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１．はじめに	 

アメリカにおける日本語教育は,アセスメントによって大きな影響を

受けて来た。国レベルで共通のカリキュラムが存在しないため,さまざ

まな教育基準とアセスメントが,日本語教育界における統一化に向けて

の動力となっている。1980年代から1990年代にかけていわゆる「日本語

ブーム」が起こり,偶然にも同じ時期に,ACTFL運用能力基準（ACTFL	 

1986）が発表され,また,その基準に基づいてオーラル・プロフィシェン

シー・インタビュー(Oral	 Proficiency	 Interview,以下OPIとする)など

種々のアセスメント方式が開発された。従って,アメリカにおける日本

語教育の発展と成長は,アセスメントという概念なしには語れないと

言っても過言ではないだろう。	 

本章では,まず,アメリカにおける教育と日本語教育についての歴史

的背景と変遷,また,外国語運用能力基準の誕生と特徴,そして,日本語教

育の現場での評価方法を概観する。さらに,主な評価ツールの概要とそ

れらが日本語教育にどのように関わっているか,教育現場でどのように

使用されているかを述べる。最後に,アセスメントについての今後の開

発や効果的な実施法についてのニーズについて筆者の見解を述べる。	 

	 

２．アメリカにおける教育と日本語教育	 

2.1	 アメリカにおける教育—歴史的背景	 
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アメリカで最古の学校は,1635年に創設されたボストン・ラテン・ス

クールである（Urban	 &	 Wagoner	 2008）。この学校の名称の一部である

「ラテン」ということばから,当時のアメリカでの教育にとって古典言語

がいかに重要だったかを窺い知ることができる。これらの学校は,主に

聖職に就く若者たちを訓練するために作られたものだったため,ラテン

語やギリシャ語を読む力が聖書を始めとする様々な宗教書や哲学書を理

解するために必要とされた。これら初期の学校は,「グラマー・スクー

ル」と呼ばれ,「学習する言語は,文法を通して教えられる学校」と定義

づけられた（Johnson	 1755）。この古典言語を重視し,文法を中心に教え

られる傾向は,現在の言語教育に今もなお影響を与えている。	 

アメリカの教育でもう一つ重要な点は,「ローカル・コントロール」

つまり,州政府や連邦政府ではなく,地方の学校区が教科内容,教育基準,

教育方針を統制するという形態である。「アメリカの教育を語る時,

『ローカル・コントロール』ほどあがめられている語彙はない」と言わ

れている（Doyle	 &	 Finn	 1984）。実際のところ,いわゆる「アメリカの

教育制度」を語るのは,統一された「制度」というものがないため非常

に難しく,「制度」と言った場合,結局,全学校区というより,学校区のた

いていのところで実施されている慣習や慣例をまとめた集合体のことを

さすことが常だからである。このことは,アセスメントについても同じ

である。外国語,また,他の教科に関しても全国的な公式テストというも

のは存在しない。また,テストを受けるとしても,それらテストの結果

は,学校の評価に使われることはあるかもしれないが,個人個人の学生を

左右することはほとんどない。	 

アメリカの文化では,「スクール・ハウス」と呼ばれる一部屋教室の

学校のイメージがとても強い。かつてアメリカ人たちが西部へ開拓して

いったころ,彼らはいなかの町に小さな学校を建てていったのである。

子どもも少ないためいろいろな年齢の子どもたちが一つの教室に集めら

れた。アメリカ人にとって,一つの教室からなる学校は,独立,純真さ,そ

して,教育の問題にいまだ単純明快な解決策があった時代を象徴してい

る。教育史についての学術書でも,このような学校は,牧歌的かつ郷愁的
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に,語られている（Fuller	 1982）。教師はたいてい女性で,その多くは出

身が東海岸で,地方の子どもたちによりよい精神と道徳を教えようとい

う宗教的使命をもった者だった。行儀のよい子どもたちに権威ある態度

で接し,高い理想を持った教師が,平易でありながらも効果的な指導を行

うというのが,今でも多くのアメリカ人にとってのよい教育のあり方で

あろう。	 

日本語教育も,やはりこの地方分権色の濃い教育制度の一部である。

アセスメントを含む教育方針についての重要な決定は,ほとんどの場合

ローカルのレベルで行われる。さらに,教師は,生徒の教養のみならず性

格までを形成開発することを期待されている。貧困率の高い学校では,

子どもたちが抱える社会的経済的問題,さらには,精神的問題を克服する

ことも教師に求められている。	 

	 

2.2	 アメリカの教育制度	 

先に述べたように,アメリカでは,全国共通のカリキュラムや教育基準,

テストを連邦政府が指定し実施することはない。しかし,学校地区や大

学などが実施している慣習や慣例がいくつも存在している。この項で

は,その中の主なものを紹介する。	 

まず,アメリカでは,たいてい5歳から幼稚園に通い始める。日本とは

違い,幼稚園の先生は,小学校の教員と同じ教員資格を有しており,幼稚

園は小学校の一部に含まれる。小学校は,たいてい,4年,5年,あるいは6

年までだが,最近では,K（Kindergarten	 幼稚園）から8年生までという

学年制も多くなっている。中学校は,一般的には,5年,または,6年から始

まり8年までである。ほとんどの高校では,9年生から12年生までとなっ

ている。アメリカではすべての子どもに公立の学校教育を無料で受ける

権利が与えられているが,有料の私立の学校に子どもを通わせる親もい

る。	 

大学への入学は,多くの条件に基づいて決められ,それぞれの教育機

関で入学方法は異なる扱いをしている。入学を決定づける主要な項目

は,高校での成績,推薦状,標準テストの点数,そして,課外活動などであ
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る。たいていの大学では,2年間の外国語履修を要求している。この章

は,アセスメントが焦点なので,標準テストについて少し触れる。	 

ほとんどのアメリカの大学では,Scholastic	 Aptitude	 Test	 (以下

SAT)	 または,American	 College	 Testing	 (以下ACT。ACTとSATは,テスト

の特性や目的など重複するので,この章では,SATの説明に焦点をあてる)

