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1. はじめに
本ラウンドテーブルでは，日本語のアカデミック・ライティング評価用に開発
した「目的・内容」「構成・結束性」「日本語」の 3 つのトレイト別フローチャー
ト（FC）を紹介し，カナダやアメリカの JFL 環境や継承語教育，子供のライティ
ング評価にも使用できないか，そのためにはどのような工夫が必要か，評価基準
の汎用性という点も考慮しつつ話し合うという提案を行った。以下，2. トレイト
別フローチャート，3. ディスカッション・トピック，4. ディスカッション，5. 結
語，の順で述べる。
2. トレイト別フローチャート
2.1 トレイト別フローチャート開発の経緯
筆者らは，研究当初はマルチプルトレイト評価基準（MT）
（田中・長阪・成田・
菅井，2009）を使って評価をする予定だったが，筆者らの科研研究「日本語ライ
ティング評価の支援ツール開発：
「人間」と「機械」による評価の統合的活用」で
は，目標の 1 つとしてライティングの自動評価システムの構築を掲げており，そ
のシステム構築（機械学習）のために，多くのデータ（ライティング）を評価し
なければならず，かつ評価が一致しなければならなかった。MT は，
「目的・内容」
「構成・結束性」
「読み手」
「日本語 A：正確さ」
「日本語 B：適切さ」の 5 トレイ
ト，6 レベルから成り，現場で使用するのにはフィードバックがしやすく有効な
評価基準である（Nagasaka & Tanaka, 2005；Tanaka, 2007；田中，2007）。しかし，
MT によって評価を一致させるのには限界があり，また，評価に時間がかかるた
め，MT に準拠するトレイト別 FC を開発した（田中・坪根・佐々木・影山・阿部，
2018）。
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開発に当たっては，まず MT の評価基準 A（トレイト別・評価基準説明）と評
価基準 B（レベル別・評価基準説明）を合体させ，
「トレイト別・レベル別評価基
準説明」を作成した。次に，それをもとに，今回は「比較と意見（論証）」のライ
ティングに限定して，レベル決定要素を検討した。その結果，5 トレイトから「目
的・内容」「構成・結束性」「日本語」の 3 トレイトに絞り，レベルはそのまま 6
レベルを採用することとなった。この「トレイト別・レベル別評価基準説明」は，
評価基準ツールとしては必要であるが，このまま評価基準として使うには評価要
素が多すぎる。また，MT において評価要素の評価順位（優先順位）を決めておい
ても評価者は必ずしもそれに従わなかった（田中・長阪，2009；田中・坪根，2011；
田中，2016）。これらのことより，評価を一致させるには，1）評価要素を絞る，
2）評価順位を固定させる，の 2 点が必須であると考え，「フローチャート」方式
を採用することにした。
2.2 トレイト別フローチャートによる評価
トレイト別 FC は，ライティングを評価する際の各要素（good writing の要素）
の優先順位を階層的に決め，それをレベル決定要素として段階的に評価していく
方法である。前述したように，
「目的・内容」
「構成・結束性」
「日本語」の 3 つの
トレイトがあり，それぞれ 6 レベルから成る。例えば「構成・結束性」のトレイ
トの FC のレベル決定要素は，レベル 1（下位）から順に，
「構成意識の有無」
「パ
ラグラフ意識の有無」
「マクロ構成（序論・本論・結論）とパラグラフ間の結束性」
「マクロ構成のバランスと高い結束性」
「序論と結論の呼応」である（資料 1＜構
成・結束性＞）。
この FC は，本来は評価の一致を目的として開発されたものだが，評価項目の
数が絞られ，評価項目の順序が固定されたため評価時間が大幅に短縮された。ま
た，一致のための評価者間信頼性のみならず，迷いが減るため，教師自身の評価
者内信頼性も確保される。したがって，教育目的の評価をはじめとする，より広
い場面や対象に使用できるのではないかと考えた。
3. ディスカッション・トピック
以下の（1）
（2）をディスカッション・トピックとして設定し，本 FC の使用可
能性とそのための工夫について話し合った。
（1）日本国内や漢字圏ではレベル範囲が広く（初級～上級），本 FC の形で使用
可能だが，高いレベルが少ない JFL の環境で現在のレベル 1～6 の FC を使うとし
たら，どのような工夫が必要か。
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（2）本 FC はアカデミック・ライティングを念頭に置いたものだが，論証モード
ではない子供のライティングにも使えるのか。使えるとしたら，どのような工夫
が必要か。
（1）について討論するに当たり，評価基準（レベルも含めて）の汎用性につい
て，以下の情報を提供した。
FC のレベル 1～6 の基準は JFL と JSL で変えないほうがいいのか。例えば，
CEFR-J（投野由紀夫編，2013）は，CEFR の絶対的な基準は変えずに，下のレベ
ルを細分化している。日本の英語教育においては，高いレベルの学習者が少ない
ため，A の細分化や Pre-A1 を新たに設けることで対応している。B や C のレベル
の学習者数は圧倒的に少ないはずだが，CERF のレベル基準はそのまま使われて
いる。その一方で，レベルの汎用性ということは考えずに，FC の考え方だけを援
用し，各機関に合うようにレベルや内容を設定するという考え方もある。
