
発話テストにおけるコミニケーション能力の測定  

Ⅰ．妥当性について  

西村 よしみ  

妻  旨  

筑波大学留学生教育センターでは、日本語学習者の発話能力を通じてコミニケーショ  

ン能力を測定する方法を検討中である。本稿では、現在実施している発話テストの理  

論的背景を探り、今後の発話テストの充実のための一つの準備段階としたい。  

〔キーワード〕 発話テスト コミニケーション能力 信頼性 妥当性 評価表  

1．はじめに   

当センターで、現在使用している初級日本語教科書rNewFunetionalSituationalJapaneseVol．  

1－3J（以下rNSFj）1）は、「伝達能力と言語能が）バランスのとれた日本語能力の養成」を目標  

としている。FNSF』のシラバスは、文法だけでなく、場面・機能・タスクなど多元的なシラバ  

スによって構成され、大学生活を中心に設定し、できるだけ自然な日本語で記述したモデル会話を  

日本語のコミニケーション場面のサンプルとして各課に提示している。一方、rNSF』を使用す  

る以前は、rきそにほんご会話』（1985）を使用し、オーディオ・リンガル法に基づいた文法シラバ  

スを中心とした日本語能力の養成を目指していた。rNS F』は、言語形式に関する知識だけでは  

言語使用の場でコミニケーションできないという認識にたち、言語使用、つまりコミニケーション  

の習得をその目的としている。   

教科書あるいは教授法を変えたことによって学生のコミニケーション能力3）に差が見られるかと  

いうことは、教師として常に関心のあるところである。また、rNSF」を使用した場合には、当  

然コミニケーション能力が伸びているはずだと期待している。この期待を検証しなければならない  

のだが、コミニケーション能力の何をどのようにして測定するのかという研究はまだ行われていな  

い。この数年、コミニケーション能力を目指した日本語教育ということが叫ばれているが、日本語  

教育では、その研究は緒についたばかりである。コミニケーション能力の研究は、形態・統語的研  

究、すなわち、言語能力に関する研究に比べるとはるかに立ち遅れている。  

日本語コミニケーション能力の記述には、二つの方法がある。一つは、日本人のコミニケーション  

場面を記述し、外国人のコミニケーションとの違いを検討していく。二つ目は、テストという実際  

の言語使用場面からサンプルを選んで能力を測定し、コミニケーション能力のプロフィールを記述  

する方法である。本稿では、後者の方法、つまり、発語テストによるコミニケーション能力の測定  

について概観する。  
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rきそにほんごかいわ」を使用していた1987年から、発話テストを行い、学生の発話能力の測定  

を行っていた。又、文法・聴解・読解力に関する測定と評価は、クイズやテストという形式で行わ  

れ、その評価の分析は、評価グループから報告されている。また、発話能力の測定と評価について  

も、本間（1989）、栃木（1990）、桜井（1990）の諸報告4）がある。これらは、発話能力をいかに客観的  

に測定するか、あるいは評価基準をどのように設定するか等について、発話テストの録音データを  

基に定量的に分析したものである。これらのものは、当センターでの発話テストの経緯を伝える報  

告として貴重なものである。  

2．コミニケーション能力とは   

コミニケーションとは、通常、複数の人間の間で、文字、記号、音声などの手段を使って、情報、  

感情、思考を伝達する言語的・非言語的な相互行為と考えられる。言語的な観点からみれば、「話す・  

聞く・書く・読む」の4つの技能を使って、産出あるいは受容する人間の相互作用によってコミニ  

ケーションが成立する。   

コミニケーションを成り立たせるための能力はどのようなものであるについての記述は、難しい。  

誰が誰をどのような状況、あるいは条件のもとで、コミニケーシ才ンを行ったのか、つまり、話し  

手、聞き手の社会的地位、年齢、話題を考慮しながら適切な言語スタイル、レジスター等の選択を  

行ってコミニケーションを行わなっているからである。   

このようにコミニケーション能力の記述が複雑、多岐に渡っていることで、その具体的な十分に  

記述されていないが、以下、コミニケーション能力についての研究を概観してみる。  

1970年代になってから、Hymes（1971）によって、Chomskyの言語能力（Competence）に対立  

した概念によって、英語のコミニケーション能力の具体的記述が始まった。Hymesは、Chomsky  

のCompetenceとPerformanceの他にCommunicatlVeCompetenceという概念を加えた。社会言語学  

の立場にたつHymesには、言語能力の潜在的な知識だけでなく、言語の使われ方の能力という観  

点からの分析が不可欠だと考えたからである。CommunicativeCompetenceの内容として、  

1）formlypossible  

2）feasible  

3）appropriate  

4）somethingdone，aCtuallyperformed  

の4つをあげている。   

最近のコミニケーション能力（CommunicationCompetence）の研究では、CanaleandSwain  

（1983）は、「コミニケーションを行うときに要求される潜在的な知識体系とスキル」と定義し、  
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更に、コミニケーション能力と実際的なコミニケーション（ActualCommunication）を区別し、「現  