という標準テストのスコアを提出することを要求している。これらは,

入学試験と呼ばれることもあるが,実際のところ,日本で言うところの

「入試」とは本質的に異なる。これらの標準テストは,大学でどの程度で

きるかを予測するために作成されたテストであり,決して高校で学んで

きたことを測定するテストではない。それぞれ地域によって,カリキュ

ラムの内容が違うので,高校で学んだことを画一的にテストするのはほ

とんど不可能に等しい。SATとACTは,知能,学力,そして,最近では,書く

力を測定する。これら二つのテストは,政府によって認定されているわ

けではなく,私的機関によって実施されている。また,一流大学であって

も,テストのスコアは入学にはあまり重要ではない。アメリカでは,何歳

になっても大学に入学することができる。アメリカの大学生の3分の1が

25歳より年上で,2019年には,25歳以上の学生が過半数を占めると予測さ

れている（Jenkins	 2012）。第三機関による標準テストは,このような学

生の多様性が存在する中,学生の能力を客観的な形で測定するもので,そ

の結果は,決定的な比重は大きくないかもしれないが,入学決定要因の一

つとして広く使用されている。	 

	 

2.3	 外国語教育の歴史的変遷	 

20世紀に入り,より優れた移動手段,コミュニケーション技術の発展

が,フランス語やドイツ語など現代言語の教育を牽引してきた。1910年

までには,アメリカの高校生の23.7%がドイツ語を学習し,1922年に

は,7.8%がフランス語を学習している（Kliebard	 2004)）。この間,ラテ

ン語の学習率は大幅に減少した。日本語は,ほとんど例外なく地域の学

校で継承語話者（日系アメリカ人子女）を対象に教えられた。	 
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アメリカ人の外国語に対する考え方は,移民人口の増加によっても,

変えられてきている。1910年には,人口の15%が外国で生まれており,そ

のほとんどがイタリア,オーストリア=ハンガリー,ロシアからの移民と

なっている（U.S.	 Census	 Report	 2013）。移民の多くが貧しかったた

め,英語以外の外国語が話せるということは,貧困と教育を受けていてい

ないことに結びつけられていた。このような偏見は,おそらく移民の人

たち自身がより痛切に感じていたことなのだろう。移民の家族やコミュ

ニティの多くは,子どもに自分たちの言語を学ぶことを禁止したり,家庭

で話す言語を維持することをやめさせた。他の言語を話すことは,時に

は非アメリカ的と見られることもあった。こういった感情は,現在でも,

「英語だけを公用語に」という法律を通してスペイン語を排除しようす

る政治的動きにも見られる。	 

第二次世界大戦になると,言語習得がいかに重要であるかが顕著に

なってきた。日本人または日系アメリカ人以外で日本語ができる者がほ

とんどいなかったし,日系移民は,国家機密に関わる軍事情報を扱わせる

ほど信用されていなかったので,日本語が話せるアメリカ人が最も必要

とされた。そこで,政府は,言語習得を目的とする軍事諜報言語学校を設

立した。主な教育指導法は,当時の科学的研究成果をよりどころとした

もので,今で言うところのオーディオ・リンガル・メソッド(Audio	 

Lingual	 Method	 以下ALMとする)の初期の指導法だった。戦後,重点は,

読み書きから話す方に移り,このALM指導法はさらに重要視されるように

なった。	 

その後,ロシアによるスプートニクロケットの打ち上げを受け

て,1958年,米議会は,数学,科学,外国語の学習を奨励する国家防衛教育

法案を通過させた。この法案によって,第二次大戦後に輩出された日本

語話者ならびに言語研究者が,奨学金や補助金の恩恵を受けた。	 

1980年代の日本経済の発展は,ACTFL外国語運用能力基準の開発

（ACTFL	 1986）と偶然同じ時期に起こった。アメリカでの日本語学習者

数が増え始める一方で,第二次世界大戦後流行ったALMによる教授法と

ACTFL運用能力基準の推奨するコミュニケーションを基軸とした教授法



 
 
 

 
6 

 

との間に論争が巻き起こった。1990年代には,多くの州で,ACTFL運用能

力基準が,教育標準の基盤となり,それが,K-12（幼稚園から１２年生ま

での義務教育）までの言語教育に大きな影響を与えてきた。1990年代か

ら,日本語教育は,ヨーロッパ言語を始めとする外国語教育界の一員と

なった。現在アメリカでは,中国語学習者の数が急増しているものの,そ

れまでの日本語教師会,研究者,財団などの長年の努力により,日本語教

育は優れた組織力とリソースを誇っている。	 

	 

2.4	 ACTFL外国語運用能力基準	 

ア メ リ カ で は , 連 邦 政 府 機 関 で 構 成 す る Interagency	 Language	 

Roundtable	 (ILR)において,外国語運用能力の評価基準と評価方法がす

でに確立されていた。そのILRの評価法を教育機関の現場に適用したも

のが,ACTFL外国語運用能力である。1986年に同基準が発表され,その後

1999年にスピーキングとライティングの基準が改訂され,さらに,2012年

には,四技能の基準が改訂され,現在に至っている。ACTFLは,基準の開発

とともに,スピーキングとライティングについては,標準化された手続き

による評価方法も開発され,広範囲の分野で実施されている。具体的な

評価方法の説明は,次の項にゆずり,運用能力基準とそのアセスメントの

特徴について説明する。	 

	 ACTFL外国語運用能力基準は,外国語の運用能力を「初級」,「中級」,

「上級」,「超級」,「Distinguished」にレベル分けをし,四技能（ス

ピーキング,聴解,読み,ライティング）において,各レベルで,何ができ

なくてはいけないか（タスク・機能）,どのような内容について技能を

実施できなくてはいけないか（内容・コンテクスト）,また,どの程度で

きなくてはいけないか（正確度・テキストタイプ）が定まっている。	 

このACTFL運用能力基準が1980年代に公表された後,その基準と評価

方法の妥当性などについて,多くの批判を受けた（批判の詳細は,渡辺

(2005)を参照）。しかし,ACTFL運用能力基準には大きなメリットがあ

る。一つは,その汎言語性,すなわち,英語を始めスペイン語,フランス

語,中国語,アラビア語などあらゆる言語に適用できるという汎言語性
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で,それによって,他言語での学習者の熟達度と日本語のそれとで比較す

