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CEFR-J のできるまで

2004 – 2007年度：基盤研究（A） [小池生夫先生 代表]

 「到達すべき英語力指標」に関する実態調査

 社会人約７０００人、SEL-Hi約100校、中高一貫150校、小学校約３５０校

 海外調査 ＆ 韓国、中国、台湾の英語指導要領・教科書分析

→ CEFRの影響力を認め、その導入可能性の研究が重要と認識

2008 - 2011年度: 基盤研究（A） [投野由紀夫 代表]

 CEFR の本格導入のためプロジェクト名を「CEFR-J」と命名

 CEFR準拠でかつより細分化した枠組みの提案

 CEFRレベルの細分化を科学的に行う、という目標

 Version 1 の一般公開（2012年3月）
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2008-2011 CEFR-J 科研メンバー（敬称略）

研究代表者：

• 投野由紀夫（東京外国語大学）

研究分担者：

• 相川真佐夫 （京都外国語大学）

• 尾関直子 （明治大学）

• 金森 強 （松山大学）

• 川成美香 （明海大学）

• 笹島 茂 （埼玉医科大学）

• 椎名紀久子 （千葉大学）

• 高田智子 （明海大学）

• 高橋美由紀 （愛知教育大学）

• 寺内 一 （高千穂大学）

• 中野美知子 （早稲田大学）

• 中谷安男 （法政大学）

• 根岸雅史 （東京外国語大学）

• 松井順子 （明海大学）

• 緑川日出子 （昭和女子大学）

• 村野井仁 （東北学院大学）

研究協力者：

• 小池生夫

• 林 正治
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CEFR-J のレベル設定

A1 A2 B1 B2 C1 C2

80% の日本人は A-level に属する

A1.1 A1.3A1.2Pre-
A1 A2.1 A2.2 B1.1 B1.2 B2.1 B2.2
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CEFR-J alpha version の作成（２００８－２００９）

小池科研の
リソース

• Can do ディス
クリプタの書き
直し

さまざまな研修

• CEFRレベルの
感覚を養う

• Can do ディスク
リプタの書き方

• Can do ディスク
リプタの検証方
法

Alpha version

• チームで小中高
大のレベルに精
通したメンバー
がCEFRに準拠
しつつ、具体化
したCan do を執
筆
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CAN-DO 作成：ディスクリプタの因子分解

Receptive 
skills

Task (action)

Text

Condition

Productive 
skills

Performance (action)

Quality

Condition
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根岸雅史(2010)「CEFR-J beta 版への改訂作業について」 基盤研究（A)
中間報告書



Alpha-version の検証（2010）

Sorting
exercise

約150人の小中高
大の教員による
ディスクリプタの並
べ替え調査

Beta
version

2010
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Beta-version の検証（2011）

• 項目応答理論を用いたcan do ディスクリプタの検証

o 先行例：

• 熊本大学のGPのコンピーテンシーMapの作成(2007)

• 早稲田大学の英語チュートリアルの教材配列妥当性の検証
(2007)

• 慶応大学の英語教育改革（日本教育測定研究所）

• 2 パラメーター・ロジスティック・モデル
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aj ＝ Item Discrimination; bj = Item Difficulty



Beta-version の検証（２）

• オンライン・アンケート

• 中学生 1,685名 ：pre-A1 ～ A2.2

• 高校生 2,538名 ：全項目

• 大学生 1,245名 ：全項目
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(例)アンケートの例

なじみのある定型表現を使って、時間・日にち・場所について尋ねたり、答えた
りすることができる。

１. よくできる ２. できる ３. できない ４. 全くできない



Beta-version の検証（３）

4点尺度の回答を0，1
データに変換

Bilog-MGで能力値、
項目困難度、項目識別

度を計算

この3つの値を利用し、
上記の式を用いて、項

目特性曲線（Item 
Characteristic Curve: 

ICC）を描いた
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Beta-version の検証（４）：Writing の項目特性曲線
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Can Do 見直し

教員からの意見聴取

教員による並べ替え調査

2009 2010 2011

CEFR-J
beta

CEFR-J
alpha

CEFR-J
Ver.1

中間報告書

CEFR-J の提案と活用データの提供

表現の統一・修正

終報告書

2008

専門家からの意見聴取

学校でのパイロット調査

学生による自己評価

自己評価と実際のスキルとの関係

教員による学生評価

CEFR‐J
活用資料：

タスク実例
語彙表

ELP Descriptor
DB

＋

公開シンポ

データの集約と反映

Validation PhaseRevision PhasePreparation Phase



CEFR-J 公開サイト
http://www.cefr-j.org

• CEFR-J: 無償公開された
CAN-DO リスト
– ダウンロード可能

• 1800以上の大学，公的機関，
企業，個人がダウンロード
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CEFR-Jの利用環境の整備
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CEFR-J 
付属資料

