格
2007 年末までに、40 歳以下の 18%が最低ラインをクリア
・大学生：
卒業要件として目標の設置を各大学に推奨
2007 年末までに、大学生の 50%が CEFR-B1、職業系学生の 50%が CEFR-A2 を達成
すること
・一般教員および英語教員：
現職教員は英語検定の受検を推進
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2007 年末までに、小中高に所属する一般教員の 30%が CEFR-B1、英語教師の 45%が
B2 を達成すること
公務員、大学生に関して、2007 年末までにどの程度の人口が実際に基準値まで到達でき
たのか、そのデータは入手することができなかった。しかしながら、一般教員に関しては、
GEPT の結果を入手することができた。教育部統計所（2009）によると、2008 年におけ
る現職教員の GEPT の受験結果は表２の通りである。
表２： 2008 年における現職教師の GEPT 結果
GEPT 検定

受験人数

合格者数

級
1次

210

41

中高級（B2）

1,777

761

中級（B1）

1,666

817

初級（A2）

1,214

924

合計

4,867

2,543

高級

52

16

1,286

631

中級（B1）

876

343

初級（A2）

857

689

3,071

1,679

高級

2次

中高級（B2）

合計

中 級 以 上 の合格 者 は現
職教員 20 万人中 0.8%

中 級 以 上 の合格 者 は現
職教員 20 万人中 0.5%

(教育部統計所(2009)を参照に相川作成）
表２が示すデータによると、2008 年において、一般の現職教員が GEPT を受験した人
数は１次試験で 4,867 人であり、２次試験については 3,071 人である。そのうち、B1 以
上にあたる GEPT 検定級「中級」
「中高級」
「高級」の合格者を合計すると、それぞれ 1,619
人、990 人であり、これらの数値は現職教員 20 万人中 0.8%、0.5%となる。2008 年以前
の数値は入っていないため、累積されたデータではないが、
「 一般教員の 30%が CEFR-B1」
というおおよそ目標値はほど遠い数値のように考えられる。
一方、英語の教員免許取得を希望する大学生には、大学にも寄るが中高級を要件として
規定する大学がある。一例として、台北市立教育大学では、次の内１つを教員免許取得要
件としている。ここでは CEFR の指標は用いられていないが、これらのレベルを表１から
とらえると、B2 のレベルを要求していると言える。
• GEPT high-intermediate level （中高級）
• TOEFL iBT 79-80, CBT 213, PBT 550 以上
• TOEIC 750

以上
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• IELTS

6級

以上

• Cambridge Main Suit

FCE 以上

３．CEFR に関わる研究
台湾のテスト専門機関である財団法人語言訓練測験中心（The Language Training &
Testing Center、以下 LTTC）では CEFR に関わる研究が進められている。本報告書では、
入手した研究論文の概要を記しておく。なお、LTTC は GEPT の開発に携わっているとい
うことと、台湾教育部から GEPT と CEFR との比較分析を行うよう委託されているため、
GEPT と CEFR との相関に関する調査が主なものである。
表３：各種英語テストと CEFR との換算表（教育部, 2005 年 7 月 21 日発表）
全民英検

FLPT

CEFR

CSEPT

Main Suite

BULATS

GEPT
筆試

オー

第一

第二

ラル

級

級
A2

初級

150

S-1+

170

--Waystage
B1

中級

195

S-2

230

240

B2
240

S-2+

---

330
Vantage
C1

S-3
高級

---

315

---

Effective
Operational

以上

Proficiency
C2
優級

---

---

Test (KET)
Preliminary
English Test

Threshold

中高級

Key English ALTE Level

--Mastery

(PET)

1(20~39 点)
ALTE Level
2(40~59 点)

First
Certificate in ALTE Level
English

3(60~74 点)

(FCE)
Certificate in
Advanced

ALTE Level

English

4(75~89 点)

(CAE)
Certificate of
Proficiency

ALTE Level

in English

5(90~100 点)

(CPE)

出典：http://www.lttc.ntu.edu.tw/englishcomparativenew.htm より
（相川により一部編集）
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Wu, J. (2007) “English language assessment in Taiwan: Where do we go from now?”
『2007 年国際応用英語教学研討会工作坊論文集』 pp.574～586
台湾政府の政策「挑戦 2008」の背景と公務員、大学生、教員に目指されるべき英語力の指標を
概説している（本報告書前項参照）。また教育省が出した各テストの換算表（表１）について、とくに
GEPT のようなローカルベースのテストと CEFR との相関を出すことに対して、理論的な批判を行
っている。おもに、批判の内容は十分なリサーチに基づいて行った上で発表すべきであること、
GEPT は Cambridge ESOL や ETS のように国際的に開発されたテストではなく、台湾の英語学
習者をターゲットとして作成しているテストであるため、換算のリサーチをするにあたっても、調査に
困難さが伴い、短い期間では調査できないとの内容を含んでいる。
なお、LTTC のホームページで示 されている検 定 試 験 と CEFR との対 照 表 には TOEIC,
TOEFL の換算表はなく、表３のようになっている。
Wu and Wu (2007) Using the CEFR in Taiwan: the perspective of a local examination
board. Paper presented at The Fourth Annual Conference of EALTA, Sitges, Spain,
15th - 17th June, 2007.
（吳若蕙,吳怡芬 LTTC 全民英檢閱讀測驗與 CEFR 之參照研究（以中文發表））
GEPT の初級、中級、中高級、高級の４レベル分の reading テストのテキスト 16 件が
CEFR のどこスケールの位置にあたるのか、15 名の測定者によって判断したものである。
その判断の際には、DIALANG, The Main Suite of Cambridge ESOL Examinations,
Matriculation Examination in Finland などの CEFR の各スケールに相当するテスト項目
と見比べて判断している。15 名の測定者によって GEPT のスケールの最低値を判断した
結果、初級は A2、中級は B1、中高級が B2（の下）、高級が C1 と判断されたと報告して
いる。
なお、LTTC では GEPT と日本の実用技能英語検定（STEP）との比較を英検協会と共
同研究している。その成果は、Chin, J., & Wu, J. (2001). STEP and GEPT: A concurrent
study of Taiwanese EFL learners' performance on two tests. Proceedings of the Fourth

International Conference on English Language Testing in Asia, Taipei, 22-44. で発表
されている。結果としてまとめられていることは、次の３点である。１．STEP２級の１
次試験と GEPT 中級の１次試験は総合的な難易度は近いが、リスニングの短い会話では
GEPT の方が STEP より難しく、リーディングのパッセージコンプリヘンションでは
GEPT の方が STEP より易しいということが統計的にわかったこと。２．ライティングの
測定方法が STEP では語句整序問題に対し、GEPT では翻訳とパラグラフライティングで
あり、得られるライティング能力が異なるものであること。３．スピーキングに関しては、
STEP はインタビューで分析的な評価法（analytic evaluation）であるのに対し、GEPT
はブースでの録音方式で包括的な評価法（holistic evaluation）であるが、２つのテスト
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結果には統計的に有意な相関が見られること。
この論文は CEFR について直接関わったものではないが、GEPT 中級を B1 レベルと見
ていることから、STEP の２級が B1 レベルに近いものとして見られる可能性がある。
台湾における CEFR のインパクトは 2005 年の時点で行政院や教育部からの発信により
大きなものであったが、その後の動きは伺うことができない。LTTC の研究員である吳若
蕙氏および吳怡芬氏との会見においても、学校の英語教育に CEFR を使用することや課程
綱要と CEFR との関わりは見受けられないとのことであった。CEFR のスケールがさまざ
まなテストとの換算表の中で使用されている点は、test-oriented の環境の中で根付かない
ことを示唆しているように思われる。
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第 3 部：CEFR と能力テスト

日本人の英語力を CEFR レベルから見るとどうなるか
東京外国語大学

根岸雅史

【問題の所在】
CEFR を英語能力評価の枠組みとして用いた場合、日本人の英語力はどのような分布を
見せることになるのであろうか。これは、言語の能力枠組みを手にした多くの日本人が抱
く疑問であろう。しかしながら、この疑問に答えることは、実は容易なことではない。
近年、各種英語能力試験は、CEFR レベルとの対応表を発表してきている。もちろん、
これらは必ずしも厳密な対応関係があるわけではないが、これらの試験結果はおよその指
標となるのも事実であろう。したがって、これらの結果から、受験者個人のおよその CEFR
レベルを知ることは不可能ではない。だが、日本人の英語力を知ろうというときに一番問
題となるのは、サンプリングの問題である。日本人全員を調査対象とするのでなければ、
その英語力を把握するとなると、日本人の代表的なサンプルが必要となる。しかしながら、
日本を代表する英語能力試験の 1 つである英検をとってみても、その受験は受験を申し込
んだ学習者だけのものであり、その結果から日本人の英語力を推し量ることはできない。
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【日本人中高生の CEFR レベル】
まず、日本人中高生の英語力を CEFR レベルから見てみる。全国的に悉皆で行われたも
のとしては、文部科学省が実施している「教育課程実施状況調査」があるが、これは文字
通り日本の教育課程の実施状況を見るものであり、CEFR レベルとの関連づけはなされて
いない。
そこで、調査したところ、ある県で、すべての高校生に受験させているということがわ
かった。この県では、英検の相当級が判定できる英語能力判定テストをすべての高校 1，2
年生に実施していた。この調査では、高 1 の 9・10 月に実施したテストを中学修了時の英
語力を示すものとして、高 2 の 9・10 月に実施したテストを高校修了時の英語力を示すも
のとして扱っている。
なお、日本英語検定協会によると、英検と CEFR の対応関係は、次のようになっている。
http://www.eiken.or.jp/news/kyoukai/081031r01.html
「英検」と「ＣＥＦＲ」の対応表

「英検」／級

3級

準2級

2級

準1級

1級

「ＣＥＦＲ」／レベル

Ａ1

Ａ2

Ｂ1

Ｂ2

Ｃ1

（「容認される英語能力判定テスト」リストより／英国内務省国境庁発表）
その結果は、以下のグラフの通りである。高 1 生の約 6 割の生徒が英検 4 級程度以下、3
級 (A1) は 35％、準 2 級(A2)以上の英語力があると判定されたのは、全体の 8.0%だった。
中学生英検該当級割合（高１、9・10 月時点）

1%

7%

35%
57%
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２級以上
準２級レベル
３級レベル
４級レベル以下

また、高２生では半数が 4 級レベル以下、3 級(A1)が 3 割程度、準 2 級(A2)以上は 17％、B
に到達しているのは 4％であった。
高校生英検該当判定級割合（高２、9・10 月時点）

4%
13%

２級以上
準２級レベル
３級レベル
４級レベル以下

50%

33%

ここから、日本人中高生の CEFR レベルを予測すると、中学生はほとんどが A1 レベル以
下、高校生では、A1 が 3 割、A2 が 13％、B1 が 4％となる。
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【TOEIC のスコア分布から見た日本人英語学習者の CEFR レベル】
次に試みたのは、公開されている TOEIC のスコアの結果を CEFR レベルに照らし合わ
せてみるということである。もちろん、英検などと同様、TOIEC も限られた学習者のみが
受験するものであり、その分布の代表性は保証されていない。したがって、これも厳密に
は日本人の「平均的英語力」を見ていることにはならないであろう。しかしながら、完全
なランダム・サンプリングが困難な状況では、次善の策の一つと言える。
その結果が、以下のグラフである。ここでは、Mapping the TOEIC® and TOEIC
Bridge™ Tests on the Common European Framework of Reference for Languages
http://www.uk.toeic.eu/fileadmin/free_resources/ETS_Global_master/Mapping_TOEIC_
scores_on_the_CEFR__2006.pdf に公開されている換算表に基づいて、ある回の TOEIC 受
験者の分布を見てみた。
TOEIC リスニングの CEFR スコア換算表

Listening
60～

A1

110～

A2

275～

B1

400～

B2

490～

C1
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TOEIC リーディングの CEFR スコア換算表

Reading
60～

A1

115～

A2

275～

B1

385～

B2

455～

C1

ここからわかることは、まずリスニングはテストがやや易しめなのか、リスニングのテ
スト自体が C レベルには十分に対応しているとは言えないということだ。実際、受験者の
分布も 445 から上は頭打ちの感がある。リスニングの日本人受験者のボリュームゾーンは
A2 と B1 と言えるだろう。
これに対して、リーディングは、日本人受験者は、このスコア・レンジの中に広く分布
している。リスニングと比較するとやや A2 レベルに偏りがあるものの、ボリュームゾーン
はリスニングと同様 A2 と B1 と言えるようだ。
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【社会人版 GTEC のスコア分布から見た日本人学習者の CEFR レベル】
上記の分析から、日本人の TOEIC 受験者は A2・B1 が中心であるということがわかった
が、このことがそのまま日本人成人学習者の実態を表しているわけではない。というのは、
TOEIC は、自らが受験が必要だと思った受験者と会社や学校が受験から必要だと判断され
た受験者のみが受験するものである。したがって、そこには TOEIC の受験が必要でないと
判断された人々のデータは含まれていない。
そこで、どこかの集団で全員が受験しているようなデータがないかと模索したところ、
ベネッセコーポレーションの山下仁司氏よりある分析結果の提供を受けた（詳しくは、別
添のファイル「一般企業の GTEC スコア分布と CERF レベル」を参照）。これは、CEFR
に関連づけられた社会人版 GTEC のスコア結果から、ある企業（東証一部上場企業（製造
業・エレクトロニクス関係））の全従業員の英語力の分布を見るというものである。このデ
ータの特徴は、1 つの企業の全従業員が含まれているところにあり、非常に貴重なものであ
る。
TOEIC の受験者には、社会人だけでなく大学や専門学校などのまだまだ学習の途上であ
る学習者を多く含んでいるが、企業の従業員の英語力というのは、学校教育の英語を一応
終えており、ある意味では、日本人の英語力の完成形である（もちろん、個人的には、必
要や興味に応じて英語学習を継続している企業人はいるが）。
GTEC と CEFR の対応関係は、以下の通りである。
Minimum GTEC Score

CEFR

Listening Reading Writing Speaking Total

Proficient

C2

240

220

220

220

900

User

C1

200

200

200

200

800

Independent B2

180

150

160

160

650

User

B1

140

130

130

140

540

A2

100

90

90

100

380

A1

Below the each above

Basic User

全従業員の技能別の平均点は、以下の通りであることから、リスニングはぎりぎり A2、リ
ーディングは A1、ライティングは A2、スピーキングは A1 ということがわかる。A2 とな
っている技能も、かろうじて A2 の最低線を越えているという状況であることから、平均的
には A1 レベルにあるということになるかもしれない。
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ListeningReading Writing Speaking
N

7,171

7,171

7,171

7,171

MEAN 100.58

83.46

96.20

91.97

SD

41.43

38.58

35.88

38.03

次は、技能ごとの CEFR レベルの分布を見てみる。どの技能であっても、マジョリティ
ー（ほぼ半数）は A1 であり、全体のほぼ 95％は B1 以下であることがわかる。C レベルに
至っては、リスニングをのぞいては 1％以下である。もっと、そのリスニングでさえ、C レ
ベルは C1 と C2 合わせて 1.24％に過ぎない。また、全従業員のほぼ半数が、すべての技能
において A1 であるという点も目につくであろう。この企業は特別に英語の必要性が低い企
業というわけではなく、むしろこの企業の特性からして英語の必要性は高い企業の部類で
あることから、日本の企業全体の英語力からいうと、これよりはさらに低いと推定される。
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【総括】
これらの結果を総括すると、8 割方の日本人は A2 レベルに到達せずに高等学校までの学
習を終えており、社会人でも 8 割方は A レベルにとどまっているということが分かる。高
校時代に B レベルに到達するものは、5 パーセント程度であり、これが社会人になると（技
能にもよるが）10～15％ほどになるというのが、日本の現状のようだ。これまでは TOEFL
や TOEIC のスコアなどの国際比較などをもとに議論がなされてきたが、これまでの国際比
較はサンプリングにかなり問題があると言える。日本人の英語力の実態把握のためには、
今後さらに継続的に調査を進めなければならないが、少なくとも現状のデータにおいて日
本人の英語力がこのような分布を見せているということは、今後の英語教育政策の策定に
当たって、認識しておくべきであろう。
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A1

reyout of
is beter.
is no comunication
is conpany menber blue

No.b is bad view.
No.c is bad view.
NO.d is bad view.

Because
No.a is open window.
No.a is nice view.
No.a's room have a lot of peple.

My select is No.a.

My no best
Reyout 'a'
Reyout 'b'
Reyout 'c'

193

My best reyout is d.
Reyout 'd' is feisu to feisu and best comnication.copany menber is comnication up bery bery huppy.securety
is door to next.Toilet over copany menber.

A2

Rayout
Rayout
Rayout
We can

"a"
"b"
"d"
not

is Fire Escape
is couleague's
is everyone is
concentlate to
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is blocked by the desk for manager. It's not safety.
desk is too close in front of you. It seems to prevent concentlation.
facing each other.
work, too.

Redaring our movement to new office, I think Rayout "c" is best for us.
The reason is that everyone without me can face to window or wall, it occur good concentlation to work.

Dear All,

Regards,

I decided new office design.
I choose a.
It is standard design,and team members can see window. They have enough space to go to Fire escape.
b is keeped their privasy,but,difficult to communication of team member.
There is a desk very close to Toilet at c.
d is very communicatable design,but their desk is too close to work.

Dear team members

I decided new office layout.
It is "a".
Because,"a" is very sophisticated layout.
Therefor,I think increase productiviry,morale. then,"a" has good security,healthy.
"b" is not right

Dear colleagues

B1
our new office.
are...
each desk.
when we are in emergency without any trouble.

Thank you.
Best regards.

195

I think "a" is bad because there isn't fire escape around free space, "b" and "c" is not easy to talk each
other.

Next, There is the fire escape around free space. When it happens fire, everybody is out of office more
quickely. So it is safty.

First of all, there are all desk in cycle shape, so I can talk to everyone easily. we enjoy to work with
our colleague.

I think the best is "d".

Dear John

I want to select rayout b as a new office room.The reason why I select rayout b is all of you can see
outside of the window.You can be relaxed,seeing outside of the window.
Rayout a is also good because all of you can see outside of the window,but it is hard for me to reach my
desk because the way between the desk and another desk is very narrow.
Rayout c is not good because everyone except me can not see the window.And one person is too near to the
toilet and he can not concentrate with his own buisiness when the other people go to toilet.
And rayout d is not good because almost people cannot see the outside of the window.
So I select rayout a

The design "a" is not safety in fire emergency, and design "b" is low communication layout, and design "c"
is low motivation layout for each because each of them are independent.

Dear all,
I chose the room design "d" for
The reason why I chose this one
1. We can communicate easily at
2. All members can move quickly
3. Nobody close to the toilet.

B1
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I don't want to agree with the other rooms!
I think that it seems to be very difficult to clean the other rooms room. In other rooms, I think we
don't have any space to discuss and relax! The other designs are not good for office workers.

I think that the plan-d is the best.
Because the desks' line looks circle. All staffs can communicate with each other easily.
The other plans are worse.
In the plan-a, there is a fire escape in the back of the manager's desk. If the fire happens, staffs can't
escape easily because of the manager's desk.
In the plan-b, there is the manager's desk in front of the window. Staffs can't look at the sky through
the window because of the manager's desk. They can't relax.
In the plan-c, there is one desk near the toilet. The staff on the desk feels uncomfortable. It is very
bad.
So the plan-d is the best.
I think b-type is the best!
Because I think that we can work well in b-type by some reasons.
One of good points is that the center of that room is empty. We can relax, discuss, and move there. We can
use there for many activities.
Second good point is that we can keep that room clean. Since all the desks are touched to the walls, I
think the center of the room will always be clean and it is easy to clean that room.

I think the plan d is the best. We all are facing each other and close enough, so we can communicate with
each other easily. You cannot see outside thourough window, which meas we can concentrate on our work.
Plus none of of our seet are too near to Fire Escape and Toilet. So the desk and chair will never prevent
us to escape in an emergency and nobody have to be in stinky place.
About plan a, I'm too far from you guys and hard to communicat with you all. Plus My seat is closing the
Fire Escape, which is so dengarous when emergency happens.
As s for b aslo, I'm too far from you guys.
C is so bad. First of all, my seat is too near to the door. Each time you enter the room, I'll have to
care backward. I cannot concentrate on my work. Plus Toilet is too near to one of the seat.

B1

Haruka Mikami

Sincerely yours,

So, what do you think of layout b?
I hope you like it also.
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Other 3 are not so good. As for a, it's too boring. When visitors come, what they at first see are backs.
It's also impolite. As for c, at first I thougt it's interesting, but I think, when you think always that
I watch you from your backs, I think it's unconfortable for you.
As for d, the distance between us are too close. It might force you feel stressful or it might upset you.

I would like to adapt the layout b.
Because you face me and when I call you, you can notice it immediately and also can easily check what
other co-worker do.
When visitors come, I can very quickly face them and without any obstacle, they can come to me directly.
Japanese like also the corner, so that they can feel confortable and safe. So you can work better in this
form when each has one wall at your sides. And no one sits so near from Toilets. In addition, around fire
escape exists nothing, it's safe.

B2
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Regards
Tim
Dear collegues,
We need to decide a new office rayout.
I chose the plan "d" from the submitted four plans.
I prefer to be have a flat organization. Therefore I want you all to sit in a circle with me and know
everything about the firm. The firm is very small with six people. We want to be a family.
Plan "a" and "b" are normal forms for a company. However, we don't have many customers in our office.
Therefore, we don't have to face customers (or doors). We prefer to share ideas by having as many
discussion as possible. Plan "c" is OK. but when we think about health problem, who wants to sit near
toilet?
Also, in terms of the emergency evacuation, plan "a" is not appropreate.
From

Thank you very much for your understanding.

For those reasons, I recomend the idea d.
If you have other good idea, please tell me about it by e-mail.

Thirdly, with the idea c, one of the desks is too near the toilet.That's not good work environment.

Secondly, if fire ocurres, we can get out from the fire escape door easily. There is no desk aroud
here.The idea a and b have some problems about it.

First, we can discuss something face to face while we can't do that with a and b.That'very important for
our job.

I think the idea d is best.There are 3 reasons for it.

As you may know, we will move to the new room next week. And we have to decide the layout. I received 4
ideas about it.

Dear staff,

B2

Your manager,
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If you have any suggestions, or objections feel free to contact me at any time.

Hi. I'd like to inform you about the new layout of ou office. Out of the four choices I had, I think I
picked layout b for our new office.
One of the reasons why I chose b is it's the most simple layout, and I just liked it!
What I didn't like about layout a is that my desk is positioned right in front of the fire escape, it's
not safe in case of an emergency. Also I didn't like the layout because you would have to face me all the
time.
For layout c, I didn't like it because we would all have to have our backs to each other, and since each
desk is so apart, it would be difficult to communicate.
Layout d, it's easy to communicate with each other, but I feel it would be a little distracting.
Therefore, layout b would be the best layout for our safety, communicating and getting concentrated on
our work.

Dear staff

Dear staff,
Out of several layouts recommended, I have decided that we will implement layout d.
Layout d will allow us to be face to face with any one of us if necessary, and help us communicate better.
Layout b is the least appropriate, as each one of us will be in a small private office, significantly
lowering the chance of face to face communication. We might as well work at home ! Not only that, all the
window side will be monopolized by myself, which I am sure you all agree, is not quite 'fair'. Layout a is
the standard classroom style, but I am not a lecturer ! This will not promote the casual discussion among
yourselve. As for layout c, sorry, guys, but I am not sitting with a door on my back ! So, I am sure you
all agree that out of these four, d seems the best choice. If you have any questions or opinions, feel
free to talk to me.

B2

This is work, people, I am NOT your teacher!

However, I

I

Best,
Your Boss
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So, here's the result but I'm open to discussing my choices so if anyone dares to challenge me, you can
start packing! (Kidding!)

Plan 'A' just looked too much like a school.

Plan 'B' was alright. We could've come up with several ways to use the space in the center.
still don't like the fact that the teams were being split in half.

Plan 'C' was an absolute no-no for me. I am the manager of this department, not your disciplinarian.
don't have to monitor you from the back everyday.

I've chosen Plan 'D' due to a few reasons. Firstly, I would like for us to grow as a team. In order to
do so, I believe that communication is extremely essential. By facing each other everyday and openly
sharing, not only our positive ideas, but concerns and hurdles as well, we can develop teamwork. I also
like the fact that by sitting near you and facing everyone, everyday, I can work at same levels as each
and every one of you.

Dear colleagues,

≧B2
I have attached the four proposed

Kelly
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I would like to hear your feedback on this decision.

Please email me with your questions or concerns.

As for rejecting the other layouts: I found both "A" and "B" to resemble a rigid classroom to closely,
and therefore a possible inhibitor to the creative flow of our employees. Layout "D", while seemingly
promoting a sense of sharing between staff, could all to quickly become oppressive, as everyone would be
watching each other at all times.

I have chosen layout "C". From the standpoint of both productivity and motivation, I felt that each
employee deserved as much room as possible. The space between the desks also allows for easy access to
emergency escape routes. And, although one rather unlucky employee will be stationed near the toilet,
layout "c" should enable us to maintain our current level of office cleanliness.

I am writing to let you know about the status of the new office layout.
layouts and would like to discuss my choice with you.

Dear Team Members:

≧B2

Zach Duhig.

Regards,
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This decision is, of course, not final so any comments or suggestions are welcomed.

I believe design D is the most appropriate. First let me rule out the others and then explain my reasong
for D. Design A is a fire hazard as the manager's desk is blocking the fire escape. Plan B is too
segregated; I prefer some openness to our working environment and believe the spirit of temwork would be
reduced by this plan. Plan C has one desk right next to the toilet which is not fair for anyone to deal
with. This leaves me with D. There is clear access to the fire escape, the toilet, and the door. From our
desks we can all see each other and hence our communication will be easier. The tables are arranged in a
circular fashion which I believe, is good for teamwork. Having this arrangement will be good for
productivity as we can easily move around the office without fear of bothering others.

As you know we will be relocating to new premises. I have been asked to choose a new floorplan for our
office layout. I have 4 different floorplans to choose from and will explain to you which one I have
chosen and why.

To all staff,

Listening. Learning. Leading.®

Mapping the TOEIC and
TOEIC Bridge Tests on the
Common European Framework
of Reference for Languages
®

™

Background
The Common European Framework of Reference for
Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR) provides
a common basis for describing the skills needed to reach
different levels of language proficiency, and is used by
language instructors, educators, curriculum designers and
agencies working in the field of language development. The
CEFR describes language proficiency in listening, reading,
speaking and writing on a six-level scale:
• A1 – A2 (Basic User)
• B1 – B2 (Independent User)
• C1 – C2 (Proficient User)
The CEFR provides a descriptive context that may be used to
interpret the meaning and practical significance of scores on
language tests. If a test score can be one of the levels of the
CEFR, what that score means and what candidates with at
least that score are likely to be able to do becomes clear.