実にコミニケーションのやりとりのときにこの知識とスキルのコミニケーション能力が関係する。」  

と記している。ここでいう、知識とは、意識的・無意識的に持っている言語についての知識、ある  

いはコミュニカティプな言語使用における側面で、スキルとはこの知識を現実のコミニケーション  

場面で実現するための能力である。図式化すると下図のようになる。  

Aclual performance 

Skills   

knowledge  

【図1】   

更に、このコミニケーション能力を、次の4つに下位能力に分類している。各能力については、  

資料1に細目を載せてあるので参考願いたい。  

1）Gramaticalcompetence  以下 （文法能力）  

音声、正書法、語彙、語形規則、構文規則などが含まれる。  

2）sociolingulSticcompetence  以下 （社会的言語能力）  

異なる社会言語的なコンテキストにおける適切な社会的な意味の表現と理解ならびに  

異なる社会言語的なコンテキストにおける文法形式の表現と理解。  

3）Discouresecompetence  以下 （談話能力）  

学習者のコミニケーションの目的と興味によって選ばれた音声・文字のジャンルでの  

結束性ヤー貫性。  

4）strateglCCOmpetertCe  以下（ストラテジー能力）  

ストラテジー能力には、文法的・社会言語的・談話の困難さに対応するストラテジー。   

次にrNS Fjでは、このコミニケーション能力をどのようにして養成しているのかを見てみよ  

う。  

FNSF上の「会話ノート」では、各場面でコミニケーションを行う際に必要となる知識的なもの  

（GeneralImformation）と、言語スキルをストラテジーとして説明している。また、「文法ノート」  
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では、各課のモデル会話に提示される形態的・統語的な規則を教育的な配慮にたって選択・順序付  

けを行い説明を行っている。CaJle＝をSwainの言う「文法能力」と「談話能力」の一部を「文法ノー  

ト」でカバーしていることになる。以下のものは、rNSF』各課の「会話ノート」で説明されて  

いる言語機能のリストである。資料作成にあたっては、下図のような分類を試みた。なお本稿作成  

時点では、試作版10課までが出来上がっていたのでデータベースには、10課までしか人力していな  

い。後半の課は、手計貴で下の機能分類の出現度を計算した。  

1．コミニケーションの内容に関する機能   

100 情報伝達を主とした機能   

200 知的態度を表現したり尋ねたりする機能   

300 感情的な態度を表明したり求めたりする横能   

400 道義的態度を表明したり決めたりする機能   

500 相手の行動を促す機能  

600 社交的横能  

Ⅱ．コミニケーションの展開に関する機能   

700 会話の展開に関する横能  

臥 その他   

800 電話  

この8つのカテゴリーが各課にどのように提出されているかを見ると、下の図のようになる。  

（単位100番）  
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FNSFJの特徴は、言語能力の養成だけでなく、  

1）コミニケーションの展開に関するスキルの養成練習が多い。  

2）社交的な機能を重視している。  

3）日本社会でコミニケーシ ョンを行う場合不可欠な人間関係に関しての記述とスキルの  

養成練習を行っている。  

ことがあげられる。つまり、Canel＆SwaiTLの分類であげられている、SociolinguisticCompetemce  

とStrategicCompetenceの能力の養成が重視されていることになる。   

次節では、このようなコミニケーション能力をどのように測定するかということに関して、考察  

していくことにする。  

3．発話能力を測定する目的   

テストは、あくまでもテストである。実際の場面での言語運用とは異なる。限られた時間、限ら  

れた質問項目などの発話テストで学習者のコミニケーション能力を測定できるのかということは、  

常に問題である。定量的なデータが得られる文法の客観テストでさえ、信頼性、妥当性について繰  

り返し検証が行われ、学習者の日本語能力を正確に把握することに近づこうとしている。発話テス  

トに対しては、「主観的な評価に頼らなければならない発話テストを数値化する必要があるのか。」  

という意見や、「最初の1、2分の印象で学生の話言葉の力はだいたい分かる。インタビューなど  

する必要はない。」という意見もある。確かに、熟練教師の経験と勘は、学習者の日本語能力を的  

確に評価していることが多い。だが、学習者から自分の話す力がどのくらいか、あるいは、数カ月  

前と比べて話す力が伸びてきているのか知りたいという希望がある。文法のテストであれば、テス  

トの点数を見せることによって他との比較もできるし、学習の成果を見ることもできる。このよう  

な学習者に「話す力が伸びてきたね。」というコメントだけでは、本当に伸びているのかを納得さ  

せられる根拠はない。   

表1は、客観テストと主観テストを比較したものだが、主観テストにどのようにして客観性をも  

たせるかは、難しい問題である。だが、主鱗テストの信頼性、妥当性を検討することにより、かな  

り学習者の発話能力を正確に測定できると着える。そのためには、まず、いかにして学習者の発話  

能力を数値化するかということが問題となる。  
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客 較 テ ス ト   主 観 テ ス ト   
（文法・語彙・聴解・読解テスト等）   （記述・発話テスト）   