ガイドブック
の作成

付属語彙表

文法・表現

インベントリー
開発

CAN-DO 
作成サポート

ELP 
Descriptor 
Database

セミナー実施

CEFR-J 
適用事例

利用例DB

辞 書

会話 教材

教科書との

マッチングDB



The CEFR-J Wordlist
科研 2004 – 2007:
英語教科書コーパス

中国

台湾

韓国

B2

B1

A2

A1

Pre-A1

B2 wordlist

Pre-A1 wordlist

各国データに共通に出現
する単語のみを選定
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小学校

中1

中2～3

高1～2

高3



CEFR-J Wordlist Version 1
CEFR -
Level Pre-

A1 A1 A2 B1 B2 Total

Text 
analysis

976 1057 1884 1722 5639

Our 
Target 1000 1000 2000 2000 6000
+ EVP
差分取り込
み

1068 1358 2359 2785 7570

日本の
学校教育
相当レベル

小〜中2
中3
〜

高1,2

高2,3
〜

大学受験

大学受験
〜

大学教養

16(c) 2013 Y. Tono2013/08/05



発信技能のCAN-DOと語彙のマッチング

Can do descriptor

スポーツや食べ物などの好き
嫌いなどのとてもなじみのある
トピックに関しては、はっきり話
されれば、限られたレパート
リーを使って、簡単な意見交換
をすることができる。

(A1.2 Spoken interaction)

I like …/ I don’t like …
Do you like …?

apple A0 n Food and drink
banana A0 n Food and drink
bean A1 n Food and drink
beef A1 n Food and drink
biscuit A1 n Food and drink
bottle A0 n Food and drink
bread A0 n Food and drink
breakfast A0 n Food and drink
burger A1 n Food and drink
butter A1 n Food and drink
cake A0 n Food and drink
candy A0 n Food and drink
cheese A0 n Food and drink

art A0 n Hobbies and pastimes
ball A0 n Hobbies and pastimes
baseball A0 n Hobbies and pastimes
basketball A0 n Hobbies and pastimes
cartoon A0 n Hobbies and pastimes
concert A0 n Hobbies and pastimes
dance A0 n Hobbies and pastimes
drama A1 n Hobbies and pastimes
football A0 n Hobbies and pastimes
music A0 n Hobbies and pastimes
opera A0 n Hobbies and pastimes
painting A0 n Hobbies and pastimes
party A0 n Hobbies and pastimes
piano A0 n Hobbies and pastimes

CEFR-J Wordlist
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受信技能のCAN-DOと語彙のマッチング
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Can do descriptor

学習を目的として書かれた

新聞や雑誌の記事の要点を理
解することができる。」
（読むこと B1.1）

B1レベルの retold された新聞記事
約2000語の基本語彙を核に、4000
語レベル
程度までの難易度を許容する。

CEFR-J Wordlist の
語彙レベル判定ツールも

公開予定



The ELP ‘Can do’ Descriptor DB

European Language Portfolio

2,800 CAN-DO ディスクリプタ

SP: 69 SI: 137 L: 124 R: 146 W: 171

重複を整理，647 のディスクリプタに集約
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Retrieval of descriptors
Lev. Category/C

ode ELP descriptor(s) General descriptors (Japanese) Descriptors for children 
(Japanese)

A1 IS1-A1
I can say who I am, ask 
someone’s name and introduce 
someone.

自分が誰であるか言うことができ、相手の名前を
尋ねたり、相手のことを紹介することができる

自分の名前を言ったり、相手の名前を聞
いたり、相手の紹介ができる

A1 IS1-A1-1

I can ask and answer simple 
questions, initiate and respond 
to simple statements in areas 
of immediate need or on very 
familiar topics[1.2000-CH]

簡単な質問をしたり、簡単な質問に答えることが
できる。また必要性の高いことや身近な話題に
ついて発言したり、反応することができる

簡単な質問をしたり、簡単な質問に答える
ことができる。また身近なことについて話し
たり、質問に答えることができる

A1 IS1-A1-1

I can make myself understood 
in a simple way but I am 
dependent on my partner 
being prepared to repeat more 
slowly and rephrase what I say 
and to help me to say what I 
want.