ETS’s Goal
The purpose of this mapping study was to identify the
minimum scores on the TOEIC® (TEST OF ENGLISH FOR
INTERNATIONAL COMMUNICATION™) test corresponding to
each level. Minimum scores were identified separately for
listening, reading, speaking and writing. Minimum scores
were also to be identified for the TOEIC® Bridge™ test
corresponding to CEFR levels A1, A2 and B1.

• The TOEIC® Listening and Reading test measures
the receptive skills of people working in an
international environment.
• The TOEIC® Speaking and Writing tests measure
the productive skills of people working in an
international environment.
• The TOEIC® Bridge™ test measures the emerging
receptive skills (listening and reading comprehension)
of early learners in an international environment.

Standard-setting Study
Standard setting is the process by which a panel
of informed experts makes score requirement
recommendations that correspond with the level of
knowledge, skill, proficiency, mastery or readiness
candidates need in order to be placed in a certain category.
The end result of standard setting is a recommended
minimum score requirement, or cut score. The minimum
scores for each CEFR level in this particular study are
presented as lower limits of the level for each modality.
For this study, the panel consisted of 22 experts
(English-language instructors, administrators or directors
of language programs and language testing experts) from
10 different European countries.
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Executive Summary

The expert panel was asked to recommend minimum test
scores (cut scores) for each of the six CEFR levels (A1 through
C2).  Because it was possible that not all panelists would believe
that a test section addressed each CEFR level, ETS established
a criterion whereby at least two-thirds (67%) of the 22 panelists
had to indicate that it was appropriate to recommend a cut
score for a level. The table below presents the recommended
minimum score for each test section at each CEFR proficiency
level for the tests reviewed.
At least two-thirds of the panel concluded that the TOEIC®
Listening, Speaking and Writing sections ranged from the A1
level to the C1 level, and that the Reading section ranged from
the A1 level to the B2 level. The Reading section did not meet
the two-thirds criterion at the C1 level; 45% of the panelists (10
of 22) recommended a cut score at this level.  Although the twothirds criterion was not satisfied, ETS understands that decision
makers may still need to have a reference for what a potential
TOEIC® Reading cut score may be at this level. It is with this
awareness that the C1 value of 455 is reported.

Test/Test Section

They also established that the TOEIC® Bridge™ test ranged from
the A1 level to the B1 level. These results are consistent with
the claims of the tests.

Interpreting Results
Institutions, employers, English programs and learners can
interpret the recommended minimum scores on the TOEIC® and
TOEIC® Bridge™ tests by referring to the global descriptors and
other tables in the CEFR at www.ets.org/results/cefr.html.
The results represent the recommendations of informed experts
using recognized standard-setting approaches. However, they
should be considered guidelines as ETS does not recommend
the use of rigid cut scores.

Technical Report
This standard-setting study was conducted by ETS researchers
Richard J. Tannenbaum, Ph.D., and E. Caroline Wylie, Ph.D.,
in October 2006.

Total Score
Scale Range

A1

A2

Minimum Score
B1

B2

C1

5 – 495
5 – 495

60
60

110
115

275
275

400
385

490
4554

0 – 200
0 – 200

50
30

90
70

120
120

160
150

200
200

10 – 90
10 – 90

46
46

64
70

84
86

TOEIC® Listening and Reading Total 1
TOEIC® Listening
TOEIC® Reading
TOEIC® Speaking and Writing 2
TOEIC® Speaking
TOEIC® Writing
TOEIC® Bridge ™ 3
TOEIC® Bridge™ Listening
TOEIC® Bridge™ Reading

www.etsglobal.org

Results

®

1

TOEIC Listening and Reading scores are reported in 5-point increments.

2

TOEIC Speaking and Writing scores are reported in 10-point increments. No total score is reported.

3

TOEIC Bridge™ scores are reported in 2-point increments. No total score is reported.

4

TOEIC Reading C1 minimum score is based on 45% of the panelists.

®
®

www.etsglobal.org
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Score
Listening
Intervals
（スコア
人数
区分）
5～
36
45～
6
70～
76
95～
498
120～
1,437
145～
1,825
170～
4,721
195～
6,446
220～
10,369
245～
11,762
270～
10,570
295～
12,360
320～
12,200
345～
9,157
370～
8,425
395～
7,434
420～
5,796
445～
6,108
470～
6,031
Total
115,257

Score
Reading
Intervals
（スコア
人数
区分）
5～
75
45～
273
70～
1,949
95～
3,761
120～
5,813
145～
8,302
170～
8,192
195～
9,036
220～
9,608
245～
10,255
270～
9,558
295～
10,571
320～
8,438
345～
8,748
370～
7,733
395～
6,130
420～
3,300
445～
2,049
470～
1,466
Total
115,257
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Score
Total
Intervals
（スコア
人数
区分）
895～
4,722
845～
5,055
795～
6,646
745～
7,942
695～
8,911
645～
10,289
595～
11,014
545～
11,772
495～
11,628
445～
10,734
395～
9,413
345～
7,721
295～
5,085
245～
2,816
195～
1,179
145～
279
95～
15
45～
11
10～
25
Total
115,257

Listening
60～
110～
275～
400～
490～

A1
A2
B1
B2
C1

Reading
60～
115～
275～
385～
455～

A1
A2
B1
B2
C1
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一般企業のGTEC
一般企業の
GTECスコア分布
スコア分布
とCEFRレ
CEFRレベル
CEFRレベル
レ ル

GTEC scores equivalent to levels of B1, B2, C1 and C2 of the CEFR

Minimum GTEC Score

CEFR

Proficient
User

Independe
nt User

Basic
User

Listening

Reading

Writing

Speaking

Total

C2

240

220

220

220

900

C1

200

200

200

200

800

B2

180

150

160

160

650

B1

140

130

130

140

540

A2

100

90

90

100

380

A1

Below the each above

*GTEC Full Score = 250 per each skill
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Basic Data

スコア平均・標準偏差
スコア平均
標準偏差
Listening

Reading

Writing

Speaking

7,171

7,171

7,171

7,171

100.58

83.46

96.20

91.97

38.03

41.43

38.58

35.88

N
MEAN
SD

•2005/3月～2009年9月までの、重複しない受験者のデータ
•東証一部上場企業全従業員（製造業・エレクトロニクス関係）

参考 ベンチマーク用全体データ
ンチ
ク用 体デ タ
データ件数
n=14,907
,

満点
Ｔｏｔａｌ

平均スコア

SD

ＭＩＮ

ＭＡＸ

1000

509.5

116.2

35

1000

250

131.8

30.9

0

250

（2005年1月～12月）
リスニング
リーディング

250

114.6

33.9

0

250

ライティング

250

133 0
133.0

35 4
35.4

0

250

スピーキング

250

130.1

30.6

0

250
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Score
Level

Level Description

日本人
割合
（％）

650～

海外赴任可能、業務
で仕事ができるレベ
ル

10％

550～
650

海外出張可能レベル

22％

CEFRレベル換算の出現比率

Listening

Reading

Writing

Speaking

C2

0.11%

0.08%

0.11%

0.01%

C1

1.13%

0.20%

0.32%

0.01%

B2

1.94%

5.69%

4.66%

1.70%

B1

12.06%

7.67%

12.49%

6.39%

A2

32.65%

31.98%

40.97%

37.04%

A1

52.11%

54.39%

41.44%

54.85%

100%
90%
80%
70%

C2

60%

C1

50%

B2

40%

B1

30%

A2

20%

A1

10%
0%
Listening

Reading

Writing

Speaking

スコア度数分布（技能別）

4 Skills
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%

Listening
Reading

6 0%
6.0%

Writing
Speaking

4.0%
2.0%

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250

0.0%
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Listening

Reading

14.0%

14.0%

12.0%

12.0%

10 0%
10.0%

10 0%
10.0%

8.0%

8.0%

6.0%

6.0%

4.0%

4.0%

2.0%

2.0%

0.0%

0.0%
0 20 40 60 80 100120140160180200220240

0 20 40 60 80 100120140160180200220240

Speaking

Writing
14.0%

14.0%

12 0%
12.0%

12.0%

10.0%

10.0%

8.0%

8.0%

6.0%

6 0%
6.0%

4.0%

4.0%

2.0%

2.0%

0.0%

0.0%
0 20 40 60 80 100120140160180200220240
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0 20 40 60 80 100120140160180200220240

第 4 部：CEFR-J （仮称）作成工程

CEFRーＪ検証のための試作版（A-B）の策定について
緑川日出子（昭和女子大学大学院文学研究科 hmidori@swu.ac.jp）
１．はじめに
CEFRjapan 構想（小池科研（2008）を受けて、CEF の参照枠を基に日本版 CEFR の可能性
を探り、できれば試作版をつくるという目的をもって集まった研究分担者 6 名(相川（京都
外国語大学）、尾関（明治大学）、椎名（千葉大学）、高田（明海大学）、緑川（昭和女子大
学）は、2008 年 8 月より 2009 年 8 月まで、苦しみ抜いて CEFR に準拠して到達指標を表す
能力記述文一覧表を完成させた。本稿ではこの表を試作版と呼ぶことにする。その理由は、
この版は 2010 年度、2011 年度に予定されている投野科研の CEFR-J 検証版作成のための原
型として用いられることになり、科研内ではこれを試作版と呼んでいるからである。現在、
試作版は、検証に必要な条件を整えるために新たなメンバーによって加筆・修正作業が行
われている。本稿では、CEFR-J 検証版の原型はどのように策定されたかを記録に残すこと
を目的として、以下に策定過程を記述し、終りに 2009 年 7 月時点で作り上げた表を提示す
ることにする。なお、試作版作成に当たって、研究分担者が担当したのは A・B レベルであ
る。A レベルのうち、小学生児童に該当するであろうレベル（仮称 pre-A レベル）は、別の
グループが作業を進めたが、小、中、高、大を見通した指標作成の重要性から、このグル
ープは中途で A・B レベル担当グループと合流して作業を行った。しかしながら、仮称 pre-A1
レベルは、CEFR にはほとんど説明がない指標カテゴリーを扱っている関係で、その作成過
程を本稿には含めずに、このレベルの担当者が別の原稿にまとめて提示した。
2．CEFRjapan 実現への模索から Can-do リスト作成への変更の経緯
試作版作成グループの研究の出発点は、小池科研(2008)が示した CEFRjapan を引き継い
だ形の投野科研で、CEFR のような参照枠の作成について考えてほしいという投野科研の意
向を受けて、特に中学・高等学校の英語教育と関りを持つ研究分担者が集まり、その作業
が可能かどうか手掛かりを摑むことから始まった。このために、最初に行ったことは、グ
ループの複数が直接間接に関わりをもった SELHi プロジェクトの中で、CEFR を参照して学
校独自の指標作成を課題研究とするか、課題解決の過程で指標を作成した研究指定校の最
終報告書から、指標とその作成過程を精査することであった。これによって、CEF はどのよ
うに参照されたか、CEFR をベースに日本の高校生の英語コミュニケーション能力の達成指
標をどのように定めているか、おおよその推定ができるのではないかと考えたからである。
調査の結果、該当の学校の多くは、CEFR のレベル設定を参考にして学校独自の指標を設け
ていること、また、高校 3 年間で目指しているのは A レベルから B レベルまでが平均的で
あることが判明した。しかしながら、レベル内の能力記述文は、学校の実態によって大き
く異なっていた。研究指定校の中には、統計的手法を用いて達成度の検証を重ねて独自の
表を完成させたことを示すデータを示しているところもあったが、CEFR の共通参照レベ
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ル：全体的な尺度（吉島・大橋（他）(2004.p.25)をそのまま用いている例もあった。また、
目指す到達目標は学校間で大きく異なっており、そこから試作版策定の示唆を得るのは難
しいと判明した。一方、CEFR を読み込み、CEFR の成立過程を調べる過程（Morrow 2004）
で、CEFR は Van Ek(1976)から 30 年以上の調査研究を経て生み出された成果物であること
がわかり、CEFRjapan の具体化は不可能であるという結論に達した。そこで、試作版作成グ
ループは、CEFR の指標をベースに、日本の英語学習者の平均的到達指標を Can-do の形で提
示して、CEFR のレベル設定との関係を可能な限り検証することに意義があると考え、CEFR
準拠の到達指標作成、すなわち、can-do リストの作成を行うことにした。
この段階で研究者は次の仮説を立てた。
１）

到達指標の到達度を学習者に判定してもらうことで学習のレベルと到達程度に
ついておおよその情報を得ることができるであろう。

２）

予め外部指標（TOEIC,英検等）の数値を得ることができれば、１）との相関を確
認できるであろう。

３）

到達指標の到達度について教師はどのように評価するか調べることで、指導者と
学習者の達成度に関する認識の差を確認することができるであろう。

４）

達成指標の難易度を教師に判定してもらうことで、CEFR の指標と考えた前提の適
切・不適切性を判断し、必要に応じて到達指標のリストをより精査に改めること
ができるであろう。

５）

少数の被験者を用いて実際にパフォーマンステストを行うことができれば、CEFR
をベースに日本の学習者の到達度をより詳しく知ることができるであろう。

小規模であっても、以上の仮説を検証することを目的として取り組んだ。指標作成に当
たっては、小池科研（2008）、Council of Europe(2001)、吉島・大橋（他）（2004）を基
礎資料とし、
英検の Can-do リスト(2006)も CEFR のレベルと対応させて参考資料とした。
３．試作版のレベル設定について
CEFR のレベル設定は A1,A2,B1,B2,C1,C2 の 6 段階である。吉島・大橋（他）
（2004、p.23）
はそれぞれのレベルの学習者を以下の通りに呼称している。
A レベル：Basic User(基礎段階の言語使用者)
B レベル：Independent User（自律した言語使用者）
C レベル：Proficient User（熟達した言語使用者）
なお、CEFR(2001)には、教育機関によってはより細かなレベル設定が必要になるであろ
うという記述と、A レベルを 5 段階に設定を例示している。また、CEFR の運用は、教育機
関や学習者の状況に合せて柔軟に扱ってよいという記述もある。フィンランドは、ナショ
ナル・シラバス（外国語）で、CEFR のレベル設定を学年対応させながら、以下のとおりに
細分化していることも理解できる。
A レベル：A1.1 （小 3：外国語教育開始年次度）
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A1.2（小 4）
A1.3（小 5）
A1.2-A1.3（小 6）
A2.1（中 1）
A2.2（中 2）
B レベル：A.2.2-B1.1（中 3）
B1.1（高 1）
B1.2（高 2）
B2.1（高 3）
こ の レ ベ ル 設 定 に は 、 大 学 レ ベ ル は 含 ま れ て い な い が 、 Kohonen の 講 義 に よ れ ば
(2009.10.30 タンペレ大学)学部は C1 レベル、大学院は C2 レベルであるということである。
CEFR は本来、学習者の年令や学年と無関係に指標を定めているが、CEFRjapan 構想の中
で、小池科研（2008:pp.65-69）は、上に示したフィンランドのモデルを日本のモデルとし
て提案している。また、同科研は、韓国、中国、台湾の教科書分析資料に基づき、それら
の国の CEFR に基づく到達指標をどこに定めているか推定した。その結果、韓国、中国、台
湾では、中学 1 年生で A1 レベル、高校 3 年生では B2 レベルに達するであろうと記述して
いる。しかし、根岸（2010.3.15）は、日本の大学生のプロダクション能力を CEFR の達成
度評価基準を用いて評価した場合、被験者の大半は A レベルに属すると報告している。こ
れらのことから、試作版作成グループは、中学校から高等学校までは A レベルを、大学生
では B レベルを目指すことができるであろうと想定して到達指標を示す能力記述文の作成
に当たることにした。
４．スキル分野の特定と指標（Can-do）作成について
試作版作成グループがレベル設定の次に注目したのはスキルの特定である。
CEFR は言語活動(language activities)を４つの活動分野に分けている。それは、（吉島・
大橋（他）（2004）には、受容的言語活動(reception)と産出（表出的）言語活動、やり取
り(interaction)、翻訳や通訳などによる仲介活動（mediation）と記述されている。これ
らの言語活動は、さらに次のスキルカテゴリーに細分化されている。
理解(Understanding)のスキル
リスニング(Listening)
リーディング(Reading)
話すこと(Speaking)のスキル
やり取り(Spoken interaction)
プロダクション（Spoken production）
書くこと(Writing)」のスキル
書くこと（Writing）
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以上から、CEFR は、スキルを５スキルとして記述していることがわかる。CEFR が言語使
用を目的として記述された参照枠で、その中心的理念は、action-oriented approach（「行
動中心の考え方」
（吉島・大橋（他）2004）の項に記述されているとおり、特に「話すこと」
について丁寧な理論を展開しており、そこから「話すこと」を「やり取り」と「プロダク
ション」に分けてこの活動をより正確かつ適切に記述しようとした意図が理解できる。本
グループも、その理念に忠実に、スキル分野は５つと考え、それらの中で学習者に到達さ
せたいと考える能力記述文を策定することになった。
５．能力記述文（Can-do）の策定について
吉島・大橋（他）
（2004）は、付録 B に CEFR の例示的能力記述文(illustrative descriptors)
のための研究過程を提示して、研究結果が「共通参照レベル：全体的な尺度」
（p.26 表１）、
「共通参照レベル：自己評価表」
（pp.28-29 表２）、
「共通参照レベル：話し言葉の質的側面」
（pp.31-32）になったと説明している。それらの表を検討して、本グループは、表１、表 2
に加えて、表５「言語使用の外的コンテクスト：能力記述文のカテゴリー」（どのような場
面で誰が何をどのように行うか、レベル別にカテゴリー化して示したリスト（書き言葉に
ついてはテクストの種類のリスト）(pp.48-49)を参照することにした。また、言語活動の
目的別に活動内容示した能力記述文のリスト「言語使用と言語使用者/学習者」
（pp.45-103）
の項もタスク選択の参照にすることにした。また、能力記述の詳細については、日本の英
語検定教科書に関する調査報告（小池科研，2008,pp72-108）、現行学習指導要領、SELHi プ
ロジェクト、中学、高等学校英語教員の研修などを通してメンバーが得た知識も応用した。
ただし、表３の「共通参照レベル：話し言葉の質的側面」については、後に述べる理由の
ために、能力記述には用いないことにした。
この作業に当たっては、特に次の３点に留意した。その第１は、能力記述文の書き方に
関するものである。能力記述は、特に低いレベルでは、タスク中心の記述にするようにし
た。例えば、
「電話をかけることができる」という記述には、
「正確に」という質的側面（上
記表３の記述）は加えずに、行為そのものを記述するということを原則とした。なぜなら、
「正確に電話をかけることができる」という記述では、「正確に」と「電話をかける」とい
う 2 つの能力が求められることになり、仮説検証研究のひとつとして行おうとしている被
験者の自己申告による能力判断アンケートに正しく回答できないことが懸念されたからで
ある。次に留意したのは、例示する記述文の数である。各レベルにいくつの能力記述文を
用いるかについても、仮説検証のために被験者に課す負担を考えて、レベルごとに２つの
異なった能力記述文を定めることとした。最後に留意したのは、能力記述文の内容は、学
習者が学校教育の場で学んだ経験があることに限るといした点である。教室外で英語を用
いる機会が極端に限られている日本の現状を考えれば、教えられたことが実際にどの程度
活用できるかという視点から、能力記述文を策定するのが現実的であると考えた。以上の
制限を設けて策定したスキルベル別能力記述文のリストを本稿の最後に提示した。各グリ
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ッドの記述の最後にページ数と共に説明を付加したのは、グリッド内の能力記述文は CEFR
のどの部分を参照したかを明らかにするためである。
か
６．まとめ
約１年間、試作版作成の作業に取り組んで一応の完成を見たが、このプロジェクトでは
グループが作業開始当時に掲げた仮説の検証まで進むことはなかった。なぜなら、試作版
は、投野科研が全体で取り組む大掛かりな検証研究の土台として用いられることが決まり、
グループはそれぞれ新たな研究グループに所属して検証研究を開始したからである。
これまでに１年以上が経過する中で、いくつかの新しい発見が加わった。英検(2010)は、
CEFR と英検の対応表を発表した。ここでは、B1 が英検 2 級に等しいと述べているが、高校
生で英検２級合格の数が限定的であることを考えると、試作グループが想定した学年対応
のレベル、すなわち B レベルは大学程度という想定は正しかったと判断できる。
次に、CEFR に基づく EU 加盟国の言語教育は、European Language Portfolio(ELP)
（Schneider & Lenz 2001、http://elp.ecml.at）の形で実践されていることを、2009 年
11 月に行った GRAZ の EMLC 訪問と同市とフィンランドのタンペレの小・中学校外国語授業
参観によって確認した。ELP は教室内外で学習者が管理するポートフォリオで、その最初に
は、国家や地方教育委員会が学習者に到達させたい外国語能力の能力記述文が can-do の形
で CEFR のレベル別に提示されている。学習者は、これを用いて過去と現在の能力を自己確
認して、さらに目指したい目標を選びそれに向けて学習することになり、教師は教室内外
で、学習者の目標達成の手助けをするように意図されている。ここから、本グループが策
定した能力記述文は、日本版 ELP のための試作的作業をしていたのだということがわかり、
類似の能力記述文を集め、それらが CEFR のレベル内に示された能力記述の大枠と一致する
と証明できれば、日本版の ELP ができあがりことになるであろうと推定した。
一方、試作版作成を通して CEFR と関連資料を読み、CEFR には２つの中心的な研究の流れ
があることを確認した。そのひとつは共通尺度を用いた外国語能力の測定研究であり、他
は CEFR を有効に活用するための教授法、教材、教員研修などに関する外国語教育の実践的
研究である。すでに述べたとおり ELP は実践の段階に入り、CEFR に基づく外国語教育では、
協働学習を通して人間性を高め、人格形成を目指した教育が行われている
(Kohonen ,Jaatinen,Kakkonen & Lehtovaara2001、 Kohonen 2009)。これは、スキル習得
中心の外国語教育の流れとは大きく異なるものであり、日本の英語教育にも多くの示唆を
与えるものである。試作版作成グループは、試作版作成の作業をすることがなければ、上
に述べた CEFR の特質を理解する機会を得なかったであろう。その意味でも、試作版作成は
価値ある研究であったと評価している。（緑川日出子）
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スピーキング（インタラクション）

B2.2

B2.1

スピーキング（プロダクショ
ン）

リスニング

明確で，論理的なプレゼンテー
ションができ，聴衆の興味のあ
母語話者同士の複雑な議論に参加でき，複雑な議論 る点に対応してプレゼンテー
ションの内容を調整し，あらか
においても説得力を持って見解を示すことができ
じめ用意されたテキストから離
る。B2.2 公式の議論とミーティングp.82
れることができる。B2.2 聴衆
の前での講演 p.64

やや速いスピードで話されて
も、母語話者同士の多様な話を
正確に理解することができる。
（テレビ、映画など） B2.2 母
語話者同士の対話の理解 p. 71

リーディング

ライティング

自分が専門とする分野であれ
様々な目的で書かれたの複雑な
ば、明瞭で詳細な文章（企画
文章を、人や辞書の助けなしに
書、報告書など）を書くことが
正確に読むことができる。B2
できる。B2 総合的な書く活動
包括的な読解 p.73
p. 65

社会問題や時事問題に関して自 やや速いスピードで話されて
一般的，学術的，専門的な幅広い話題について，流
論文や専門的な資料から、必要
分の考えを、理由や説明を加え も、社会的なこと，専門的な話
暢に，正確にそして効果的に表現することができ，
な情報を収集することができ
ながら正確に表現することがで を理解でき，話し手の視点など
自然なコミュニケーションができる。B.2.2 一般的
る。B2.2 情報や議論を読むこ
きる。Ｂ２ 長く一人で話す： も聞き取れる。B2.2 包括的な
と p. 74
な話し言葉のやり取りp. 78
論拠を述べる p. 63
聴解 p. 70

議論を整然と展開して，エッセ
イやレポートを作成し、重要な
点や補足事項の詳細を書くこと
ができる。B2 総合的な書く活
動 p. 65

母語話者同士の議論には加わる 一般的に関心の高い話題や、自
事前に用意されたプレゼンテー
母語話者同士の議論に加わるのは難しいかもしれな
ことは難しいかもしれないが， 分に関係のある専門的話題を
ションをすることができる。一
いが，自分が得意とする分野の議論なら，問題の視
話されることの大半を聴きとる 扱った英文を読み、書き手の意
連の質問にもある程度流暢に対
点や論点についてやり取りができる。B2.1 公式の
ことができる。（テレビ、映画
図を正しく理解できる。B2 自
応ができる。B2.1 聴衆の前で
議論とミーティングp.82
など） B2.1 母語話者同士の対 己評価表 p.29
の講演 p.64
話の理解 p. 71

自分が専門とする分野であれ
ば、適切な文書を書くことがで
きる。（職務上のメールや
ファックス、ビジネスレターな
ど）

一般的に関心の高い話題（環境
記事や報告書などから，必要な
母語話者同士の会話において，たいていの話題につ
話題が身近であれば，長い話や
問題、人口問題など）に関する
複雑な出来事や経験について順
情報を収集することができる。
いて会話に参加できる。B.2.1 一般的な話し言葉の
複雑な議論の流れも理解でき
情報やそれに対する自分の考え
序だてて話すことができる。
B2.1情報や議論を読むこと p.
る。B2.1 包括的な聴解 p. 70
を書くことができる。B2.1 レ
やり取りp. 78
74
ポートやエッセイ p. 66

短い読み物や新聞記事などの要
点を話し、さらに、それに対す
病院において病気の症状をくわしく説明することが
る簡単な感想を表現できる。
できる。P.７８「一般的な話し言葉のやり取り」B1
P.62.B1「長く一人で話す」B1
（B1-2)あまり日常的でない状況にも対処し、問題
本や映画の筋を順序だてて語
の所在を説明できる
り、それについて自分の考えを
述べることができる

はっきり話されれば、関心のあ
る事柄についてのメッセージを
聞いて大部分の内容を理解する
ことができる。（医者の説明、
空港のアナウンスなど） P.70
「包括的な聴解」B1（B1-2)一
般的なメッセージの細部も理解
できる、P.72「音声メディアと
録音を聞くこと」も同じ

授業や仕事に関係ある情報を、
整理しながら読むことができ
る。（インターネットの検索情
報、課題図書、資料など）P.73
「包括的な読解」B1専門分野や
興味に関連のある主題の事実関
係を読んで、充分に理解できる

ニュース、新聞記事など、比較
的広い範囲の話題を聞いたり読
んだりした内容について、自分
の意見や考えを書くことができ
る。P.66.「レポートやエッセ
イ」B1-2 関心のある話題につ
いてエッセイを書くことができ
る

商品やサービスについて，問題がある場合苦情をい
うことができる。（郵便局，銀行，レストラン）P.
７８「一般的な話し言葉のやり取り」B1（B1-2)あ
まり日常的でない状況にも対処し、問題の所在を説
明できる
P.84「製品やサービスを得るための取
引」（B1-2)返品の苦情を言うことができる

社会の状況(ただし自分の関心
事）を説明して自分の意見を加
えることができる。 P.63「長く
一人で話す：論拠をのべる」B1
（B1-2)ほとんどの場合明確な
議論が構築でき、他人がついて
いくのに苦労しない

はっきりと話されれば、専門的
な話題（例えば、自分が専門と
しえいる分野）に関する情報を
聞いておおよその内容を理解す
ることができる。（ニュース、
講義、プレゼンテーションな
ど）P.70「包括的な聴解」B1
(B1-1)仕事の話題について簡単
な事実の情報を理解できる、
P.71「聴衆のひとりとして生で
聞く」B1(B1-1)（ごく身近な内
容、簡潔で明確なこうせいであ
ればという条件下で）専門的な
話を理解できる

複雑な内容の物語文でも語注や辞
書を用いれば物語の筋を追うこと
ができる。）P.73「包括的な読解」
B1専門分野や興味に関連のある
主題の事実関係を読んで、充分に
理解できる

旅行記や自分史、身近なエピ
ソードなどを物語として書くこ
とができる。P.66 B1「創作」
現実のことであれ、想像上であ
れ、最近行った旅行や最近の出
来事を書くことができる。

知らない場所に行くのに降りる駅を尋ねたり，切符
の買い方を尋ねたりして，旅行の手配に関するたい
ていの状況に対処することができる。 P.78 「一般
的なこばのやり取り」B1(B1.1)日常生活に関する話
題（趣味、旅行、時事問題など）で意見を述べるこ
とができる、情報交換できる

はっきり話されれば、一般的な
メッセージの要点を理解するこ
とができる。（旅行の日程、手
簡単な表現を用いて、自分の経
紙、パンフレットなど） P.70
験、夢や希望を語ることができ
る。 P.62 「長く一人で話す： 「包括的な聴解」B1(B1-1)明瞭
で標準的に話されれば、身近な
経験談」B1夢や希望、野心を述
事柄（短い物語、仕事、学校、
べることができる。
余暇などの場面）について要点
がきける。 P.71「聴衆のひと
りとして生で聞くこと」も同じ

日常的な話題（生活、趣味、ス
ポーツなど）を扱った新聞記事
を読んで要点を理解することが
できる。P.74.B1「情報や議論
を読むこと」B1身近な話題につ
いての簡単な心j分危機から重要
点を取り出すことができる（B2
では現代の散文が読める（ここ
では辞書、注を加えてある）

自分に直接関わりのある環境
（学校、職場、地域など）での
出来事について、まとまりのあ
る文章を書くことができる。
P.65「総合的な各活動」B１自
分の関心がおよっぶ話題につい
て結束姓のある分が書ける

友人との簡単な議論においてわかってほしいことの
要点を表現できる。P.28「共通参照レベル自己評価
表:P.28「共通参照レベル自己評価表:話すこと：や
り取り」B1、P.81 「非公式な議論」B1 (B1.1)興味
ある話題、自分の意見を述べる、相手と意見を交わ
すことができる

メモをみないで、自分の意見や
考えを述べることができる。
P.64 「聴衆の前での講演」B1
知っている話題について、事前
に用意された簡単なプレゼン
テーションができる。.

