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第2回「言語教育評価フォーラム」　報告

日本語能力試験の新たな取り組み

李
り
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じぇほ

鎬　　川端　一光　　矢澤　理子　　堀川　有美
国際交流基金日本語試験センター

1．外国語試験としての日本語能力試験

日本語能力試験は，日本語を母語としない人の日
本語能力を測定するテストとして，1984 年に開始さ
れて以来，延べ 600 万人が受験している。実施規模
とテストインパクトのいずれにおいても世界最大レ
ベルの言語テストと言えよう。さらに，2010 年度か
ら開始された新しい日本語能力試験（以下，新試験）
では，課題遂行のためのコミュニケーション能力を
測る試験として生まれ変わり，採点方式においても
項目応答理論（Item Response Theory，IRT）による
得点等化を行うなど，新たな取り組みを行っている。
本稿では，この新試験を例に，どのような取り組み
を行っているかについて具体的に紹介する。
まず，外国語試験としての日本語能力試験の規模

を示す数値として，過去 5 年間における受験者数
の推移を見ると，2006 年 53 万人，2007 年 63 万人，
2008 年 66 万人，2009 年 77 万人，2010 年 60 万人と
なっている（受験者の推移に関するより詳細なデー
タは李（2011a）および http://www.jlpt.jp/statistics/

参照）。これらの数字の意味を理解するため，諸外
国で公的機関が実施している代表的な語学試験の実
施状況を確認しておきたい。まず，中国国家教育委
員会が実施している「漢語水平考試（HSK）」（http://

www.hskj.jp/）の場合，1990 年から実施され，2009 年
度は 61 万人が受験した。次に，韓国教育評価院が
実施している「韓国語能力試験（TOPIK）」（http://

www.topik.or.kr/）の場合，1997 年から実施されて
おり，2009 年度は 6万 5千人が受験した。次にゲー
テ・インスティトゥートが実施する「ドイツ語能力
検定試験」（http://www.goethe.de/ins/jp/tok/lrn/prf/

jaindex.htm）では，17 万人，フランス文部省が実施
する「デルフダルフ（DELF DALF）」（http://www.

ciep.fr/）では，25 万人が受験した（いずれも 2009
年度の集計データ）。スペイン語検定試験「DELE」
（http://dele.jp/）は 2003 年度の集計データで 30 万
人が受験している。ちなみに，世界最大の外国語
試験は「TOEIC（Test of English for International 

Communication）」（http://www.toeic.or.jp/）で，
1979 年から実施され，毎年約 500 万人が受験してい
る。こうした諸外国における外国語試験の実施規模
と比較してみても日本語能力試験は引けを取らない
規模であることが分かる。
さて，諸外国における外国語試験に共通する近年
の動向として，次の三つを挙げることができる。一
つ目はテストの測定対象が，いわゆる「語彙」や「文
法」といった言語の内的知識・構造的知識から「コ
ミュニケーション能力」へとシフトしている点，二
つ目は，古典的テスト理論に代わって登場した IRT

のような測定理論に基づいて採点などを行う傾向に
ある点，三つ目は得点の解釈のため，テストの合否
や得点以外の参考情報を一般向けに公表する傾向に
ある点である。こうした傾向は，上述した諸外国語
における大規模テストのほとんどにおいて考慮され
ており，日本語能力試験に関しても例外ではない。
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日本語能力試験の改定に向けての検討作業は，上
述の 3点の動向を踏まえ，2005 年に始まった。新試
験のあり方を議論するために「日本語能力試験　改
善に関する検討会」が発足し，約 5年に渡り，改定
に関する検討を行った。具体的には先述の 1つ目の
動向を受け，「課題遂行のためのコミュニケーショ
ン能力」を測定の対象と定めた新たな日本語テスト
を開発することになり，新たな構成概念と出題基準
を開発した（詳細は大隅，2008，2009 参照）。この点
に関連する背景や具体的な取り組みは，2節で述べ
る。そして，2つ目の動向を受け，より公平なテス
ト処遇を達成すべく，IRTに基づく共通尺度を構成
し，その尺度上の得点（尺度得点）を合否情報ととも
に通知する方法に移行した。先述した海外の大規模
言語テストの多くで，IRTによるテスト運営及び結
果通知が行われており，公平なテスト処遇のスタン
ダードとして確立し，信頼を得ている。この点に関
連する具体的な取り組みは，3節で述べる。3つ目の
動向に対しては，一般のテストユーザー（test-user：
受験者，教師，日本語能力を受け入れの判断材料と
して求める学校や企業の関係者など）向けに，新試
験の得点解釈や認定レベルのイメージ作りに役立つ
参考情報を提供するために「日本語能力試験 Can-