簡易な方法であれば通じるが、ゆっくり繰り返し
てくれたり、自分が言った事を言い直してくれた
り、自分が言いたいことが言えるよう助けてくれる
ような相手に依存している

相手がゆっくり話したり、自分が言ったこと
を確認してくれるなど、やさしい人だった
ら自分の簡単な英語は通じる

A1 IS2-A1

I can understand simple 
questions about myself and my 
family when people speak 
slowly and clearly (e.g. "What’s 
your name?" "How old are 
you?" "How are you?" etc.).  

相手がゆっくりはっきり話してくれれば、「名前
は？」「歳は？」「調子はどう？」などの自分や家
族についての簡単な質問を理解することができ
る

相手がゆっくりはっきり話してくれれば、自
分や家族についての簡単な質問が分か
る

A1 IS2-A1
I can understand simple words 
and phrases, like "excuse me", 
"sorry", "thank you", etc.  

「すみません」「ごめんなさい」「ありがとう」といっ
た簡単な語句を理解することができる

「すみません」「ごめんなさい」「ありがとう」
といった簡単な語句が分かる

A1 IS2-A1
I can understand simple 
greetings, like "hello", "good 
bye", "good morning", etc.  

「やあ」「さようなら」「おはよう」といった簡単な挨
拶を理解することができる

「やあ」「さようなら」「おはよう」といった簡
単な挨拶が分かる
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基盤（A）：学習者コーパスによる英語CEFRレベル基準特性
の特定と活用に関する総合的研究

基準特性
の抽出

CEFR準拠教材データ

CEFR準拠学習者データ

EP/Core Inventory など

レベル別テキストを
特徴付ける言語項目
の割り出し

A1  A2  B1  B2 

A1  A2  B1  B2 • CEFR-J との
マッチング

• CAN-DO 作成
の素材提供

L2 Profiling Research 
への方法論的貢献

最初の2年間で構築 後半2年間で分析

教科書・教材
辞書・シラバス・テスト
などへの応用
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概念・機能で
絞り込み

CEFRのレベル別表現
がリスト化されるリストの表現が対象のテキストから抽出される

語彙・文法表現の機能別抽出ツールの開発

22



CEFR-J 利用例の蓄積

• 辞書：『エースクラウン英和辞典』（三省堂）

o CEFR-J Wordlist で語彙レベル表示

• 英語総合教材 CanDo! （マクミラン） CEFR-J ベース

o A1.2 ～ B1.2 (6段階）

o CAN-DO ベースの総合教材，タスクを公募（DB で共有）

• 本家CEFR改訂用に下位ディスクリプタのデータを提供

• Hi! Friends, 中学英語教科書と CEFR-J の CAN-DO のリン

キング資料を作成中
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CEFR-Jを使ってもらう：事例の積み上げ

• NHK基礎英語データベースの例文とCEFR-JのCAN-DOをリンキング

→ CAN-DO作成参考資料の可能性

• NTT「教育スクエア X ICT」：

o 鹿児島県与論町教育委員会と小学校英語活動に CAN-DO的視点を導入→ 

CEFR-J で「できること」を可視化 （Hi! Friends との対応付け）

• 学校：広島文教女子大学 BECC／広島大学付属中・高／他

• 自治体：新潟県／鹿児島県／他

• 企業・出版社：小学館／三省堂／ピアソン GSE／パナソニック エクセル

インターナショナル／広島YMCA

• 東京外国語大学「学習の可視化・多様化プロジェクト」

o Moodle による多言語 e-learning 教育システムの開発

統一プラットフォームに CEFR-J を利用して多言語設計を試みる



文科省 CAN-DO への示唆

• CEFRレベルの感覚共有  Intersubjectivity (B. North)

o 共有ができれば，CAN-DO は簡潔に記述も可能 (de John）

o 共有しない場合は action, condition, criteria の明記が必要（T. Green）

• 指導要領準拠の学年別 CAN-DO も可能：

o ただし，目標設定として「ことばで何ができるか」という CEFR 的な視点を忘れない

ようにしたい。

• 指導教授用枠組みと評価用枠組みには，一定の「ずれ」があり得ること

を勘案するべき

o 与えたものがすぐに身について出てくるものばかりではない，ということを銘記する

べき。

o Receptive と productiveな能力の CEFR 的な意味での段階性も考慮に

o 特に A レベル中心のEFL環境の日本では CEFR と

27