ることができる。例えば,同じACTFLの上級でも,スペイン語では3年間で

到達可能でも,日本語の場合は,4年間かかるといったように,憶測ではな

く,確立された測定方法の結果に基づいて,プログラムの目標を設定する

ことができる。	 

また,ACTFL運用能力基準は,知識習得を主目的にしているのではな

く,コミュニケーションのために言語を実際に使えるという意味での運

用能力が定められているという点で,従来の文法翻訳を中心とした外国

語教育に新風を巻き起こした。特に1990年代前半あたりから,プロフィ

シェンシームーブメントが全米の外国語教育界で起こった。文法や語彙

を重視し,翻訳ができることを目標とする外国語教育であれば,目標言語

で書かれた文を与え,翻訳させるテストでいい。しかし,前項で触れたよ

うに,第二次世界大戦後,コミュニケーション能力を高めるのが目的の外

国語教育では,コミュニケーション能力,つまり,運用能力を測定するテ

ストが必要である。コミュニケーション能力を実際に証明するために

は,直接その能力を示す行動をさせるのが効果的で理にかなった測定方

法である。この点で,ACTFL	 OPIとWPTは,直接テストであって,文法や語

彙のテストで間接的にコミュニケーション能力を推測しようという間接

テストとは大きく異なる(Hughes	 1989,	 2003)。	 

ACTFL	 OPI	 とWPTは,アチーブメントテストではなく,プロフィシェン

シーテストに分類される。アチーブメントテストは,特定の内容につい

てどの程度習得があったかを確かめるテストで,典型的な例は,学期末試

験や各レッスンの終わりに行われる小テストやクイズなどである。反対

に,プロフィシェンシーテストは,決められた内容や学習者の学習歴（何

年学習したかやどのプログラムで学習したか）に関係なく実施されるテ

ストを指す	 (Hughes	 1989,	 2003)。従って,	 ACTFL	 OPI	 とWPTを受ける

被験者は,どのような質問が出されるか,また,どのような準備をすれば

いいかといったような試験についての予備対策はできない。さらに,ア

チーブメントテストは,中間試験や期末試験が例としてよく使われるた

めか,筆記試験と同一視されることがしばしばである。また,プロフィ
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シェンシーテストは,ACTFL	 OPI	 が典型例なので,実際に言語を使用させ

るタイプのテストである直接テストとして扱われることが多い。	 

また,1990年代になって,パフォーマンスに基づいた教育という概念

が登場し,そこから派生して,パフォーマンステストという概念も生まれ

た。実際に何かのタスクを行動で示すという意味では,直接テストに近

似しており,直接テスト,プロフィシェンシーテスト,パフォーマンステ

ストは,コミュニケーションを重視する教育では,同義として扱われるこ

とが多い。本章では,プロフィシェンシーテストを,学習歴と学習範囲を

問わないのみならず､直接言語を使わせることで言語能力を測定するテ

ストあるいはアセスメントという意味で使用する。	 

以上,この項では,ACTFL外国語運用能力基準とそのアセスメントの特

徴を説明したが,運用能力＝プロフィシェンシーという概念は,日本語教

育を含めて外国語教育の全般に周知されていると言っても過言ではな

い。多くの外国語教師たちがワークショップを通して,コミュニケー

ションができるという運用能力の重要性を実感し,そして,それをどのよ

うに開発すべきか模索し,様々な方法を実践している。	 

	 

2.5	 現在の日本語教育における評価方法	 

アメリカでの日本語教育では,講義形式の授業形態も広く実施されてい

るが,実際的な技能を開発するために様々なクラス活動が実施されてい

る。その中には,プロジェクト,スキット,口頭発表,ロールプレイ,テク

ノロジー使用による発表（ブログ,ウィキなど）,ディスカッション,

エッセー,作文,ポートフォリオなどが含まれる（佐藤・熊谷2010）。講

義形式では,知識の習得が主目的となり,試験の形態も,学習者は筆記に

よって知識の習得を示すことになる。日本語で書かれた文章を訳した

り,語彙リストの各語彙に英訳を施したりといった典型的な試験形式と

なる。一方,プロジェクトの場合は,成果をまとめたエッセーやポスター

発表などの形式が一般的であり,また,ブログ,ウィキ,ポートフォリオな

どの場合は,完成品であるブログ,ウィキ,ポートフォリオ自体が成果と

なり評価対象となる。しかし,技能,つまり,日本語が話せる,聴いたもの
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を解釈する,読める,書けるということを確かめることを目的とするプロ

フィシェンシーテスト,あるいは,パフォーマンステストでは,実際に技

能を実施させることが重要なテスト形式となる。教室の現場で,重要な

鍵を握るのが,プロフィシェンシ―テストとアチーブメントテストの概

念を合わせた,プロチーブメントテストというテスト形式である。	 

	 前の項でプロフィシェンシーテストは準備して受けるテストではない

と述べたが,それは,暗記などをしてあらかじめ準備した内容を評価する

のではなく,普段から身につけてきた実力を評価するように作られてい

ることを意味する。また,運用能力基準に規定されている各レベルでで

きなくてはいけないことは,例えば,中級では,身近な話題について簡単

な会話ができる,上級では,描写ができる,というように,大きいくくりで

表されているため,一学期や一学年といった短い期間でレベルが上がる

ということはあまりない。従って,ACTFL	 OPI,	 WPTなどは,日常のレッス

ンについて実施したり期末試験として実施したりすることはほとんどな

い。とは言っても,コミュニケーション能力を開発するのが目的の教育

指導法では,技能を直接確かめるプロフィシェンシ―テストの形式は捨

てがたい。そこで,評価対象項目（教科書のレッスンなど）があらかじ

め指定されているアチーブメントテストの概念と技能を実施させるプロ

フィシェンシーテストのテスト形式を融合し,プロチーブメントテスト

という形が生まれた。あらかじめ出題の範囲を提示し,その範囲につい

て,知識を確かめるだけではなく,技能を実施させてその実力を評価する

プロチーブメントテストは,教育の現場に適合した評価方法だと言え

る。	 

	 さらに,プロジェクトやポートフォリオなどは,最終の成果を産出する

前の過程におけるフィードバックが成功に導くと考えられるため,総括

的評価のみならず,形成的評価の面からも評価を行うことが重要だとさ

れている。例えば,プロジェクトなどは,ある程度の時間と段階をへて,

進行していくものなので,途中の進行状況を確認するために行うのが形

成的評価,そして,プロジェクトの最終的な成果のできを評価するのが総

括的評価となる。形成的評価は,学習者に与えるフィードバックだけで
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はなく,教師自身にとっても指導の成果を随時把握するためのフィード