do自己評価調査プロジェクト」が始動した。その具
体的な取り組みについては 4節で述べる。

2．課題遂行のためのコミュニケーション能力
を測る試験

Lado（1961）によって科学的テスティングの方法
が提唱されて以来，この 50 年間，言語テスト分野は，
飛躍的発展を遂げている。とりわけ，研究史の観点
からOller（1979）による総合的能力のGLP（General 

Language Proficiency），Morrow（1981）が提示した
コミュニカティブ・テスティング，Weir（1993）に
よるコミュニケーションにおける下位スキルの分類，
Bachman（1990），Bachman & Palmer（1996）による
テスト開発と妥当性研究の流れが重要であるが，以
下では日本語能力試験におけるコミュニケーション
能力の測定に関連づけながら考察を行う。
コミュニケーション能力に関する議論は，Canale 

& Swain（1980）がコミュニカティブな能力（commu-
nicative competence）を複数の視座から分類し，定義
づけたときから本格化したと言われている。Canale 

& Swain（1980）では，コミュニケーション能力を構
成する能力として，一つ目に，文法あるいは言語形
式に関する能力，二つ目に，社会言語学的能力（適
切な形式を状況に合わせて使用する能力），三つ目
に，方略的能力（言語能力に不足があり，それのみ
では対応できない場合，補償のための行動ができる
かに関する能力）が挙げられ，さらに Canale（1983）
にいたって四つ目に，ディスコース能力（文脈の中
で，修辞関係などを示すことができる能力）が加え
られた。Canale & Swain（1980）の研究が起点となり，
80 年代以降，外国語教育におけるコミュニカティ
ブ・アプローチが広がりを見せ，言語テスト分野に
おいてもコミュニケーション能力を測定することの
重要性が認識されはじめた。その流れは，Bachman 

（1990）に受け継がれることになる。また，社会全体
における要望として，グローバル化に伴い，外国語
能力の重要性が指摘され，個人の言語能力を証明し，
資格を与える大規模な検定試験や資格試験の需要が
増してきた 1。こうした動向は，言語テストにも大き
な影響を与えており，例えばOller（1979）では構造
主義が前提としてきた要素還元的な方法を批判し，
統合的・語用論的テスト（Integrative and pragmatic 

tests）が提案されている。そして，その発展的継承
と言えるのが， Morrow （1981）のコミュニカティ
ブ・テスティングの考え方である。Morrow （1981）
ではコミュニカティブ・テスティングの要件を様々
な角度から定義しているが，とりわけパフォーマン
ステストの必要性を指摘し，コミュニケーション能
力の統合的性質に注目したテスティング，実際のコ
ミュニケーション場面に対するサンプリングの必要
性を指摘している。こうした提案の背景には，Lado

（1961）以降，実際の発話文脈から切り離した語彙
や文法に関する内的能力を問うテストでは，実際の
コミュニケーションの場が等閑視されてきたこと

1　このことの象徴とも言えるのが，欧州評議会が 2001年に
公開した『ヨーロッパ言語共通参照枠（Common European 
Framework of Reference for Languages，CEFR）』である。
CEFRと言語テストの関連については，真嶋（2010）参照。
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への問題意識があった。そして，コミュニカティ
ブ・テスティングにおいて言語能力は，「知ってい
る」ことではなく，「知っていることを使えること」
と定義され，言語能力を特定の状況において，ある
特定の目的を達成するためにコミュニケーションの
中で実際に使用する能力であると定義されている
（Widdowson 1978；Weir 1990， 1993；Bachman & 

