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はじめに
―第１次研究―

u 第⼆⾔語知識体系：規則に基づく体系 (the rule-based 
system) と記憶に基づく体系(the memory-based system) 
という「⼆層性の体系 (the dual-mode system)」から成
る (Skehan 2001) 

u 両体系間の「トレードオフの関係」に着⽬
→テスト法の基本原理として応⽤



ライティング・テストの
構成概念と測定モデル
u Accuracy (⾔語の形式的側⾯における運⽤能⼒の正確さ) 

←規則に基づく体系への依存度が⾼い
u Communicability (意味・内容の伝達を重視し、効率的な
情報伝達を⾏う能⼒) ←記憶に基づく体系への依存度が
⾼い

u 開発された２種類の評価タスクの測定要因を操作して、
各タスクに特徴づけを⾏い、最適化したタスクにより
Accuracy, Communicability を測定する



タスクの最適化
u Accuracy, Communicabilityタスクに特徴づけを⾏い、測定
要因を最適化したタスクにより⾔語運⽤能⼒を測定する

→ 上記の⾔語処理要因を考慮して評価タスクのデザインを
検討する

要因 Accuracy タスク Communicability タスク
時間的圧⼒ 時間的余裕を与

える
時間制限を⾏う

⽀援 内容⾯に関わる
⽀援を⾏う

形式⾯に関わる⽀援を⾏
う

利害関係 形式重視の出題 内容重視の出題



ライティング・タスク 1

u You are going to stay with Parker Family in Britain this 
summer. Write a 100-120 word letter introducing 
yourself to your host family within 20 minutes. Before 
writing, think of the following topics.

u Your name and age

u Your job, major in school

u Your family and pets

u Your interests and hobbies

u Your favorite places, foods, activities

u Your experience in traveling abroad

u Some things you want to do while you are in Britain



Accuracy 評価基準



ライティング・タスク 2

u You will have 10 minutes to make notes about 
the following discussion topic, “Why do you 
study English?” In order to prepare for the 
discussion, think of answers to the question as 
many as possible and write them as  “To travel 
abroad.”



Communicability 評価基準



―第２次研究―

u タスクに基づくライティング・テスト (Task-Based 
Writing Test: TBWT) の実施⽅法等について検討を⾏い、
実施結果の分析に基づいて改良を⾏った

u スコアリング・ガイドおよび評定尺度の適正化
u テストとしての信頼性・妥当性の向上
u 評価基準の妥当性検証
u 事前トレーニングの効果
u 同等の困難さを持つ評価タスクの開発



本研究の位置づけ
u 応⽤的研究段階
u ⼀定規模の本格的な公開テスト実施に向けての準備
u 客観性および有⽤性の⾼いライティング・テストの評価
採点システムの構築をめざす

u コンピューターによる⾃動評価採点システムをTBWTに
特化して応⽤開発を⾏う



⾃動評価採点における客観的
評価指標
u ⾃動評価採点システムに共通する基本的メカニズムは、
評価規準（評価の観点）に適合する複数の統計指標（特
徴量）を抽出し、その数値データに基づき総合的なスコ
アを付与するという仕組み

u TBWT の客観的評価指標

Accuracy Communicability
⽂章構成⼒ ⾔語的正確さ 伝達内容の質 情報伝達の効果
総語数
平均⽂⻑

使⽤語彙の難易度
接続語句数の数

平均⽂⻑
使⽤語彙の難易度

アイディアの数
定型表現の頻度



研究⽬的

u TBWT の評価規準に適合する複数の⾔語的特徴を客観的
評価指標として抽出する

u 抽出された特徴量とタスクの総合評価との相関分析に
よって客観的評価指標としての妥当性を検証する

u 重回帰分析により、総合評価を予測する回帰式を作成し
その有⽤性検討を⾏う



研究⽅法

u 分析対象データ
対象：2008年に20名の⽇本⼈⼤学⽣を対象として⾏われ
た調査において収集され、2010年と2012年に延べ15名の
⽇本⼈中学校英語教師により評定が⾏われた40サンプル
（Accuracy, Communicability タスク各20）である
2種類のタスク：
「⾃⼰紹介の⼿紙 (100〜120語)」 20分
「ディスカッションのためのメモ」 10分
辞書の使⽤は認めない



分析⼿法
u 変数間の相関分析

1) Accuracy タスクについては、各サンプルの評定値と
「語数」「平均⽂⻑」「JACET8000における難しい語の
使⽤割合」「⽂あたりの接続語句数」との相関分析を
⾏った
2) Communicability タスクについては、各サンプルの評
定値と「平均⽂⻑」「 JACET8000における難しい語の使
⽤割合」「アイディアの数」「定型表現(to+動詞)の頻度
と含まれる単語数」との相関分析を⾏った

u ３段階評価のための閾値設定
u 各タスクの評価を予測する回帰式の作成と有⽤性検討



結果
―各変数間の相関分析―

u Accuracy タスク変数間の相関⾏列

**p < .01, *p < .05

評価 語数 平均⽂⻑ 難語割合 接続語数
評価 －
語数 .88**

平均⽂⻑ .39 .40

難語割合 .73** .86** .21

接続語数 .53* .64** .34 .65** －



結果
―各変数間の相関分析―

u Communicability タスク変数間の相関⾏列

**p < .01

評価 平均⽂⻑ 難語割合 ｱｲﾃﾞｨｱ数 頻度語数
評価 －
平均⽂⻑ .59**

難語割合 .75** .57**

ｱｲﾃﾞｨｱ数 .76** .43 .87**

頻度語数 .83** .60** .85** .97** －



結果―３段階評価基準―

u Accuracy タスク

評価 語数 平均⽂⻑
A (3) 123.25±10 語 8.95語以上
B (2) 123.25±20 語 6.75語以上8.95語未満
C (1) 123.25±30 語 6.75語未満