バックとなる。そのため,プロジェクトのような活動に限らず,あらゆる

教室活動において,さまざまな時点で形成的評価が行われているのが実

際のところであろう。毛いせて敵評価の概念が,日本語を含む外国語教

育界に周知されることによって,教師の学習過程のフィードバックへの

認識は高いものとなっている。	 

	 教育現場では,古くから実施されているアチーブメントテストや筆記

試験はもちろんのこと,プロフィシェンシーの概念をふまえて,プロチー

ブメントテストや総括的・形成的評価などを課題の趣旨に応じて使い分

け,学習者の日本語能力の上達に役立てている。	 

	 

３．能力評価のツール	 

アメリカのK-12レベルと大学レベルの日本語プログラムで採用,または,

使用されている能力評価の主なものは ,ACTFL	 OPI,	 WPT	 (Writing	 

Proficiency	 Test),Advanced	 Placement	 (AP),	 Scholastic	 Aptitude	 

Test	 (SAT),	 International	 Baccalaureate	 (IB),	 STAMP,	 そ し

て,LinguaFolioである。この項では,これらの評価手段を説明する。	 

	 

3.1	 ACTFL	 OPI	 と	 WPT	 

ACTFL	 OPIとWPTは,対象技能は違うが,ACTFL運用能力基準に基づいた,目

標基準準拠的測定（バックマン	 1997:8)である。ACTFL運用能力基準の

項でも触れたが,主要レベルは,「初級」,「中級」,「上級」,「超級」,

「Distinguished」と五つのレベルに分かれていて,それぞれのレベルに

できなくてはいけないとされる課題が運用能力基準に明示してあり,質

問に対しての返答がどの程度できるかによって,レベルを決めていく。

OPIは,インタビュー形式で行われ,１０分から最長３０分までのインタ

ビューの中で,資格を持ったテスターが被験者の関心のある話題を引き

出して,それについて,さまざまな質問を聞いていく。例えば,上級レベ

ルであれば,「過去の経験談」ができなくてはいけないので,テスター

は,子どもの頃や旅行で経験した話しなどをさせる。ただし,どういう経
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験談を求められるかは,インタビューのたびごとに被験者の興味のある

話題や経験,プロフィールによって変わり,どの話題を掘り下げて聞くか

は,テスターの裁量にまかされている。	 

ACTFL	 WPTは,書く技能のテストで,OPIと同様,ACTFL運用能力基準に

基づいた目標基準準拠的評価である。90分内で,四つの課題に対し書く

作業を行って日本語能力を産出する。課題は,メールの文面から,就職の

際の自己紹介など,現実の場面で遭遇する可能性の高いもので,受験者

は,90分という限られた時間の範囲内で書かなくてはならない。ほとん

どの場合,手書きだが,タイプも認められている。	 

OPIの場合は,厳しいトレーニングを受け資格を取得したテスターが

実施する。ACTFLでは,テスター養成の研修を行っており,資格の有効期

限は4年間で,その間にテスターは研鑽を続け,更新の時に,再び資格認定

の査定をしてもらう。また,WPTは,ACTFLのテストを管理運営する外郭団

体が実施し,その団体に所属する判定者が判定を行う。OPI	 もWPTも,判

定の際には,二人の判定者が,別々に判定して一致したものが公式判定結

果となる。こういった事情があるため,OPIやWPTは,教室指導の評価とし

て使われるより,就職や,資格認定といったような,重要な決定に関わる

目的のために使われることがほとんどである。例えば,航空会社やコー

ルセンターといったビジネス関係の雇用の際の語学力査定,大学のプロ

グラムでの卒業条件,州の教員免許取得など,ある程度のレベルに達しな

いと就職に影響が出たり,卒業できなかったり,などテスト結果からの影

響が深刻なものである場合が多い。その意味で,OPI,WPTは,サマティブ

（総括的）評価に分類され,教室指導範囲で実施されることは,ほとんど

ない。	 

とは言え,ACTFLの開催するOPIテスター養成研修やWPT入門ワーク

ショップは,参加者に,プロフィシェンシーの概念とそのための評価のノ

ウハウを広めるための大きな役割を果たしている。従って,研修に参加

して,テスター資格はとらず,プロフィシェンシーの概念を教室現場に活

かす教師も少なくない。	 
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3.2	 Advanced	 Placement-AP	 