客観的に正誤の判定が可能   客観的に正誤の判定が不可能   

項目数が一定で被験者は解答すること  与えられた課題に対して解答するこ   
が求められている   とが求められているが、解答の質お  

よび量は一定でない   

正答した項目が得点となる   評価者の段階評価が与えらる  

次に、何のために発話テストを行い、評価するのかという我々が行っている発話テストの目的に  

ついて考えてみる。つまり、発話テストの目的によって、テストの作成や評価基準が大きく変わる  

からである。   

英語教育では、TheForeignServicelnstitutelntervleW，TheRoyalSocietyofArtsTestsofOral  

Interaction．TheACTFLOralProficiencyIntervier，などが行われている。これらのインタビュー・  

テストは、資格試験であり、外交官や目標言語を使って働く場合の資格認定のために実施されてい  

るものである。一般にProficlenCyTest（以下能力テスト）と呼ばれているもので、学習したシラ  

バスに関係なく、発話能力の習熟度を測るものである。評価は5段階ぐらいに分けられていて、各  

段階の幅が大きい。   

筆者は、東京で行われたACTFLOPlの講習を受け課題として10人の日本語学習者のインタ  

ビューを行い、録音テープをアメリカに送り、インタビュー方法、評価の適切さをアメリカのOPI  

の評価者に評価してもらったことがある。その際、予備教育の受講者の4人（授業で直接教えたこ  

とがない）インタビューも含めておいた。そのうち3人は、日本語3カ月後、他の1人は、来日前  

に日本語を2年学習した経験あり、かなり日本語でコミニケーションできる学習者であった。評価  

の結果は、中級と上級の下に集中し、アメリカの正式な評価者の評価と一致していた。日本語学習  

3カ月彼の評価であったが、おそらく、6カ月の日本語学習終了後であっても、評価は、同じであ  

ろうと思われた。すなわち、OPIの評価では、短期間の発話能力の伸びを測定し、評価することは  

難しい。   

我々の行っている発話テストは、能力テストではなく、ある期間学習した学習項目がどれくらい  

走者しているかという達成度を測るものである。  

その評価の目的は、以下のようなものである。  

1）きめ細かな評価が学習者にフィードバックされること。  

2）学習者の学習の方向づけを与えたり、学習者の弱いところを強化することができること。  

3）教師には、蓄積されたデータにもとづき比較対照して教育方法やコースデザインなどに  
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フィードバックができること。  

以上のような目的を具体化するための方針として、以下のようなものがあげられる。  

1）評価時点における学習者の発話能力を正しく測定する基準を設定し、その基準に従った評  

価を評価表に記述できなければならない。  

2）スケールの幅（range）は、能力テストの評価幅より細かくとり、発話能力の変化が見ら  

れるようなものを作成する必要がある。  

3）発話テストの内容は、そのコースが設定する全体的なシラバスを反映かつ代表するような  

タスク（課題）を選ばなければならない。   

コミニケーション能力を発話テストで測定できるのという前提にたち、論を進めてきたが、次に  

一般的なテストに関する理論から発話テストを検討する。  

4．発話テスト   

Savingnon（1983）は、“CommunicativeCompetence”において、コミニケーシ ョン能力一般に  

ついて概観した後、テストとは“sampleo‖）ehavior”であるとし、きらに、「テストによって導か  

れるた行動（observerperformance）により、タスクを達成する個人の潜在的な能力（underlying  

competence）が推測される。」と定義している。この定義には、テストの2つの主要な条件が捷示  

されている。一つは、「サンプルすること。」これは、テストの妥当性に関わり、2つ日の「個人の  

潜在的な能力を見きわめること。」は、テストの信頼性に関係する。  

Act11alperiormallCe   

Filter  

Test  

Skills   

Knowledge  

【図3】  
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図3は、コミニケーション能力を図式化した国1に、テストと情意フィルターをつけ加えたもの  