ものの手順を示す記述を理解す
ることができる。（ゲームのや
り方、申込書の記入のしかた、
ものの組み立て方など）P.74
「説明書を読むこと」BI 機器
についてはっきりと書かれた簡
潔な説明を理解できる

筋道をたてて説明する文章（作
業の手順や報告）を書くことが
できる。 P.66 「レポートや
エッセイ」B1(B1-1) 事実関係
を述べ、行動の理由を説明する
ことができる。報告書が書け
る。

B1.2

B1.1

はっきりと話されれば、自分の
周りで話されている長い議論の
要点を聞き取ることができる。
P.71「母語話者同士の対話の理
解」B1 自分の周りでの長い議
論の要点を普通に理解できる
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郵便局や店などで簡単な用をたすことができる。
（速達を出す、外貨に交換する）A2 疑問点を質問
し、店、郵便局、銀行で簡単な用を済ますことがで
きる (p.84)

メモを見ながら、自分の身近な
トピック（自分のこと、学校の
こと、地域のことなど）につい
て、簡単なスピーチをすること
ができる。A2 自分の周りの環
境、例えば、人や場所、仕事、
学習経験などの日常を述べるこ
とができる(.62)

はっきり話されれば、簡単な用
をたすのに必要な指示や説明を
聞いて理解できる。（郵便局、
銀行などで）
A2 もし、
はっきりとゆっくりした発音な
らば、具体的な必要性を満たす
ことが可能な程度に理解でき
る。(p.70)

英語で生活している人のために
書かれた実用的な文を読んで理
解できる。（旅行ガイドブッ
ク、レシピなど）A2 非常によ
く用いられる、日常的、もしく
は仕事関連の言葉で書かれた、
具体的で身近な事柄なら、短い
簡単なテクストが理解できる。
(p.73)

個人的経験や自分に直接関わり
のある環境（学校、職場、地域
など）での出来事について、簡
単な文章を書くことができる。
A2 直接必要のある領域での事
柄なら簡単に短いメモやメッ
セージを書くことができる。
(p. 28)

相手に賛成したり，反対することができる。
他の人の意見に賛成や反対ができる (p.81)

はっきりと話されれば,スポー
ツ・料理などの一連の行動に関
する指示を聞いて理解し、指示
自分の経験を簡単な表現で話す
通りに行動することができる。
ことができる。(p.62)
A2 短いはっきりとした簡単な
メッセージやアナウンスの要点
は聞き取れる。(p.71）

英語学習を目的として易しい英
語で書かれた新聞や雑誌を読ん
で理解することができる。
（Asahi Weekly、週刊ＳＴな
ど）(該当する記述なし）

聞いたり読んだりした内容（生
活や文化の紹介などの説明や物
語）について、短い感想や意見
を書くことができる。 B1 身
近で関心のある話題についてつ
ながりのあるテクストを書くこ
とができる。私信で経験や印象
を書くことができる.(p.28)

学校や地域などについて、用意
した原稿を練習した上で、短い
自分の行きたい場所への道を尋ねることができ，簡 話をすることができる。 A2
単な道案内もできる。 A2 行き方を聞いたり、教 自分の生活に直接関連のある話
題について、短い、練習済みの
えたりできる (p.84)
プレゼンテーションができる。
(p.64)

はっきりと話されれば、質問や
説明を聞いて理解することがで
きる（レストラン、道案内、買
い物など）A2 短い、はっきり
とした、簡単なメッセージやア
ナウンスの要点は聞き取れる。
(p.71)

簡単な説明文を理解することが
できる。（人物描写、場所の説
明、生活や文化の紹介など）A2
手紙、パンフレット、新聞の短
い事件記事のような簡潔なテク
ストの中から特定の情報を取り
出すことができる(p.74)

簡単なお知らせ（行事の案内や
招待など）や私的な手紙を書く
ことができる。 A2 直接必要の
ある領域での事柄なら簡単に短
いメモやメッセージを書くこと
ができる。短い個人的な手紙な
ら書くことができる。(p. 28)

写真や絵、地図などを見ながら
それに関する簡単な説明を用意
自分の気持ちを表現したり、相手の気持ちについて した上ですることができる。
尋ねることができる A2 簡単な言葉で 自分の感情 A2 身近な話題について、短
を表現することができる (p.80)
い、練習済みの基本的なプレゼ
ンテーションができる。(p.
64)

はっきりと話されれば、話者の
学校や地域などに関する話を聞
いて理解することができる。
A2 もし、発話がはっきりと
ゆっくりした発音ならば、最も
直接的な優先事項の領域（個
人、家族）に関連した句や表現
が理解できる。(p.70)

まとまりのある文章（日記、写
真や事物の説明など）を簡単な
易しい語を用いて書かれた小説
ことばで書くことができる。
や伝記などを読んで理解するこ
A2 「そして」「しかし」「な
とができる。(該当する記述な
ぜなら」などの簡単な接続詞で
し）
つなげた簡単な表現や文を書く
ことができる。(p.65)

A2.2

A2

A2.1

趣味やスポーツ、部活動などの 繰り返しや言い換えを交えてはっき
趣味やスポーツ、部活動などの自分の好きなことに
自分の好きなことについて短い りと話されれば、異なる国の行事や 興味のある話題に関する簡単な 経験したことについて、短い文
ついて、短い会話をすることができる。 (一般的
習慣などに関する話の概要を理解 文章を理解することができる。 章を書くことができる。A1
話をすることができる。
（スポーツ、音楽、旅行など）
な話し言葉のやりとり p.78）
することができる。(自己評価表
（長く一人で話す：経験談
（総合的な書く活動, 65）
（情報を読むこと p.74)
p.28）
p.62）
A1.3

A1.2

繰り返しや言い換えを交えて
絵、写真、実物などを使いなが はっきりと話されれば、作業
簡単な表現を使い，相手を誘うことができる。 誘
ら、それについて短い説明をす （料理、工作など）の指示や先
われたとき、同意したり適切に断ったりすることが
ることができる。（総合的な口 生などの指示を、視覚で確認し
できる。（会話 p.80）
ながら聞いて理解できる。（自
頭発話p.62）
己評価表, p.28）

趣味や好き嫌いについて１文で
イラストや写真のついた簡単な 終わらず、理由などの情報をさ
物語を理解することができる。 らに付加して書くことができ
（絵本、やさしい英語で書かれ
る。A1 (総合的な書く活動,
た本）包括的な読解, p.73)
p.65)

繰り返しや言い換えを交えて
絵、写真、実物などについて、 はっきりと話されれば、趣味や
繰り返しや言い換えを交えてはっきりと話されれ
簡単な語句や文を使って表現す スポーツ、部活動などの相手が
ば、友人や自分に関する簡単な質問に答えることが
ることができる。（総合的な口 好きなことについて、短い話を
できる。 (一般的な話し言葉のやりとり p.78）
聞いて理解することができる。
頭発話p.62）
（自己評価表, p.28）

基本的な語句を使って、身近な
ファーストフード・レストラン ことを短文で書くことができる
の簡単なメニュー、サイズを理 （好き嫌い、家族、学校生活な
解することができる。自己評価
ど）。A1 (総合的な書く活動,
表 p.28
p.65)

短い簡単な説明を聞いて、語句や短文で感想を述べ
ることができる。 (一般的な話し言葉のやりとり
p.78）

日常生活に関する簡単な事実・
考え・気持ちを表現することが
できる。（長く一人で話す：経
験談p.62）

繰り返しや言い換えを交えて
はっきりと話されれば、日常生
活で起こり得る身近な事柄（招
待、案内、説明）において、場
所や時間等を聞きとることがで
きる。(例： The meeting will
be on Wednesday 1 pm at room
311 )（自己評価表 p 28）

身近なことについて聞いたり読
簡単なe-mailの内容を理解する んだりした内容を、短いメモに
ことができる。（近況報告、旅 とることができる（約束、道順
の思い出、自己紹介など）通信 など）。
A1 (総合的な書く活動,
文を読むこと（p.73）
p.65)

聞きなれた語句や定型表現を用いて、はっきり話された
ら、家族、日課、スポーツ、趣味などに関する簡単な質
問に応答することができる。A1 個人的なことについて、
慣用句的な言葉もなく、ごくゆっくりはっきりと話してもら
えるなら、簡単かつ直接的な質問に答えることができ
る。（p.86）

日常生活に必要な数字（電話番
号、年齢など）や日付・曜日を
伝えることができる。 Ａ１以
下のレベル：日、時間、日付な
どを尋ねたり、言ったりでき
る。（p.27）

はっきり話されれば、日課、ス
ポーツ、趣味などに関する簡単
な情報を聞いて理解することが
できる。 A1当人に向かって、丁
寧にゆっくりと話された指示な
ら理解できる。短い簡単な説明
なら理解できる。 (p.71)

日常生活で使われる簡単な表現
を読んで理解することができ
る。 A1非常に短い簡単なテクス
身近な単語を書くことができ
トを、身近な名前、単語や基本
る。 A1：簡単な表現や文を単独
的な表現を１つずつ取り上げ
に書くことができる。 (p.65)
て、必要であれば読み直したり
しながら、一文一節ずつ理解す
ることができる。（p.73）

人やものの場所、時刻などの簡単な事実を尋ねたり、
答えたりすることができる。 A1こちらの事情に理解を
示してくれる話し手によって、はっきりとゆっくりと、繰り
返しを交えながら、自分に直接向けられた発話なら
ば、具体的で単純な必要性を満たすための日常的な
表現は理解できる。(p.80)・時間はＡ１以下のレベル：
日 、 時 間 、 日 付 な ど を 尋 ね た り 、 言 っ た り で き る。
（p.27）

よく 練習した表現を用いて、家
族や 友人の簡単な紹介ができる
A1 人物や場所について、単純
な字句を並べて、述べることが
できる。(p.62)

はっきり話されれば、日常生活
に必要な数字（品物の値段な
ど）や日付・曜日を聞いて理解
することができる。 日付・曜日
はＡ１以下のレベル：日、時
間、日付などを尋ねたり、言っ
た り で き る 。 (p.27) 費 用 は
A1：数や量、費用、時間を扱う
ことができる。(p.84)

公共の場所にある簡単な表示を
理解できる。A1 日常のよくあ
る状況下で、簡単な掲示の中か
ら身近な名前や語、基本的な表
現が分かる。（p.74）

A1.1
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自分について基本的なこと（年
齢、家族、気持ちなど）を書く
ことができる。A1：自分自身や
想像上の人々について、どこに
住んでいるか、何をする人なの
かについて、簡単な句や文を書
くことができる。（p.66）

参考文献
Council of Europe. 2001. Common European Framework of Reference for Languages:

Learning, teaching, assessment. Cambridge, U.K. CUP.
Kohonen, V. ‘Autonomy and Agency in Language Education: the European Portfolio as
a Pedagogical Resource.’ In Kantelinen, &. & Pollari, P. (Eds.) Language

Education and Lifelong Learning. University of Eastern Finland,
Philosophical Faculty.
Kohonen, V., R.Jaatinen, P. Kakkonen & J. Lehtovaara. 2001. Experiential Learning

in Language Education. 2001. Essex. England. Pergamon Education Limited.
Morrow,K. 2004. Insights from Common European Framework. Oxford. U.K. OUP.
Schneider, G. & Lenz, P. 2001. European Portfolio Guide for Developers. Council of

Europe.
Van Ek. 1976. The Threshold Level. Council of Europe.
小池生夫（研究代表）2008.『第二言語習得研究を基盤とする小、中、高、大の連携をはか
る英語教育の先導的基礎研究』研究課題番号 16202010. 平成 16 年度～平成 19 年度科学研
究費補助金（基盤研究（A）研究成果報告書
日本英語検定協会．2006『英検 Can-do リスト：英検合格者の実際の英語使用に対する自身
の度合い』
日本英語検定協会 2010.「英検と CEFR の関連性について：研究プロジェクト報告 Part2」
『STEP 英語情報 1･2』
吉島茂・大橋里枝（他）2004．『外国語教育 II 外国語の学習、教授、評価のためのヨーロ
ッ パ 共 通 参 照 枠 （ Common European Framework for Languages: Learning, teaching,
assessment）
』

219

CEFR‐Japan の入門期における能力記述文の開発
‐予備的研究と考察
椎名紀久子（千葉大学）

１．はじめに
急速にグローバル化した社会にあって、我々は多様で複雑な諸問題に速やかに対応しな
くてはならなくなった。国際政治や国際的なビジネス社会で働く人々だけの問題ではなく、
最近では日常生活のごく身近な場面で、外国の人々とうまくコミュニケーションがとれず
にトラブルが起きることも少なくない。そのため、共通語としての英語で外国の人々と円
滑にコミュニケーションが図れる日本人の育成は、まさに火急の課題である。その解決へ
「CEFR-Japan(CEFR-J)の構築に関する
の道は、本投野科研の前身である小池科研 1 以来、
研究」として模索され、本投野科研に引き継がれている。投野科研で開発している熟達度
共通参照枠、CEFR-Jには次の特徴がある。
1）CEFR（Common European Framework of Reference for Languages）の参照枠と
能力記述文（ディスクリプタ）にできる限り忠実に沿う。
2）日本の言語文化事情を十二分に考慮する。
3）日本の英語学習者と教育関連の人々の便に供することを目的とする。
4）日本人英語学習者にとって「到達可能な学習目標」を設定する。
本研究班は、このCEFR-Jのスタート地点である「入門期」の能力記述文（ディスクリ
プタ）を開発するために2008年11月に発足した。研究分担者は、 相川真佐夫（京都外国語
大学）、金森強（松山大学）、小池生夫（明海大学）、椎名紀久子（千葉大学）、高田智子（明海
大学）、高橋美由紀（愛知県立教育大学）、林正治（明海大学）の 7名で、班長は椎名が務めた。

2009年4月以降は、基礎段階の言語使用は、入門期（一般的には小学段階）、中学、高校
へと一貫した流れの中で位置づけられるべきとの判断から、本研究班はCEFRのA〜Bレベ
ル相当のディスクリプタの作成を担当していた研究班（班長：緑川日出子）に合流した。
そこで本論では、ごく限られた期間ではあるがかなりの頻度で勉強会や研究会を開いて活
動した本班が、2008.11〜2009.3の期間に、CEFR-J入門期のディスクリプタ開発に向けて
行った基礎的調査研究の結果について報告する。

２．CEFR-Jの開発意義
CEFRがヨーロッパ共同体の特殊な言語・文化事情から誕生じ、日本のそれとは背景が
1

平成 16〜19 年度科学研究費補助金（基盤研究 A）、「第二言語習得研究を基盤とする
小、中、高、大の連携をはかる英語教育の先導的基礎研究」）、研究課題番号：16202010、
研究代表者：小池生夫．研究報告書（2008.3，pp.1-508）．
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異なることを承知のうえで、投野科研は小池科研と同様に、CEFR 2に基づいたCEFR-Jの
開発を行っている。その理由は、Council of Europeが主に次のような基本理念に基づいて
CEFRを開発し、それが小池科研と投野科研の理念と一致したからである。
（脚注の原著の
翻訳 3を引用、要約）。
1）さまざまな異なった言語と文化的背景を持つヨーロッパ市民の間の「コミュニケー
ションを質的に改善すること」を課題とした。
2）学習者、教師、教育行政機関、試験出題者、教科書著者や出版社が共通の尺度を持
って能力を記述し、評価することが重要で、それには「学習者の要求と需要」を満た
し、技能と資質面からみて「到達可能な学習目標」を「明確・明示的にCan-doで表現」
することを重視した。
3）共通参照レベルの設定により、多様な言語・文化背景を持つ人々が「直接的接触の
機会を多く持てる」ようになり、結果的に「異文化間の相互理解が改善」され、「協
調的な共同作業」がやりやすくなると認識して開発された。
以上のことから、グローバルで汎用性の高いCEFRに基づいてCEFR-Jを開発し、英語教
育のシステム化を図ることは妥当なことと思われる。

３．CEFR-J入門期の日本独自の参照枠に関する考察
本項ではCEFR-J入門期の共通参照レベルとディスクリプタの作成にあたって、特に議
論されたことを報告する。
3‐1

CEFRの共通参照枠設定の基本理念

2010年3月15日に開催された投野科研中間報告会で相川（2010）も言及したが、日本の
言語文化事情に合わせた入門期の熟達度を記述するには、
「ヨーロッパ市民を対象」に「複
言語主義、複文化主義を推進する目的」で開発されたCEFR、特にそのA1には、日常的に
英語を使用しない日本人の英語初修者にとって非常に高い能力が要求されている（下記）。
日本の教育事情に合った、独自の「参照枠」あるいは「ディスクリプタ」を加える必要性
を裏づけている。
【CEFR基礎段階の言語使用者A1】
◊ 具体的な欲求を満足させるための、よく使われる日常的表現と基本的な言い回
しは理解し、用いることもできる。
◊ 自分や他人を紹介することができ、どこに住んでいるか、誰と知り合いか、持
ち物などの個人的情報について、質問をしたり、答えたりできる。
◊ もし、相手がゆっくり、はっきりと話して、助け船を出してくれるなら簡単な
やり取りをすることができる。
Trim他（2001）も次のように述べて、A、B、Cの6レベルを共通参照枠（レベル）とす
る基本線を守れば、それぞれの言語教育の環境に応じて各レベル内を細分化（枝分かれ）

2
3

John Trim, Brian North, Daniel Coste, Common European Framework for
Reference of Languages: Learning, teaching, assessment. 3 rd printing 2002, CUP.
吉島茂、大橋理恵 他（訳・著）、『外国語教育Ⅱ 外国語の学習、教授、評価のための
ヨーロッパ共通参照枠』、朝日出版、東京、2004.
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することはむしろ歓迎すべきこととしている。（下線：筆者）
[CEFRを] 何段階に区別するかは、なぜその区別が必要なのかによって決まる。
ある特定の利用者が必要と思うだけの段階数を区別すればよいのであって、そこ
から得られる情報を何のために使うかということと関係しているのである。基本
段階は、全ての場合と同様に、不必要にその数を増やしてはならないのである！
(P.xiv)
第三章5節で記述してあるような枝分かれ方式（Hypertext）の詳細分化は、教育
の現場関係者にその基準を広くも狭くも適応することを可能にしている。それは
自分が担当している学習者の中でどの程度細かな、あるいは大まかな能力分けが
必要かということと関連しているのである。
(P.xiv)
ここで提案されている能力記述文（descriptors）は、
「さまざまな教育の分野を扱
う、言語知識にも教師経験にも差のある、母語話者と非母語話者のグループによ
って、明確性があり、有用で、しかも重要だと判断された」ものに基づいている。
（第三章第４節）。しかしながらそれは単なる提案であり、義務でも押しつけでも
ない。それは「考察、議論、そして更なる行動化のための基盤であり、．．．例示の
目 的 は 新 し い 可 能 性 を 示 す こ と で あ り 、 決 定 を 先 取 り す る も の で は な い 」（ 同
上）。 ．．．このCEFを利用する読者は、ここでの尺度と記述項目を批判的に捉え
て使って欲しい。
(P.xv)
CEFが共通の参照点を決めたとしても、それは異なる教育文化の異なる担当者が
どのように自分たちのレベルやモジュールの体系を構築し、記述するかを決して
制限するものではない。参照点や能力記述文の正確な言語化の進展は、関係国や
諸機関の経験が、関係する専門家たちの経験に基づいて、能力記述文に統合され
ていくことによって実現されることを期待したい。（p.24）
3‐2 日本独自の参照枠設定の経緯
公的には小学校高学年（5年生）になってはじめて英語学習を開始する日本の教育事情
を考慮し、本研究班では次の2案を検討した。結果的に本研究班では、2009年3月の時点で
は第一案の「A1.0」を採用したが、決定までの議論を記すと下記のとおりである。
第一案：A1の最下位に「入門レベル」の「A1.0」を設けてA1の層を厚くする。
第二案：A1以下の段階を新たに設けて「Pre-A1」とする。
3‐ 2-1 第 一 案 「 A1.0」
「A1.0」を提案する理由のひとつ目は、上記に引用したTrim他による「CEFRの6つの
参照枠設定を基本とすべし」との理念に忠実に従い、別段階（枠、レベル）を設定すべき
ではないと判断したからである。
「A1.0」とする理由のふたつ目は、「Pre-A1」は中学校英語（A1.1）の前段階（小学校
レベルの参照枠）だと誤解され、小学生として出来なくてはいけないこと、小学校で指導
すべきことと誤解され、その「到達基準」だけが一人歩きする懸念があった。その他に、
「 A1.0」
とすることについて、次のような議論がなされた。
◊ 日本の小学校の英語学習を「入門期の英語教育」と捉えるなら「A１.0」とすべきで、
「外国語活動」と捉えるなら「Pre-A1」がふさわしい。「Pre-A1」だと、「コミュニ
ケーション能力の素地を養う」ために「コミュニケーションをとろうとする態度の
育成」や「英語以外の外国語のことばに親しみ、触れる」までも記述文に含めなけ
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ればならなくなり、CEFRの理念に沿うとは限らない。
◊ コミュニケーションをとろうとする態度の育成はCEFR-Jの前提条件なので、それを
あえて含める段階を設ける必要ない。したがってCEFRに準拠したスキルベースの能
力記述文を系統的に作っていくには「A1.0」がふさわしい。実際にPre-A1に含める
べき記述文は「アルファベットを聞き分けられる」、
「アルファベットの正書法」、
「英
語の音声に慣れる」程度のことであるため、あえてPreA-1という段階は必要ない。
◊ 『小学校英語活動実践の手引き』と『英語の指導要領』との違いは、「基本的な音声
表現に慣れる」が加わったこと程度で、入門期の英語教育として捉えるならば「A
１.0」がふさわしい。
3-2-2 第二案「Pre-A1」
Pre-A1は、A1レベルを10段階の熟達度に分けたフィンランド版 Language Proficiency

Scale (LPS)を高田（2006） 4が分析し、岡他（2008） 5 が日本の入門期の熟達度に熟慮し
て設定したレベルである。本研究班では結局「Pre-A1」として別段階を設けなかった理由
は3-2-1で述べた。
3-2-3 上記以外に議論された重要事項
◊ 入門期に必要な4技能に加えて、Language StrategiesとKnowledgeはその発達を段
階的に示すことが難しいので別表に記載してはどうか。
◊ CEFR-Jの開発意図はあくまでも熟達度としての目標値を設定すること。したがって
入門期は小学校英語として捉えられたり、学年進行の到達目標であったりしてはな
らない。したがって、CEFR-Jに学年枠を貼り付けると、到達しなければ落第との誤
解とプレッシャーを与えるので避けるべきである。
◊ 学習者の何パーセントかが大学卒業時に C1 レベルになれるには、逆算して、どのレベルで、
どのようなディスクリプタが必要か、どれくらいの期間、量（時間数）必要かを考えるべきであ
ろう。
◊

Can-doリストの利用の仕方として、結果を何らかの判定に利用することを目的に競
争させる「（1点差）競争型」
（1点差を争って競争し合否や昇進などの判定をくだす目
的）と「学習者中心」の「健康診断型」（学習者どうしが得点差を争うのではなく、
学習者が各自の目標などを自分なりに達成したかどうかを判定するための目安とし
て利用する目的）がある。目的に応じて両方を融合させ、バランスの取れた使用に留
意することが重要である（柳瀬，2008） 6