Palmer，1996）。
こうした研究の流れによって，外国語教育界にお

いてコミュニカティブ・テスティングの重要性・必
要性が認識され，次の議論としてそれをどう実践す
るのかについて考察がなされるようになった。特に，
コミュニカティブ・テスティングが備えるべき要件
についての議論として，Bachman & Palmer（1996），
McNamara（1996），根岸（2007）など複数の研究が
あるが，例えば，根岸（2007）では，3つの要件を提
案している。第 1に，「文脈の明示」，第 2に，「タ
スクの真正性（authenticity）」，第 3に，「テキスト
の真正性」である。第 1の「文脈の明示」は，前述し
た Lado（1961）の手法を取り入れた個別要素テスト
（Discrete point tests）に対する反省から生まれた考
え方と言える。コミュニカティブ・テスティングで
はテスト問題がどのような文脈で行われているのか
を示すことが重要とされている。すなわち，場面を
構成する要素，例えば，誰が誰に向けて，何を目的
に，どのように話しているのかといったことが重要
だということである。こうした要素は現実のコミュ
ニケーション場面においても不可欠である。第 2の
「タスクの真正性」は，現実のコミュニケーション場
面において行うタスクをテストで再現することが求
められる。すなわち，その言語を聞いた時に行うタ
スクや読んだ時に行うタスク，書く時に行うタスク
をテストで再現することである。第 3の「テキスト
の真正性」は，テストに用いる読解テキストや聴解
のスクリプトなどが現実のコミュニケーションの実
態を反映していることが求められる。
さて，日本語能力試験においてもコミュニカティ

ブ・テスティングの考え方，とりわけ Bachman & 

Palmer （1996） による言語使用課題（Language use 

task：特定の状況において特定の目標・目的を達成
するための言語的活動）という観点を導入し，目標
言語使用領域（Target language use domain）に対す

る考察を行っている。その理由として，コミュニカ
ティブ・テスティングの要件を実際の問題作成に落
とし込むためには，真正な場面に関する考察が不可
欠であり， Morrow （1981）で指摘されているように，
可能な限り自然なコミュニケーションの状況をサン
プリングしてタスクを作ることが必要である。具体
的な取り組みとして，日本語能力試験の作成と分析，
海外における実施を担当している国際交流基金日
本語試験センターでは，この「自然なコミュニケー
ションの状況をサンプリングする」という要請に対
して，場面別コーパスと呼ばれる独自のデータベー
スを構築している。
図 1のコーパス検索システムでは，日本語試験セ
ンターが独自の観点で開発した様々な場面での話し
言葉や書き言葉を横断的に検索することができる。
このシステムを使うことで，キーワード検索はもち
ろん，キーワード前後の文字列を指定した文脈検索
なども簡単にできる。検索結果は，一般的な KWIC

列のほかに，クロス表による集計機能も備わってお
り，表現の使用実態を定量的に把握することができ
る。さらに，日本語能力試験の出題基準にそった語
彙レベルや漢字レベルの表示機能も備わっており，
日本語能力試験の作題に特化したシステムを構築し
ている。こうしたコーパスを利用することで，テス
トに使用する語句や文が現実のコミュニケーション
においてどのように運用されているのかを具体的に
把握し，それらを試験問題に反映させることができ
る 2。

3．尺度得点の導入と合否判定

3．1．尺度得点と IRT
新試験から導入された尺度得点は，先述したよう
に項目応答理論（Item Response Theory，IRT）に
基づいて算出されている。IRTの基本的アイデアは，
一つのテスト問題（項目）に対して受験者の能力と
正答確率の間に特定の数学関数を仮定し，その関数