（2）を考えるに当たり，以下の情報を提供した。
まず，レトリカル・モード（rhetorical mode）について，田中・阿部（2014：Lesson
2 文章の種類と目的）を参考に，「ナラティブ，描写，説明（手順・過程，定義，
分類・例示，比較・対照，原因・結果），論証（意見）」を紹介した。前述のよう
に，今回の FC は，アカデミック・ライティングでも「比較と意見（論証）」用に
作られている。他のアカデミック・ライティングのレトリカル・モード，例えば，
「原因・結果」だと，「目的・内容」のトレイトの文言を変更すれば，「構成・結
束性」と「日本語」に関しては，そのまま使用できる可能性が高い。しかし，子
供や継承語教育のライティングの場合は，どうだろうか。
まず，カナダの子供のライティング教育（あるいは継承語教育）で共通の評価
基準があるのか。それにはどのようなレトリカルモードモードが用意されている
のだろうか（cf. アルバータ州の継承語教育における英語の能力を測るためのテ
ストや評価基準はある。また，ナラティブ専用の評価基準もある：Alberta education
English Language Education Arts）。ちなみに，日本で現在開発中の DLA「外国人児
童生徒のための JSL 対話型アセスメント」
（文部科学省）第 5 章「DLA＜書く＞概
要」を参照すると，
【年齢別作文テーマ】
（p.75）が小学校 1 年生から順に，
「W1 動
物」
（小学校 1 年生）
「W2 日記」
「W3 大切なもの」
「W4 遊び」
「W5 学校」
「W6 日
本の〇〇」
「W7 メールと手紙」
「W8 電子書籍と本」
（中学 3 年生）とあり，｢日記｣
はナラティブ，
「電子書籍と本」は比較・対照，論証（意見）を書かせるものだと
考えられ，モードを考慮しての作文テーマになっているようである。
今回の FC は，
「比較・論証」のプロンプト用だが，FC を用いて，子供用のモー
ドの評価基準（FC）を作成できないか。子供のライティングの場合，例えば，ナ
ラティブでは，まず何ができていることが基本（前提）になるのか。つまり，ど
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のような要素を最初に設定すればいいのか。モード別のライティングの本質を考
えるのにも，FC は有効ではないだろうか。
4. ディスカッション
4.1 ディスカッションの手順
参加者は 29 名であった。3 で紹介した 2 つのディスカッション・トピックから
1 つを選んでもらい，4～6 名のグループを作ってもらった。その結果，トピック
（1）については 5 グループ（アメリカの大学：6 名，カナダの大学：11 名，日本
の大学：7 名，トピック（2）については 1 グループ（アメリカの大学：2 名，カ
ナダの大学：1 名，カナダの継承語教育機関：1 名，日本の大学：1 名）となった。
それぞれ選んだトピックについて約 20 分間話し合ってもらい，次の 20 分間で報
告及び質疑応答を行った。
4.2 ディスカッションの報告
全体的には，FC の使用は，短時間で評価可能であり，複数の教師がいる場合，
採点の基準のすり合わせに使えるなどの理由から，肯定的に捉えられていた。
トピック（1）では，高いレベルが少ない JFL の環境での使用に関して，①本 FC
に変更を加えずそのまま使う，②部分的に細分化・変更するという 2 つの意見が
出された。①に関しては，
「国レベルのアーティキュレーションを考えたら変更し
ないほうがいい」
「絶対的なレベル分けが分からなくなるので，機関ごとに変えな
いほうがいい」
「国の中で所属機関がどのレベルにあるのか分かる」などのように，
所属機関内の評価のみを見るのではなく，レベルの汎用性を重視したものであっ
た。一方，②に関しては，特に初級の場合，下位部分を分ける必要があるとの意
見が出された。また，各教育機関の目的やカリキュラムに合わせて細分化する，
教育機関毎に Can-do を記述すると細分化や変更の際に役立つ,といった意見もあ
った。
トピック（2）のグループでは，継承語教育における子供のライティングについ
て話し合われた。まず「書く」ということに対する現状について，子供の作文に
評価点をつけることはしていない，子供は産出自体が困難であり，接続詞など談
話展開や構成を考えるのは難しい，といった報告があった。
また，子供に文章を書かせる場合については，RAFT（Role Audience Format Topic）
の例が出され，誰に“Audience”，何を“Topic”を伝えるかが明確になっていること
が大切であるとの意見が出された
これらの意見のほかに，いくつかの疑問も出された。まず，1～6 というのは点
数なのかレベルなのかが分かりにくいという指摘があった。それに対して，本 FC
で示すレベル 1～6 は，
TOEFL などのように絶対的な基準のレベルを指しており，
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配布資料の FC で使用されている点数（資料 1）とレベルは同じものを指すという
説明を行った。
また，「目的・内容」のトレイトで,「オリジナリティ」を最後に評価するのは
なぜかという質問も出された。この点に関しては，オリジナリティを早い段階で
評価ポイントにすると，評価者によって評価が分かれてしまう。そのため，オリ
ジナリティがあれば加点するという考え方をとっていると説明した。
4.3 ディスカッションからの示唆
トピック（1）のディスカッションで，特に初級の場合，下位部分を分ける必要