4

高田智子，
「初級者用能力記述文作成のための英語熟達度予備調査」，
『小池科研中間報
告書』，2008，pp.511-515. 高田（2006）は下記の岡他（2006）のpp.23-24に概要が
記述されている。

5

6

岡秀夫，
「日本版試案の構築に関する研究」，
『第二言語習得研究を基盤とする小、中、
高、大の連携をはかる英語教育の先導的基礎研究 研究報告書』，平成 16〜19 年度科
学研究費補助金（基盤研究 A），2008.3，pp.1-70.
柳瀬和明氏（財団法人・日本英語検定協会・制作部顧問）。投野科研・入門期担当班・
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４．入門期のディスクリプタ作成に関わる二つのアプローチ
ディスクリプタの作成にあたって、大きく２つのアプローチがある。共に重要だと思われる。
4-1 演繹的方法・トップダウン式
諸外国の資料や日本で出版されている試案からディスクリプタを収集し、A1.0（日本版）の範疇
に入りそうなものを研究者の目で取捨選択する。資料は、諸外国のものは ACTFL、ALTE、NC、
NAEP、中 国 、韓 国 、台 湾 などの試 案 、すでに日 本 で出 版 されている試 案 （小 池 科 研 報 告 書 、
JASTEC（樋口他) など）を参照する。
4-2 帰納的方法・ボトムアップ式
これまで刊行されている実践報告集を収集し、実践可能な目標と項目を集約し、何ができて、
何ができないのかを観察し、修正を加えながら独自のディスクリプタ作成のためのたたき台とする。

５．勉強会により得た知見
日本の英語教育により「どのような英語力の学習者」が「どのような学習方法」で「ど
の位の時間をかけて」、「どのようなレベルに達しているのか」についての知見を得るため
に、そして、その調査結果に基づいて開発された「Can-doリスト」と「検証法」について
の知見を得るために、2008年12月21日に勉強会を開催した。
5 - 1 「 英 検 C a n - d o 調 査 報 告 」（ 柳 瀬 ， 2 0 0 8 ）
幅広い英語力の英語学習者が受験する英検の実施母体である日本英語検定協会が、英検
合格者の中から各級約2,000名を任意抽出し（計36,000名、有効回答数20,279名）、「英語
使用に対する自信の度合い」について大規模調査を行い、調査結果を「国内外の研究結果」
と比較研究するなど、講演から非常に多くの知見を得た。講演のパワーポイントは柳瀬氏
の許可を得て【資料】として掲載した。要点は次のとおりである。
◊ 英検の話題と題材は、
「広がり」と「深み」を重視し、入門期から上級（英検5級〜
1級の７段階）に向けて、知識面の量的変化、思考面の質的変化、トピックの質的
変化（具体性→抽象性）、トピックの話題の広がり（身の回り→世界的）などに留
意している 7 。
◊ 国内外のリソースに基づいて能力記述文 8を作成し、5段階で「自信の度合い」を自
己評価させた。
◊ 収集した能力記述文は「共分散構造分析（段階反応モデル）」と「選択率」によっ
て分析し、「補足調査資料」 9も加えて観察した。
◊ 5級から2級へと級が上がるにつれて英語の学習時間が増加し、2級で飛躍的な学習
時間の増大が見られる。準1級以降は2級ほどの学習時間を費やしていない。現場で
直接英語を使用して学習するOn-the-Spot型トレーニングで学ぶと思われる 10 。

勉強会講師。「英検 Can-do 調査報告」（2008.12.21）で個人的見解として提示。
【資料 1】参照
8 【資料 2】参照
9 【資料 3】参照
10 【資料 4】参照
7
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◊ 5級から2級へと級が上がるにつれて、利用する教材・メディアなどが「依存型教材
（指導者の存在が前提）」から「自立型教材（指導者の存在を必ずしも前提としな
い）」に変化し、量的拡大と質的変化が観察された 11。
◊ 4技能に関するCam-doの質的変化 12
◊ 英検の級と自信（Can-do）の変化 13
5-2

ECF 理 念 に 基 づ く 幼 児 ・ 小 学 生 の 英 語 力 到 達 目 標 研 究 、 GTEC for
S T U D E N T S J u n i o r 学 校 現 場 で の 活 用 例（ ベ ネ ッ セ 教 育 研 究 開 発 セ ン タ ー ，
2008）

客観的評価について学校等の幅白い層の指示を得ているベネッセコーポレーションの
ベネッセ教育研究開発センターに、幼児、小学生、中学生以上の英語学習者の英語力に関
する調査研究の結果について講演を依頼した。演題は「ECF 14理念に基づく幼児・小学生
の英語力到達目標研究」と「GTEC for STUDENTS Junior 学校現場での活用例」であっ
た。提示されたパワーポイントを資料として掲載した。
◊ ECFは、
「実践的英語コミュニケーション能力を育てるための幼児から成人までの一
貫した英語教育のための理論的枠組み」である。
◊ 発達段階を重視してテーマ、シーン、アクティビティ・メディア等を設定し、教材
とカリキュラム開発を視野に入れている。
◊ 小学生の英語力到達目標の仮説の検証。
◊ アンケート、インタビュー、ビデオ観察等による調査結果
◊ GTEC for STUDENTS Juniorの報告

5】参照
6】参照
13 【資料 7】参照
14 English Curriculum Framework
11 【資料
12 【資料
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他

英検Can-do調査報告（柳瀬,2008）
【資料 1】

【資料 2】

【資料 3】

【資料 4】
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【資料 5】

【資料 6】
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ECF理念に基づく幼児・小学生の英語力到達目標研
究
ベネッセコーポレーション/ベネッセ教育開発センター
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CEFR-J 検証版の書き直し作業と集約
東京外国語大学

根岸雅史

【CEFR-J 検証版の書き直し作業のプロセス】
１．CEFR-J 検証版の配布
２．技能別(listening, reading, spoken production, writing) descriptors の各グループメン
バーによる検討
３．各メンバーの書き直し案の集約：かなり異なった種類のものが集まる
４．Green 博士の descriptors 書き直しの観点に沿って、descriptors の分解、整理
発表技能用の観点：
(1) task (performance) (2) content (conditions) (3) quality (criteria)
受容技能用の観点：
(2) text (2) conditions (3) criteria
リスニング班：listening descriptors の要素の確認
５．技能ごとに、CEFR および ELP (European Language Portfolio)のファイルを検索し、
関連する descriptors をチェック。ただし、ELP は認証 accredit されたもので、必ず
しも私たちがこれから行う検証と意味での妥当性の検証がなされた(validated)もので
はない。
６．不整合のあった descriptors の文言の修正
７．分解した descriptors を合体
８．これらの作業のあとで、CEFR-J の descriptors の一覧を作成し、さらなる検討・修正
作業を行った。検討・修正のポイントは以下の通りである。
・ C レベルの学習者は世界に出て行っての英語使用が想定されるため、C レベルの
descriptors は CEFR の Common Reference Levels: self-assessment grid の
descriptors とは変えないようにした。したがって、一部日本独自の記述がなされ
ていた部分は、もとに戻した。なお、CEFR-J は日本語による descriptors を作成
するが、その際に吉島他(2004)の訳は参考にするが誤訳と思われる部分などは修正
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した。
・ CEFR-J のすべての descriptors を European Language Portfolio (ELP)の全
descriptors にあたり、チェックし、ELP に類似したものがあるものは黄色い枠で
示し、ELP に類似したもののない日本独自のものは白枠とした（ただし、類似性
の判断は根岸の主観的判断）。ただし、全体に見れば、CEFR-J の descriptors のほ
うが、ELP のものよりも、発表技能では condition, quality, task、受容技能では
condition, text, degree of understanding といった観点がある程度一貫して入って
いるために、記述に厚みがあると言える。
・ 「書くこと」の descriptors では、テキストタイプへの言及を後ろに移動し、日本
語としてなじむようにした。
例
作業の手順や説明をするような文章を、身近な状況で使われる語彙・文法を用いれ
ば、筋道を立てて情報を伝える文章を書くことができる。
↓
身近な状況で使われる語彙・文法を用いれば、筋道を立てて、作業の手順などを示
す説明文を書くことができる。
・ 部分的に英語の例が入っているものがあったが、CEFR の Common Reference
Levels: self-assessment grid にならい、削除した。ただし、アンケート調査の時に
は必要になる可能性があるので、英語の例を入れたものを別ファイル別シートとし
て保存してある。
・ やりとり Pre-A1 の「やりとり」に「自分の意志をことばを使わずに」とあるが、
これを入れてしまうと言語能力の枠組みにならなくなってしまうので、削除した。
・ 「発表」のところの下のレベルの方に、一貫して「相手の力を借りながら、」とあ
ったが、「発表」で相手の力を借りるというのがわかりにくいため、削除した。ま
た、同じく「発表」に「不慣れでない相手に対して」とあったが、やや日本語とし
て落ち着きが悪いので、「自分の知っている相手に対して」とした。これは、ELP
の descriptors の中の other people I know をイメージしている。
・ 「書くこと」に Pre-A1 に「活字体（英語の教科書に使われている文字）
」とあった
が、「ブロック体」とした。
・ 他にも細々した誤植なども見つかったので、修正した。また、日本語としての自然
さおよび全体としての統一感を出すために若干の修正を行った。
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【CEFR-J 検証版の書き直し作業における問題点】
１．CEFR-J らしさとは何か（CEFR の枠組みがすでにあるにもかかわらず、CEFR-J を
作成することの意義は何か。また、CEFR-J の独自性はどこに出すか。）：
・ Pre-A1 の設定（非ローマ字圏である日本における英語学習ではまず文字の習得に
絡んだ学習段階があり、これは CEFR には存在しないものである。）
・ A1 レベルの 3 分割、A2・B1・B2 レベルの 2 分割（もともとの CEFR は 6 段階の
レベル分けがなされているが、CEFR-J では A と B のレベルにおいて、下位分類
を行っている。それぞれの言語教育の文脈の中でこの下位分類を行うこと自体は、
CEFR において言及されているが、日本においてどのような下位分類が必要である
かは、当然のことながら言及されていない。したがって、この下位分類自体および
それぞれのレベルに含まれる descriptors は CEFR-J らしさと言えるかもしれな
い。）
・ 従来ないものは何を根拠に descriptors を作成するか（日本独自に作ったレベルに
対応する descriptors は、先行する GTEC for STUDENTS や英検、SELHi などの
can-do statements を参照しつつ、日本の英語教育の現場での活動や教科書などの
教材を考慮して、作成してきている。）
２．CEFR-J は日本版の Common Reference Levels: self-assessment grid を目指すのか、
日本版の ELP を目指すのか（前者であれば、CEFR のように各技能の各レベルには 1
つか 2 つの descriptors が来るだけとなるが、ELP であれば、数的にはいくらあっても
よいだろう。また、質的にも、前者は代表性の高い descriptors を選択することになり、
後者は例示的に幅広く多種多様なものを入れることになる。現状は、各技能の各レベ
ルに２つずつの descriptors を入れているが、これを ELP と考えるのであれば、数的
には充分とは言えず、今後増やしていく必要がある。）
３．その他
・ 各技能のレベルはパラレルか（レベルごとに各機能の descriptors を見た場合に、
一貫した原則に従っているか、確認する必要がある。）
・ 教室内 can-do か、実生活 can-do か（Brian North によれば、CEFR の descriptors
の開発に当たっては、結果的には教室内 can-do は残らなかったという。現状では、
CEFR-J には教室内 can-do もある程度含まれていると考えられるが、今後この点
に対してどのような方針で臨むか議論する必要がある。）
・ 言語（英語）に踏み込んだ基準特性(criteria features)の記述を入れるか（CEFR は
特定の言語に関する踏み込んだ記述のない枠組みであるが、本科研で CEFR-J を
「英語」の枠組みとして用いる場合は、英語に関する基準特性に踏み込んで記述し
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ていく必要があるかもしれない。）
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CEFR-J ベータ版への確定作業について
根岸雅史

（東京外国語大学）

Abstract
The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) has made a great impact
on learning, teaching, and assessment not only in Europe but also beyond Europe. Although this
framework has been shown to be compatible with English language teaching in Japan in many
respects, it seems that the CEFR needs some modifications. The present paper is to report the
development process of the CEFR-J, which is a modified version of the original CEFR to the
Japanese context. This development consists of three stages. In the beginning, we collected
descriptors available in Japan along with those found in the CEFR and in the European Language
Portfolio (ELP). Then we came up with the first draft of the CEFR-J. We broke down each
descriptor into three categories, and checked their consistency and levels. In the second stage, we
reassembled the broken descriptors into one descriptor. In this stage, we changed a number of
wordings. At the final stage, the author translated all the descriptors into English, and got feedback
from CEFR specialists. The CEFR-J beta version is shown in the Appendix.
Keywords
CEFR, CEFR-J, ELP
1. CEFRの普遍性と日本版作成の必要性
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)は、欧州における言語の学習・指導・評価
のための共通の枠組みとして開発された。今日では、この枠組みに基づく教材や外国語学習プログラム、また、
このレベルに関連づけられた様々な外国語テストなどが着々と開発されている。この影響力は、欧州にとどまら
ず、世界にも広がりつつあると言っていいだろう。
この枠組みの日本の英語教育における適用可能性を検証したものとしては、Negishi (2006)や根岸 (2006)な
どがある。Negishi (2006)は、自己評価アンケート・データの分析に基づき、CEFRは概ね日本の英語学習者に適
用可能であるが、同時にいくつかのdescriptorsは修正が必要だとしている。そこで、根岸 (2006)は、問題のあっ
たdescriptorsに具体例を入れ、これによりほとんどの項目で改善が図られたと報告にしている。
しかしながら、この枠組みで考えたときの、日本人の英語学習者のレベルは大半はAレベルであり、Cレベル
はごくわずかであることが様々なデータからわかってきている（根岸、2010）。このことを考えると、ほとんどの日本
人英語学習者にとっては、現状のCEFRでは下の4段階だけが意味のあるものであり、現実的には使い勝手があ
まりよくない。そこで、このあたりのレベルをさらに細かく分けていく必要があるだろう。
小池科研（基盤研究（A）(2004-2007)（小池生夫代表）「第二言語習得研究を基盤とする小,中,高,大の連携を
はかる英語教育の先導的基礎研究」（研究課題番号：16202010）では、日本の英語教育の文脈に適したCEFR
（これをCEFR-Jと命名）を作るということになったわけであるが、現在ではこの枠組み作りは投野科研（基盤研究
（A）(2008-2010) （投野由紀夫代表） 「小、中、高、大の一貫する英語コミュニケーション能力の到達基準の策
定とその検証」（研究課題番号：20242011））に引き継がれている。本稿では、この投野科研においてCEFR-Jが
どのように作られてきたかを報告し、そこから見えてくる課題についても論じることとする。
2. CEFR-J作成のプロセス
2.1 第1ステージ
まず、2010 年 1 月に、それまでに作成された CEFR-J の descriptors をすべて集約し、投野科研のメンバー全
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員に配布した。なお、このときに配布したものは、投野科研の前身である小池科研で作成された CEFR-J を、そ
の後 GTEC for STUDENTS や英検、SELHi 校などの can-do statements を参考に、日本の英語教育の実態に
合わせて、加筆修正したものである。これらの descriptors を技能別(Listening, Reading, Spoken Production,
Writing)に、グループで検討した。なお、この時点での技能に Spoken Interaction が入っていないのは、こちらは
2009 年の夏に Bedfordshire 大学の Tony Green 博士の助言をもとにした書き直しが既に進められていたためで
ある。しかしながら、各メンバーの書き直し案の集約の結果、この時点での descriptors はかなり異なった種類の
ものから成っていることがわかった。
そこで、Green 博士の descriptors 書き直しの観点に沿って、descriptors の分解、整理をおこなった。それらの
観点は、発表技能(Spoken Production, Writing)用としては、(1) task (performance)、(2) content (condition)、(3)
quality (criteria)、受容技能(Listening, Reading)としては、(1) task、(2) condition、(3) text である。Green 博士が
2009 年のワークショップで示したのは、発表技能用の観点であったが、受容技能においては、学習者が産出す
る言語の質に差があるわけではないので、この部分は text とすることにした。「聞くこと」B2.2 の descriptor の分
解の実例を以下に示す。なお、受容技能のタスクは主に「理解の程度」を表す。こうして一覧表を作成し、その
中の欠けている観点をまず追加した。
text

Condition

task

母語話者同士の多様な 非母語話者への配慮としての つ い て い く こ と が で き
会話の流れ（テレビ、映 言語的な調整がなされていな る。
画など）
くても、
次に、技能ごとに、CEFR および ELP (European Language Portfolio)のファイルを検索し、関連する descriptors
をチェックした。なお、この作業に当たっては、CEFR はｐｄｆ版を用いて、検索作業を行い、ELP はすべての
descriptors をエクセルファイルに技能ごとに集約したものを用いた。ただし、ELP は認証された(accredited)もの
で、その多くは私たちがこれから行うような妥当性の検証がなされた(validated)ものでは必ずしもないという認識
のもとで行った。この作業の中で不整合のあった descriptors の文言を修正し、その後に各 descriptor の上下の
レベルの descriptors を見ることで、レベルの確認や文言の修正を行った。
2.2 第2ステージ
次のステージでは、分解した descriptors を合体して descriptors の一覧表を作成し、この表をもとにさらなる検
討・修正作業を行った。検討・修正のポイントは以下の通りである。
・

・

C レベルの学習者はグローバルな文脈での英語使用が期待されるため、C レベルの descriptors は CEFR
の Common Reference Levels: self-assessment grid の descriptors はそのまま採用することとした。したがっ
て、一部日本独自の記述がなされていた部分は、もとに戻した。なお、CEFR-J は日本語による descriptors
を作成するが、その際に吉島他(2004)の訳は参考にしたが、原文の意図をより忠実に表すために、部分的
に修正した。以下に、主な例を挙げる。
Spoken Production 「表現」→「発表」
「やりとり」C1 with precision 「精確に」→「正確に」
「やりとり」C2 precisely 「詳細に」→「正確に」
「発表」C2 clear, smoothly flowing 「はっきりとすらすらと流暢に」→「はっきりと流暢に」
「書くこと」C1 at some length 「適当な長さで」→「かなり詳細に」
「書くこと」C1 can write 「扱うことができる」→「書くことができる」
「書くこと」C2 complex letters 「複雑な内容の手紙」→「複雑な手紙」
CEFR-J のすべての descriptors を ELP の全 descriptors にあたり、ELP に類似したものがあるものは黄色い
枠で示し、ELP に類似したもののない日本独自のものは白枠とし、区別した（ただし、類似性の判断は筆者
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・
・

の主観的判断）。日本独自の descriptors の 1 例としては、「読むこと」の B1.2 の「学業や仕事に関係ある情
報を、インターネットや参考図書などで調べて、必要であれば辞書を用いて、文章の構成を意識して読むこ
とができる。図表があれば、それと関連づけながら読むことができる。」というようなものがある。全体に見れば、
CEFR-J の descriptors のほうが、ELP のものよりも、記述が詳細で、厚みがあると言える。
「書くこと」の descriptors では、テキストタイプへの言及を後ろに移動し、日本語としてなじむようにした。
B1.1
書く
こと

作業の手順や説明をするような文章を、身近な状況で使われる語彙・文法
を用いれば、筋道を立てて情報を伝える文章を書くことができる。
↓
B1.1

書く
こと
・

・
・

・
・

身近な状況で使われる語彙・文法を用いれば、筋道を立てて、作業の手順
などを示す説明文を書くことができる。

部分的に英語の表現例が入っているものがあったが、CEFR の Common Reference Levels: self-assessment
grid にならい、削除した。ただし、アンケート調査の時には必要になる可能性があるため、英語の例を入れ
たものを別ファイルとして保存した。
「やりとり」Pre-A1 「自分の意志をことばを使わずに」とあったが、これが入ると言語能力の枠組みにならなく
なるため、削除した。
「発表」の下位のレベルに、一貫して「相手の力を借りながら、」とあったが、「発表」において「相手の力を借
りる」というのがわかりにくいため、削除した。また、同じく「発表」に「不慣れでない相手に対して」とあったが、
やや日本語として不自然なため、「自分の知っている相手に対して」とした。これは、ELP の descriptors の
other people I know に対応している。
「書くこと」Pre-A1 「活字体（英語の教科書に使われている文字）」とあったが、「ブロック体」とした。
他にも細々した誤植なども修正した。また、日本語としての自然さおよび全体としての統一感を出すために
若干の修正を行った。

このステージの最終版を私たちは CEFR-J α版と呼んで、投野科研 3 年目における最初の検証作業である教
員による descriptors の難易度判断に用いることとした。
2.3 第3ステージ
このステージでは、まず筆者が CEFR-J の descriptors を CEFR の Common Reference Levels: self-assessment
grid と同様の表となるように並べ替えた。この表においては、各 descriptor の上下左右を見ることで、レベルごと
の統一感や各技能における記述の一貫性などをチェックし、問題のある文言を修正した。
次に、筆者がこの英訳を行った。これは日本語で書かれた CEFR-J を海外の研究者に見てもらい、フィードバ
ックを得るためである。この英訳作業は、英語版の CEFR や ELP の英語の descriptors を参考にしながら行った。
この過程で明らかになったことは、CEFR の descriptors にはかなり厳格なコロケーションが適用されているという
ことだ。この時点での CEFR-J は、この点かなり自由に記述されており、同じような内容を表していると考えられる
ものであって、異なった記述がなされている箇所が散見された。これに対して、ELP はそれぞれの文脈で個別に
作られているため、記述は多様で、初等中等学校の学習者向けの平易な言葉で書かれていることがわかる。英
訳に際し、descriptors の開発担当者が違うために異なった用語が用いられているが、基本的に同じことを表すと
考えられるものは、表現を統一するように心がけた。
2010 年 8 月 4 日に来日中の Green 博士からコメントをもらい、さらに修正を行った。なお、この日は終日会合
を持ったが、120 個の descriptors のうちおよそ半数しか終わらなかったため、残りのものに関しては筆者が単独
で Green 博士に提起された視点をもとに書き直しを行い、ネイティブ・チェックを行ったあと、再度 Green 博士に