である。各々の知識にスキルが対応している。潜在する知識体系とスキルが課題達成のために活性  

化し、言語使用として観察される。この一連のプロセスがテストと言える。   

テストで測定する場合、次のようなものが評価となって反映される。  

1）能力そのもの  

2）テストに対する受験者の思い込み  

3）評価者の主観  

4）テストの内容や形式の適・不適   

能力そのものを測定するためには、2）－4）の要因をできるだけ取り去り、テストの信頼性を高め  

ることが必要である。特に、発話テストにおいて考慮しなければならない要因として、図3に示し  

た情意フィルターがある。被験者が評価者と対面して発話テストを受ける時、かなり緊張している。  

また、テストの時だけでなく8常生活において、対話者に対する好悪の感情で流暢に話したり、口  

ごもることもある。発話テストにおいては、このような情意フィルターを取り除き、話やすいでき  

るだけ自然の環境を作ることが客観的な評価を得るためのデータには必要であろう。   

更に、テストを行う際の、時間的、評価者の数などのテストの実用性についても考慮しなければ  

ならない。当センターでは、比較的に余裕があり、被験者である学生数も少なく、評価する教師の  

数も足りているが、それでも20数名の被験者に対し、約6時間をかけてテストを行っている。発話  

能力の資格テストでは、数多くの学生を評価しかナればならなし、評価の判定にも時間がかかり、  

評価の信頼性が得られない。そのためには、評価基準が一定で、評価者閤での誤差がない評価基準  

と評価表を作成しなければならない。  

4．1 発話テストの信頼性と妥当性  

信頼性と妥当性は、デストー般を評価する基準と考えられる。「サンプルする」ことが妥当性に、  

「学習者の能力を見きわめること」が信頼性に関与している。だが、発話テストにおける信頼性と  

妥当性とは、何かと問われたとき、明確ではない。表1に示したように、客戟テストと主観テスト  

では、内容や形式が全くことなる。信頼性と妥当性という概念は、あらゆるテスト形式に通用する  

ものであると思うが、客観テストで信頼性や妥当性を検証する方式を、主観テストの検証には採用  

できない。発話テストの信頼性については、次稀で検討するが、以下妥当性について検討する。  

4．2 発話テストの妥当性   

簡単に言えば、妥当性とは「測りたい目的ものを本当に測定しているのか。」ということであろう。  

妥当性の下位分類として、次の4つがあげられる。  

1）表面的妥当性（facevalidity）  
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2）内容的妥当性（contentvalidity）  

3）基準関連妥当性（criterionrelatedvalidity）  

4）構成概念妥当性（construCtValldity）  

以下、個々の妥当性について検討する。  

4．2．1表面的妥当性   

Savingnonによれば、表面的妥当性とは、「被験者、評価者の両者が、合理的、公正かつ適当だ  

と考えるテスト」だと言う。これはかなり、直感的、印象的なものである。我々の場合、カードに  

善かれた文章を音読するという形式を採用したことがあるが、これは漢字の読み能力や単に文字か  

ら音声への変換だけを行っているので意味がないとして1匝lしか採用しなかった。これは、表面的  

妥当性が低いと考えたからである。  

4．2．2 内容的妥当性   

「テスト項目を測定しようとしている内容領域のサンプルと見なしたとき、そのサンプルが全体  

の領域をどれだけ適切に代表しているかという程度」と現代教育評価事典に記されている。実際の  

コミニケーション場面から選択したサンプルタスクがどれだけ適切に全体的なコミニケーション場  

面を網羅し代表しているかということである。テストの内容的妥当性が高くなればなるほど実際の  

コミニケーション場面に近づき、テストというより実生活での言語使用となる。また、第3節で述  

べたように、我々の行っている発話テストは、達成度テストであり、学習項目がどれ〈らい走者し  

ているかを測定するテストである。それ故、コースのシラバスの中からサンプルタスクとしてどれ  

だけ適切に選択しているかと大きく関係する。   

ここで、問題となるのは、サンプルタスクとして適切なものを選びそのコミニケーション能力を  

測定する場合、発話能力、文法能力、談話能力などに分割し、それぞれについて測定したものを総  

合してコミニケーション能力だといえるかどうかである。この点に関しては、011er（1979）が、  

以下の三つの仮説を立て説明している。  

1）DivisibilityIlypothesis  

2）lndivisibilityHypothesis  

3）partialDivISibilityHypothesis  

この仮説を検証しているのがBachmanandPalmer（1983）である。彼らは、読解力と発話力を多  

特性・多方法分析（multitrait－multimethod）によって分析し、DivisibleHypothesisの検証を行っ  

ている。そして、読解力と発話力との相関が高いと結論している。だが、筆者の経験では、読解力  
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はあるが発話能力がないという中国人留学生が多く、Baehman＆Palmerのテストの方法、サンプ  