があるとの意見が出された。例えば，「構成」に関しては，現行の FC の「構成・
結束性」のトレイト（資料 1）において，マクロ構成が「序論・本論・結論」と 3
つが揃っていないと評価されないが，序論・本論はあっても結論がない場合，本
論・結論はあっても序論がない場合もあるので，その点を区別したいということ
であった。
さらに，
「結束性」に関しても，初級を考慮しての細分化が指摘された。確かに，
現行の FC はアカデミック・ライティングを基本としていることから，
「結束性が
ある程度以上認められる」や「結束性が高い」のような抽象的な記述となってお
り，特に初級では使いにくいだろう。ディスカッションでは，具体的にどのよう
な接続詞が使用できているかなどをレベル決定要素にすればどうかという指摘も
あった。しかし，使用される接続詞は，コンテキストあるいはプロンプトによっ
て異なるので，FC の階層性の中に組み込むのは難しいと思われる。ただし，個々
のプロンプトに対して FC を作るのであれば問題はない。
トピック（2）に関しては，子供用の FC を作るにあたり，まったくの無から作
り出すのは難しいので，ディスカッションで出た RAFT（Role Audience Format
Topic）の 4 つの柱をトレイトとして FC を開発することを検討してはどうだろう
か。また，子供のライティングに評価点をつけたことがないということであった
が，この FC は子供たちに評価を与えるのではなく，教師が子供のライティング
を把握するツールとしても利用可能である。
5. 結語
今回のディスカッションから，本 FC は JFL の環境でも，CEFR-J のように，初
級レベルに対応するように細分化すれば，使用可能であるということが分かった。
その際，本 FC の 6 レベルはそのままにして，各レベルを細分化する（特に初級
に当たるレベル）という点は一致しているが，その細分化を国や機関を越えて共
通にする可能性と，機関の目的やカリキュラムに応じて，さらには各教師が個々
に工夫して変更するという可能性があると考えられる。
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また，FC は評価ツールとしてだけではなく，学生のライティング活動を補助す
るツールとしても使えるのではないだろうか。例えば，FC を学生と共有し，プロ
セスライティングの過程で，FC を使用してフィードバックを与えることなどが考
えられる。子供のライティングに関しても，前述したように，RAFT の 4 つの柱
をトレイトとして FC を開発することを，今後試みていただきたい。
今回，このラウンドテーブルで紹介した FC の使い方に対して，さまざまな意
見や案が出されたが，今後それらを参考に，各機関，各教師で FC を使った活動
や研究を進めていただきたい。そして，その結果を互いに報告する機会を設ける
ことを，最後に提案したい。
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【インターネット上の情報】
Good Writing-jp 読み手と構成を意識した日本語ライティング:
<http://goodwriting.jp/wp>
評価用フローチャート <https://goodwriting.jp/wp/system-flowcharts >
マルチプルトレイト評価基準（簡略版）：
<https://goodwriting.jp/wp/page-66/documents> 関連資料
マルチプルトレイト評価基準 2013 改定版：
<https://goodwriting.jp/wp/page-66/documents> 関連資料
（以上，閲覧日 2018 年 8 月 15 日）
文部科学省「外国人児童生徒のための JSL 対話型アセスメント DLA」第 5 章「DLA
＜書く＞」：<http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1345413.
htm>（2018 年 5 月 27 日閲覧）
Alberta education English Language Education Arts (K-6) Provincial achievement test
(PAT)：<https://education.alberta.ca/english-language-arts-k-6/provincialachievement-test-pat/everyone/achievement-documents/>
（2018 年 6 月 25 日閲覧）
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発：「人間」と「機械」による評価の統合的活用」（田中真理代表）の助成を受け
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資料 1：トレイト別フローチャート
＜目的・内容＞ 「目的（課題達成）」とその「内容」を評価する。
ライティング科研 トレイト別フローチャート
CAJLE 2018
目的（課題達成）：「比較」がなされ「意見※」が述べられているか
内容：メインアイディアの一貫性・妥当性とサポート（＝理由，例，説明，読み
＜目的・内容＞ 「目的（課題達成）」とその「内容」を評価する
目的（課題達成）：「比較」がなされ「意見※」が述べられているか
手の背景知識への配慮）
内容：メインアイディアの一貫性・妥当性とサポート（＝理由，例，説明，読み手の背景
知識への配慮）