Advanced	 Placement(AP)は,College	 Board	 という非営利団体が運営し

ており,数学,科学,英語を始めさまざまな教科において,大学の主に一般

教養レベルと同じ程度のカリキュラムを高校にいるうちに履修させ,AP

テストで一定の成績を修めた学生に,大学の単位を取得する可能性を与

えるという制度である。「単位取得の可能性を与える」という表現を使

うのは,大学の単位が認められるか否かは大学によって異なるからであ

る。さらに,どのレベルのなんと言うコースなのか,また,何単位認めら

れるのかも大学によってまちまちである。しかし,APの制度を認めてい

る大学に入れば,大学入学前に,一般教養の単位を取得することになり,

学生から見れば,その分,大学の履修期間が短くなる,一般教養以外の自

分の興味のあるコースが履修できる,また,大学での授業料削減につなが

るといった利点がある。	 

APは,College	 Boardの管理のもと,各教科ごとに,教師や教育関連機

関のスタッフからなるチームで,カリキュラム作成,指導法の研修,アセ

スメントの開発と実施を行っている。APプログラムを採用している高校

では,まず,教師が研修を受けたのち規定のカリキュラム概念に沿って指

導する。そのカリキュラム修了後,生徒は,College	 Board	 が公式に実施

するAPテストを受け判定される。日本語の場合,ACTFL運用能力基準に合

わせてカリキュラム目標とテスト内容を設定しているので,APテストの

判定結果は,ある程度運用能力を示していると推測できる。また,APテス

トは,リスニング,読解,スピーキング,ライティングと四技能にわかれて

いて,リスニングと読解は,四択問題だが,スピーキングは,実際に話す日

本語を録音し,また,ライティングは,コンピューターのキーボードを

使って文章を書くというパフォーマンスを要求している点で,運用能力

を確かめるテストと言えるだろう。	 

APテストの結果は,スコア1から5までで,一番低いスコア1は,「Not	 

recommended	 （推薦不可）」,また最高スコア5は,「Extremely	 well	 

qualified	 （非常に優秀な資格）」と定められている（College	 Board	 

2011)。	 
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3.3	 Scholastic	 Aptitude	 Test-SAT	 

Scholastic	 Aptitude	 Test	 (SAT)は,APテストと同じCollege	 Board	 が

実施している。日本語のSATは,リスニング,読解,文法の三部で,すべて

四択問題で構成され,結果は点数として出される。このSATは,受験者の

学力,つまり,大学での履修がどの程度できるかを測定するテストで,出

題項目は,統計的に難易度が査定されているものが厳選されている。ス

コアは,受験者が指定した大学に報告されるようになっている。つま

り,SATの結果は,大学側が入学希望者を選考するのに使われている。し

かし,スコア自体は,日本語運用能力の測定とあまり関連性はなく,例え

ば,SATの500点が何を意味するのか,500点をとったからといって,日本語

がどれだけ話せるか,あるいは,日本語で何が書けるのかを点数から知る

ことはできない。	 

しかし,このように大学入学選考に使われるテストの科目に日本語が

含まれているということは,日本語学習者にとっては非常に有意義で,大

学入学の際,日本語の知識や能力を平均化されたテストを通してアピー

ルできるというメリットがある。College	 Boardのような第三者機関が

実施するテストで日本語の能力を測定する手段があるということは,学

生にとっても日本語教育界にとっても非常に意義深いことである。	 

	 

3.4	 インターナショナル・バカロリエート-IB	 

インターナショナル・バカロリエート(International	 Baccalaureate),

通称IBは,1968年に,スイスのジュネーブで設立された教育関連の非営利

団体によって運営されている教育認定プログラム並びに資格のことであ

る。国際間の移動が多い家庭の子女たちのために,移動先の国の高等教

育機関に入学できるよう,教育カリキュラムと認定制度を実施してい

る。今では,アメリカの多くのK-12レベルの教育機関で採用されてお

り,IBプログラムを採用している学校では,通常の高校までの履修科目を

修了した証書（ディプロマ）に加えて,	 IBプログラムを修了した学生に

付加価値的にIBを授与している。IB認定校となるために,学校側は,教師
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を研修に参加させ,IBの団体によって定められたカリキュラムと指導方

法を実施し,規定の試験によって,習得を証明しなければならない。高校

レベルでIBを採用しているアメリカの高校は,７７７校,小学校と中学校

レベルのIBプログラムを含めると,全部で１４００校に上ると報告され

て い る (IB,	 

http://www.ibo.org/school/search/index.cfm?programmes=DIPLOMA&co

untry=US&region=&find_schools=Find,	 February	 25,	 2013)	 

IBの採用がアメリカでも増加しているのは,高校の修了証書（ディプ

ロマ）が,真の意味での基礎学力を必ずしも反映しているわけではない,

という現実があるからであろう。例えば,本当に外国語が使えなかった

り,外国語の知識を習得していなくても,授業に出席するだけで合格する

ケースも少なくない。そのようなケースが続けば,ディプロマが紙切れ

同然に扱われてしまう。また,学校水準を上げるための成績の水増しで,

ほとんどの学生がオールAであれば,入学選考する大学側では,入学希望

者を差別化できなくなる。そこで,付加価値をつけるために,多くのK−12

の学校が,IBを採用していると考えられる。	 

	 	 

3.5	 STAMP	 

1990年代いろいろな州でプロフィシェンシー基準が作られると,基準に

沿って生徒の熟達度を評価する方法が必要となってきた。OPIは,試験官

のトレーニングとテストの実施に時間がかかり,口頭能力しか評価しな

いので ,使用に制限がある。 1999年 ,Center	 for	 Applied	 Japanese	 

Language	 Studies	 （現在では,Center	 for	 Applied	 Second	 Language	 

Studies,CASLSと呼ばれる）は,助成金を受けSTAMP	 (The	 Standards-

based	 Measurement	 of	 Proficiency)というオンラインの日本語運用能

力テストを開発した。読解セクションは,コンピューター・アダプティ

ブ,つまり,受験者のできによって,テストプログラムが,テスト問題を選

ぶようにできている。例えば,たくさん間違えれば,徐々に簡単な問題が

出題され,また,たくさん正解すれば,徐々に出題の難度が高くなってい

く。書きのテストとスピーキングのテストでは,出された課題に対し学
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生が産出した答えを,評価者が評価するようになっている。テストをオ

ンラインで実施することができるので,場所や時間に関わらず,安価なコ

ストで運用能力のテストが可能になった。	 

しかし,過去１０年間で,連邦政府,州政府は,基準を実施する方向を

弱めてきている。また,STAMPは,いつでもプログラムが使えるように

なっているので,テスト問題の流出という懸念もある。そのため,STAMP

は,学習者が基準を満たしているかを評価するといった重大な役割をも

つ評価としてではなく,プログラムの評価に使われることが多い。学習

成果の測定自体ではなく,より優れたデータ収集とフィードバックを通

して指導上の改善のために使われる傾向にある。全世界で,多くの日本

語学習者がSTAMPを受けている。今では,日本語のSTAMPが基となり,ヒン

ズー語,トルコ語,ヨルバ語,フランス語,イタリア語を含む１３カ国語の

STAMPテストが開発されている。	 

	 