2　大規模テストにおけるコーパスの具体的な利用は
Alderson（1996），Barker（2004，2006），李（2011b）参照。
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中の未知母数（パラメータ）として，各個人の能力を
表現するというものである。また，受験者の能力と
正答確率の間に仮定される数学関数は項目特性曲線
（Item Characteristic Curve，ICC）と呼ばれる。
このアイデアは 1950 年代に，心理統計学者 F．M．

Lord， 数学者G．Rasch， 社会学者 P．F．Lazarsfeld

の 3者によってそれぞれ独立に提案されたもので，
その後のテスト理論の研究的発展の方向性を決定し
たという経緯がある。複数の ICCが考案されている
が，それらは共通して，正答確率=f（尺度得点，項
目母数）という形状で表現されるという特徴を持っ
ている。fは任意の数学関数を表現しており，その形
状を決定するのは， 1．受験者の能力の数的指標であ
る尺度得点と，2．その項目の性質（例えば困難度，識
別力，当て推量等）に関する数的指標である項目母
数である。つまり，ある項目の正答確率が受験者の
能力（1．）と項目の性質（2．）の関数で表現されてい
るのである。ここで注意してほしいのは，尺度得点
（能力の指標）と項目母数（項目の性質の指標）はそ
れぞれ独立に定義されているということである。こ
の性質は極めて重要である。なぜなら，尺度得点が
項目の性質から独立して評価されるということを意
味しているからである。
新試験は年に複数回実施されるが，それぞれが異

図1　場面別コーパスの検索画面

なる項目で構成された異なる試験であったとしても，
得点が同じならば，それが示す日本語能力も等し
いと解釈することが可能になった3。これは得点等化
（equating）という数理的手続きによって実現してい
る。得点等化とは，それぞれ原点と単位の異なる複
数の尺度を共通尺度上に統一的に表現する手法であ
る（例えば摂氏温度を華氏温度に変換する場合には，
摂氏尺度から華氏尺度への等化が行われていること
になる）。そして，この得点等化を可能にしているの
は，テストの性質と受験者の能力を独立に評価する
ICCの特徴である（ICC及び等化の詳細については
池田（1994），渡辺，野口（1999），豊田（2002）を参
照されたい）。

3．2．得点区分と共通尺度の設定
新試験も旧試験と同様に，受験者の日本語能力に
おける学習発達状況に応じて複数受験レベルを設け
ている（旧試験では 4レベル，新試験では 5レベル）。
大規模試験の中には受験レベルを設けない試験も多
いが，このような試験では受験者の言語能力の差異
に依らず，同一内容の試験を実施し，同一尺度上の

3　試験の複数回化は，改定1年前の 2009年から行われてい
た。
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スコアを返すという方式をとっている。代表的な例
として，TOEFLが挙げられる。TOEFLのように，
海外留学に必要な英語能力あるいはビジネス場面で
求められる英語能力に焦点を当てた試験では，受験
者の言語能力は高い部分に狭い範囲で分布している
ことが予想される。単一の尺度で能力分布の全域を
捉えることも可能であろう。
一方，日本語能力試験は，受験者属性や受験目
的が多岐にわたっており，特定水準・特定領域の
言語能力に焦点を当てた試験ではない。具体的に
は，N1 ～ N3 受験者には日本の大学への留学や日本
企業への就職を目指す受験者が多く存在する一方で，
N4， N5 では自分の実力に関するモニタリングの機
会としている受験者が多く存在している（詳細は李，
2011a参照）。また，受験者属性についても，小・
中・高・大学生，そして就業者まで幅広く分布して
いる。このように利用目的においても受験者属性に
おいても受験者の性質は一様でないので，日本語能
力においても広い範囲にわたって分布していると考
えるのが自然である。単一の試験によってこうした

