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最小中国語テスト(The Minimal Chinese Test (MCT)): 
初期研究 

 

牧秀樹・廖芙英・呉文亮・靳暁雨  
 

（2019年4月18日受理） 
 

The Minimal Chinese Test: A Preliminary Study 
 

Hideki MAKI, Fu-Ying LIAO, Wen-Liang WU and Xiao-Yu JIN 
 

Abstract 
 
     Maki et al (2003) created what is called the Minimal English Test (MET), which was 
designed to measure the English proficiency of EFL learners within five minutes. Inspired 
by this research and the subsequent work, this paper examines whether one could create 
the Minimal Chinese Test (MCT), and shows that the scores on one of the two versions 
of the MCT we created had a statistically significant correlation with the scores on the 
term test for CFL learners who have studied Chinese for one year or more. Therefore, this 
study shows that the MCT can be created in the field of CFL, just as the MET was in the 
EFL field. 
 
1. はじめに 
 
 牧ほか (2003)は、大学 1年生の英語能力を 5分で測定する目的で、 Kawana and Walker 
(2002)による成美堂が出版したテキストの 1 章と 2 章の英文と、付随する CD を基に、

The Minimal English Test (MET)を作成した。MET の主な特徴は、(1)に示すように、5 点

である。 
 
(1)  MET の特徴  
    a.    A4 用紙 1 枚に書かれた英文の中の空所に、CD から流れてくる英語を 
      聞きながら、単語を埋めるだけである。  
   b.   空所にある単語は、全て 4 文字以下である。 
   c.   空所は、各行につき二箇所である。 
   d.   英文は、二つの話からできているため、18行目と 19 行目に 3秒のイン 
      ターバルがある。 
   e.   所要時間は、約 5 分である。 
 
MET の中の空所は、72 で、括弧内の語が長すぎると、音声を聞いている間に書ききれ

ないことを考慮に入れ、単語の長さは、最大で 4 文字とした。(2)にオリジナルの MET 
成美堂版の一部を示す。(3)には、その解答を示す。 
 
(2)  MET 成美堂版 4 文字以下版（部分） 
_____________________________________________________________________________ 
CD を聞きながら、空いている（   ）の中に、4 文字以下（最大で 4 文字）の英単

語を入れて下さい。 
 
01. The majority of people have at least one pet at (          )1 time in their (          )2. 
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02. Sometimes the relationship between a pet (          )3 or cat and its owner is (          )4 close 
03. that (          )5 begin to resemble (          )6 other in their appearance and behavior. 
… 
35. As for the (          )69 young aspirants who do (          )70 succeed,  
36. one wonders if they (          )71 regret having (          )72 their childhood.  
_____________________________________________________________________________ 
 
(3)  MET 成美堂版 4 文字以下版（解答） 
_____________________________________________________________________________ 
 
01. The majority of people have at least one pet at ( some )1 time in their ( life )2. 
02. Sometimes the relationship between a pet ( dog )3 or cat and its owner is ( so )4 close 
03. that ( they )5 begin to resemble ( each )6 other in their appearance and behavior. 
… 
35. As for the ( many )69 young aspirants who do ( not )70 succeed,  
36. one wonders if they ( will )71 regret having ( lost )72 their childhood. 
_____________________________________________________________________________ 
 
 牧ほか (2003)は、METを作成後、他の長時間かかる試験の得点と METの得点との間

に、統計的有意な相関があるかどうか調査した。他の長時間の英語試験として、2002
年 1月に実施された 2001年度センター試験英語を利用した。（以下、CT 2002と呼ぶ。）

MET は、2003 年 1 月に実施された。データは、岐阜大学の 4 つの学部から、合計で、

154 収集された。MET の得点と CT 2002 の得点に対して、単回帰分析（相関分析）が

行われた。その結果は、(4)に示される。相関係数 (=r)の概略を表 1 に示す。 
 
表 1  相関係数とその性質（柳井 (1988)） 

相関係数 性質 
0 < r < |.2| ほとんど相関がない 

|.2| < r < |.4| やや相関がある 
|.4| < r < |.7| 相関がある 
|.7| < r < |.9| 強い相関がある 

|.9| < r < |1.0| 極めて強い相関がある 
 
(4)  CT 2002得点と MET 得点の相関 
    n = 154  
    r = .68  
    p < .001 
 
この分析結果は、図 1 で、視覚的により明確に示される。 
 
図 1  CT 2002得点と MET 得点の相関 
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(4)によれば、p < .05 であるため、CT 2002 の得点と MET の得点の相関は、有意であり、