評価 難語割合 接続語句数
A (3) 86.25 以上 2 語以上
B (2) 68.25 以上 86.25 未満 1 語以上 2 語未満
C (1) 68.25 未満 0 語未満



結果―３段階評価基準―

u Communicability タスク

評価 平均⽂⻑ 難語割合
A (3) 5.5 語以上 39.25 以上
B (2) 4.675 語以上5.5語未満 22.0 以上 39.25 未満
C (1) 4.675 語未満 22.0 未満

評価 アイディア数 頻度語数
A (3) 11 以上 2 語以上
B (2) 7〜10 1 語以上 2 語未満
C (1) 6 以下 0 語未満



結果
―各変数間の相関分析―

u ３段階評価によるAccuracy タスク変数間の相関⾏列

**p < .01, *p < .05

評価 語数 平均⽂⻑ 難語割合 接続語数
評価 －
語数 .71**

平均⽂⻑ .57** .20

難語割合 .68** .64** .48*

接続語数 .62* .60** .57** .78** －



結果
―各変数間の相関分析―

u ３段階評価によるCommunicability タスク変数間の相関⾏列

**p < .01

評価 平均⽂⻑ 難語割合 ｱｲﾃﾞｨｱ数 頻度語数
評価 －
平均⽂⻑ .58**

難語割合 .76** .42

ｱｲﾃﾞｨｱ数 .78** .58** .79**

頻度語数 .78** .58** .79** 1.00 －



結果
―重回帰分析による評価予測式―

u 数値データによる Accuracy 評価の予測式＝
0.0241×(語数)+0.1406×(平均⽂⻑)+0.0071×(難語割合)-

0.029×(接続語句数)-1.0794

u Accuracy 評価の 69% を説明することができる

u ３段階評価データによる Accuracy 評価の予測式＝
0.578×(語数)+0.5465×(平均⽂⻑)+0.1629×(難語割合)+ 

0.0168×(接続語句数)+0.436

u Accuracy 評価の 63% を説明することができる



結果
―重回帰分析による評価予測式―

u 数値データによる Communicability 評価の予測式＝
0.1321×(平均⽂⻑)+0.004×(難語割合)+0.0969×(ｱｲﾃﾞｨｱ数)+ 

0.0278×(頻度語数)+0.0325

u Communicability 評価の 61% を説明することができる

u ３段階評価データによる Communicability 評価の予測式＝
0.3316×(平均⽂⻑)+0.7067×(難語割合)+0.6064×(ｱｲﾃﾞｨｱ数)-

0.4015

u Communicability 評価の 65% を説明することができる



結果
―評価予測式の有⽤性検討―

u 各タスクの評価を予測する回帰式により算出される予測得
点を20名の学⽣の Criterion スコアと照合を⾏う

u 回帰式による予測得点と Criterion スコアとの相関係数を計
算し、併存的妥当性の検証を⾏った

→ 中程度以上の相関が⾒られ、予測得点にはある程度の有⽤
性があると判定される

回帰式 Accuracy タスク Communicability タスク
数値データ .77 .64

３段階評価 .64 .76



結果
―評価予測式の有⽤性検討―

u 回帰式により算出される予測得点と Criterion スコアとの
残差を求めたところ、残差が ±1.0 以上となったサンプル
の数

→ 上記のサンプル数から判断すると、数値データによる予
測式によって算定するのが妥当であると⾔える

回帰式 Accuracy タスク Communicability タスク
数値データ １ ４
３段階評価 ６ ４



結果
―評価予測式の有⽤性検討―

u 回帰式により算出される予測得点と TBWT による実測値と
の残差を求めたところ、残差が ±1.0 以上となったサンプ
ルの数

→ 「頻度語数」により「評価の実測値＜予測得点」となっ
たケース(数値)、「平均⽂⻑」「難語割合」により 「評価
の実測値＞予測得点」となったケース(3段階)が確認された

回帰式 Accuracy タスク Communicability タスク
数値データ ０ ２
３段階評価 ０ １



⾃動評価採点システムの
処理系統



結果
―⾃動採点システムの有⽤性検討―

u 学⽣14名の⾃動採点システムによる各タスクの評定結果と
TOEIC Writing スコアと照合を⾏う

u ⾃動採点システムの得点と TOEIC Writing スコアとの相関
係数を計算し、併存的妥当性の検証を⾏った

→ 中程度の相関が⾒られ、⾃動採点システムの得点にはある
程度の有⽤性があると判定される

回帰式 Accuracy タスク Communicability タスク
数値データ .65 .55

３段階評価 .65 .49



結果
―⾃動採点システムの有⽤性検討―

→ ⾃動採点システムの得点には「とても納得できる」「納得
できる」という回答であった



今後の課題

u 予測精度をより向上させる可能性のある統計指標につい
て検討すること

u サンプル数を増加させて再検証を⾏うこと
u Accuracy タスクの「⾔語的正確さ」に関しては、語彙や
⽂法、スペル、句読法などにおける誤りを特定し、統計
指標化する⽅法を検討すること

u Communicability タスクの「情報伝達効果」に関しては
課題との関連性をより適切に判定し、統計指標化する⽅
法を検討すること



参考⽂献

u 本報告の詳細に関しては、『全国英語教育学会紀
要 (ARELE)』第27号 pp.17-32に掲載予定ですので、
ご参考にしていただければ幸いです。

u ご清聴に感謝いたします。