3.6	 LinguaFolio	 Online	 

「アセスメント（評価）」は,しばしば「テスト」と同義語のように思わ

れるが,それは間違いである。形成的評価は,生徒と教師にフィードバッ

クを与えることによって,生徒のパフォーマンスを上達させる非常に効

果のある方法であることが示されてきた（Black	 &	 William	 1998）。

2005 年 ,National	 Council	 of	 State	 Supervisors	 For	 Languages	 

(NCSSFL)では,LinguaFolioというヨーロッパ言語ポートフォリオに基づ

いて,キャンドゥ(CanDo)項目からなる言語パフォーマンスのポートフォ

リオの開発を始めた。このキャンドゥ項目は,学習者の視点から見た言

語タスク・機能をこなすことができる能力となっている。そのため,項

目は第一人称になっている。例えば,「私は人々を描写することができ

る」「私は簡単な新聞記事が読める」「ビジネス文書が書ける」などであ

る。学習者は,どのキャンドゥ項目が自分の目標かを決め,その目標に到

達する度合いを自ら判定する。従って,LinguaFolioは,テストではなく,

生徒の学習を促進させ記録するためのツールと言える。	 
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2008年 ,The	 National	 Foreign	 Language	 Center	 (NFLC)と CASLSが

パートナーを組み,	 NCSSFLのキャンドゥ項目を使ったLinguaFolio	 オン

ラインを作成し,さらに効率のよいものにした。このツールを使って,生

徒たちは,自分のゴールに向かっての進歩を記録し,また,キャンドゥ項

目に関連した証拠を掲載することによって上達度を報告している。例え

ば,「短いストーリーを語ることができる」と主張する生徒は,自分の体

験談を録音したMP3をアップロードするであろう。また,「短いメールの

文章を読むことができる」という生徒は,受け取ったメッセージを理解

したことを示すために返事のメールメッセージをアップロードするであ

ろう。時間の経過とともに,学習者たちの目標とその目標に到達する道

のりが記録され,最終的には,目標が達成されたことを証明する完成作品

ができあがるわけである。これは,テストではなく,学習者の言語能力の

熟達を詳細に示す履歴と言える。	 

LinguaFolioオンラインの重要な目的は,自分で目標を立てていける

学習者になるための一助となることである。生徒は,自分でLinguaFolio

オンラインを操作することができるので,教室の外で起こる学習につい

ての証明を示すこともできる。外国語においては,個人的な体験や他人

やメディアと交わることを通して学習することが多いので,この機能は

非常に有益である。また,LinguaFolioオンラインを通して,自分の能力

を常に振り返り,次のステップを考えたり,真の意味で「できる」という

ことを他人にどのような証拠によって示すことができるか,自ら想像力

を働かせて考えるようになる。LinguaFolioは,従来のテストとは異な

り,学習者の言語能力だけでなく学習の自律力を高める新しい形のアセ

スメントと言える。	 

	 

４．能力評価ツールの意義と有用性	 

4.1	 大学レベル	 

まず,大学の日本語プログラムの運営側から見た能力評価ツールの有用

性について考える。アメリカの大学と日本の大学とで決定的に異なるこ

とは,アメリカの大学では,大学に入学するのであって,入学時に専攻と
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する学部に応募するのではないということだ。そのため,日本語を専攻

する意思があったとしても,「日本語学部」「日本語学科」を窓口として

入学するわけではない。まず,大学に入り,一定の時期に自分の専攻を決

めるので,必ずしも日本語を１年生の時から始めるわけではない。さら

に,違う大学への移籍転入や同じ大学内で専攻を変えることが簡単にで

きるので,どのような能力を持った学生がいつ日本語の授業を履修する

かは個人によって千差万別である。そのため,多くの日本語プログラム

では,独自のカリキュラムに合わせたプレイスメントテストを開発し実

施している。そのプレイスメントテストも,プログラムによって異なり,

筆記試験を実施したり,一人一人個人面談をして,能力を判定したりして

いるのが現状である。しかし,プログラムによっては,独自で開発したプ

レイスメントテストを,ACTFL運用能力基準に対応するように作っている

ところもあり,このようなプレイスメントテストであれば,在籍する学習

者の運用能力の測定もでき,入学してくる学生のレベル判定もできるの

で,非常に有意義であろう。	 

多様性を呈する学習者のためのプレイスメントを考えた場合,各プロ

グラムで作られたプレイスメントテスト以外で有用性のある現存の評価

ツールというと,APとACTFL	 OPIとWPT,そして,国際交流基金の日本語能

力試験(Japanese	 Language	 Proficiency	 Test,以下JLPT)であろう。AP

は,先に触れたように,ACTFL運用能力基準に基づいているので,１から５

の認定評価を受けることによって,ある程度の能力が推し測れる。例え

ば,ある大学で,APレベル5の認定が,その大学のプログラムにおいて２年

生の日本語の単位を取得させることが規定されていたとすれば,２年生

の次の３年生から始められるということが推測される。また,日本語プ

ログラム内で,すでにATFL	 OPIを使ったプログラム評価を行っていれば,

各学年が,だいたいACTFL	 OPIでどのレベルなのかがわかっているので,

入学してくる学生のACTFL	 OPIレベルがわかれば,プログラムのどのレベ

ルに入ればいいかがわかる。しかし,ACTFL	 OPIに関しては,実施するの

にコストと時間がかかり,それを実施するために資格を持ったテスター
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を呼ぶなど,実際にプログラム評価を実施するのは,有意義であるもの