また、両得点の相関係数は、.68 であるため、両者には、有意に相関があると言える。

この初期調査の結果、牧ほか (2003)が開発した MET の得点と CT 2002 の得点の間には、

統計的有意な相関があることが判明した。つまり、MET の得点が、短時間で、センタ

ー試験英語の得点をある程度予測できるようになったのである。MET の機能の詳細に

ついては、牧 (2015, 2018)を参照。 
 これを踏まえ、本調査では、同様の簡易型中国語テストが作成可能であるかどうか

調査した。本調査では、簡易型テストを二つ作成し、それぞれ、最小中国語テスト 
(The Minimal Chinese Test (MCT)) 01 と最小中国語テスト (The Minimal Chinese Test 
(MCT)) 02 と呼ぶ。本調査における仮説は、MCT も MET 同様に、短時間で中国語学習

者の中国語能力をある程度予測できるというものである。本調査では、1年間か、それ

以上中国語を学習した大学生に、そのクラスの中国語期末試験を実施するとともに、

それ以前に、MCT 01 と MCT 02 を実施した。その結果、二つの MCT のうち、一つの

得点と期末試験総合得点との間に相関があることが判明した。 
 本稿の構成は、以下である。2 節で、この調査の方法を述べる。3 節で、調査結果を

提示し、4 節で、それに基づいた議論を行う。5節で、本調査の結果を要約する。 
 
2. 方法 
 
 日本の大学で中国語を外国語として履修した学生で、1年以上中国語を学習した学生

33 名に対し、その年のクラスの中国語期末試験とともに、MCT 01と MCT 02 を実施し

た。まず、MCT 01 と MCT 02 は、課程教材研究所 (2006a, b, 2008, 2012)のテキストと音

声を基に作成された。また、音声速度を考慮し、ターゲットとなる漢字の画数は、最

大で 6 画とし、また、固有名詞（人名・地名）と数字を除き、MCT 01 の場合は、8 つ

目、MCT 02 の場合は、6 つ目の漢字をターゲットとして、空所にしている。以下に、

両テストを示す。 
 
(5)  MCT 01 
 
CD を聞きながら、空いている（       ）の中に漢字を書き入れて下さい。 
 
1. 同学们好。老师好。我是白老（       ）1，我教你们中文。现在上课。 
 
2. 下课，同学（       ）2再见。谢谢老师。小云，再见。大卫，明天（       ）3。 
 
3. 太阳照，天气好，小朋友（       ）4起得早。鸟儿叫，花儿笑，小朋友（       ）5上学

校。 
 
4. 这是什么？这是我的铅笔。那是什么？那是白（       ）6师的书。这是你的尺子吗？这

是我的尺子。谢谢你。（       ）7客气。 
 
5. 您是王老师吗？我不是王老师。我是李（       ）8师。对不起。没关系。 
 
6. 春天，春天，真美丽。花儿（       ）9红草儿绿。小朋友们手拉手，（       ）10家一起

做游戏。 
 



4 
 牧秀樹・廖芙英・呉文亮・靳暁雨 
  

 

7. 小云，你家有几口人？我家有三（       ）11人。你家有几口人？我家有四口（       ）
12。爸爸，妈妈，哥哥和我。 

 