ルの選定などを検討しなければならないと思う。   

三枝（1987）は「現在では、三つ目の仮説、すなわちFある下位能力を測定するテストは、すべて  

の語学テストに共通する中心的なもの（agemeralfactor）と、それに加えて幾分かの下位能力を測  

定するテストとは共通しない将有なもの（aspecjficfacbr）を含んでいる」が支持されていると  

記している。」   

コミニケーション能力において何が「中心的なもの」であり、何が「特有のもの」であるかとい  

うことの検証は、今後コミニケーション能力の測定をする場合避けることのできない大きな課題で  

ある。  

4．2．3 基準関連書当世   

あるテストの他に、基準となる外的な基準があり、それと相関が高ければ基準関連妥当性が高い  

ということになる。発話テストの他に、文法テストとの相関で妥当性をみることが出来るであろう。   

また、社会言語的な能力や談話能力は、客観テストでも測ることができる。但し、そのテストは、  

知識を測定するのであって、スキルに関しては客観テストで測る方法を見つけるのは難しい。だが、  

外在的基準を何に設けるかによって基準関連妥当性も変化して来る。  

4．2．4 概念■成妥当性   

コミニケーション能力を測定する場合、この安当性はコミニケーション能力の構成要素と関連す  

る。第2節でコミニケーション能力を構成する下位分類として、4つの能力あげた。  

1）Gramaticalcompetence  

2）soeio血卯i5tjccompetence  

3）Discoursecompetence  

4）strategiccompetenee   

発話テストで測定しているも甲と、これらのコミニケーション能力の構成要素がどれだけ関係が  

あるかという程度のことである。  

これは、内容的妥当性と共に発話テストのテスト課題の作成および、評価基準の設定に重要な安当  

性である。  

5，日本話予備教育の留学生に対する発議テスト   

日本語予備教育生に対して1987年より、発話テストを行っている。いろいろな方法や評価を行っ  

てきたが、まだ、当センターの教員が十分納得できるテスト法および評価法ができないのが現状で  

ある。毎回、コミニケーション能力を測定するには、何をサンプルとして選んだらいいかという概  

念妥当性と内容妥当性を求めていろいろな方法を模索してきているということだろう。以下に、現  
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在行っている発話テストについての説明を行う。   

1）インタビューテスト1  

時期：日本語学習200時間後に行う。  

方法：①10枚の絵を見て、学習した文型を表出する。  

② インタビュー  

導入  

共通トピック「日本と自分の国の生活や文化の遠い」  

ロールプレイ   

＊インタビューテストでは、説明、ロール・プレイを2つ入れている。このロール・プレイは、  

ロールカードを複数用意し、学習者の能力をみながらインタビュアーが適当なものを2枚選ぶ。イ  

ンタビュー時間は、20分ぐらいで、評価者は後から音声テープを開いて、評価する。  

ロールカード  例  

1．Askyourfriend，Junkotogowithyoutoamovie．“IndianaJone’sshownat  

Kineka，  

2．SuggestgoingthereonSat11rdayafternoon．  

3．Ca11thetheater（2773）toasktheafternoonshowingtimeaTldthefare，  

4．GivetheinformatiomtoJunkoanddecideontheplaceandthetimetormeet  

her  
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2）インタビューテスト2   

時期：日本語学習400時間後に行う。   

方法：（DlO枚の絵を見て、学習した文型を表出する。  

共通トピック「自分の国、町の説明」  

ロールプレイ  

ロールプレイ  

Itisalmost3：00．YouareinyouracademlC advisor’sroom  

alone， Youradvisortelephoned andsaid，“Ms．Tanakawi11  

COme at 3：00，but the meeting willlast about30more  

minutes．Would you ask her to wait there？”Ms．Tanaka  

COmeS．Givehertheadvisor’smessage．  

3）インタビューテスト3   

時期：日本語学習600時間後   

方法：（D 会話機能表出  

rNSFJで学習した会話機能を20選びだし、コミニケーション場面を英語で説明し  

たものを読み、教師と短い会話を行う。  
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WhatJapaneseexpressionswouldyouuseinthefollowlngSituations？  

1．Youmeetyouracademicadviseratapartyandyo11introducehiIntOyOur   

Japaneselanguageteaeher  

2，You go to the post office to send an air maillettertoyour country．Ask   

theDfficerhowlonglttakesthelettertogetthere．  

3．You go to the restaurant wlth a friend who canJ10t SpeakJapanese at all．  

Orderonebottleofbeer．aSashimiTTesyokuaTldTenpura．  

（卦 ロールプレイ  

例）  

YouhaveanappolntmentWtihyouracademicadvisor．  
butlateryouwereinformedthatyourparentswould  
COmeatthattime Youhavetogotomeetthemat  
thealrpOrt．Youwillexplalnthesltuationtoyour  
advisorandchallgeyOurappOintment  