広範囲にわたる言語能力の分布を正確に捉えること
は非常に難しく，受験レベルを分けて受験者の言語
能力に応じた試験を実施するのが妥当である。
さて，日本語能力試験では，同じレベルの異なる
試験間のスコアを比較可能にするため，各受験レベ
ルについて，得点区分毎に単一の共通尺度を構成し
ている。表 1に示す新試験の得点区分と得点の範囲
に基づいて説明する。
表 1に記載されているように N1， N2， N3 では言

語知識，読解，聴解の 3つの得点区分が存在し，そ
れぞれ 0点から 60 点の範囲で尺度得点が定義され
ている。一方，N4， N5 については，当該レベルの受
験者において言語知識にまつわる能力と読解にまつ
わる能力が未分化であると捉え，両者を併合し，言
語知識・読解という 1つの得点区分として定義して
いる。また 2つの得点区分が併合されたため，N4， 
N5 の言語知識・読解は最高点が 120 点になってい
る（詳細は http://www.jlpt.jp/guideline/results.html

参照）。各レベルでの試験難易度は，試験回間で差が
ほとんどみられない（またそのように設計する）こ

表1．新試験の得点区分と得点の範囲
レベル 得点区分 得点の範囲

N1 言語知識（文字・語彙・文法） 0～60
読解 0～60
聴解 0～60
総合得点 0～180

N2 言語知識（文字・語彙・文法） 0～60
読解 0～60
聴解 0～60
総合得点 0～180

N3 言語知識（文字・語彙・文法） 0～60
読解 0～60
聴解 0～60
総合得点 0～180

N4 言語知識（文字・語彙・文法）・読解 0～120
聴解 0～60
総合得点 0～180

N5 言語知識（文字・語彙・文法）・読解 0～120
聴解 0～60
総合得点 0～180

注：国際交流基金，日本国際教育支援協会（2009，p. 12）
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とから，各得点区分の共通尺度は，水平等化（同程
度の難易度の異なる試験を共通尺度に等化）という
手続きを経て構成されている。受験レベル間で，各
得点区分ごとに垂直等化（難易度の異なる試験を共
通尺度に等化）するようには設計されていないから，
全能力レベルの分布を被覆する共通尺度も存在して
いない。従って，例えば 7月試験では N2 を，12 月
試験では N1 を受験した場合に，その言語知識の得
点を比較することはできないということになる。

3．3．尺度得点と合否判定
受験レベルの区別が存在しない試験では，受験者

の能力は単一の共通尺度上で評価されることになる。
自己の能力の変遷が単一の共通尺度上の得点の変化
として把握できることは，語学学習への動機づけの
観点からは大変有利である。
一方，日本語能力試験では IRTによって運営され
ている大規模言語試験としては極めて珍しいが，受
験レベル毎に合格点，基準点を設けている。表 1に
も明らかなように，日本語能力試験の総合スコアは
各得点区分の尺度得点の和得点（180 点）で表現さ
れるが，この総合得点に対して，合格点（N1=100，
N2=90，N3=95，N4=90，N5=80）と，各得点区分
とに設けられた基準点（N4，N5 での言語知識・読解
は 38点，それ以外はすべて 19点）をすべて上回って
いるか否かによって，合否判定がなされる。この合
否判定は，「認定の目安」と関連づけられており，合
格点以上の尺度得点が示す日本語能力について解釈
することができる（認定の目安に関する詳細は，国
際交流基金，日本国際教育支援協会，2009 参照）。こ
うした合否判定が受験者に返されることは，学習の
動機付けの観点から有利であるとともに，第三者が
受験者の日本語能力のレベルを解釈する上で利用し
やすいという利点もあるだろう。例えば，企業にお
ける採用試験，日本国内の大学への入学審査等で日
本語能力試験の結果を選考の材料にする場合，特定
のレベルに合格したという事実は，テスト結果を利
用する側にとっては活用しやすい情報であると言え
る。
また，新試験から導入された基準点とは，受験者

の日本語能力の諸側面について，そのバランスを問
うことを目的とし設けられた得点である。総合得点

が合格点以上であったとしても，一つでも基準点以
下の得点区分があった場合には，不合格判定がなさ
れる。やはり基準点も共通尺度上に設定されている
ので，どの試験を受けたとしても公平な判定を受け
ることができる。