8. 大卫，你爸爸是医生吗？我爸爸是医生。你妈妈呢？我（       ）13妈在银行工作，她

是职员。 
 
9. 我爸爸是美国人，我妈（       ）14是英国人。我爸爸是中国人，我妈妈也是中国人。

我们（       ）15来美国。 
 
10. 小云，你认识那个男孩吗？我认识。他是谁？他是丁力。丁力是我的（       ）16朋友。 
 
11. 爸爸，我们班来了一个女同学。她（       ）17什么名字？她叫海伦。她是哪国（       ）

18？她是澳大利亚人。 
 
12. 小云在哪？小云在教室。她在写作（       ）19。大卫呢？大卫在操场。他在踢足球。 
 
13. 一二三四五六七，我的朋友在哪里？在中国，（       ）20美国。我的朋友在这里。七

六五四三二一，我的家乡在哪里？在北京，在上海。我们（       ）21生在那里。 
 
14. 妈妈吃米饭，爸爸（       ）22面条，小云吃面包。小云喝牛奶，大卫喝冰水，海伦喝

果汁。 
 
15. 咱（       ）23家没有水果了。那就买点儿吧。你们想（       ）24什么？买苹果吧。我想

吃西瓜，（       ）25瓜好吃。买西瓜也（       ）26。好吧，那就买一个大西瓜，（       ）
27买几个苹果。 

 
16. 小山羊和小猫做朋（       ）28，小猫请它吃鱼。“谢谢你，我不（       ）29鱼。”小山

羊和小狗做朋友，小狗请它（       ）30肉。“谢谢你，我不吃肉。”（       ）31山羊和

小牛做朋友，小牛请（       ）32吃青草。“谢谢你。”小山羊和（       ）33牛一块儿吃

青草。 
 
(6)  MCT 02 
 
CD を聞きながら、空いている（       ）の中に漢字を書き入れて下さい。 
 
1. 海伦，我送你一件礼物。什么(       )1物？中国结。这是我从北京带回来的。真漂亮，

谢谢你。我还买了一(       )2金鱼风筝。你会放吗？我会。放学后，我(       )3一起去放

风筝吧。 
 
2. 你好，你是新来的同学吧。是，我叫汤姆。我(       )4小云，欢迎你。我叫大卫，欢迎

你，汤姆。谢谢。你喜欢打篮球(       )5？我非常喜欢打篮球。太好了。(       )6课以后

我们一起打篮球。 
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3. 大卫，我(       )7个题考考你。你说。一头牛(       )8草地上吃草。它向(       )9走五步，