メインアイディアが一応は
読み取れる。つまり，「比
較」と「意見に相当するも
の」が認められる。

「比較」と「意見に相当
するもの」のどちらか片
方のみ認められる。

メインアイディアについ
ての何らかのサポートが
ある。

※ここでの意見は，
「どちらかの
立場を選ぶ」のほかに，「安全な
国なら個人旅行で，安全でない
国ならパック旅行で」というよ

メインアイディアにある
程度以上の，一貫性・妥
当性が認められる。

うな「併用案」も含める。

YES

メインアイディアに明確な一
貫性・妥当性が認められ，効
果的なサポートがある。
かつ，文章全体に対しては，
社会的な視点，普遍性，客観
性が認められる。

YES
オリジナリティがあり，
「読み手」を引きつける
要素が認められる。
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＜構成・結束性＞
＜構成・結束性＞

ライティング科研
トレイト別フローチャート
マクロ構成（序論・本論・結論）
・パラグラフ間の結束性を評
CAJLE 2018
価する。

マクロ構成（序論・本論・結論）・パラグラフ間の結束性を評価する。

開始

構成意識※
が認められる。

NO
1点

YES
パラグラフ意識※
が認められる。

パラグラフ意識がな
くても，マクロ構成
（序論・本論・結
論）に相当する部分
が認められる。

NO

NO
２点

YES
YES
３A 点
マクロ構成※（序論・
本論・結論）に相当す
るパラグラフがある。
かつ，パラグラフ間の
結束性がある 程度以
上認められる。

NO
3B 点

※構成意識とは，話の順序を考
えて書こうとする意識を指す。
話の順序を考えず，思いつく
まま書いたようなもの（その結
果，唐突な印象を受ける）は，
構成意識がないと言える。

YES

※パラグラフ（段落）意識と
序論・本論・結論のバ
ランスが適切である。
かつ，パラグラフ間の
結束性が高い。

NO
４点

は，１つのまとまったことがら
を１つのパラグラフに書こうと
する意識を指す。
形式的段落で，1 文ずつ改行
したり，逆に全文を１つのパラ

YES

グラフで書いたりするのは，パ
序論と結論に呼応が
認められる。

NO

ラグラフ意識がないと言える。

5点
※マクロ構成とは，序論・本論・

YES

結論の 3 つのパートから成る構
成を指す。

６点
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＜日本語＞ 言語知識（正確さと多様性）・レジスター（適切さ）を評価する。
＜日本語＞ 言語知識（正確さと多様性）・レジスター（適切さ）を評価する。

開始

NO
言語使用に大きな問題が
あるとしても，推測※を
働かせば書いてあること
がなんとか読み取れる。

※ここでの推測は，日

1点

本語教師ではなく，外
国人の日本語に慣れて
いない人が行う推測を
想定している。

YES

言語使用に問題はある
が，推測を働かせなくて
も，書いてあることが
おおよそ読み取れる。

NO
２点

YES
※レジスターとは，書
言語使用にある程度以
上の正確さが認められ，
かつ，レジスター ※ に
あまり違和感がない。

き手が場面や相手によ

NO
３点

って使い分ける表現や
スタイル等を指す。
例：話し言葉と書き言
葉，丁寧体・普通体の
統一等

YES

言語使用にかなりの正
確さが認められ，
かつ，ある程度以上の
多様性※がある。

NO

※多様性とは，文型，

４点

を指す。

YES

言語使用に十分な正確さ
と十分な多様性があり，
かつ，レジスターに違和
感がない。

語彙・表現等の多様性

NO
５点

YES
６点
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