4．Can-do 記述がつなぐテストと言語使用の実態

新試験では，さまざまな学習環境で日本語を学ぶ
受験者たちが自分の日本語能力をどう捉えている
か，日本語を使ってどのようなことができると考え
ているかについてアンケート調査を行っている。こ
の「日本語能力試験 Can-do自己評価調査プロジェ
クト」は，新試験の得点解釈や認定レベルのイメー
ジ作りに役立つ参考情報を提供するために開始され
た調査プロジェクトである。

4．1．本調査の目的と開発経緯
第 1節に述べられたように，テストの得点解釈の
助けとなるような質的な参考情報を「（言語を用い
た行動）ができる」というcan-do記述形式4で一般向
けに公表することは，大規模試験の説明責任の果た
し方の一つと見られるようになってきている5。日本
語能力試験の関係者の間でも，こうした調査の必要
性については夙に意識されており，旧試験の時代か
ら，妥当性検証の試みとして旧試験 1級合格者をコ
アターゲットに「Can-do statements調査」（1997 ～
2002）が行われた6。
新試験と結び付けるための「Can-do自己評価調

4　発達指標としての can-do descriptorsと，大規模試験
がテストユーザーの得点解釈のために行う自己評価調査の
can-do項目はその開発目的から似て非なるものであること
に留意されたい。can-do記述をめぐり目的と利用の齟齬が
生まれる背景事情についてはGreen（2010）に詳しい。

5　英語試験では TOEIC，TOEFL iBT，英検，日本語で
は BJT（旧ジェトロビジネス日本語テスト：http://www.
kanken.or.jp/bjt/）などが類例として挙げられよう。

6　この can-do自己評価調査という手法の，日本語能力試
験を離れての発展的展開例を，三枝（2004），島田，谷部，斎
藤（2007）等の，自己評価による能力尺度開発やコースの行
動目標設定への利用を目的とした諸研究に見ることができ
る。
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査」の設計は，上述の先行調査の成果を参考に，「日
本語能力試験　改善に関する検討会」で着手された。
新しい調査の主眼は，新試験各レベル（N1 ～ N5）
の合格者の日本語運用についての自信の度合いを
can-do記述により表示することで，一般のテスト
ユーザーに得点解釈の参考としてもらうこと，即ち，
「このレベルに合格する得点が取れた人はどんなこ
とが実際に日本語でできると考えているのか」とい
う情報を提示して，レベル別の能力イメージ作りに
役立ててもらうことにある。

CEFRや，欧州のオンライン多言語診断テス
ト，DIALANG（http://www.dialang.org/）ACTFL-

OPI（米国で開発された外国語学習者のためのイン
タビューテストの能力基準 ; http://www.actfl.org/）， 
TOEICなどの can-do記述を参考にして2005年，新
調査用の can-do記述項目が検討され，「聞く」，「話
す」，「読む」，「書く」の4技能，各20項目，計80項目
からなるプレ調査用試行版を作成，旧試験の級との
紐付けなどの調査研究が行われた（大隅，他，2006；
野口，他，2006； 長沼，他，2007 参照）。さらに，こ
の試行調査の結果を受け，2007年から2008年にかけ
て，専門家ヒアリングや日本語学習者による自己評
価調査を繰り返し，アンケートの改訂（ver. 1 ～ 6）
を行った。その上で，新試験のレベルとの can-do項
目対応付けのため，2009年11月には ver. 6による予
備調査が実施された。その結果を踏まえて，2010 年
6 月から項目文言の最終調整を行い，本調査に用い
る ver. 7 を作成，その英語，中国語，韓国語，ベト
ナム語の翻訳版（日本語併記）を用意した。