246

送り、最終的なチェックを受けた。 ここでの、具体的な修正点は以下の通り。
【聞くこと】
・ B1.3 「（旅行の日程など）一般的なメッセージの要点」は「（学校の宿題、旅行の日程など）明確に事実を伝
えるメッセージの要点」とする。
・ B2.2 「社会的な話題」は topics of current common interest とする。
【読むこと】
・ 何カ所かに渡り、「 を読んで、理解する」という文言があるが、ここは「読むこと」なので、「 を読んで、」の
部分を削除し、「を理解する」とする。
・ Pre-A1 「絵本などに書かれた、音声で慣れ親しんだ単語を、教師のサポートがあれば理解することができ
る。」は、「口頭活動で既に慣れ親しんだ絵本の中の単語を理解して、絵の中でそれを指すことができる。」
とした。理由は、「音声で慣れ親しんだ単語」の部分が曖昧であるため、また、「教師のサポート」があって理
解するという部分が can-do descriptor には馴染まないため。さらに、理解を示すタスクとして、「絵の中でそ
れを指すことができる」とした。
・ A1.1 日本語の「店の看板・ポスター・標識」は、英語では signs and posters とする。
・ A1.2 「ファーストフード・レストラン」に「よく利用する」とあったが、これを削除した。「よく利用」しているファー
ストフード・レストランである必要はなく、むしろよく利用していることでメニューを読まずに理解できてしまう可
能性がある。
・ A1.3 と A2.1 に出ていた「学習目的に書かれた」は削除する。理由は、「平易な英語で書かれた」という条件
が、これをほぼ内包すると考えられるため。ただし、B1.1 の「学習を目的として書かれた新聞や雑誌の記事
を読んで、重要点を理解することができる。」では、テキストの特性を規定する条件はこれだけなので、残
す。
・ A2.1 「生活」life を「日常生活」everyday life とした。
・ B1.2 「自分にはあまりなじみのない内容の物語文でも、語注や辞書を用いれば物語の筋を理解することが
できる。」については、「自分にはあまりなじみのない内容の物語文」という部分が曖昧であるとして、問題と
なった。これは、読んで初めて内容を知るということが前提となっているためである。そこで、内容のなじみの
度合いについての言及を避け、「平易な英語で書かれた物語文を、語注や辞書を用いれば物語の筋を理
解することができる。」とした。
・ B2.1 「報告書・仕様書・操作マニュアルなど自分の専門に関連した分野の説明」は「自分の専門に関連し
た分野の報告書・仕様書・操作マニュアルなど」とした。理由は、「仕様書・操作マニュアル」などは、自分の
専門に関連した分野とは限らないため。
・ B2.2 「独力で」は削除する。基本的に CEFR-J の can-do statement は独力でやることを前提としており、こ
こだけことさら言及する必要がないため。
・ B2.2 「その重要度を判断することができる」というのは「文章の重要度を判断することができる」とする。理由
は、「記事やレポートなどのやや複雑な文章を一読し」て、複数のテキストのうち、どのテキストが重要かを判
断するのではなく、それぞれのテキストのどこの文章が重要かを見つけて、その重要性を判断するとするた
め。
【やりとり】
・ Pre-A1 、 A1.1 、 A1.2 に 出 て い た 「 身 近 な 相 手 と の や り と り に お い て 」 in the interaction with close
acquaintances は削除する。【やりとり】の自己評価としては、やりとりの相手に関する記述は不要で、条件と
しては他の部分に内包されていると考えられるため。
・ A1.2 「短く基本的な事実」は「なじみのある話題」とする。「短い 事実」という日本語は、実態としてもコロケ
ーションとしても成立しないため、他の類似表現で置き換える。
・ A1.3 「2 つ以上の句を用いて」は「限られた範囲の表現を用いて」とする。「自分の知っている相手がゆっく
りと話し、繰り返し、言い換えてくれれば」は「自分の知っている相手」を削除し、「繰り返し、言い換えを交え
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て、ゆっくりはっきりと話してくれれば」とする。「自分の知っている相手」を削除するのは、Pre-A1、A1.1、
A1.2 と同様の理由による。
・ A2.1 「基本的な情報を持っていることについて」は、文言が曖昧なので、全体に修正し、「基本的な情報を
持っていることについて、絵などの補助があれば、話の大筋を伝え、それについて簡単な意見交換すること
ができる。」を「絵やものなどの補助があれば、基本的な情報を伝え、それについて簡単な意見交換すること
ができる。」とする
【発表】
・ Pre-A1 「単純な字句を並べて」は削除する。
・ B2.1 および B2.2 これらに「聴衆の前で」という表現があったが、「プレゼンテーション」は聴衆の前で行うこと
が前提なので、これを削除する。
【書くこと】
・ Pre-A1 「短い単語であれば」は削除する。1 文字ずつの書き取りなので、単語の長い短いはほとんど関係
ないと思われるため。
・ A1.1 「身近な単語・表現・文を用いて、」は削除する。
・ A1.2 「最もよく使われる表現」は「平易な語や基礎的な表現」とする。
・ A2.1 「お知らせ（行事の案内や招待状など）や私的な手紙、メモ、メッセージ」は、「行事の案内」がわかり
づらいため、「招待状、私的な手紙、メモ、メッセージなど」とする。
・ B1.2 「自分の意見や考えを含めて」は、「意見」と「考え」を書き分ける意味がないため、「自分の意見を含
めて」とする。
・ B1.2 「物事や行動の順序に従って」は、「行動の順序」がわかりづらいため、単に「物事の順序に従って」と
する。
【全体】
・ 英語版で simple words としたところは「簡単な語」とする。「平易な」ではなく「簡単な」、「単語」ではなく「語」
で統一する。
・ 語句や文型などを修飾する basic に当たる部分は、「基本的」ではなく「基礎的」で統一する。
・ 英語版で topic としたところは、「話題」ではなく「トピック」で統一する。
これらの修正の結果を受けての CEFR-J β版（このβ版は本稿執筆の時点でも日々修正が行われている。
本稿では 2010 年 10 月 11 日付けのものを参考までに収録するが、これが最終版ではないので、利用に当たっ
ては充分注意されたい。）を、付録に収録する。
3. CEFR-J β版作成における課題
CEFR-J らしさとは何か。言い換えれば、CEFR の枠組みがすでに存在するにもかかわらず、CEFR-J を作成
することの意義は何か。こうした問いに対する第 1 の答えは、Pre-A1 の設定であろう。非ローマ字圏である日本
における英語学習ではまず文字の習得に絡んだ学習段階があり、これに関わる descriptors は CEFR には存在
しない。次に、CEFR-J における、A1 レベルの 3 分割、A2・B1・B2 レベルの 2 分割が挙げられる。もともとの
CEFR は 6 段階のレベル分けがなされているが、CEFR-J では A と B のレベルにおいて、下位分類を行ってい
る。それぞれの言語教育の文脈の中でこの下位分類を行うこと自体は、CEFR において言及されているが、日本
においてどのような下位分類が必要であるかは、当然のことながら言及されていない。したがって、この下位分
類自体およびそれぞれのレベルに含まれる descriptors は CEFR-J らしさと言えるだろう。
ただし、独自のレベル設定を行った場合、従来存在しない descriptors を新たにに作成することになるが、これ
らは何を根拠に作成するかが問題となる。投野科研では、日本独自に作ったレベルに対応する descriptors は、
先行する GTEC for STUDENTS や英検、SELHi などの can-do statements を参照しつつ、日本の英語教育の現
場での活動や教科書などの教材を考慮して、作成してきている。
CEFR-J の開発に当たり次に考えなければならないのは、CEFR-J は日本版の Common Reference Levels:
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self-assessment grid を目指すのか、日本版の ELP を目指すのかである。この点については、この枠組みを見て
もらった Green 博士からも、Cambridge 大学 ESOL examinations の Neil Jones 博士からも、同様の指摘を得てい
る。つまり、その開発の目的を問われたのであった。この目的によって descriptors の記述は全くといっていいほ
ど変わってくる。前者であれば、CEFR のように各技能の各レベルには 1 つか 2 つの descriptors が来るだけで
いいが、ELP であれば、数的にはいくらあってもよいだろう。また、質的にも、前者は代表性の高い descriptors を
選択することになり、後者は例示的に幅広く多種多様なものを入れることになる。現状は、各技能の各レベルに
２つずつの descriptors を入れており、日本版の Common Reference Levels: self-assessment grid を目指してい
ると言える。
しかし、これを見てわかるように、現状の CEFR-J はもととなった CEFR と同様記述スタイルは、成人学習者向
きであり、初等・中等学校の生徒が理解できるものではないだろう（Little; 2005 これに関して、Green 博士及び
Jones 博士も同様の指摘をしている）。今後、これをもとに ELP を作成するのであれば、記述のスタイルを変更す
るとともに、descriptors の数も今後増やしていく必要がある。
今後の課題としては、次のような点が考えられるであろう。まず、各技能の descriptors を見た場合に、一貫し
た原則に従っているか確認する必要がある。また、教室内 can-do と実生活 can-do のどちらを選択するのか、ゆ
れがあるように思われるが、これについても一貫したものとするかどうかを議論する必要がある。Jones 博士は、
「前もって発話することを用意した上で」や「辞書を使えば」などの条件をつけたことにより、教室内 can-do という
ことを明示しているが、A2 から B1 の中には、この辺が曖昧なものがあるとしている。Brian North によれば（個人
談）、CEFR の descriptors の開発に当たっては、結果的には教室内 can-do は残らなかったという。一方、これに
対して、Jones 博士は自身の日本での英語指導経験を鑑み、言語学習の目的をこのような action-oriented
terms によってこどもたちに理解させることは、容易でないと指摘している。現状では、CEFR-J には教室内
can-do もある程度含まれていると考えられるが、今後この点に対してどのような方針で臨むか議論する必要があ
る。
最後に、投野科研での検証作業が終了し、English Profile Program などの関連研究がある程度の研究成果を
生み出した暁には、言語（英語）に踏み込んだ基準特性(criterial features)の記述を取り入れるかどうかを考える
必要がある。CEFR は特定の言語に関する記述のない枠組みであるが、本科研では CEFR-J を「英語」の枠組
みとして用いており、英語に関する基準特性に踏み込んで記述していくことは、必要かつ意味のある作業と考え
られる。さらに、検証作業の過程で出てくるはずの、各レベルの参照例（「やり取り」であれば、「やり取り」の実例、
「読むこと」であれば、「テキスト」の実例とタスクなど）はベンチマークとなり、日本の英語教育の目標や評価基準
の策定、教員養成などに大きく資するものと考えられる。そして、次のステージでは、Little (2005)の言うように、
CEFR-J に基づいた ELP の作成が必要ということになる。こうして作成される ELP は、教室での授業のための基
本的なツールとなり、これにより学習者と教師がともに学習のプロセスをたどることが可能となるのであろう。
参考文献
Council of Europe. (2001). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching,
assessment. Cambridge: Cambridge University Press.［吉島茂・大橋理枝（訳）2004．『外国語教育
II 外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠』 朝日出版社.］
Little, D. (2005). The Common European Framework of Reference for Languages and the European Language
Portfolio: Involving learners and their judgements in the assessment process. Language Testing 22,
321–336.
Negishi, M. (2006). How much do we have in common with the Common European Framework of Reference?—
The applicability of the CEFR to an IRT-based English proficiency test in Japan? Readings in Second
Language Pedagogy and Second Language Acquisition in Japanese Context. Amsterdam: John Benjamins
Publishing Company. pp. 83-100.
根岸雅史 2006. 「CEFR の日本人外国語学習者への適用可能性の向上に向けて」 『言語情報学研究報告 14
第二言語習得理論に基づく言語教育と評価モデル』 根岸雅史・海野多絵・吉冨朝子（編） pp.79-101.
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根岸雅史・村野井仁・投野由紀夫・高田智子 2010、８月. 「CEFR を英語教育評価の枠組みとして考える」 根
岸雅史（コーディネーター）、全国英語教育学会大阪大会課題研究フォーラムＢ （1 年目，関東甲信越
英語教育学会）、大阪、関西大学にて開催.
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第 5 部：検証フェーズと今後の予定

検証フェーズの全体像
CEFR-J ベータ版の検証
本科研の後半の最大の目標は，ベータ版として検証目的で構築した CEFR-J をさまざまな
観点から検証することである。膨大な CEFR のすべての側面を日本の英語教育に移植・適
用するための研究は時間的に難しいが，各国が CEFR を適用する際に行っているいくつか
の具体化のステップを我が国においてどのような方法で経ていくべきかを検討することは
有意義である。
その具体化の大きな流れとしては以下のような点が挙げられる：
１）自己評価表（self-assessment grid） の個別言語化
z

CEFR の技能別の can do statement の大枠の翻訳である。これに関してはす
でに日本でも行われている（吉島・大橋 2004）。ただしこの翻訳の際に，
descriptor の表現は非常に圧縮・抽象化されているので，各国語に翻訳した
概念がもとの CEFR の理念や考え方をうまく表現できているか，などの精査
が必要になる。また日本語化した後に概念が日本の外国語教育環境に応じて
変化して受け取られてしまう可能性なども検討する必要がある。

２）個別言語用の参照レベル記述（Reference Level Description: RLD）の作成
z

CEFR は普遍的な外国語教育の共通参照基準なので，これに個別言語の語彙・
文法・機能・談話などの諸側面を技能ごとに当てはめていく作業が必要にな
る。ドイツはこれをすでに Profile Deutsch という名称でドイツ語版を構築
している。フランスでは Un référential pour le français が出版されている。

z

英語に関しては English Profile Programme（EPP）が Cambridge 大学を
中心に行われており，英語の RLD 作成の中心拠点となっている。この研究動
向を見守りつつ，日本の英語教育環境に合わせた独自の RLD の作成や提案が
必要になろう。

z

RLD の作成方法としては，ドイツのように教員の経験をもとに作ることもあ
りえるが，EPP はコーパス準拠でそれをやろうとしており，大量の学習者デ
ータを観察しながら「学習者ができること」を経験的に知ろうとしている。
このような手法に関して日本でも可能かどうか検討する価値がある。

３）CEFR の個別技能ごとにさらに個々の利用者の状況やレベルにあった can do
statement の集合を作る（→ European Language Portfolio）
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z

このレベルは CEFR の実施レベルになる。ELP の構成要素である：
¾

言語パスポート（language passport）

¾

言語学習記録（language biography）

¾

学習内容を記録する資料集（dossier）

の３つを具体的に作る。その際には適応する学習者の学習環境、能力レベル
などさまざまなことを考慮して、現実の環境に即したものを提供する。
我々の科研では１）の CEFR の日本語化を一歩進めて、日本の学校英語教育の枠組みに照
らした自己評価表と can do statement の見直しを行った。ただし、２や３のプロセスは完
全に実施されていない。これには新たな時間と労力が必要になると思われる。
ベータ版検証のために我々の科研で実施予定の検証作業は以下の通りである：
１）Descriptor の教員アンケート
Descriptor 全体の用語や表現に関して教員に意見聴取をし、過度に専門的な用語の使
用や、曖昧な表現を洗い出して、調整する。１）と２）は３年目の前半で同時並行し
てデータ収集のための調査が行われた。
２）Descriptor の sorting exercise
自己評価表の能力記述文を並べ替える実験。これにより能力記述文の順序性の妥当性
を検証する。本科研では 150 名規模の小・中・高・大の各レベルの教員対象に並べ替
え調査が行われた。
３）学生による自己評価
CEFR-J ベータ版をもとに作成された自己評価表に基づいて学生が自己評価を行う。基
本的に、中学生以上のグループを対象に行う予定。2010 年 12 月現在で、オンライン
の web アンケートに関してはすでに作成済み。これをもとに 2010 年 1 月～3 月で可
能な限り学生による評価データを採取する予定。
４）教員による学生評価
特に、学生の個人的な技能を熟知している場合に限り、学生による能力自己評価と、
教員による学生評価を対応付けしてデータ採取し、どのような差があるかを検証する。
５）自己評価と実際の能力との関係
4 年目に特にケース・スタディ的に実施したいのは、学生による自己能力評価と実際に
その能力がついているか、という能力検証の調査のマッチングである。
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６）学校でのパイロット
ベータ版を実際に学校現場におろしてみて、さまざまな活用方法を考えてもらう。教える
項目の精選や評価の枠組みとして用いたり、到達度評価に用いたり、さまざまな運用が考
えられる。また前述の言語パスポート、学習記録、学習資料集のような付属する資料やタ
スクなどを現実的に作成してみる試みも行ってみたい。
参考文献
吉島茂・大橋理枝(2004)「外国語学習Ⅱ－外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ共
通参照枠」朝日出版社.
検証の流れ（3～4 年目）

Draft descriptor の見直し
（現在、検証版の確定作業で実施中）

教員アンケート
Descriptor を評価してもらう
（学生評価も可能）

（3 年目前半）

Descriptor の sorting exercise

（3 年目後半）

学習者による descriptor を用いた自己評価
教員による descriptor を用いた学生評価
Descriptor の評価と実際の英語力との相関
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（4 年目）

学校での予備調査
タスク開発

255

実際のパフォーマンスとの関連
東京外国語大学

根岸雅史

１．調査の目的：自己評価・教員評価と実際のパフォーマンスとの関係を見る
２．関連先行研究：GTEC for STUDENTS 英字新聞調査、英語ラジオ調査、E メール調査、
電話調査
３．検証対象とする技能：すべての技能で検証の計画を立てる。
４．検証対象とする descriptors：各技能における中心的な descriptors。ただし、各レベル
2 つずつであれば、全て検証可能か。
５．調査対象：中・高・大学生
６．調査方法：「学習者自身および教員によるによる can-do アンケート（実体験に基づく
アンケートにするかどうか）」と「パフォーマンス・テスト」を同一学習者に実施。た
だし、
「パフォーマンス・テスト」は、各 descriptor に対してなるべく多くの項目を作
成して、信頼性を確保することが望ましいが、発表技能などは調査対象者の負担を考
えると 1 つしか用意できない可能性があり、その場合は、その項目の代表性が問題と
なるかもしれない。たとえば、「話すこと」のうちの「やりとり」の中の descriptors
の検証では、実際に試験官が受験者をインタビューしたり、受験者同士がやりとりを
したりすることになるが、このようなタスクを同一の受験者に対して複数行うことは
現実的ではないかもしれないということである。
７．分析方法：アンケートによる自己評価・教員評価と実際のパフォーマンス・テストと
の関係を統計的に分析（この分析は、自己評価・教員評価による項目難易度に関する
もの、パフォーマンス・テストの項目難易度に関するもの、自己評価・教員評価とパ
フォーマンス・テストとの関係、から成る。）
８．考察：どの descriptors の妥当性が高いか、また、それはなぜかについて検討。弁別力
の高い descriptors、低い descriptors を特定し、その原因についても検討。
９．Descriptors の修正：問題のある descriptors については、修正。
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学習者コーパスによる CEFR-J の検証
投野由紀夫（東京外国語大学）
１．はじめに
CEFR-J の検証には英語学習者の産出データをコーパス化した「学習者コーパス（learner corpus）」
の存在が非常に重要になってきている。その理由の 1 つは、Council of Europe の公認プロジェクト
の１つである English Profile Programme (EPP) において、Cambridge ESOL, Cambridge University
Press が中心となって、学習者コーパスからの分析データを積極的に活用し始めたからである。彼
らの利用しているコーパスは Cambridge Learner Corpus (CLC)と呼ばれ、公称約 3500 万語、世界
最大の学習者コーパスである。主要なソースは Cambridge の一連の英語能力試験のエッセイ・デ
ータが元になっているので、テスト受験者が CEFR レベルに分類された英作文データをコーパスと
して利用できる、というメリットがある。
EPP の目的は、CEFR を個別言語に適用する際に、英語において目下懸案となっている
Reference Level Descriptions (RLD: 参照レベル記述)、すなわち各 CEFR レベルで具体的にどの
ような言語表現や語彙が学習されるべきかを規定する作業を、大量の CEFR レベルに分類された
学習者のアウトプットを分析しながら、「教えるべき項目のリスト」ではなく、「各レベルで何ができる
かのリスト」を作ろうとすることである。最近 British Council から Brian North が中心になって作成し
た A Core Inventory for General English1が主要な EFL course book と教員への調査を元に「各レ
ベルで何を教えるべきか（教えることが可能か）」という視点で言語材料の一覧を作ったのとは一線
を画する。いずれにせよ、海外のほとんどの国では RLD のプロセスは学習者の実証的な習得デー
タを基にしたものは今のところ皆無なので EPP はそう言った意味でも非常に興味深いプロジェクト
であると言えよう。EPP のもう１つの大きな目的は、CLC が過去の Cambridge の試験をベースにした
資料体であるので、A1-A2 レベルのデータが他のレベルに比して非常に少ないことがあり、それを
補完するために 1000 万語規模の初学者対象の学習者コーパスを作りたい、というニーズがあった
のである。Cambridge English Profile Corpus (CEPC)は目標サイズを 1000 万語、内訳は話し言葉が
20％、書き言葉が 80％としている。また一般的英語を 6 割、ESP 関連の専門英語分野のテキストを
4 割含むというのがグランドデザインである。当然それぞれの学習者の CEFR レベルが付与された
データを用いる。そうすることで、CEFR レベルを特徴づける言語指標を取り出そうという発想なの
である。本稿ではその基本的アプローチを概観し、同様の手法で我々の CEFR-J を検証する方法
論についても整理してみたい。

1 http://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/Z243%20E&E%20EQUALS%20BROCHURErevised6.pdf
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２．基準特性と習得段階を規定する基本仮説
EPP の学習者コーパスを用いた分析の最大の特徴は、彼らの言うところの基準特性（criterial
feature）というものを探し出す、という発想である。基準特性に関しては、Hawkins & Buttery (2010)
では以下のように述べられている：

The basic intuition behind the criterial feature concept is that there are certain linguistic
properties that are characteristic and indicative of L2 proficiency at each level, on the basis
of which examiners make their practical assessments. Since there is a large measure of
inter-examiner agreement, and since the illustrative descriptors are underspecified with
respect to these L2 properties, we need to discover what it is exactly that the examiners look
for when they assign the scores they do. It is reasonable to assume that their collective
experience over many years has led to an awareness of the kinds of properties that
distinguish levels and scores from one another. The challenge is to discover what these
properties are: this is the essence of the criterial feature concept.

(ibid: 3)

ここで提案されている基準特性というのは文法・語彙のレベルだけでなく、音、意味、機能などの面
まで含んでいる。これらが各 CEFR レベルに特定できれば評価や教授法などの開発にも有用であ
り、また第 2 言語習得理論にも新たな説明を提供する、という。
基準特性を Hawkins & Buttery (2010)にしたがってもう少し詳しく解説しておく。基準特性を理解
する際にはまず基本的な概念として、言語特性(linguistic properties)が正（positive）か負（negative）
か、という対立を考える必要がある。ある言語タスクを行った際、母語話者のパフォーマンスの場合、
当該言語の文法で生成される文、構文や意味などがその課題に照らして正しい文であり適切に使
用されているのであれば、そのタスクは負の要素を含んでおらず、正の言語特徴を示す。そしてこ
の特徴は母語話者であれば C1 以下ではこのようなレベルは現れない（図１参照）：

0
Learner
English at A2
B1 & B2

図１：

Learner
English at
C1

Learner
English at
C2

Native
English

正の言語特徴のレベル別ライン

同様に負の言語特徴は、母語話者の標準からして逸脱した誤用(error)と見なされるものである。母
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語話者は理論上このラインではゼロの位置にあり（つまり獲得した文法によるパフォーマンスに基
本的にミスがない）、学習レベルが低い学習者ほど、負のライン上で数値が大きくなる（図２）。

0
Native
English

図２：

Learner
English at
C2 & C1

Learner
English at
at B2

Learner
English at B1

負の言語特徴のレベル別ライン

この正・負の言語特徴という考え方にプラスして、単一の語彙や文法が正用法で現れる際の頻度
や分布（これを総称して用法分布（usage distribution）と称する）という考え方も提案している。単純
に用法が出現したか否かだけでなく、どの程度の頻度で広範囲に分布しているかを言う概念であ
る。これらにより、基準特性は下記の４つに分類できる（具体例は Hawkins & Buttery (201０)からの
もの）：

(a) 正の言語特徴（positive linguistic properties）とはある第 2 言語習得レベルにおいて獲得さ
れる正しい英語の特徴で、それはそのレベルから上の学習者に共通に現れる。
たとえば、B2 レベルで P という言語特徴が獲得されたとすると、この P は[B2, C1, C2]を[A1, A2,
B1]から区別する指標として役立つ。もちろん、C2 レベル単独でのみ獲得される言語特徴も存在す
る。
[具体例] 動詞構文（動詞下位範疇化フレーム）の出現順序（B1 レベル以上で二重目的語構文
（ NP-V-NP-NP: she asked him his name ） が 、 B2 レ ベ ル 以 上 で は 目 的 語 統 御 構 造
（NP-V-NP-AdjP: he painted the car red）などが基準特性であるとする（Williams 2007）。

(b) 負の言語特徴（negative linguistic properties）とは当該レベルで一定の頻度で起こる、目標
言語の用法から外れた言語特徴、いわゆる誤用（error）である。
誤用が存在することも、誤用が消失することも基準特性になりうる。またエラーが目立った頻度で起
こることも基準特性となる。そこで特徴的頻度 F で生起する誤用の言語特徴 P は[B1, B2]の基準特
性である、というように言える。
[具体例] 指示代名詞（he  his; she  her）などの派生を伴う決定詞(determiner)のエラー頻度は
B1 > B2 > C1 > C2 であり、各レベルを仕分ける基準特性として機能する。名詞の人称・数の一致
エラー（noun agreement error）は B2 レベルが最も多く、B1, C1, C2 と仕分ける際に基準特性とし
て機能する。
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(c) 正の用法分布（positive usage distributions）とは、当該言語の正用法の言語特徴の分布が
母語話者の分布と近似することを意味する
正の用法分布は母語話者の使用分布とほぼ一致するのが特徴である。当該レベルでそれが起こ
ると基本的にそれ以降のレベルでは安定して一貫した分布を示す。
[具体例]

間接目的語/斜格（oblique）の位置での関係代名詞（例：the professor that I gave the

book to）の分布は C レベルになると母語話者に近づいていくので、C レベルとそれ以下を弁別す
る正の用法分布の例といえる。比較的よく使われるメンタル動詞(know, see, think など)の使用分布
も下位レベルでは過剰使用されており、

(d) 負の用法分布(negative usage distributions)とは、当該言語の正用法の言語特徴の分布が
母語話者の分布と一致しない状態を意味する
正用法は現れても、それが母語話者の使用分布と異なり、不安定である場合。それにはたいてい
他の用法の獲得との関連やその用法の目標言語の文法規則に完全に一致していない部分がある
ことが原因になっている。
[具体例]

関係代名詞エラーは分布的に下位レベルの基準特性になりうる。

Hawkins はこれらの分類と同時に Cambridge の UCLES-RCEAL Funded Research Projects2の研究
計画の中で、English Profile に関連して 20 の検証すべき仮説群を打ち出している (Hawkins
2009)。表１はそれをまとめたものである：

表１： Hawkins による２０の検証すべき仮説
(1) LEIXICON
• Lexical Choice Errors: N & V
• Lexical Occurrences: N & V
• Lexical Choice Errors: ADJ & ADV
• Lexical Occurrences: ADJ & ADV
• Verb Co-occurrence Errors
• Verb Co-occurrence Uses
(2) MORPHO-SYNTAX
• Infinitival Complement of Verbs: Errors
• Number Agreement NP-internally and on Verbs: Errors
(3) SYNTAX
• Missing Determiner Errors
• Determiner Choice Errors
• Word Order Errors: Verb-Object Separation
• Word Order Errors: Genitive Positioning
2

http://www.tinopolisphp.com/ep/images/pdf/ucles_rceal_projects.pdf
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（表１ つづき）
• Relative clause Uses and the Keenen-Comrie Noun Phrase Accessibility Hierarchy
• Relative clause Errors and the AH
• Relative Clause Uses and the Link to the Subcategorizer (verb/be + Adj)
• Wh-movement Uses and the Link to the Subcategorizer (Verb/be + Adj)
• Touch Movement Uses and the Link to the Subcategorizer (Verb)
• Raising Structure Uses and the Link to the Subcategorizer (Verb/be + Adj)
(4) OVERALL METRICS
• Overall Error Counts
• Overall Syntactic Complexity Metric

詳細はここでは省略するが、語彙、形態統語、統語といった側面に分けて Hawkins が専門とする
分類学における言語類型論に基づく言語普遍性の観点（たとえば AH 仮説）などを巧みに取り入
れた仮説設定になっており、学習者コーパスを CEFR レベルに分割した異なるレベル別言語として
類型論的に分類していくという観点は言語習得的理論にも興味深い。
次節ではこれらの仮説検証の実例と、それに関連する方法論上の問題提起、および日本人英語
学習者コーパスによる補足的検証といった観点を整理してみる。

３．Hawkins の仮説検証の実例と日本人データによる検証の可能性
Hawkins の仮説は学習者コーパスを活用して CEFR の参照レベル記述を行う方法論として大いに
期待できる。ただ、CLC を用いた場合の１つの問題点は、CEFR レベルの基準特性を議論する際
に、CLC の主要データが A2 レベル以上である点だ。A1, A2 レベルが英作文のデータ量としては
かなり少なく、十分なデータが母語グループ単位に限定すると抽出できない可能性がある。たとえ
ば日本人データの場合、約 100 万語規模のデータが利用可能であるが、CEFR レベルでそれを 6
段階に区切るとすると A レベルと C レベルのデータはかなり少なく、70-80％が A2~B1 レベルの
データにおさまってしまう。これだと上記の仮説を適確に検証するには問題がある。現在、CEPC で
A レベルの補強を行うべく収集を行っているが、1000 万語規模だとすると日本人データに関しては
それほど大幅な増強は期待できないだろう。そうすると、CEFR-J 検証の目的としては我々が独自
に EPP の手法を応用して日本人データを中心にした検証ができればやった方がよい、ということに
なる。
この点をふまえて、既存の日本人学習者コーパスで EPP の仮説検証の妥当性の検証や補足的
なデータを採取するという可能性がある。日本においては、JEFLL Corpus（投野 2007；中高生 1 万
人の英作文を電子化）、NICT JLE Corpus（和泉他 2004；アルクの Standard Speaking Test をもと
に 1200 件以上の口頭インタビューデータを電子化）といった比較的大型の学習段階を考慮した英
語学習者コーパスが存在する。筆者の過去 15 年程度の学習者コーパスを用いた研究成果をふま
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えると、Hawkins の掲げたいくつかの仮説はすでに日本の英語学習者コーパスを用いた研究で明
らかにされている。

3．1．語彙選択エラー
たとえば語彙選択エラーに関しては、Hawkins は以下のように述べている：

語彙選択エラー：名詞または動詞
RN

名詞の置換

Have a good *travel ( trip)!

FFN

false friend の名詞

It was an interesting *history ( story).

RV

動詞の置換

I *existed ( stayed) last weekend in London.

FFV

false friend の動詞

I *passed ( spent) last weekend in London.