You w111ca11Prof．Tanaka to make an appointment  

with herin order to receive some advice．You were  

glVen her name by your academic advisor，Prof．  

Ximura．You have never metIler．  

（卦 共通トッピク「予備教育のコースについて」   

以上のような発話テストを行ってきた。FNSFjを使用するようになってからは、6）－8）を組  

み合わせて発話テストを行っている。   

又、rNSF』の4課ごとに簡単なロール・プレイをおこない、会話機能の定着を測定している。  
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6．評価表  

インタビュー評価用紙  

Eト  E  
托全的な配慮宣  干なった馬指  えIラジテ一  に間する惰力  

5－  

・慨り仁L・主事植  

持分の漕見が述べち   打ち切りなと可能   
れる   かなりできる   士兼を奪えちhム  一滴づちなどで会甘羞  

誤りほとんどなL                Pn転e′G紺椚1  集什・連体愕箭節   正噸に進められる   

1－   

かなりぎ幸しし・況岡  
がこじ来る  Pol【⊂已カー吏瑳   

［コルがこなせる   粋帯墨繹  己罠可が少なく意味  
その他2「3の三野   

絶叫描写が担架る   ▲†内報を直接的にた  
束臨の使い分り  禦問できる   え昂  
をし⊥うとしてい£  腰琵  禁は少ないが意味が  

損じ左し、ことがある  

ど  

幾本竹な表現のみ   
㌍りは多いカ↑意味は  

で十・董すok  なんとか萄じる  
Ⅰ－－  I  

敦サ月日ヤ畔甘   
の行動など端本m  表現が害い   探り掘L  誤忙が多く意味の通  
表現のみ  YyQに忙芋 じなしl二とが多い 沈滞  

仁一  

コミニケーション能力の構成要素、文法、社会言語的、談話、ストラテジー能力をそれぞれ御宝  

するために、上のような評価表を作成Lた。   

評価の総点は、インタビューが50点、文型表出が50点で絶計100点とする。  

絵を見て、学習した文を表出させる場合、意味と形式という基準を作り、意味も形式も正しい場  

合を2点、意味は通じるが、形式が間遠っている場合を1点、意味が通じない場合を0点とした。  
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文型・活用等定着度チェックシート  

学生氏名  
評価者氏  

内  容  形  式  言い淀み  

1 お腹が痛い→大学に行かない   
（理由）  行けない   

学生の発話：  

1 コト動詞の関係が  
明確  

0不明確  

2ミス、省略が  2気にならず   
ほとんどない  

1ミスがあるが  1気になる   
気にならない  

0混乱、誤解がおこる 0沈黙  
回答不能  

2 電車をおりる＋財布を落とす 1 コト動詞の関係が  2ミス、省略が   

ほとんどない  
1ミスがあるが   

気にならない  

2気にならず   

1気になる  
ト時）  

学生の発話：  
明確  

0不明確  0混乱、誤解がおこる 0沈黙  
回答不能  

3 泳ぐ→アイスを食べる   
（前後関係）  

学生の発話：  

1 コト動詞の関係が  
明確  

0不明確  

2ミス、省略が   
ほとんどない  

1ミスがあるが  

2気にならず   

1気になる   
気にならない  

0混乱、誤解がおこる 0沈黙  
回答不能  

4 晴れる   
天気がいい  

（条件）   

学生の発話：  

→テニスをする  1 コト動詞の関係が  
明確  

0不明確  

2ミス、省略が  2気にならず   
ほとんどない  

1ミスがあるが  1気になる   
気にならない  

0混乱、誤解がおこる 0沈黙  
回答不能  

5 テストがある一→勉強する   

（理由／目的）  

学生の発話：  

1 コト動詞の関係が  
明確  

0不明確  

2ミス、省略が   
ほとんどない  

1ミスがあるが   
気にならない  

2気にならず   

1気になる  

0混乱、誤解がおこる 0沈黙  
回答不能  

2気にならず   

1気になる   

6 予約する→ホテルに行く   
電話する   

（前後関係）   

学生の発話：  

1 コト動詞の関係が  
明確  

0不明確  

2ミス、省略が   
ほとんどない  

1ミスがあるが  
気にならない  

0混乱、誤解がおこる 0沈黙  
回答不能  

7．課題と問題点   

コミニケーション能力との関連で発話テストの安当性について検討してきた。現在、学生の録音  

データを分析中である。それらをもとにして発話テストの妥当性についてなんらかの手がかりが見  

つけられるのではないかと考えている。   

さらに、第4節で、提起したコミニケーション能力をある部分に分けて測定できるのか、その測  

定した評価を合成することでコミニケーション能力の全体像がみえるのかということにも研究しな  

ければならない。 まだ、評価表も十分のものではないが、データ数をある程度増し、検証するま  
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では、現状の評価表でおこない、その後、もう一度検討しなければならないと考えている。  