4．2．本調査のデザイン
調査計画では，全世界に広がる日本語能力試験受
験者の言語使用実態を反映し，調査結果の分析精度
をあげるため，日本国内及び海外のさまざまな国・
地域からのデータ収集に努めることと，各レベル
5 ,000 サンプルのデータ収集を目標に掲げている。
本調査のアンケートは上位レベル向け（J版）と下
位レベル向け（K版）の 2版で構成されている。

 日本語能力試験の受験者の能力は初級から上級
まで広く分布しているため，回答の負担と信頼性を
考慮してアンケートの項目を上位レベル向け（J版）
と下位レベル向け（K版）に分けて，調査を実施し

た。2つの版には，各技能 8～ 10 項目の重なりがあ
り，N3 回答者の半分は J版に，残りの半分は K版
に振り分けられる。この操作によって，最終的には
N1 から N5 の受験者による自己評価をつなぎ，両版
の can-do項目＝言語行動タスクを難易度順に並べ
ることを目指している。
アンケートでは，受験者に対して二つの回答を求
めている。一つ目は，can-doで記述された言語行動
の「経験値」7，二つ目はその言語行動がどの程度こな
せるかについての「自己評価」である。例えば，回答
者は「簡単な道順や乗換えについての説明を聞いて，
理解できる」（「聞く」の一例）のような can-do記述
を読んで，その行動を実際に日本語で経験したこと
があるかどうかを「はい」／「いいえ」で答える。そ
れから，その行動が日本語でできるかどうかを 4：
「できる」，3：「難しいが，なんとかできる」，2：「あ
まりできない」，1：「できない」の 4段階で自己評価
する。経験がない場合にも，できそうかどうか想像
して答えるよう求めている。

4．3．2010年度調査の概要と今後の予定
2010 年度の調査は，新試験第 1回（2010 年 7 月）
受験者，第 2回（2010 年 12 月）受験者を対象に，冊
子体またはオンライン形式で実施され，9月～ 12 月
までの 4ヶ月間で日本国内及び海外 5カ国・地域か
ら 27 ,000 余の回答が得られた。この 2010 年度の調
査結果から，合格者による自己評価のデータを取り
出した分析結果を，「日本語能力試験Can-do自己評

7　自己評価アンケートで経験値を取ることの分析上の有
用性については，Heilenman（1990），伊東，川口，大田
（2005），根岸（2006）などに示唆を受けたが，日本語能力試
験の場合，他に例を見ない受験者特性の多様性からいって，
この経験値データが各地の学習者が置かれている言語使用
の実態を描出するためにも大きく役立つと期待される。

表2．本調査アンケート（ver. 7）の構成
 対象 項目数

J版 N1～ N3 レベル受験者 4技能×20項目，
  計80項目

K版 N3～ N5 レベル受験者 4技能×17項目，
  計68項目
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価レポート【中間報告】」として日本語能力試験公式
ホームページ（http://www.jlpt.jp/）上で現在，公開
している。
しかしながら，2010 年調査では，回答者の背景バ

ランスが日本語能力試験の受験者の多様性を反映す
るにはいまだ偏りが大きいこと，N3 から N5 のサン
プル数が目標数に達していないことから，本調査プ
ロジェクトの完成には今後の調査継続を待たなけれ
ばならず，最終的な調査報告を 2012 年 3月に予定し
ている。

5．まとめ

本稿では，世界最大規模の日本語試験である「日
本語能力試験」の新しい試みに対する具体的な取り
組み内容について紹介した。とりわけ，世界的な
テスト研究の流れを踏まえ，コミュニカティブ・
テスティングを目指し，「課題遂行のためのコミュ
ニケーション能力」を測定する試験として生まれ変
わったこと，IRTの導入により，複数回実施に際し
てもより公平なテスト処遇が達成できたこと，最後
に一般のテストユーザーに向けての情報発信として，
言語テストと実際の言語使用をつなぎ，各レベルの
能力イメージが描けるように「can-do自己評価調
査」を開始したことを述べた。こうした日本語能力
試験の取り組みは，今後，教育の場における波及効
果なども考慮しつつ，日本語教育界全体の動きとも
連動させる必要がある。
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