仮説：
（I） エラー率は A2-C2 にかけて下がる。レベルが上がれば、エラーは減少する
（II） BNC における母語話者の使用頻度の高い項目ほどエラー率は低い
(III) 学習者の母語による影響が見られる：英語と言語遺伝学的に近い言語またはピジン、
クリオールなどに語彙を提供する主要言語（lexifier language）であるドイツ語、フランス語、
スペイン語などはエラーが少なく、遠い言語（中国語、日本語、韓国語）はエラーが多い
（Hawkins 2009）

この仮説に関して、NICT JLE Corpus を用いた分析では表２に示すような SST レベルに特徴的な
エラー項目が特定されている（Abe 2004; Abe & Tono 2005）：

表２：SST レベルと各品詞別エラー項目の関係
レベル

品詞

エラー項目

特徴

SST 2-3

動詞

主語と動詞の人称・数の一致

レベル上で消失する

時制

単純時制の導入時期が早いこと
の影響があるためか、単純時制
のエラーが初級者に多く見られ
る

名詞の単複

名詞の種類が増加すると共に、
様々な名詞のエラーが増える

可算・不可算名詞の使い分け

名詞の種類が増加すると加算・
不加算のエラーも増える

SST 4-6

名詞
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活用

名詞の屈折エラーも名詞頻度と
相関

SST 7-9

名詞

語彙選択

中・上級になると名詞の使用が
豊富になり、語彙選択エラーも
増える

正用法

動詞

態,助動詞, 定形・不定形

英文をより複雑にする
準動詞的な使い方

動詞の形の選択

比較的単純だと考えられる言語
操作にエラーが見られる

動詞の補部

構造の習得と密接に関係する

この結果によると、語彙選択エラーは初級レベルよりも中級レベル以降の特徴的エラーとして挙げ
られている。この分析は Hawkins の仮説と反する。しかし、興味深いことにその後の Hawkins らの研
究で、語彙選択エラーは下記のような CLC における分布があることが判明している(図 3)：

図３：語彙選択エラー（Hawkins 2009 より）

すなわち名詞の語彙選択エラーは A2~B2 まではずっとエラーが増加していき、C レベルになって
減少していく。これは中級レベルに顕著になるエラーだとした NICT JLE Corpus を用いて調査した
結果と符合している。CLC での調査結果では、語彙選択エラーのかなりの項目が A2 よりは B レベ
ルで増加している。これは習得プロセス的には U-shape の現象になる。初級よりも中級レベルの方
が語彙のレパートリーも増え、総じて選択エラーが増加傾向になるのである。こういった現象を確認
しておけば、語彙選択エラーが顕著に減少してくれば C レベルの可能性が高くなる。
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3．3. 動詞共起フレーム
第 2 に動詞共起フレーム(verb co-occurrence frame)の例を見る。Hawkins らは Williams (2007)の
結果を受けて、一連の動詞共起フレームの出現順序が基準特性になる、と述べている（Hawkins &
Buttery 2010）。たとえば以下のようなケースを考えてみたい：

表３：基準特性となる動詞共起フレームの具体例
Frame

Example

CEFR Level

NP-V-VPinfin (wh-move)

He explained how to do it.

B1

NP-V-S (wh-move)

He asked how she did it.

B1

この２つの構造は CLC の分析結果をもとに同じ B1 レベルの特性として Williams (2007)で提案され
ているが、この分析の妥当性を、日本人英語学習者データに照らして検証してみる。JEFLL
Corpus から動詞共起パターンのうち、「動詞＋how」の全用例を抽出、特に高頻度の know + how
の組み合わせに関して、how to do 対 how +文の構文頻度を学年別に抽出したのが図 4 である3：

S3

S

S2
S1
J3
J2

E

S3

C

Infin

S2
S1
J3
J2
0

1

2

3

4

5

6

図４：NP-V-VPinfin (wh-move) vs. NP-V-S (wh-move) の JEFLL における頻度と正用・誤用分布
（注：サンプリングは 1 万語換算; E=error; C=correct; J=junior high; S=senior high）

VPInfinitive (“know how to”)の用法の方が、V-S (“know how+ S”)よりも低学年（J が中学生、S が高
校生）から正用法で出現していることがわかる。V-S は高校で増加するが全般に誤用が多い。エラ

3

このパターン以外は 1, 2 件の頻度しかなく有意味な統計情報を出せなかった。
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ーの大部分が know how did she

のような how の後が間接疑問文でなく通常の疑問文の語順を

そのまま使ってしまうというものであった。これらを見る限り、日本人英語学習者の場合には必ずし
も両構文共に CLC に基づく B1 レベルとは言い難い。このまま B1 レベルと考えると、中学校で how
to 構文はかなり正答率が高いので、中学生を B1 とするのは少々レベルが高すぎ、違和感がある。
また２つの構文の習得度には、より精細な差がある可能性が高い。１つは how to

の方が教科書

での導入が一般に早く、それが定着に影響している可能性がある。教科書の導入時期などによっ
て難易度や定着度が変化する項目がありえそうである。Hawkins は基準特性のタイプとして 4 タイプ
および母語の影響をとりあげているが、それ以外に EFL 環境における教科書に代表されるインプッ
トの影響をきちんと考慮した基準特性の設定の仕方が必要になるのではないだろうか。

４．まとめと今後の課題
本稿では、EPP の活動の中で特に学習者コーパスを用いた分析の詳細に触れ、それを CEFR-J の
検証に活かすためのいくつかの視点を提供した。 今後、EPP が次々と基準特性の候補を発表し
てくる可能性がある。それ自体は大変歓迎すべきことであるが、CLC が世界最大のコーパスである
ということを理由にその基準特性が何の再検証を受けずに一人歩きすることには懸念がある。１つ
には前述の A Core Inventory for General English のようなインプット主体のインベントリーとの整合
性の問題があろう。さらに、CLC を中心とした学習者コーパスが抱えている初級と上級のデータが
欠落している、というデータの信頼性の問題を今後どのように補完していくかが EPP の信用性をより
高めていくことにつながるであろう。そのような場面で、A レベルを主としてカバーする日本人英語
学習者のレベル別データの持つ意味は大きい。EPP のデータ収集の経過を見守りつつ、CEFR-J
に資する有用な情報を交換しながら、検証を進めていくべきであろう。
CEFR-J を同様の検証方法で、日本人英語学習者データをもとに参照レベル記述を行っていく
際の最大の関門は、JEFLL や NICT-JLE のようなコーパス・データが現状では CEFR 能力指標別
に分かれていないため、それを一定の基準を元に分類する作業が必要になる、という点である。こ
れはほぼだいたいのデータが JEFLL の場合などは A1-2 のどちらかに属する、という可能性が高い
し、判別にはそれほど苦労しないかもしれない。早急にその手当をして、EPP とは別個に日本人の
英語学習プロセスに特有の要素なども注意しながら基準特性の洗い出しを進めていきたい。
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国際ビジネス英語の到達目標に関するインタビュー調査
─ CEFR-Jの質的検証への考察─
中谷安男
１．はじめに
本研究は，欧州評議会（Council of Europe）の加盟国で導入されている
CEFR（Common European Framework of Reference for Languages）の
日本版である CEFR-J（小池

他，2008）の妥当性に関する考察を行うもの

である。CEFRとは，言語の学習・教育・能力評価の基本的枠組みであり，
加盟各国共通の外国語習熟度の尺度として広く認知されている。日本の英
語教育においても，この指標導入の可能性について多くの研究が行われた
（例

根岸，2008）
。これらの研究成果として，日本における英語教育の指

標である CEFR-Jの基本案が提示された。
しかし，既存の研究の問題点として，CEFR で詳細に取り上げられてい
る言語学習ストラテジーに関する調査は少ない。自立学習を目標としてい
る CEFR では，重要な課題として学習ストラテジー（Learning Strategies:
LS）の習得と活用を提示している。特に，コミュニケーション・ストラ
テ ジ ー（Communication Strategies: CS） に 関 し て Common European
Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment
（CEFRL: LTA）
（2001）では，多くの紙面を割き，具体的な活用や自己
評価に関する記述がある。だが，これら LSや CS の観点からの実態調査は，
これまでほとんど行われていない。本論の目的は，この分野の初期的な検
証であり，その方法論としてインタビュー調査法を導入する。
これまでの代表的な調査方法は，質問紙によるものが主流であった。例
えば，CEFR-J の研究において，一連の研究で上位の到達度レベルの妥当性
を確認すべく，多数の被験者への質問紙調査が行われた（寺内，小池，高
田，2008）
。特定の質問項目への数値的回答と，自由記述により，TOEIC テ
ストにおける目標レベルや，必要な英語技能が示唆された。質問紙は，一
度に多くのデータを収集でき，信頼性の高い手法ではあるが，あくまで間
― 91 ―
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接的である。実際に活躍しているビジネスパーソンへの面接調査は，直接
的にデータを収集できる方法として重要である。本研究では，この点に注
目し，CS などの目標を明らかにすべく，詳細なインタビュー調査を実施し
た。被験者は，欧米で活躍する現役のビジネスパーソン５名である。調査
項目は，国際ビジネスに必要な英語力と学習方法，及び効果的な交渉術や
方略についてである。これらを IC レコーダーで収録し，スクリプトに直し
て分析した。
結果として，業種や職種で，
「国際ビジネスに必要な英語力」の定義は
様々であり，多用な概念が抽出された。これは，統一したフレームワーク
構築の困難さを示している。しかし，共通点として，それぞれが独自の CS
を確立しており，それらを有効に活用し英語でビジネス交渉をしているこ
とが示された。
以下に，先行研究から明らかになった課題，本研究の調査目的と手法，
及び結果について論じる。

２．研究の背景
２．１

CEFR の特徴

1971 年より多言語国家の集合体であるヨーロッパ連合（EU）において，
各国市民の言語能力の向上と，連合内におけるグローバルな評価基準の整
備が開始され，その成果として CEFRが完成された。1）
これは，目標言語でコミュニケーションを行うために何を学ぶべきか，
効果的に使えるためにどのようなスキルや知識を身に付けるべきかに関す
る共通の尺度作りが目的であった。域内の教育関係者がこの理念を共有し，
各言語に関する学習について共通の目標，内容，教授法を設定することも
課題であった。例えば，フランスでの英語教育も，ドイツでの英語教育も
共通の尺度があれば，互いに汎用性があり，教育者同士の連携や協力が容
易になる。また，これに基づいた到達度に共通の認識があれば，目標言語
能力の一定の証明になり，EU 内での移動・交流促進の手助けになる。具
体例として，移住等を希望する者に，受入に必要となる客観的な言語の目
標を示すことが可能となる。また，それに向けて学習に取り組むための公
平な指標ともなりうる。2）
1975 年には，成人としてコミュニケーションに必要な，最低限の言語運
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用能力のための概念，及び機能シラバスである Threshold Level が発表さ
れた。この翌年にフランス語版が作製され，他の言語も続いた。英語に関
しては van Ek and Trim（1990）で体系化されたものが発表された。
CEFR の特徴は，Action-orientedであり，単に言語知識の習得ではな
く，
「目標言語を使って何ができるか」という点を強調している。一連の研
究成果として，外国語教育におけるコミュニカティブ・アプローチの理論
的発展にも貢献した。言語運用能力の到達基準を，基礎段階の使用者（A:
，自立した使用者（B: Independent User）
，熟達した使用者（C:
Basic User）
Proficient User）と大まかに３段階に区別した。さらに，それぞれのレベル
を２段階のレベルに分け，A １から C ２までの６レベルとした。この各レ
ベルの内容は，Can-do リストと呼ばれる「何ができるか」の基準で具体的
に表わされている。また，技能を Listeningと Reading の Understanding，
Spoken Interactionと Spoken Production の Speaking，そして Writing の
５つの構成とし，各レベルで Can-do リストが提示されている。
２．
２

CEFR におけるストラテジー

前述したように，CEFRに関する先行研究で見逃されている重要な点
は，言語学習ストラテジーの理論と活用に関する議論であろう。これまで
Cohen（1998）のように，言語の学習ストラテジー（Language Learning
Strategies）と，コミュニケーション・ストラテジーなどの言語の使用に
関するストラテジー（Language Using Strategies）は，明確に分けて考え
るべきだという主張が行われていた 。これに対して，CS は LS の一部であ
り，CS の使用が学習効果を助長するという主張もなされていた（Nakatani,
2005; Oxford, 1990）
。
CEFR の大きな柱として，生涯学習を視野に入れた自立学習を目標とし
ている。この実現のために，学習者が自ら計画し，モニターし，振り返る
という，メタ学習ストラテジーの導入を進言している。また目標言語の学
習に必要な活動をタスクとして，その実行には，CS と LS の両方を習得す
る必要性を説いている（CEFRL: LTA，p.15）。特に CS は，単に問題に対
処する方略ではなく，様々なタスクにおいて計画，実行，モニター，修正
というメタ認知の方略を用いて，最大限の効果を発揮するストラテジーと
考えられている。具体的には次のように定義されている。
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“The use of communication strategies can be seen as the application
of the metacognitive principles: Pre-planning, Execution, Monitoring, and
Repair Action to the different kinds of communicative activity: Reception,
Interaction, Production and Mediation… Here what is meant is the
adoption of a particular line of action in order to maximise effectiveness.”
（CEFRL: LTA, p.57）
また，学習の効果を上げる有効な CSの具体的活用法と，その自己評価
について詳細に記述されている（CEFRL: LTA, pp. 56 ─ 100）。このよう
に，CEFR においては CSを学習のために積極的に活用し，習得する重要性
を明確に述べている。
さらに，これらのストラテジーを単に学習の手助けとして取り扱うので
はなく，実際の対話において積極的に使えるように，インタラクション・
ストラテジーとして，表１のようにまとめている。
表１ Interaction Strategies（CEFRL: LTA, p.85）
Planning
・ framing（selecting praxeogram）
・ identifying information/opinion gap（felicity conditions）
・ judging what can be presupposed
・ planning moves
Execution
・ taking the floor
・ co-operating（interpersonal）
・ co-operating（ideational）
・ dealing with the unexpected
・ asking for help
Evaluation
・ monitoring（schema, praxeogram）
・ monitoring（effect, success）
Repair
・ asking for clarification
・ giving clarification
・ communication repair
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この中の３つのストラテジー，taking the floor, co-operating, asking for
clarification に関しては，各レベルの Can-do リストも用意されている（pp.
86 ─ 87）
。
以上のことから，日本版 CEFRにおいても，LS や CS の具体的な使用に
関する調査を行い，これらの課題に対して日本人学習は，どのように取り
組み習得すればよいのか検証する必要がある。
２．
３

CEFR と英語ビジネス・コミュニケーション

CEFR-J の一つの成果として，日本人が海外で活躍するのに必要な英語
力に関する提言がなされた。先行研究では，外国語としての英語ビジネ
ス・コミュニケーションには，どのような課題が報告されているのであろ
う。例えば，Crosling and Ward（2002）は，大学で習得したコミュニケー
ション技術と，職場での体験に関する調査用紙の結果を比較した。結論と
して，英語の即興性，説得力，紛争マネジメント力，違いを克服する能力
など，より高度な技術が必要だと主張している。
Louhiala-Salminen, Charles and Kankaanranta（2005）は，スウェーデ
ンとフィンランドの企業合併の結果，職場において英語でコミュニケー
ションをしなければならなくなった企業の調査を行った。研究の示唆とし
て，各企業における文化的要因や，異なる母国語の影響である，CS 使用の
違いによる軋轢を問題点として提示している。
また，Rogerson-Revell（2007）は，ヨーロッパの多国籍企業における大
規模な調査を行い，外国語としての英語によるビジネスの問題を調査した。
この結果，言語的な問題だけでなく，その使用の背景にある社会・文化的
な要因による阻害を指摘している。
これらの先行研究は示唆に富み，外国人が英語でビジネスをする際の問
題点を明らかにしている。しかし，いずれの研究も，具体的にどのレベル
の英語力が必要なのかに関する記述はほとんどない。
それでは，日本人向けの CEFR-Jでは目標をどのように設定すればよい
のであろうか。これに関する貴重な示唆は，小池ら（2008）で提示されて
いる。岡ら（2008）は，ビジネスパーソンに求められるのは，単にテスト
などで点数化できる英語の知識ではなく，実際の場面で業務を行うことを
可能にする「仕事力」と指摘している（p.63）
。具体的には，日本人の場合，
英語で交渉し，協力し，目標を達成するために共同作業を実現するストラ
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テジーを身に付ける必要があろう。寺内ら（2008）では，必要とされる英
語力について，7354 名という大規模なビジネスパーソンへのアンケート調
査を行った。特に注目すべきは，自由記述から得られた結果である。被験
者の多くは，仕事力の一要素として，英語の重要性を認識し，交渉相手の
信頼を得られるような談話能力の開発を望んでいた。この中には，英語で
の論理的なスピーチ，報告，論文作成ができること，相手の意見を理解し，
はっきりと自分の視点を展開して議論する力などが含まれていた（p.470）。
これらの課題は，日本人にとって重要な項目であり，岡ら（2008）が指摘
しているように，CEFR-Jを作成するときに考慮すべき要素である。特に，
C １や C ２といった高レベルの到達度については，必要な概念として盛り
込むべきであろう。
だが，これらビジネスパーソンの問題点に関して，インタビューによる
具体的な調査は十分行われているとは言えない。特に，実際の業務でどの
ように，いかなる能力が必要とされるのか明確ではない。また，ビジネス
パーソンへのアンケート調査の問題点として，吉原，岡部，澤木（2001）
は，実際のインタビューとの乖離を指摘している。例えば，吉原ら（2001）
の調査では，
「海外子会社において日本人だけの会議は少ない」というア
ンケート結果が報告された。しかし，現地でインタビューしてみると，重
要な会議における言語は日本語であるというのが実態であった。このよう
に，質問紙は大量のデータを収集できる反面，それだけでは，ハロー効果
や，過剰評価などの危惧もぬぐえない。この点に関しては，Cohen（1998）
なども，間接的な質問紙による調査の課題として指摘している。結局は，
インタビューなどの他の手法で補完することが有効であろう。特に，海外
のビジネス現場の多様性や複雑さを調査するには，質的な検証が重要だと
言える。
吉原らの調査で提示された興味深い点は，国際コミュニケーションは２
つに分けられるということである。一つは，日常業務における報告，連絡，
相談であり，日本人も海外において英語を使用する。もう一つは，経営判
断など重要な事項についての報告，連絡，相談であり，これらは本社の日
本人や現地の日本人と，日本語で行う傾向が強い。海外進出の歴史のある
大手電機メーカーや総合商社でさえ，このような実態であることが分った。
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２．
４

日本人の英語力の目標

前述したように，CEFRの目的は，言語的な面からのヨーロッパにおけ
る人的交流の促進である。当然のことながら，この中には移住者への配慮
があり，それを実現させるためには，移動先での収入の保証も必要とな
る。この対策として，CEFRは目的国での就業に必要な言語能力の指針作
りを実行した。これについて Council for Cultural Co-operation は，General
Measures の第一条・第一項に以下のような既述を行っている。
1.1 to deal with the business of everyday life in another country, and help
foreigners staying in their own countries to do so.（CEFRL: LTA，
p.3）
実際 CEFR には，職業（Vocational）に関する言語使用についての記述
が多い。例えば，External context of use: descriptive categories という言
語の使用場面に関するものには，Occupational として，詳細なビジネス現
場における目標言語使用の記述がある（CEFRL: LTA，pp.48 ─ 49）。
それでは，CEFRのA １からC ２レベルのどの到達度が，ビジネスにお
ける言語的目標と対応しているのであろう。ここで参考となるのは，UK
Home Officeの UK Border Agencyが移民に労働許可を与える条件として課
している英語のレベルである。長期の労働許可者には，Tier １と，Tier ２
と呼ばれる身分がある。前者には，医者や弁護士など，かなり高度な職業
技術を持つ外国人，起業家，投資家，及び UK の大学を卒業した者が含ま
れる。後者としては，高度な技術を持つ者，企業内の移動者，スポーツ選
手，宗教関係者が当てはまる。Tier １は CEFR の C １レベル，Tier ２は B
２レベルに該当する英語力の証明が必要である。
CEFRにおける C １，B ２の Global Scaleは，表２のような Can-do リス
トとして表示されている。つまり，英国政府が，英語を使い高度なビジネ
スを行うには C １レベルが必要と考えており，一般的に日本人学習者の到
達目標も，最上位の C ２ではなく，このレベルを目指すことが現実的と言
えよう。また最低の目標レベルとしては，B ２が適切と言えよう。
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表2

Common Reference Levels: global scale の C1 と B2 レベル

Common Reference Levels: global scale（CEFRL: LTA，p.24）
C1
Can understand a wide range of demanding, longer texts, and recognize
implicit meaning. Can express him/herself fluently and spontaneously
without much obvious searching for expressions. Can use language
flexibly and effectively for social, academic and professional purposes.
Can produce clear, well-structured, detailed text on complex subjects,
showing controlled use of organizational patterns, connectors and
cohesive devices.
B2
Can understand the main ideas of complex texts on both concrete
and abstract topics, including technical discussions in his/her field of
specification. Can interact with a degree of fluency and spontaneity that
makes regular interaction with native speakers quite possible without
strain for either party. Can produce clear, detailed text on a wide
range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the
advantages and disadvantages of various options.

３．研究手法
研 究 の 目 的 は，CEFR-Jの 上 位 レ ベ ル の 整 備 に 向 け て の 質 的 イ ン タ
ビュー調査である。被験者は，英国，米国，ヨーロッパで活躍する現役のビ
ジネスパーソン５名である。面接は 2008 年８月から 12 月に実施した。調
査項目として，国際ビジネスに必要な英語力と学習法，及び効果的な交渉
術や CS についてインタビューを行った。時間は 1 － 1.5 時間であり，結果
を IC レコーダーで収録した。これを基に，発話データをスクリプトに直し
分析を行った。
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３．
１

被験者

被験者の略歴は表２のように，実際に海外において長期にわたり活躍し
ているビジネスパーソンである。
表３

被験者の情報

ID

所在地

1

ロンドン

コンサルタント

英国 20 年

2

ダーラム

コンサルタント

英国 20 年

3

ロンドン

弁護士

米国４年

英国２年

4

東京本社

大手メーカー勤務

米国４年

オランダ６年

5

東京本社

大手総合商社勤務

サウジアラビア３年

３．
２

現職

赴任・滞在地及び年数

米国７年

質問形式

インフォーマル形式のインタビューで，以下の項目について自由に話を
してもらった。
（1）略歴及び外国での具体的業務について
（2）業務を遂行する上で必要な英語力，及びコミュニケーション能力につ
いて
（3）有効と思われる CSについて
（4）英語学習に関するアドバイス
これらのインタビューの要旨をまとめて，次の４章で結果として報告す
る。

４．結果
４．
１

被験者１

2008 年８月

N氏

1990 年よりロンドン在住

（1） 元日系大手ベアリングメーカー駐在員であった。米国で MBA を取得
後，英国に派遣された。現在ロンドンにて，英国及び日系企業の IT コ
ミュニケーションのコンサルタント業務をしている。
（2） 現在コンサルタントをしているので英語でのコミュニケーション力
が必須である。英語が文法的に正確で，きちんとした発音・アクセント
でないと信用してもらえない。言葉の文化的背景，例えば契約の重要性，
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公平さ，リスク・テイキングの認識が必要である。英語圏のビジネスは
前向きに，とにかく実行してみる姿勢が重要である。結果重視であり，
日本人のような根回し，失敗に対する準備など，プロセスを偏重すると，
英国人はついてこない。日本人の駐在員の多くは，重要な交渉は現地の
通訳やプロフェッショナルに依頼するので，それほど英語力がなくても
勤まる。
（3）交渉においてロジカルに話すことを意識している。とにかく自分の意
図が相手に伝わるまで話す。相手の発話の不明慮な点は，内容の明確化
に努めている。文化的な規範，対話のスタイルの違いに慣れ，それらを
意識して交渉に臨む。
（4）文法に関しては，大学までに習った内容をブラッシュアップすればよ
い。冠詞の使い方の習得は困難である。発音はかなり練習が必要である。
実際のコンテクストや行動に伴う対話の実践が重要である。
４．２

被験者２

2008 年８月

Y氏

英国ダーラム在住

（1）元日系大手ベアリングメーカー駐在員から元日系自動メーカー駐在員
となる。現在ダーラムを拠点として，人事関係を中心にコンサルタント
業務を行っている。
（2） 日本人の価値観や感覚で話さない。日本語の「すみません」と I’m
sorry は同じではない。言いたいことを直接言うべきで，遠回しの表現
は伝わらない。英国企業では，年一度の人事評価が重要である。この時
に精一杯アピールすべきである。日本人のように，察してくれることを
期待してはだめであり，人事評価は悪くなる。リスクに関する考え方の
違いが重要である。上司から新たなタスクについて実行できるか尋ねら
れたら，欧米では６割位できると思うと Yesと答える。日本人は，８か
ら９割の自信がないと引き受けない。失敗を恐れる傾向がある。逆に英
国人を雇用する時は，業務目標を８割ほど達成できれば，褒めないとや
る気をなくす。
「人間は不完全で間違いや失敗をするもの」という思想を
理解する。業務に対するフィードバックを必ず言葉で行うべきである。
（3）一番伝えたいことを意識して話さなければ意図が通じない。リスク・
テイキングの必要性を認識することが大切である。英語交渉のスキルを
身に付け，それを使うことに自信を持つ。自分でデシジョンをする。沈
黙に対する恐怖心があるので黙らないようにする。
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（4）発音の練習を重視すべきである。TOEICなどの資格試験の学習だけで
は不十分である。それぞれの目指すべき業務にあった英語学習を心がけ
る。英語で交渉する練習を行う。異文化理解に努める。
４．
３

被験者３

2008 年９月

A氏

ロンドン在住

（1）米国にて弁護士資格取得後，米国の弁護士事務所に勤務した。２年前
に，この法人のロンドンオフィースに転勤した。現在ロンドンの法律事
務所の企業担当弁護士であり，テクノロジー・メディア・コミュニケー
ション関係の法務を担当している。
（2）自分の顧客である，日本人の現地駐在員の多くの英語は使い物になら
ない。日系の銀行や企業法務担当などは，日本人同士で日本語を使い仕
事をしている。業界，業務によって必要とされる英語の内容は大きく異
なる。弁護士の場合は，高度な書く力が必要である。冠詞の使い方によ
る意味の違いを正しく理解する必要がある。法律の専門用語や概念は慣
れれば難しくない。しかし，それを組み合わせて自分の意見とし，プレ
ゼンテーションすることは容易でない。日本人は，相手を信用すると契
約書を結ばずに口頭の約束だけで済まし，失敗するケースが多い。
（3）短期のコミュニケーションの目標を設定し，柔軟に対応する。はっき
りと意見を述べる場合も，丁寧な表現になるように心がけている。抽象
的な概念を表現する時は，できるだけ簡単な英語に分けて言い直す。
（4）受動的な知識でなく，コミュニケーションできるための基礎力を身に
付ける。日本人は，契約や決め事に関する認識が甘い。英語だけでなく，
社会の慣習や文化の違いを理解しないと困難である。
４．４ 被験者４