【注】  

1）FNSF」は、1989年より筑波大学留学生教育センターで作成した初級日本語教科書である。   

現在、試作第2版を作成、使用中である。本稿に述べられている発話テストは、試作第一版を   

使用していたときに行われたものである。   

文法シラバスは、第二版は、第一版で課によって学習項目の量にバラツキがあったり、集中し   

ていたものを分散し、あるいは、削除している。   

会話シラバスは、基本的なシラバスの変更はない。  

2）伝達能力  

r伝達能力と言語能力の養成」（1987）において、筆者は、伝達能力と言語能力を対立した概   

念として考えた。これは、オーディオ・リンガル法による言語規則を中心とした教授法に対し、  

コミュニカティプ・アプローチを対立的に捉えていたことによる。だが、1987年の報告では、  

コミニケーシ ョン能力に関する分析が不十分であった。  

3）伝達能力とは、異なる。4技能を冬め表出、受容両方の意味で使う。  

4）本間倫子1989r発話能力評価表の問題点について」   

「日本語教育論集」第4号 筑波大学留学生教育センター   

栃木由香1990‖ヨ本譜学習者のストーリテリングに関する一分析J   

「日本語教育論集」第5号 筑波大学留学生教育センター   

桜井喜久子1990Fストーリー証明における発話能力の評価j   

「日本語教育論集」第5号 筑波大学留学生教育センター  
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［資料1］  

Mode  

Canal＆Swain  コミュニケーション能力  
Competenぐearea  

1   

1．1   

1．1．1，   

1．1．2．   

1．1．3．   

1．1．3．1．   

1．1．3．2．  

GRAMMATJCALCOMPETENCE   

Phono10gy・  

PronumciatioIlOflexicalltemSinconnectedspeech  

Liaison（e．払♪凱心α鵬最．）  

WordstresslnCOnneCtedspeech：   

Normal word stress 

Emphatic or contrastive word stress（e．g．肋rze es（  

c洲〆お”fg晰iざ劫混Jβ∫r！亘脚〆r印書，）  

1ntonationpatternsinconnectedsppech：  

NatlOnalintonationfordifferentckausetypes（e．g，impera－  

tive，declarative，interrogative）  

Emphatic or contrastive intonation patterns for ditferent 

clausetypes（e．g，Jlestvenu？withrisingintonationtoslg－  

nalanimterrogative）  

Orthography：  

Graphemes  

Spe11ingconventions（includingaccents）fDr：  

hdividuallexicalitems  

Compounds（e，g，uSeOfhyphensasin脚［iYe－bouchon）  

Other（e．g，助rJg－ト刃？）  

Pun（・t11atit）nCOnVeIlti（）nS   

Vocab山aけ・  

Common vocabulary related to topics selected according to 

analysISOflearners’communicativeneedsandinterests：  

Basicmeaningofcontentvocabularyitemsinconetext  

Genderofnounsandpronouns  

Meaningofideiomsincontext  

Basicmeaningofothervocab111aryitemsincontest（thatis，  

grammaticalfunction words such as prepositions andarticr  

les）  

Word†ormation：   

lnflection．incontext，Of：  

1．1．4．   

1．1．4．1．  L，S  

L，S  1．1．4．2．  

1．2   

1．2．1．   

1．2．2．   

1．Z．2．1   

1．2．2．2   

1．2．2．3   

1．2．3．   

】．3   

1．3．1．  

W
 
 

W
 
W
 
W
 
W
 
 

R
 
 

R
 
R
 
R
 
R
 
 