の,困難なのが現状である。	 

国際交流基金の日本語能力試験JLPTは,過去の試験問題が簡単に入手

できるので,プログラムに在籍している学生に実施し,各学年が,どのよ

うなJLPTレベルなのか,あらかじめ知ることが可能であろう。また,JLPT

は,アメリカでもかなりの受験者数になっているので,自分のレベルを

知っている在籍中の学生から結果を聞いておくと参考になるだろう。プ

ログラム内でのJLPTの結果をあらかじめ調べておき,プレイスメントテ

ストにJLPTの一部（例えば,聴解セクションのみなど）あるいは全部を

使って実施するのも一案である,	 

SATは,文法,聴解能力,読解能力の三部門から構成される標準テスト

だが,その結果は,数学,英語など他の教科の結果とともに大学に入学す

る際に提出するもので,たいていの場合,その情報は入学審査を担当する

部署によって処理されるだけで,日本語プログラムに到達することはほ

とんどない。また,点数がわかったとしても,日本語プログラムの各レベ

ルにどのように相応するのか不明で,互換性が見いだしにくい。つまり,

何点から何点の範囲が,日本語プログラムの１年生に属するのかが不明

なので,プレイスメントとしては,有用性は低いと考えられる。	 

IBは,内容が特有であり,そもそも能力熟達度を測定するためではな

く,ある教科内容を学習したことを証明認定するために出される証書で,

学位や資格としての性格が強いので,日本語プログラムのどのレベルに

入れるかというプレイスメントの目的には適合しない。	 

プレイスメントの他に大学レベルで日本語プログラム運営上重要な

のは,プログラムアセスメントである。プログラムとして効果的な言語

教育を行っているかは,プログラム内で独自に開発した評価方法ではな

く,客観的な第三者機関による評価方法を使用するべきである。従って,

学習者の学習歴や教材に左右されないプロフィシェンシーテストを使用

することが多い。例えば,ACTFL	 OPI,	 WPT,	 JLPTなどがプログラムアセ

スメントに適している。Watanabe	 (1994)は,日本語プログラムの２年か

ら４年のレベルの学生に,ACTFL	 OPIとEducational	 Testing	 Services	 
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(ETS)	 のテスト（現在では,このETSのテストは廃止されている）を実施

し,プログラム内のレベルとACTFL	 OPIのレベル,そして,ETSテストのス

コアとの相関関係を調査したが,その結果として,２年生は,初級下—初

級上,３年生は,初級中—中級下,そして４年生は,初級上—上級下と,プ

ログラムレベルが上がるとともにACTFL	 OPIのレベルもある程度の幅を

保ちつつ,上がることを確認している。	 

アメリカの大学では,転入が頻繁であり,また,大学を始める前に外国

語を学習している学生も多いので,特にプレイスメントのためには能力

評価は非常に重要な役割を担っている。また,大学のアカウンタビリ

ティ（大学が設定した教育目標を果たしていることを社会に示す説明責

任）があるので,日本語プログラムの効果を測定する上でも,能力評価

ツールの選択肢があるということは有意義なことである。	 

	 

4.2	 K-12レベル	 

K-12レベルの日本語教育の場合は,教師がアセスメントについての決定

権を握っている。まず,第一にアセスメントは,成績を出す方法としての

役割がある。教師は,アメリカ人にとって重要な価値観である公平な評

価法を作成しなければならないが,その評価法は,生徒が一生懸命勉強す

るように動機を与えるような評価法でなければならない。K-12レベルの

教師のほとんどは,教師自身が作成したテストやクイズ,また,発表,プロ

ジェクト,出席などといったいろいろな評価手段を組み合わせて評価を

行っている。成績評価法は教師によって異なる。真の意味で運用能力を

適正に評価しているケースは少なく,ほとんどの場合,宿題を締め切り通

りに提出した,クラスで発言した,または,先生の仕事を手伝った,といっ

た日本語能力とはあまり関係のない,「よい」行動に報酬を与えること

も多い。教師が成績を決める唯一の判定者で,根拠も主観的な基準で

あったりするため,よい成績をとるために教師と駆け引きをする生徒も

少なくない。	 

学校によっては,APやIBの試験準備をさせることもあり,そういった

学校では,APやIBがカリキュラムの原動力となっている。どちらも運用
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能力を直接確かめるタイプの試験で,そういう意味では,運用能力の習熟

に肯定的な影響をもたらしていると言えよう。また,これらの試験は,学

生の運用能力とプログラムの成果について客観的な査定を与える役割も

認められる。いくつかのプログラムでは,STAMPテストを生徒に受けさせ

たりLinguaFolioを採用したりしている。これらを実施することによっ

て,ローカルのアセスメントが全米の外国語基準に直結することにな

る。しかし,これら全米レベルのテストは,あくまでも任意に行われ,大

多数のプログラムではこれらのテストは採用されていないのが実情であ

る。	 

このようなアメリカの現状は,標準的なカリキュラムと明確かつ客観

的な試験を実施している日本の教育制度と比べると,非常に主観的で非

効果的かもしれない。しかし,アメリカの学校というものが,そもそも,

学問的な能力を開発するだけではなく,道徳的な人間性を形成する場と

して考えられてきたということを忘れてはならない。一生懸命勉強する

こと,期限を守ること,手伝うことといったよい性質をも部分的に考慮に

入れて成績を出すことはアメリカの教育現場では納得できることと言え

る。また,ローカル・コントロールの伝統と一部屋教室のスクール・ハ

ウスへの郷愁を考えると,個々の教師が自分でテストを作り評価方法を

自分で決めるという形はごく自然なことなのである。結局,一部屋教室

のスクール・ハウス時代の教師たちはそういった形で評価を行ってきた

し,また,少なくとも人々の記憶の中では,今とは違って,その時代の子ど

もたちは行儀よく,教師たちも賢く,国全体が道徳的であった点では教育

は効果的だったわけである。	 

しかし,この制度には多くの欠点がある。全国共通のアセスメントが

ないために,生徒一人一人の熟達度,あるいはプログラムの質はなかなか

わからない。それぞれ異なる評価方法では,各教師がそれぞれ異なる要

因で成績をつけるため,「B」という成績が何を意味するのかを知ること

は不可能である。教師一人一人を説得してやり方を変えない限り現状は

変わらないであろう。従って,アメリカでの教育改革は非常に難しいの

である。	 
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それでも,現在の教育制度の利点があるとすれば,それは,ローカルの