2008 年 10 月

K氏

東京本社

大手メーカーで主に

輸出部門に勤務
（1）米国駐在を４年，オランダ駐在を６年経験した。オランダでは，当初
2000 年問題に対応する新規のコンピュータシステムの導入に従事した。
その後，ヨーロッパ現地子会社の設立業務に取り組む。
（2）自分が何を言おうとしているのか，相手が理解できるかを意識して話
す。英語での決断力が必要である。何よりも正確さが大切である。現地
人の部下を説得する英語力，最後まで諦めずに交渉する粘り強さが要求
される。かなりの時間を掛けないとビジネスコンテクストの理解や，英
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語での交渉は不可能である。
（3） 自分の発言が詰まった時，英語が浮かばない時はフィラーやジェス
チャーで間を持たす。分らない時は黙るのではなく，話す意志があるこ
とを相手に見せる。表現に困った時は，分る単語や別の表現で言い換え
る。相手の言っていることが不明瞭な時は，相手の言葉を言い換えて確
認をする。自分の意見を伝えるためには，必要な場合は相手の発言を
遮っても自己主張をする。
（4）語学はあくまでツールであり，日本人としての知識や常識を身に付け，
それらを英語で表現できるようにする。自国の文化や言語の背景知識を
知り，相手文化との違いを認識しておく。
４．
５ 被験者５ 2008 年12 月 O氏 東京本社 大手商社鉄鋼部門勤務
（1）サウジアラビアで３年勤務した後，米国支社に７年赴任した。米国で
は General Managerとして，現地人 40 名のトップとなり，営業や人事面
も統括した。
（2）英語だけでなく，現地のビジネス事情や商習慣に適応するのに時間が
掛かった。このため１年経ってようやく英語での業務が自由に行えるよ
うになった。人事面，特に現地人の解雇では，言葉を選び慎重に取り組
み，かなり気を使った。日本企業は訴訟に慣れておらず，懐の甘い東洋
から来たお金持ちの会社と見なされ，訴えられることが多かった。現地
社員の人事の専門家と相談して米国のルールを守りながら，毅然とした
態度で臨んだ。現地人スタッフと頻繁にコミュニケーションを行い，不
平や不満をいちはやく察知して対処するようにした。また，評価等を公
平にすることで，良好な職場環境を作った。結果として，優秀な人材も
集まり，業績も上がった。組織をまとめるためには，英語でのフェアな
交渉力が必要である。
（3）当初，状況や内容が分らない時は，現地人の同僚や部下の助けを求め
た。交渉などで分らない場合は，聞き返しを行い，内容の明確化に努め
た。紛争解決では，証拠に基づいた発言を行う。
（4）TOEICの高得点取得は，昇進への条件である。しかし，ビジネスの現
場は，単にテストの高得点を取る能力では十分でない。どれだけ精密な
英語によるコミュニケーションができるかが大切である。英語力の向上
には多読を勧める。
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５．考察とまとめ
５．
１

CEFR-Jへの示唆

この研究は，CEFR-Jの確立に向けて，これまでの量的なアプローチを補
う上で，質的な調査の先駆けとなるものである。このため，調査人数も少
なく，普遍的な結論を出すことは困難である。しかし，これまでの研究で
明確でなかった事象に関して，様々な示唆を得ることが可能となった。
まず，各被験者への質問結果（1）に関連して，今後の研究手法について
述べたい。吉原ら（2001）が指摘するように，海外に派遣されているビジ
ネスパーソンの間では，英語使用のレベルにかなり差がある。被験者１や
３が報告しているように，中には現地の日経企業への対応が多く，日本語
中心で業務が行われていることもある。また，複雑な業務は，現地のコン
サルタントや弁護士などの専門家に任せ，実際に英語で高度なビジネスを
行うことは多くない。また，被験者４，
５が示唆しているように，長期に渡
り滞在し，現地のスタッフや顧客と実際に交渉しないと，重要な事項に関
する，英語によるビジネスは実行できないという点は重要である。
これらのことから，CEFR-Jの設定のための調査には，TOEIC などの点
数レベルで英語の必要性を検証するだけでは十分でないと思われる。滞
在期間の長さや，業務における英語の必要レベルで，調査対象の被験者
を分ける必要がある。この際，基準として有効なのは，２．４節で提案し
た，英国政府の定義している C １と B ２の到達レベルに対応した日本人学
習者の目標であろう。一つの被験者群として，長期滞在で実際の交渉や会
議をすべて英語で行い，ビジネスの専門的知識の活用も英語で行う者を選
び，CEFR の C １レベルへの調査を行う。また，滞在が短い場合や，重要な
経営判断や交渉については英語を必要としない，あるいは専門家を活用で
きる場合は B ２レベルの調査への被験者として選定すべきであろう。この
際，注意しなければならないのは，先行研究の調査紙法などの検証で課題
として挙げられている Overestimateである。実際はそうでなくても，必要
以上に高いレベルの英語使用機会を報告してしまう危険性である。このこ
とを制御できるような質問紙の開発が必要であろう。
各被験者の報告（2）から得られる示唆は，英語で行うビジネスの文化的
背景の理解の重要性である。これらをまとめると以下のようなものがある。
・
「契約の重要性や訴訟への対応」
（被験者１，３，５）
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・「結果重視のポジティブな態度」
（被験者１，
２，５）
・「責任を持ったデシジョン ･ メイキング」
（被験者２，４）
・「リスク・テイキングと失敗に対する許容」
（被験者１，２）
・
「公平なコミュニケーションと，言葉による適切なフィードバック」
（被験者２，
５）
いずれも通常の日本におけるビジネス文化とは異なり，英語を使用する
際の重要な背景知識として認識しておかなければならない。これらは一
般的に異文化ビジネスの研究で報告されている事象でもある（例

海野，

2002）
。しかし，実際の英語使用の局面でこれらの文化的側面が言葉の使
用にいかなる影響を与え，それがどのように適切な英語表現と結びつくの
かについての検証はほとんど行われていない。職種やビジネスの内容に
よって異なるものもあるだろうが，この研究結果で提示された文化的問題
は，一般に普遍性があるように思われる。今後，多くの被験者の実体験に
基づく，これらのコンテクストに付随した英語使用に関するインタビュー
や，可能であれば現場での録音などを行い，より綿密な調査が必要であろ
う。EU などヨーロッパのキリスト教文化圏では，ある程度共通の認識も
あり，敢えて取り上げる必要がないものもあろう。しかし，アジア，特に
日本の状況は，このような文化的概念とは異なる。CEFR-J を構築する際
は，これらの異文化ビジネスに関する項目を設ける必要があるかもしれな
い。これこそが，岡ら（2008）が提言した「仕事力」に関連する英語力と
密接な関係があるとも考えられる。
５．２

ストラテジー研究への示唆

今回の重要な課題の一つは，日本人ビジネスパーソンの使用する CS 解
明への初期的検証であった。CEFRには，明確にその活用が記載されて
いるが，先行研究では十分調査がされていなかった。本研究の被験者に
よる報告結果（3）に関して，２．２節の表１ Interaction Strategies に提
示した，CEFR の指標に照らし合わせて考察を行う。これらは，Planning，
Execution，Evaluation，Repairというストラテジーの項目である。
まず，Planning に該当するものは，
「交渉においてロジカルに話すこと
を意識する（被験者１）
」
，
「対話のスタイルの違いを意識する（被験者１）」，
「英語交渉のスキルを身に付け，それを使用することに自信を持つ（被験者
２）」
，などがある。これらは実際の英語のインタラクションを行う前に意
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識化を行ったり，情緒的な方略を活用し準備したりするものである。
次に Executionに該当するものは，
「丁寧な表現になるように心がける
（被験者３）
」
，
「自分の意見を伝えるためには，必要な場合は相手の発言を
遮っても自己主張をする（被験者４）
」
，
「状況や内容が分らない時は，同僚
や部下の助けを求めた（被験者５）
」など，実際のインタラクションの最中
に相手と協調したり，協力を求め自分の発言する場を獲得したりする方略
である。
Evaluation としては，
「一番伝えたいことを意識して話す（被験者２）」，
「自分でデシジョンする（被験者２）
」など，対話中に自分の表現をモニ
ターしながら交渉を成功させようという意図的な方略である。
最後の Repairに関しては，次のようなものがあった。「不明慮な点は内
容の明確化に努める（被験者１）
」
，
「沈黙に対する恐怖心があるので黙らな
いようにする（被験者２）
」
，
「抽象的な概念を表現する時は，できるだけ簡
単な英語に分けて言い直す（被験者３）
」
，
「自分の発言が詰まった時，英語
が浮かばない時，フィラーやジェスチャーで間を持たす（被験者４）」，
「相
手の言っていることが不明瞭な時は，相手の言葉を言い換えて確認をとる
（被験者４）
」
，
「交渉などで分らない場合は聞き返し，内容の明確化に努め
た（被験者５）
」
。これらは，インタラクションで問題が起こった時，ある
いは対話が途切れそうな時に，積極的に方略を使って対話の維持に努める
CS である。
以上のように，被験者たちは，CEFRで提示されているようなインタラ
クションのためのストラテジーを効果的に使いながら，英語で交渉を行っ
ていると言える。CEFR-Jの構築に当たっては，これら CS の到達度に関
する項目も加える必要があろう。しかしながら，被験者全員が同じ方略を
使ってはおらず，それぞれ独自の CSを活用しビジネスに従事している。こ
の個人差は，経験によるものなのか，業種，職種によって影響されるもの
なのかについて，今回はサンプルが少なく，確認することはできなかった。
一般的にストラテジーは，個人の特性によって，使いやすいものや，得意
とするものがあると考えられている。今後の研究では，なぜそれぞれが特
定の CS を活用するのか，より多くの被験者を対象とした詳細な調査が必
要である。これらのことが解明できれば，英語教育にとって貴重な示唆が
得られるだろう。
一つの研究の方向性として，国際ビジネスにおける CS に焦点を当てた
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信頼性の高い調査用紙の完成が考えられる。これまでのストラテジー研究
では，Oxford（1990）の構築した SILLが幅広く活用されている。しかし，
これは一般の語学学習を取り扱ったものである。コミュニケーションに関
しては Nakatani（2006）の OCSIがあるが，これはビジネスパーソンを対
象としていない。今後，実際の国際ビジネスに従事している被験者の多量
のサンプルを集め，結果を因子分析などで解析し，信頼性，妥当性の高い
ものを構築していくことは意義がある。このような調査用紙は，日本人の
海外赴任を希望する社会人，及び大学生のビジネス・コミュニケーション
スキルの自己評価に使える。また，各自が英語での交渉における長所，短
所などを把握でき，今後の CSの習得目標の構築にも活用できるであろう。
いずれにせよ，CEFRの中で唱えられている LSや CS の活用に関して，日
本人学習者に対応した質的・量的検証を本格的に行う必要がある。特に，
研究手法の課題として，より多くの質的調査の必要性を考慮すべきである。
国際ビジネスは，内容や質が多岐にわたり複雑である。これらを量的アプ
ローチでまとめる前提となる質的な調査が十分行われているとは言いがた
い。例えば，業種ごとに最低 10 人ほどのインタビューを行い，総勢 100 人
規模の調査を実施し，より綿密な国際英語ビジネスに関する検証が必要だ
と思われる。このような国際ビジネスパーソンのストラテジー使用につい
ての検証は，今後の重要な研究課題となるであろう。
（4）の英語学習への示唆は，被験者によってそれぞれ異なる。これは彼
らの学習経験や体験に基づくと思われる。これまで見過ごされがちであっ
た発音に対する指導を再認識する必要もある。もちろん冠詞などを含めた
文法知識の習得も，国際ビジネスに向けた英語学習には有効であろう。興
味深い点として，異文化だけでなく，日本の知識，常識，文化などを身に
付ける大切さを指摘している被験者もいる（被験者４）。これは，寺内ら
（2008）の研究でも示唆されていることであるが，高度な外国語のスキル
を身につけるためには，自国の言葉や文化についても十分把握していなけ
ればならないのかもしれない。
TOEIC の結果は，資格として重要視しているが，それだけで十分だと
は考えていない（被験者２，
５）
。実際のビジネスのコンテクストにおいて
使えるような，実践的コミュニケーション力が望ましいと考えている（被
験者１，
２，
５）
。これに対してどれだけ応えられるかは，今後の大学英語教
育の課題であろう。いずれにしても，国際社会で活躍する，より多くのビ
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ジネスパーソンから，今後の教育に関する示唆を直接話してもらう機会を
持つことは重要な課題と考える。

【注】
１）Council for Cultural Co-operation Education Committee Modern Languages
Division, Strasbourg（2001）Common European Framework of Reference
for Languages: Learning, teaching, assessment. Cambridge: Cambridge
University Press.
２）英国では移住・労働の条件として一定の英語力を満たすことを義務づけてい
る。UK Home Office の UK Border Agency では，受入れの各資格のそれぞれ
に CEFR のレベルを明記している。http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/
３）１）の p.1 に以下のような既述がある。
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An Interview Study of English Levels in
International Business Contexts: An Initial
Qualitative Data Analysis for CEFR-J
Yasuo NAKATANI
Abstract
The Common European Framework of Reference for Languages
（CEFR）has been used for the instruction and assessment of foreign
languages in many countries. It is regarded as the useful guideline to
describe achievements of learners of foreign languages across Europe. As
the Reference Levels of CEFR was developed by focusing on European
languages, it seems to be difficult for Japanese EFL teachers to introduce
CEFR as it is. Thus, the applicability of CEFR-J which is the modified
version for Japanese EFL learners has been explored. In particular,
researchers claim that it is necessary to develop the precise descriptions
aiming at the Proficient User Levels such as C1: Effective Operational
Proficiency and C2: Mastery. However, little research has investigated to
identify the specific features of proficient users by the direct research
method such as interviews. This study investigated how international
business persons recognize the required levels of English for business
purposes. Five well-experienced international business experts were
interviewed to investigate the use of relevant skills and communication
strategies to enhance their business negotiation. The results indicate that
they tend to use advanced strategies for maintaining and developing
their interaction. It is important to conduct more qualitative research as
well as quantitative research regarding international business contexts in
order to develop the relevant descriptor for C1 and C2 levels of CEFR-J.
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小、中、高、大の一貫する
英語コミュニケーション能力の
到達基準の策定とその検証
中間シンポジウム
平成20年度〜平成23年度
科学研究費補助金研究：基盤研究（A）
研究課題番号 20242011
中間シンポジウム
２０１０年３月１５日（月）
明治大学駿河台キャンパス アカデミーコモン

研究の経緯
• 平成16‐19年度基盤研究(A)（課題番号：16202010；
代表：小池生夫）からの継続研究
• 問題意識：
– グローバル化の中での英語教育のあり方
– 日本の英語教育の現状把握と構造改革
– 一貫した英語力到達目標の研究の必要性
– CEFR の影響と評価
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小池科研の成果（１）
• 到達すべき英語力指標に関する大規模調査：
– 小学校英語教育（特区90校、研発26校、英語教育推
進校22校）
– 中高一貫教育校（151校）
– SEL-Hi 実態調査（51校）
– 特色ある大学教育支援プログラム、現代GP、COE関
係調査（6校）
– 企業が求める英語力調査（約7000名）

小池科研の成果（２）
海外調査：
• 欧州
– Cambridge UCLES
BBC World Service
– British Council
European Commission
– Council of Europe
DfES（英国教育技能省）
– CILT (National Centre for Languages)
• フィンランド
• 中国
• 台湾
• 韓国
• シンガポール
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小池科研の成果（３）
• CEFR 日本版作成
• 中国・韓国・台湾・日本の英語教科書の国際比較
• 外部テスト機関の関連資料調査
– CASEC, TOEIC など

• 学生の CEFRを用いた英語運用力自己診断
（早稲田大学）
• 小学校英語の各種分析
• SST Test のコーパスを用いた熟達度分析
• CEFRをめぐる評価研究

小池科研の成果
• 『第二言語習得研究を基盤とする小、中、高、
大の連携をはかる英語教育の先導的基礎研
究』
– 中間報告書（平成１８年６月）：６１８ページ
– 最終報告書（平成２０年３月）：５０８ページ
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投野科研の目標
• 小池科研から引き継いだ「小中高大の一貫した
英語コミュニケーション能力の到達指標」の構
築を目指す
– 影響力を増している CEFR の研究と応用
– 日本に適用するための CEFR-J検証版の作成
– 検証版の科学的な検証方法の研究
– 実際の検証と検証結果をもとにしたCEFR-J の改訂
– CEFR-Jを活用した日本人英語学習者の英語力実態把
握
– CEFR-Jの学校現場での応用方法の研究

投野科研：４年間の進め方
１年目

CEFR-J 見直し

CEFR資料収集
２年目

CEFR-J 検証版 確定

海外調査
３年目

検証作業

英語力実態調査
４年目

CEFR-J 改訂版

学校現場での活用検討
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尾関直子（明治大学）：第２言語習得研究、学習ストラテジー
金森 強（松山大学）：言語教育政策、カリキュラム・教材開発
川成美香（明海大学）：社会言語学、言語教育政策
笹島 茂（埼玉医科大学）： 言語教育政策、ESP
椎名紀久子（千葉大学）：小学校英語教育、CALL
高田智子（明海大学）：英語教授法、小学校英語教育
高橋美由紀（愛知教育大学）：小学校英語教育、カリキュラム・教材開発
寺内 一（高千穂商科大学）：ESP
中谷安男（東京理科大学）：ESP、国際ビジネスコミュニケーション
中野美智子（早稲田大学）： 言語テスト研究、大学英語教育、教材開発
根岸雅史（東京外国語大学）：言語テスト研究
松井順子（明海大学）：音声学、スピーキング・発音指導
緑川日出子（昭和女子大学）：英語教授法、カリキュラム・教材開発
村野井仁（東北学院大学）：第２言語習得研究

• 研究協力者（２名）：
– 小池生夫（明海大学名誉教授）、林正治（元千葉県教育委員会）

本日のプログラム構成
• 第１部：海外調査報告
（１０：３０−１２：００）
• 第２部：CEFR-J 検証版の作成過程
（１３：３０−１５：００）
• 第３部：CEFR-J 検証方法・今後の予定
（１５：３０−１７：００）
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第１部：海外調査報告
• CEFR の作成・検証方法の資料収集、応用の実態調査

•
•
•
•
•
•
•
•

ケンブリッジ
グラーツ１
グラーツ２
フィンランド１
フィンランド２
スペイン
台湾
香港

根岸雅史（東京外国語大学）
小池生夫（明海大学）
川成美香（明海大学）
尾関直子（明治大学）
高橋美由紀（愛知教育大学）
村野井仁（東北学院大学）
相川真佐夫（京都外国語短期大学）
中谷安男（東京理科大学）

第２部：CEFR-J 検証版作成過程
• CEFR-J 検証版の作製工程の具体的解説

• 全体の進捗状況

投野由紀夫（東京外国語大学）

• Pre-A1レベルの作成工程

相川真佐夫（京都外国語短期大

学）

• A 〜 B レベルの作成工程

緑川日出子（昭和女子大

学）

• Cレベルの位置づけ

寺内一（高千穂大学）

• Tony Green 氏のセミナー

高田智子（明海大学）

• 書き直し作業と集約

根岸雅史（東京外国語大
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第３部：検証方法・今後の予定
• CEFR-J の検証方法の紹介と今後２年間の計画

• 検証フェーズの全体像 投野由紀夫（東京外国語大学）
松井順子（明海大
• Descriptor の sorting exercise
学）

• 学習者による自己評価 ＆ 教員による学習者評価
中野美智子（早稲田大学）

• 実際の performance との関連
根岸雅史（東京外国語大学）

• 学習者コーパス（EP 含む）による検証
投野由紀夫（東京外国語大学）

• 学校での試行調査
高橋美由紀（愛知教育大学）

• まとめ：今後の展望と課題 投野由紀夫（東京外国語大学）

第１部：
CEFRに関する海外調査報告
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第２部：
CEFR-J 検証版の作成過程

CEFR-J の位置づけ
これは変更しない
C2: Mastery

全体表に補足する
具体例の descriptor
を日本式に変える

日本の現状に
即して
具体化する

C1: Effective Operational
Proficiency

全
B2: Vantage
B1: Threshold

体
日本の現状に
即して
具体化する

の
表

A2: Waystage

日本の現状に
即して
具体化する

A1: Breakthrough
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この
階段の
検証を
独自に
行う

第３部：
CEFR-J検証方法と今後の計画

Draft descriptor の見直し

教員アンケートによるdescriptor 評価

Descriptor の sorting exercise
学習者による自己評価/教員による
学生評価/実際の英語力との相関
学校での予備調査・タスク開発
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学習者コーパスによる検証
投野由紀夫
（東京外国語大学）

学習者コーパスとCEFR
• Cambridge Learner Corpus (CLC)
– 3,500万語、世界最大の学習者コーパス
– Cambridge exam の essay data
– 1,000万語程度にエラータグがついている

• Cambridge ESOL & CUP:
– CLC は A1-A2 レベルのデータが少ない
– English Profile Project でこれを補完することに
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Cambridge English Profile Corpus
•
•
•
•

目標サイズ：1,000万語
話し言葉 (20%) vs. 書き言葉 (80%)
一般的英語 (60%) vs. ESP (40%)
CEFR Level がそれぞれのデータに付与

• Criterial features: そのレベルを特徴づけるような
production data 中の特定の文法・語彙の出現パ
ターン
• Cambridge では RCEALを中心にcriterial feature
を抽出する研究が開始したばかり

20 Hypothesis testing by Hawkins
•
•
•
•
•
•
•
•

Lexical Choice Errors
Lexical Occurrences: N&V
Lexical Choice Errors: ADJ & ADV
Lexical Occurrences: ADJ & ADV
Verb Co-occurrence Eerrors
Verb Co-occurrence Uses
Infinitival Complement of Verbs: Errors
Number Agreement NP-internally and on
Verbs: Errors
• Missing Determiner Errors
• Determiner Choice Errors

• Word Order Errors: Verb Object
Separation
• Word Order Errors: Genitive Positioning
• Relative Clause Uses and AH
• Relative Clause Errors and AH
• Relative Clause Uses and the Link to the
Subcategorizer (V/be+ADJ)
• Wh-movement Uses and the Link to the
Subcategorizer (V/be+ADJ)
• Tough Movement Uses and the Link to
the Subcategorizer (V)
• Raising Structure Uses and the Link to
the Subcategorizer (V/be+ADJ)
• Overall Error Counts
• Overall Syntactic Complexity Metric
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Lexical Choice Errors

 日本人英語学習者コーパスですでに実態把握している

Lexical Choice Errors in NICT JLE
レベル

品詞

SST 2-3

動詞

SST 4-6

名詞

エラー項目

特徴

v̲agr（主語と動詞の人称・数の一致）

レベル上で消失する

v̲tns（時制）

単純時制の導入時期が早いことの影響
があるためか、単純時制のエラーが
初級者に多く見られる

n̲num(名詞の単複)

名詞の種類が増加すると共に、様々な
名詞のエラーが増える

n̲cnt（可算・不可算名詞の使い分け）

名詞の種類が増加すると加算・不加算
のエラーも増える

n̲inf（活用）

名詞の屈折エラーも名詞頻度と相関

SST 7-9

名詞

n̲lxc（語彙選択）

中・上級になると名詞の使用が豊富にな
り、語彙選択エラーも増える

正用法

動詞

v̲vo（態）, v̲mo（助動詞）,
v̲fin（定形・不定形）

英文をより複雑にする
準動詞的な使い方

v̲fml（動詞の形の選択)

比較的単純だと考えられる言語操作に
エラーが見られる

v̲cmp（動詞の補部）

構造の習得と密接に関係する
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Lexical choice errors

UCLES RCEAL funded project.pdf

Descriptor のテキスト分析の可能性
• European Language Portfolio の A1-C2レベルの
descriptor 2500項目をレベル別にコーパス化
• 各レベル別に用いられている特定の能力指標
の「用語」分析をコーパスで行う。
• それらを日本語のdescriptor と比較し、改善の
ポイントを探る。
• レベル別に用いられている「用語」の妥当性
を検証する。
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Descriptor で使用されている動詞
SP

SI

W

L

R

- describe
- explain
- say (A1/2)
- speculate (B2)
- use
- narrate (B1)
- introduce

- account for
- participate
- agree
- ask
- discuss
- exchange
- express
- say (A1/2)
- speculate (B2)
- use
- introduce
- help
- handle

- express
- summarize
- reply
- report
- open/close (a
letter)
- order
- describe
- discuss
- convey
- copy

- keep up with

- find
- appreciate

- give (all); present (C2)

Production は行為表現が豊富
Comprehension は動詞は固定さ
れていて、目的語に難易度を規
定する語が来る。

- identify; follow; extract (C1)

-understand
- make
(purchases/
transactions)

- write

- listen

- read

Give … presentation(s)

Rehearsed/prepared  clearly [systematically] developed; detailed
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3～4年目の検証フェーズ
• 教員
教員へのアンケート、sorting exerecise
β
Æ 9月までに終えて β版に組み込む
• 2010年下半期：学生による自己評価
Æ 各レベルで比較的大規模に
• 実際の学習者との能力相関
Æ テスト機関とのタイアップも視野に
2011年：Exemplar タスク開発 学校とタイ
• 2011年：Exemplar,タスク開発、学校とタイ
アップしたパイロット試用
Æ 最終提案版を4年終了時に発表

課

題

• 「CEFR
「
準拠
準拠」の言語政策的意味
言語政策的意味
– 「世界標準」は好ましいが、descriptor の検証は世
界的にもまだ今後の研究を待 部分も
界的にもまだ今後の研究を待つ部分も。
– 日本に適用する場合の「味付け」
– CEFRの日本に適用する際の理念や考え方
の日本に適用する際の理念や考え方

• CEFR-Jの「入口」と「出口」利用
– 一般的記述 Æ 「指導」用と「評価」用をしっか
りレベル別に作る必要がある。
– Descriptorの記述
記述 からは、教え方が変わる部分と
からは 教え方が変わる部分と
変わらない部分がある。
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CEFR$ÍÎÏNCambridge ESOL
ExaminationN$ÐÑ5Ò-Ó36*+-Ô3Õ(2010:16)
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CEFR$6ÎÏNIELTSN$ÐÑ
5Ò-Ó36*+-Ô3Õ(2010:16)

CEFR$6ÎÏNTOEFLiBTN$ÐÑ5Ò
-Ó36*+-Ô3Õ(2010:17)
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CEFR$6ÎÏNTOEIC Listening and
ReadingN$ÐÑ5Ò-Ó36*+-Ô3Õ(2010:17)

CEFR$6ÎÏNTOEIC Speaking and
WritingN$ÐÑ5Ò-Ó36*+-Ô3Õ(2010:17)
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香港の現状は？



広東語を常用または理解 95.2%
英語を常用または理解
38.1%
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世論・財界の
反発
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平成21年度投野科研海外調査報告(2010.3.15)
（調査実施者：村野井 仁 東北学院大学）
調査場所： スペイン・バルセロナ市、バレンシア市
調査期間： 2010年2月18日（水）〜2月25日（木）

調査の主なねらい：
①スペイン版European Language Por6olioがどのよ
うに策定され、運用されているのか調査する。
②BAF (Barcelona Age Factor) プロジェクトおよび
CLIL(Content and Language Integrated Learning) の
実施状況調査

調査対象者と主な調査内容
①ダニエル・キャサニィ教授（ポンプ・ファブラ大学）
Daniel Cassany, University of Pompeu Fabra
主な調査内容：スペイン版ELP作成過程（スペイン教育省の委託で2001年からスペイン版
ELP作成のコーディネータ）
②テレサ・アヴェズ教授(バルセロナ大学)
Tereza Avéz, Barcelona University
主な調査内容：カタルーニャ自治州におけるスペイン版ELP使用状況およびバルセロナ年齢
要因研究プロジェクト(Barcelona Age Factor/ BAF Project)
③マリア・ヘースス・フリホル氏（バレンシア州教育委員会）
María Jesús Frigols, The Valencia Board of EducaUon
主な調査内容：バレンシア自治州におけるスペイン版ELP使用状況および内容言語統合学
習(Content Language Integrated Learning/ CLIL)による言語教育の実態
④デイビッド・マーシュ（ユバスキラ大学・バレンシア教育委員会）
David Marsh, University of Jyväskylä, The Valencia Board of EducaUon
主な調査内容：CLILによる言語教育の実態およびその効果研究
⑤ラクイル・ソリベズ教諭（カミナス中等学校、ELP実験校）Raquel Sorribes
主な調査内容：バレンシア自治州におけるスペイン版ELP使用状況
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.