1．3．1．1   

1．3．1．2   

1．3．2、   

1．3．3．  

L，S，R．W   

L，S．R，W   

L，S．R．W   

L．S．R．W   

l．1   

1．4，1．  

－204－  



Nounsfornumber（singular／plural）  

Adjectivesfornumberandgender  

Verbsforperson，number．tenese  

Agreement．incontext，Of：  

PronounswtlhnotlnS（numberandgender）  

Adjectiveswithnouns／pronouns（numberandgender）  

numberforverbs，CaSeforpronouns）  

Derivationofnewwords（e，g，refairefromノαin，hmtenenE  

fromlentle）  

Variationatwordboundariesincontext（e，g．d＋le＝au  

Sonton¢Ofomation：   

Common sentence and s11bsenteIICe StruCtllreS Selected   

accordingtoanalysisoflearners’communicativeneedsand  

interests：   

Formofagivenstructureincontext  

Literalmeaningofasenteneehavingagivenstructure（with  

vocabulary）incontext  

1．4，1．1   

1．4，1．2   

1．4．1．3   

1．4．2．   

1，4．2．1   

1，4．2．2   

1．4．2．3   

1．4．3  

L．S．R．W   

L，S，R，W   

L，S．R，W  

L，S．R，W   

L，S．R．W   

L．S，R，W   

L．S，R，W  

L，S，R，W  

1．5．1．1   

1．5．1．2  

L．S，R．W   

L，S，R，W  

SOCILLINGUISTICCOMPETENCE   

∈xpresslon and undor8tanding olappropri細e soci81  

rneanlng＄（thati8，COmmunicative function＄，attitudes  

andtopi＄CB）indifFerentsociolingusticc（〉nteXtS  

Expre＄＄ion andtJnderstandlng ofapproprlategrarnrna－  

ti（〉alformさ for d椚e帽nt ¢OmmUnl¢8刊∨OIun¢¶0∩8in  

d汁IerentsocioLhgul＄ticcontext＄（wherefunction＄and  

COnteXtSare＄electedaccordingtoanaly＄l＄Ofleamers’  

COmmUni¢ativon00由andintor05b）  

L，S．R，W  

2．2  しS，R，W  

DlSCOURSE COMPETENCE 

Commonoralandwr】慣OngenreSSele（】tedさ¢¢0仙ngto  

analys帽 Olleamor＄’¢OmmU両¢auOn n00d＄ 8ndin－  

terest＄：   

Cb厄雨脚盲祈d聯†甘ル′g㈹g柁∫：  

Lexicalcohesiondevicesinconteェt（e，g．repetitionoflex－  

icalitems．useofsynonyms）  

3．1．1   

3．1．1．1  L，S．R，W   
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GrammaticalchheslOndevicesincontext（e．g．co－referenee  

ofnourlSWithpronouns．ellipsIS，10gicalconnectors，parallel  

structures））  

し1血・－仇・．・山J…細㈹＝叩＝Yさ：  

Oraldiscourse patterns，e．g．the normalprogresslOn Of  

meanings（particularlyliteralmeaningsandcommunicative  

functions）inacasualconversation  

Weitten discourse patterns．e．g，theIlOrmalprogresslOn Of  

meanings）particularlyllteralmeaningsinab11Sinessletter  

L，S，R，W  3．1．1．2  

3．1．2   

3．1．2．1  L，S，R  

R，W  3．1．2．2  

STFIATEGICCOMPETENCE  

Forgramma伽aldl什iculti08：  

Fol〆nfe7mCeSOuneS（e，g．dictlOnary，grammarbook）  

GramI71aticalandlexicalparaphrase（e．g．useofdcvolr＋  

infinitive ofルLlolr＋infiIlitiveinfinitlVeinstead or＋lL  

jautque＋subjunetive；OruSeOfgeneralvocabularyitems  

such as bc如ぶg，J’初伝l略．ねf川ち ヱα♪川和用．一加d†仇f，Jβ  

temps．ete．followed by a description to serve as a  

paaraphraseforanunmasteredvocabularxitem）  

Requestsforrepetition，Clarification，OrSlowersppech  

Useofnonrvert）alsymboIs（e，g＿geStureS，drawings）  

For＄OCiolin！lui8ti¢d冊¢Ul鵬＄：  

Useofa singlegrammaticalform for different communica－  

tive functiollS（e．g．a declarative such asOn sertle diner  

dJ7肋㈹も山繭h叫畑ぉ肌慮α＝＝融加桝ち¢印加加  

（with resingintonation），aprOmise，an Drder，aninvitar  

tion．orathreatdependingonsociolinguisticcomtext）  

Useofthemostsociolinguisticallyneutralgrammaticalfrom  

when uncertain about appropriateness of other froms in a 

glVen COmmunicative situation（e．g．useofthe from Cbn一  

冊e71icat）a？instead ofCo7n刑enLalh7Z－VOuS？or Commcnt  

uus－tu？ingreetingastranger）  

Use of first language knowledge about appropriateness of 

grammaticalfroms or comm11nicative functionsin the  

4   

4．1   

4．1．1   

4．1．2  

4．1．3   

4．1．4   

4．2   

4．2．1  L，S，R，W  

S，W  4．2．2  

L，S，R，W   4．2．3  

－206一  



SeCOndlanguage  

Fordi8COUr5ed汁R¢Ultioき：  4．3  

4．3．1  Use of non－VerbalsymboIs or emphatic stress andintona－  

tiontoiIldieatecohesionandcoherence（e．g．useofdraw・  

ingstoindicatesepuencingofactionsandideas）  

Use of firstlanguage kn（】Wledge al油ut Oralor written dis－   

COurSe PatternS When uncertain about such aspects of  

SeCOndlanguagediscourse  

Forper10rmanCeねCtOrS：  

Copingwithbackgro11ndIIOise，interruptions，andotherdis－  

tractions  

Use of pause fillers（e．g．blen，Cnfin，alors）to maintain  

COnVerSation while searching forideas or grammatical   

froms  

S，W  

4．3．2  L．S，R，W  

S．L  

4．4．2  S，L   
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