ニーズにこたえるために教師が自由にプログラムを修正し変えていける

ということであろう。アメリカのように大きく多様性に富んだ国では,

一つのアプローチ,あるいは,一つのカリキュラムがすべての人々に適合

するとは考えにくい。この地方分権色の濃い教育制度では,さまざまな

新しいアイデアや手段が展開することも可能である。クラスのそれぞれ

が,小さな教育の実験現場だと言える。もちろん,失敗もあろうが,素晴

らしい成功をおさめるケースもあり,それら成功例が他の教師や教育機

関のモデルとなりうるわけである。	 

	 

５．将来の展望	 

5.1 日本語教育の連携に向けて 
アメリカにおいて ,強制的に受けなければならない国レベルの日本語テ

ストが開発実施されることは ,おそらくありえないだろう。しかし ,その

ように考える反面 ,もし日本語教育界で意見が統一され ,学習者と日本語

プログラムを評価するある標準テストを採用したとなれば,K-12 と大学

のレベル間の連携がスムーズになり ,全体の教育制度を一歩前進させる

ことになるだろう。日本語教育界で採用されるべき標準テストは ,ま
ず,ACTFL 運用能力基準とナショナル・スタンダーズに合わせたものが

望ましい。また,試験問題の漏洩防止対策もされ,また,精度の高いもので

なければならない。そのような標準テストが普及することによって ,大
学側も ,標準テストによる結果をプレイスメントの判断基準として受け

入れる態勢を整えることになり,また,高校のプログラムでは,生徒のほぼ

全員がそのテストを受けるようになるだろう。このように ,精度も信頼

性も高い標準テストが広く普及することで,K-12 レベルと大学レベルの

連携がさらに改善されるであろう。 
 

5.2 パフォーマンス評価の大規模なカスタム化 
パフォーマンスアセスメントは頻繁に実施していかなければ ,運用能力

の習得になかなか結びつかない。しかし ,効果的なパフォーマンスアセ
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スメントを作るのには ,時間とトレーニングが必要だが ,教師にはそのよ

うな余裕はない。そこで ,いろいろなレベルでさまざまなトピックにつ

いてのパフォーマンス評価ができるようなひな形（型や形式）を作るこ

とを提案する。これらのひな形は ,個々のニーズに合わせてそれぞれの

教師たちが調整して使えるような設計になっている。このような方法に

よって ,ローカル・コントロールが尊重されるとともに ,個々の現場に適

合したアセスメントを通してアセスメントの質の向上を達成することも

できる。 
 
5.3 サンプル判定の標準化 
LinguaFolio を始めとするポートフォリオ型のアセスメント方法を採用

するプログラムが増加する中 ,何をもって優良のサンプルとするか ,国の

レベルで標準化を図ることが重要である。キャンドゥ項目に関して ,合
格の例と不合格の例を集めた全米でのデータベースがあれば ,ローカル

のプログラムも ,国内のほかの地域での評価基準と擦り合わせをするこ

とができる。 
 
5.4 汎言語性と日本語の特有性 
ACTFL 運用能力基準のメリットは汎言語性だと述べたが ,その一方で ,
種々の言語に共通する基準を追求するがゆえに ,日本語に特有な面が測

定の対象外となるという問題もある。例えば ,敬語と普通体（カジュア

ルスタイル）の運用能力は,日本語以外の言語では ACTFL OPI の判定

基準に入れられていない。渡辺・ウェッツェル (2010:62-63)は ,敬語運

用能力を統括的評価の対象とするのは難しいが ,形成的評価を取り入れ

ることが熟達につながると提唱している。しかし ,日本語において重要

なスピーチスタイルの運用能力が統括的評価に入れられなくてもいいの

か,また,取り入れることは可能か,未解決である。また,ACTFL WPT で,
常に問題になるのは ,字のきたなさと漢字の不使用が上級・超級のレベ

ルでどれだけ許容されるのかということである。仕事の場面で ,文法語

彙にはまったく間違いのない立派な報告書が ,もし子どもが書いたよう
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なきたない字で,しかも,ひらがなばかりで書かれていたら,そのような文

書は社会的に通用するだろうか。現行の ACTFL 運用能力基準では ,そ
こまで細かく規定されていない。日本語に特有な部分を ACTFL 運用能

力基準に融合させていくのか ,また ,そのような日本語に特有な部分をど

のように測定するのか,今後の大きな課題と言える。 
 
６．おわりに	 

本章では,まずアメリカにおける教育の歴史的背景を始め,外国語教

育の変遷,そして,日本語教育の現場で使われている評価方法のうち,主

なもの（ACTFL	 OPI,	 WPT,	 AP,	 SAT,	 IB,	 STAMP,	 LinguaFolio)について

詳述した。アメリカでは,全国共通の教育基準やテストがないため,K-12

レベルから大学レベルに至るまで,カリキュラムやテスト方法は,学校

区,学校,そして,教師一人一人の判断にまかされている。しかし,ACTFL

運用能力基準の存在によって,ある程度標準化されたアセスメントツー

ルの選択ができるようになっている。また,プロフィシェンシームーブ

メントによって,実際のコミュニケーションに使える言語能力を教育目

的にかかげることが意識化され,そのことによって,アセスメントの形式

も,知識のテストである筆記試験だけに頼るのではなく,四技能を直接確

かめる形式のプロフィシェンシーテスト,パフォーマンステストなどが

一般的に取り入れられるようになってきている。授業形態も,プロジェ

クトやポートフォリオなど新たな形態が登場しており,それらに応じた

評価方法も採用されている。このような授業形態の多様化に伴って,形

成的評価と総括的評価の区別の重要性も認識されるようになった。	 

日本語教育のこれからの課題としては,多くの学習者がアクセスしや

すく,信頼性の高い標準テストが普及し,各レベルの教育機関が公式的に

そのテスト結果を認定するようになることだろう。そのようなアセスメ

ント制度によって,学習者がどこへ行っても適切なレベルに転入できる

ような土壌を確立していくことが望ましいと考える。	 
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