スペイン版ELP(European Language Por6olio)の
策定過程と特徴 (Prof. Cassany)
1. 2001年から2002年にかけて、ELPのCAN DO descriptorsを5名の
コーディネータがスペインの言語教育状況に合わせて修正。
2. スペイン版ELP導入の目的は、自律的で、能動的でそして学習法
および文化的言語的相違について意識の高い学習者を育てるこ
とおよび言語教師の意識を変えること。
3. スペイン版ELPの特徴として、外国語としての言語教育であること
を考慮した記述が多い。特にAレベルの能力記述は教室に合わ
せたものになっている(In class, …, … with classmates…)。

スペイン版ELP
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.

スペイン版ELP

スペイン版ELP
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４．スペインの多言語状況（スペイン語、カタルーニャ語、バレンシ
ア語、ガリシア語、バスク語）を反映した構成になっており、複
言語主義を進めることをねらっている。
５．スペイン版ELPのTeaching Guideには、言語活動の例まで組み
込まれている。
６．2002年から2003年にスペイン版ELPの検証として、12名の言語
教師に使用してもらい、記述の修正を行った。言語テストを
行ってそのスコアとの相関をチェックするなどの検証は行って
いない。検証に1年をかけ、その後Council of Europeから、認証
を受けた。
７．ELP普及のために、コーディネータたちが２年間に渡り、セミ
ナー・研修会をスペイン全土で行った。（英語教師への浸透度
は60〜70％）

スペイン版ELPの運用状況
• 実験校では、英語、スペイン語、フランス語、カタルー
ニャ語、バレンシア語の教師が到達目標設定のために
活用。ELPによって生徒の自律的学習と教師間の協同的
話合いが促される。
• 一般校の言語教師のELPへの関心はそれほど高くない
が、英語教科書のレベル表記はCEFRに基づいている（教
科書の出版社はUK）
• 運用上の最大の問題は、能力測定評価方法が確立され
ていないこと。
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BAF（Barcelona Age Factor) Project
• 1995年初等学校における英語教育開始が6年生（11
歳）から3年生（8歳）に引き下げられた。
• バルセロナ大Carmen Muñozを中心に1,928名の被験
者に対して大規模調査を実施
• 200時間、416時間、727時間の3つの学習時間ごと
に、dictaUon, Cloze, Listening, grammar, wrifen
composiUon, oral narraUve, oral interview, phoneUc
imitaUon, phoneUc discriminaUon, role playを測定・比
較し、11歳開始生徒の学習の速さなどの優位性を報
告。
• 現在は、インプットの質・量とL2発達の関係を調査

CLIL (Content and Language Integrated Learning)
CLILとは以下の特徴を持つ
• 内容、言語、学習スキルを教える。
• 特定の教科に焦点を絞る(イマージョンとの違い)
• 使いながら身につける
• クリティカル・シンキングを育てる
• 協同学習を重視する
• 生徒の自信(self‐esteem)を高める。
• サイバー世代の生徒たちの情報リタラシを最大限に活用
• バレンシア自治州の例
– バレンシア語によるCLILでは週2時間、科学の時間をCLILで行い、これを6年
間継続している。
– 英語でのCLILは、「フランス革命」、「火山」などの特定のテーマについて5時
間程度の単元（unit）で行っている。
– 職業学校(vocaUonal schools)での導入も進んでいる。
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Comenius Course: State‐of‐the‐Art CLIL
• EUの生涯学習プログラムの一環として、バレンシア自治
州教員研修センター(Teachers Resource Center, CEFIRE:
Centre de Formacio, Innovacio I Recursos EducaUus,
Generalitata Valenciana)で2月22日から26日までの5日間
CLILの教員研修会(Comenius Course)が開催された

• EU各国から派遣された教員25名が参加（スペイン、イタ
リア、ギリシャ、フィンランド、ドイツなど15カ国）
• コーディネータはフィンランド、ユバスキラ大のDavid
Marchとバレンシア自治州教委のMaria Jesus Frigols

参考文献
• Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, España. Teaching
Guide for the European Language Por5olio for Secondary
Schools.
• Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, España. Language
Passport for Secondary Educa;on.
BAF
• Muñoz, C.(Ed.). (2006). Age and the rate of foreign language
learning. MulUlingual Mafers.
CLIL
• Mehisto, P., Marsh, D. and Jesús Frigols , M. (2009)
Uncovering CLIL: Content and Language Integrated Learning in
bilingual and mul;lingual educa;on. Macmillan
• Ruiz de Zarobe, Y. & Jiménez Catalán (2009). (Eds.). Content
and Language Integrated Learning: Evidence from research in
Europe. MulUlingual Mafers.
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海外調査 台湾調査報告
報告者：相川真佐夫
（京都外国語短期大学）

調査目的
• 台湾の独自の評価基準とCEFの関わりをどうして
いるか、台湾のCEFR事情の政策レベルの調査
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I. 政策レベル
(1)2002年５月、台湾政府が “Challenge 2008 National
Development Plan”を出し、国際競争、生活水準向上、継
続的発展の促進のための計画を進める。その中の目標の
ひとつが国民の英語力の向上、とりわけ、公務員、大学生、
一般教員、英語教員の英語力の向上であった。
(2)2005年、教育部がCEFRを使い、Cambridge Main
Suite, GEPT, IELTS, TOEFL, BULATS, TOEIC, FLPT,
CSEPTとの比較表を作成し、台湾EFL学習の共通の指標
にしようとした。（←これに対し、テスト専門家からは比較
表がevidence-basedではないと批判し、テスト専門家が
調査しはじめる。）

(3)公務員、大学生、一般教員、英語教員の英語力の向上の
具体的数値
・公務員・・・CEFR-A2までに達成すると２ポイント、CEFRB1までに達成すると４ポイント昇格
2007年末までに、40歳以下の18%が最低ラインをクリア
せよ。→報告書入手困難
・大学生・・・卒業要件として目標の設置を各大学に推奨
2007年末までに、一般系大学生の50%がCEFR-B1、職
業系学生の50%がCEFR-A2を達成するように。
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(3)公務員、大学生、一般教員、英語教員の英語
力の向上の具体的数値
• 公務員の英語力
CEFR-A2までに達成すると２ポイント
CEFR-B1までに達成すると４ポイント昇格
40歳以下の18%が最低ラインをクリアせよ
• 大学生の英語力（2007年までに）
卒業条件に指標を設置することを奨励
50%の一般系大学学部卒にCEFR-B1レベルを
50%のT&Vカレッジ卒にCEFR-A2レベルを

• 教師の英語力
30%の小学、中学、高校の一般教師は
B1（GEPT中級）レベルを
45%の小学、中学、高校の英語教師は
B2（GEPT中高級）レベルを
果たして達成しているのか？
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2008年現職教師のGEPT結果
(教育部統計所, 2009)

検定級
１次 高級
中高級
中級
初級
合計
２次 高級
中高級
中級
初級
合計

受験人数 合格者数
210
41 中級以上の合格者
1,777
761 は現職教員20万
人中0.8%
B1
1,666
817
1,214
924
現職教員20万人中、受験者
4,867名は2.5%にあたる。
4,867
2,543
52
16 中級以上の合格者
1,286
631 は現職教員20万
B1
人中0.5%
876
343
857 現職教員20万人中、3,071名は
689
3,071 1.5%にあたる。
1,679

• 現在、英語系教員免許取得要件に中高級をあげている。
• 例）台北市立教育大学（小学教員養成課程）では、次の
内１つを教員免許取得要件としている。
•
GEPT high-intermediate level （中高級）
• TOEFL iBT 79-80, CBT 213
• TOEFL PBT 550以上
• TOEIC 750 以上
• IELTS 6級 以上
• Cambridge Main Suit FCE以上
＝B2レベル
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II. テスト機関の調査
LTTCでは、GEPTとSTEPとの比較を英検と共同
研究
• GEPTのB1がSTEP準２級をカバー
• SETP２級とGEPT中級の１次試験は全体的な難
易度は近い。ただし、合格基準が異なる。リスニ
ングの短い会話、リーディングのパッセージコンプ
リヘンションで有意差が見られる。

• test-oriented ・・・CEFRを言語テストと結びつけ
て利用
• 政府の目標が現実から乖離
• 学習指導要領（内容指標）との関係が希薄
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アルファベットの大文字・小文字、単語のつづ 単語のつづりを１文字ずつ発音されれば、聞 住所・氏名・職業などの項目がある表を埋め 自分について基本的な情報（名前、住所、家
りをブロック体で書くことができる。
いてそのとおり書くことができる。また書いて ることができる。
族など）を辞書を使えば短い句または文で書
あるものを写すことができる。
くことができる。
書
く
こ
と

発
表

簡単な語や基礎的な句を用いて、自分につ 前もって発話することを用意した上で、基礎 基礎的な語句、定型表現を用いて、限られた 基礎的な語句、定型表現を用いて、簡単な情
いてのごく限られた情報（名前、年齢など）を 的な定型表現を用いて、簡単なshow and tell 個人情報（家族や趣味など）を伝えることがで 報（時間や日時、場所など）を伝えることがで
伝えることができる。
をすることができる。
きる。
きる。

基礎的な語句を使って、差し迫った必要性の 一般的な定型の日常の挨拶や季節の挨拶を なじみのある定型表現を使って、時間・日に 家族、日課、趣味などの個人的なトピックにつ
ある領域で、自分の願望や要求を伝えること したり、そうした挨拶に応答したりすることが ち・場所について尋ねたり、答えたりすること いて、（必ずしも正確ではないが）なじみのあ
ができる。
る表現や基礎的な文を使って、質問したり、
や ができる。必要とあれば、自分のほしいもの できる。
質問に答えたりすることができる。
り を指さして、自分の意志を伝えることができ
と る。
り

口頭活動で既に慣れ親しんだ絵本の中の単 ブロック体で書かれた大文字・小文字を識別 日常生活で使われる非常に短い簡単な表現 日常生活でよく目にする店の看板・標識・ポス
語を理解して、絵の中でそれを指すことがで し、音読することができる。
を読み、必要であれば指導者の補助を得たり ターに含まれる簡単な語句や短い文を理解
繰り返し読んだりして、理解することができ
できる。
読 きる。
る。
む
こ
と

PreA1
A1.1
ゆっくりはっきりと話されれば、日常の身近な 英語の文字が発音されるのを聞いて、どの文 当人に向かって、ゆっくりはっきりと話されれ ゆっくりはっきりと話されれば、日常生活に必
単語を聞きとることができる。
字か識別して、指さすことができる。
ば、短い簡単な指示を理解することができ
要な重要な情報（数字、品物の値段、日付、
る。
曜日など）を聞きとることができる。
聞
く
こ
と
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繰り返しや言い換えを交えてゆっくりはっきり
と話されれば、日常生活で起こり得る身近な
トピックにおいて、場所や時間等の具体的な
情報を聞きとることができる。

A1.3
繰り返しや言い換えを交えてゆっくりはっきり 繰り返しや言い換えを交えてゆっくりはっきり
と話されれば、自分になじみのない文化的行 と話されれば、作業（料理、工作など）の指示
事や習慣などに関する説明の概要を理解す を、視覚で確認しながら聞いて理解できる。
ることができる。

ごく身近なトピック（趣味・スポーツ・部活動な
ど）について、相手が繰り返し、言い換えをま
じえて、ゆっくりとはっきり話してくれれば、簡
単な質疑応答ができる。

簡単な語や基礎的な表現を用いて、身近なこ 簡単な語や基礎的な表現を用いて、身近な
と（好き嫌い、家族、学校生活など）について 事柄についての簡単なハガキ、メッセージ
短い文章を書くことができる。
カード、短いメモなどを書ける。

自分の経験について、辞書を用いて、短い文 趣味や好き嫌いについて複数の文を用いて、
章を書くことができる。
簡単な語や基礎的な表現を使って書くことが
できる。

簡単な語や基礎的な句を限られた構文に用 簡単な語や基礎的な句を限られた構文に用 簡単な語や基礎的な句を限られた構文を用 簡単な語や基礎的な句を限られた構文を用
いて、限られた身近なトピックについて簡単な いて、日常生活における物の簡単な描写が いて、複数の文で、限られた身近なトピックに いて、複数の文で、日常生活に関する簡単な
意見を言うことができる。
できる。
ついて簡単な意見を言う。
事実を描写できる。

限定的なレパートリーの表現を用いて、基本 スポーツ、食べ物、好き嫌いなどのなじみの 限られた範囲の表現を用いて、誘ったり、誘
的な日常のやりとりにおいて単純に応答する あるトピックに対して、はっきりと話されれば、 いを受けたり、断ったりすることができる。
ことができる。
限られたレパートリーの表現を使って、簡単
な意見を交換できる。

ファーストフード・レストランの、絵や写真がつ 旅の思い出などが書かれた非常に短い簡単 簡単な語を用いて書かれた、スポーツ・音楽・ 簡単な語を用いて書かれた物語を、イラスト
いたメニューを理解し、選ぶことができる。
な手紙や葉書、メールなどの身近な人からの 旅行など個人的な興味のあるトピックに関す や写真も参考にしながら理解することができ
非常に短い簡単な近況報告を理解すること る文章を、イラストや写真も参考にしながら理 る。
ができる。
解することができる。

A1.2
繰り返しや言い換えを交えてゆっくりはっきり
と話されれば、趣味やスポーツ、部活動など
の身近なトピックに関する短い話を聞いて理
解することができる。

342

前もって発話することを用意した上で、写真
や絵、地図などの視覚的補助を利用しなが
ら、一連の簡単な語句や文を使って、自分の
毎日の生活に直接関連のあるトピック（自分
のこと、学校のこと、地域のことなど）につい
て、短いスピーチをすることができる。
身の回りの出来事や趣味、場所、仕事などに
ついて、個人的経験や自分に直接必要のあ
る領域での事柄であれば、簡単な描写ができ
る。

前もって発話することを用意した上で、メモを 前もって発話することを用意した上で、写真
見ながら、一連の簡単な語句や文を使って、 や絵、地図などの視覚的補助を利用しなが
短い自己紹介をすることができる。
ら、一連の簡単な句や文を使って、身近なト
ピック（学校や地域など）について短い話をす
ることができる。

日常的・個人的な内容であれば、招待状、私 文と文を and, but, because などの簡単な接
的な手紙、メモ、メッセージなどを簡単な英語 続詞でつなげるような書き方であれば、基礎
で書くことができる。
的・具体的な語彙、簡単な句や文を使った簡
単な英語で、日記や写真、事物の説明文など
のまとまりのある文章を書くことができる。

聞いたり読んだりした内容（生活や文化の紹
介などの説明や物語）であれば、基礎的な日
常生活語彙や表現を用いて、感想や意見な
どを短く書くことができる。

前もって発話することを用意した上で、メモの
助けがあれば、一連の簡単な語句や文を
使って、意見や行動計画を、理由を挙げて短
く述べることができる。

firstやthen, nextといった簡単なつなぎ言葉を 絵やものなどの補助があれば、基本的な情 簡単な英語で、ゆっくりとはっきり話されれ
予測できる日常的な状況（郵便局・駅・店な
使って、道案内をすることができる。
報を伝え、それについて簡単な意見交換する ば、意見や気持ちをやりとりして、賛成や反対 ど）ならば、広範囲の簡単な語や表現を用い
ことができる。
などの自分の意見を伝えることができる。
てやり取りができる。

簡単な英語で表現されていれば、旅行ガイド 生活、趣味、スポーツなど、日常的なトピック
ブック、レシピなど実用的・具体的で内容が予 を扱った文章の要点を理解したり、必要な情
想できるものから必要な情報を探すことがで 報を取り出したりすることができる。
きる。

A2.2
ゆっくりはっきりと話されれば、自分自身や自 ゆっくりはっきりと話されれば、（買い物や外 ゆっくりはっきりと話されれば、スポーツ・料理
分の家族・学校・地域などの身の回りの事柄 食などで）簡単な用をたすのに必要な指示や などの一連の行動に関する指示を聞いて理
に関連した句や表現を理解することができ
説明を理解することができる。
解し、指示通りに行動することができる。
る。

簡単な語を用いて学習目的に書かれた人物 簡単な語を用いて書かれた物語や伝記など
描写、場所の説明、日常生活や文化の紹介 を理解することができる。
などの、説明文を理解することができる。

A2.1
ゆっくりはっきりと話されている、公共の乗り
物や駅や空港の短い簡潔なアナウンスを理
解することができる。
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自分に直接関わりのある環境（学校、職場、 身近な状況で使われる語彙・文法を用いれ
地域など）での出来事を、身近な状況で使わ ば、筋道を立てて、作業の手順などを示す説
れる語彙・文法を用いて、ある程度まとまりの 明文を書くことができる。
あるかたちで、描写することができる。

新聞記事や映画などについて、専門的でない
語彙や複雑でない文法構造を用いて、自分
の意見を含めて、あらすじををまとめたり、基
本的な内容を報告したりすることができる。

物事の順序に従って、旅行記や自分史、身近
なエピソードなどの物語文を、いくつかのパラ
グラフで書くことができる。また、近況を詳しく
伝える個人的な手紙を書くことができる。

使える語句や表現を繋いで、自分の経験や 自分の考えを事前に準備して、メモの助けが 短い読み物か短い新聞記事であれば、ある 自分の関心事であれば、社会の状況(ただし
夢、希望を順序だて、話しを広げながら、ある あれば、聞き手を混乱させないように、馴染 程度の流暢さをもって、自分の感想や考えを 自分の関心事）について、自分の意見を加え
程度詳しく語ることができる。
みのあるトピックや自分に関心のある事柄に 加えながら、あらすじや要点を順序だてて伝 てある程度すらすらと発表し、聴衆から質問
ついて語ることができる。
えることができる。
がでれば相手に理解できるように答えること
ができる。

駅や店などの一般的な場所で、間違った切符
の購入などといったサービスに関する誤りな
どの問題を、自信を持って詳しく説明すること
ができる。相手が協力的であれば、丁寧に依
頼したり、お礼を言って、正しいものやサービ
スを受けることができる。

ゲームのやり方、申込書の記入のしかた、も インターネットや参考図書などを調べて、文章 平易な英語で書かれた物語文を、語注や辞
のの組み立て方など、簡潔に書かれた手順 の構成を意識ながら、学業や仕事に関係ある 書を用いれば物語の筋を理解することができ
を理解することができる。
情報を手に入れることができる。必要であれ る。
ば時に辞書を用いて、図表と関連づけながら
理解することができる。

身近なトピック（学校・趣味・将来の希望）につ 個人的に関心のある具体的なトピックについ 病院や市役所といった場所において、詳細に
いて、簡単な英語を幅広く使って意見を表明 て、簡単な英語を多様に用いて、社交的な会 また自信を持って、問題を説明することがで
し、情報を交換することができる。
話を続けることができる。
きる。関連する詳細な情報を提供して、その
結果として正しい処置を受けることができる。

学習を目的として書かれた新聞や雑誌の記
事の要点を理解することができる。

B1.1
B1.2
はっきりとなじみのある発音で話されれば、 はっきりとなじみのある発音で話されれば、自 標準的な速さの録音や放送（天気予報や空 はっきりとなじみのある発音で話されれば、身
（学校の宿題、旅行の日程など）明確に事実 分の周りで話されている長い議論の要点を理 港のアナウンスなど）を聞いて、自分に関心 近なトピックに関するラジオの短いニュースな
を伝えるメッセージの要点を理解することがで 解することができる。
のある、具体的な情報の大部分を聞き取るこ どを聞いて、要点を理解することができる。
きる。
とができる。
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自分の専門分野や関心のある事柄であれ
ば、複雑な内容を含む報告書や論文などを、
原因や結果、仮定的な状況も考慮しつつ、明
瞭かつ詳細な文章で書くことができる。

自分の専門分野であれば、メールやファック
ス、ビジネス・レターなどのビジネス文書を、
感情の度合いをある程度含め、かつ用途に
合った適切な文体で、書くことができる。

そのトピックについて何か自分が知っていれ
ば、多くの情報源から統合して情報や議論を
整理しながら、それに対する自分の考えの根
拠を示しつつ、ある程度の結束性のあるエッ
セイやレポートなどを、幅広い語彙や複雑な
文構造をある程度使って、書くことができる。

要点とそれに関連する詳細の両方に焦点を
当てながら、流暢にプレゼンテーションがで
き、また、あらかじめ用意されたテキストから
自然にはなれて、聴衆が興味のある点に対
応してプレゼンテーションの内容を調整し、そ
こでもかなり流暢に容易に表現できる。

ある視点に賛成または反対の理由や代替案 ディベートなどで、そのトピックが関心のある
などをあげて、事前に用意されたプレゼン
分野のものであれば、論拠を並べ自分の主
テーションを聴衆の前で流暢に行うことがで 張を明確に述べることができる。
き、一連の質問にもある程度流暢に対応がで
きる。

感情や体験の微妙なニュアンスを表現するの
でなければ、重要点や補足事項の詳細を適
切に強調しながら、筋道だった議論を展開し
つつ、明瞭で結束性の高いエッセイやレポー
トなどを、幅広い語彙や複雑な文構造を用い
て、書くことができる。

ディベートなどで、社会問題や時事問題に関
して、補助的観点や関連事例を詳細に加えな
がら、自分の視点を明確に展開することがで
き、話を続けることができる。

なじみのあるトピックについて、読んだり聞い 母語話者同士の議論に加われないこともある 一般的な分野から、文化、学術などの、専門 幅広い慣用表現を使って、雑誌記事に対して
たりしたことの要点について議論することがで が、自分が学んだトピックや自分の興味や経 的な分野まで、幅広いトピックの会話に積極 意見を交換することができる。
きる。
験の範囲内のトピックなら、抽象的なトピック 的に参加し、自分の考えを正確かつ流暢に
であっても、議論できる。
表現することができる。

現代の問題など一般的関心の高いトピックを 難しい部分を読み返すことができれば、自分 記事やレポートなどのやや複雑な文章を一読 自分の専門分野の論文や資料から、辞書を
扱った文章を、辞書を使わずに読み、複数の の専門分野の報告書・仕様書・操作マニュア し、文章の重要度を判断することができる。綿 使わずに、必要な情報や論点を読み取ること
視点の相違点や共通点を比較しながら読む ルなどを、詳細に理解することができる。
密な読みが必要と判断した場合は、読む速さ ができる。
ことができる。
や読み方を変えて、正確に読むことができ
る。

B2.1
B2.2
標準的な速さの標準英語で話される、母語話 トピックが身近であれば、長い話や複雑な議 非母語話者への配慮としての言語的な調整 自然な速さの標準的な英語で話される、社会
者同士の会話（テレビ、映画など）の要点を理 論の流れを理解できる。
がなされていなくても、母語話者同士の多様 的なトピックや専門的なトピックについて、話
解できる。
な会話の流れ（テレビ、映画など）についてい し手の意図を理解できる。
くことができる。
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C2
生であれ、放送されたものであれ、母語話者
の速いスピードの発話でも、話し方の癖に慣
れる時間の余裕があれば、どんな種類の話し
言葉も難無く理解できる。

抽象的で、構造的にも言語的にも複雑な文
章、例えばマニュアル・専門的記事・文学作
品のテクストなど、事実上あらゆる形式で書
かれた英文を容易に読むことができる。

いかなる会話や議論でも無理なくこなすこと
ができ、慣用表現、口語体表現をよく知って
いる。自分を流暢に表現し、細かい意味の
ニュアンスを正確に伝えることができる。表現
上の困難に出会っても、周りの人に気づかれ
ないように修正し、うまく繕うことができる。

状況にあった文体で、はっきりと流暢に記述・
論述ができる。効果的な論理構成によって聞
き手に重要点を把握させ、記憶にとどめさせ
ることができる。

明瞭で流暢な文章を適切な文体で書くことが
できる。効果的な論理構造で事情を説明し、
その重要点を読み手に気づかせ、記憶にとど
めさせるよう、複雑な手紙、レポート、記事を
書くことができる。仕事や文学作品の概要や
評論を書くことができる。

C1
構成が明瞭でなく、関係性が暗示されている
だけの、明示的でない発話や、長い話でも理
解できる。特別に努力しないでもテレビ番組
や映画を理解できる。

長い複雑な事実に基づくテクストや文学テク
ストを、文体の違いを認識しながら理解でき
る。自分の関連外の分野での専門的記事や
長い技術的説明書も理解できる。

言葉をことさら探さずに流暢に自然に自己表
現ができる。社会上、仕事上の目的に合った
言葉遣いが、意のままに効果的にできる。自
分の考えや意見を正確に表現でき、自分の
発言を他の話し手の発言にうまくあわせるこ
とができる。

複雑なトピックを、派生的問題にも立ち入っ
て、詳しく論ずることができ、一定の観点を展
開しながら、適切な結論でまとめ上げることが
できる。

いくつかの視点を示して、明瞭な構成で、か
なり詳細に自己表現ができる。自分が重要だ
と思う点を強調しながら、手紙やエッセイ、レ
ポートで複雑な主題について書くことができ
る。読者を念頭に置いて適切な文体を選択で
きる。