向南走五步，向西走五步，再向(       )10走五步。最后牛尾巴朝哪？牛尾巴朝南。我说

的(       )11不对？不对。怎么(       )12不对呢？牛最后向(       )13走，头朝北，尾巴当然

朝南了。(       )14尾巴朝下。啊，原来是这样。 
 
4. 大卫，这本书真有意思。是(       )15是新买的？是新买的。在哪买的？在学校(       )16边

的书店买的。书店离学校远(       )17远？不远，走五分钟就到了。怎么走？出校(       )18

向左，一直往前走，见到路口，向(       )19一拐就到了。我知道书店在哪，你要买书，

我陪你(       )20。好，放学后我们一起去。 
 
5. 有一(       )21，一只小猴子下山来。(       )22走到一块玉米地里，看见玉(       )23结的又

大又多，非常高兴，就掰(       )24一个，扛着往前走。小猴子扛着(       )25米，走到一

棵桃树下。它看见满树的桃子(       )26大又红，非常高兴，就扔(       )27玉米去摘桃子。

小猴(       )28捧着几个桃子，走到一片瓜(       )29里。它看见满地的西瓜(       )30大又圆，

非常高兴，就扔了桃(       )31去摘西瓜。小猴子抱着一(       )32大西瓜往回走。走着走

着，它看(       )33一只小兔子蹦蹦跳跳的，真可爱。小猴(       )34非常高兴，就扔了西

瓜(       )35追小兔子。小兔子跑进树林里，不(       )36了。小猴子只好空着(       )37回家

去。 
 
6. 瞧一瞧，看一看，世上最好的(       )38和盾。矛和盾是干什么用的？(       )39和盾都是

打仗用的。矛用来进攻，盾(       )40来保护自己。我们过去看一(       )41，好吗？它们看

起来不错啊。(       )42错？它们可是最好的。你瞧见我的(       )43了没有。它是世上最

锋利的(       )44了，无论什么盾都挡(       )45住它，一刺就穿。是吗？那你的盾呢？我

的盾非常结实。无论(       )46么锋利的矛都刺不穿它。那(       )47如果用你的矛刺你的

盾，结果会怎么样呢？这(       )48我还真没想过。你这不是自相矛盾吗？ 
 
MCT 01 と MCT 02 の解答の一部は、以下に示される。 
 
(7)  MCT 01 解答（部分） 
 
1. 同学们好。老师好。我是白老（ 师 ）1，我教你们中文。现在上课。 
 
2. 下课，同学（ 们 ）2再见。谢谢老师。小云，再见。大卫，明天（ 见 ）3。 
我是白老（师）1，我教你们中文。现在上课。 

 
(8)  MCT 02 解答（部分） 
 
1. 海伦，我送你一件礼物。什么( 礼 )1 物？中国结。这是我从北京带回来的。真漂亮，

谢谢你。我还买了一( 只 )2金鱼风筝。你会放吗？我会。放学后，我( 们 )3一起去放风
筝吧。 
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 中国語のクラスの期末試験は、二つの部分からなっている。総合的内容を問う筆記

試験と中国語の作文試験である。各 100 点満点で、総合得点は、200 点である。 
 筆記試験は(9)に示すように、4 つの部分からなる。 
 
(9)  筆記試験 
   a.   写真を見て中国語で記述する問題          8×2 = 16 
   b.   拼音（ピンイン）を漢字に直す問題         4×8 = 32 
   c.   文中にある空所に、適切な語を 3 つの選択肢から 
      選んで入れ、その文全体を翻訳する問題       4×5 = 20 
   d.   与えられた語を並び換え、適切な中国語の文を 
      作る問題                    8×4 = 32 
 
 作文試験は、80 分で、与えられた 5 つのテーマの中から一つ選んで、80 から 100 字

で中国語で書く。辞書の持ち込みは、許可されている。採点方法は、以下に示される。 
 
(10)  採点方法 
   a.   今まで学習して来た文型の取り込み 
   b.   文法の正確さ 
   c.   内容の質 
 
3. 結果 
 
 MCT 01 得点/ MCT 02得点と期末試験総合得点の間に、相関があるかどうか調査する

ために、単回帰分析（相関分析）を行った。分析の結果、次の結果が得られた。 
 
表 2  MCT 01 得点と期末試験総合得点との相関 

回帰統計 

重相関 R .01 

重決定 R2 .00 

補正 R2 -.03 

標準誤差 16.38 

観測数 33 

p 値 p > .05 
 
表 3  MCT 02 得点と期末試験総合得点との相関 

回帰統計 

重相関 R .40 

重決定 R2 .16 

補正 R2 .13 

標準誤差 14.99 

観測数 33 

p 値 p < .05 
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この結果、MCT 01 得点と期末試験総合得点との間には、相関がまったくない一方、

MCT 02 得点と期末試験総合得点との間には、相関があることがわかった。表 1 で示し

たように、2 者の相関係数 r が .4 < r の場合、その 2 者には、相関があると言う。表 3
の結果は、図 2 によって視覚的に示される。 
 
図 2  MCT 02 得点と期末試験総合得点との相関 

 
 
図 2 は、MCT 02 得点が上昇すれば、期末試験総合得点も上昇していることをおおよそ

示している。 
 
4. 議論 
 
 上記のデータより、特筆すべき点を 2 点あげる。 
 まず第一に、中国語版 MET、すなわち、MCT が、MET と同様に短時間で「期末試

験総合得点」で測定される学習者の中国語能力をおおむね予測できることが明らかに

なったことである。これは、非中国語母語話者に対する中国語教育の歴史の中で、初

めて明らかになったことである。 
 第二に、かならずしもどの MCT も、中国語学習者の「期末試験総合得点」で測定さ

れる中国語能力を予測することができるわけではないということである。本調査にお

いては、MCT 02 得点は、「期末試験総合得点」で測定される中国語能力をある程度予

測することが立証されたが、MCT 01得点は、「期末試験総合得点」で測定される中国

語能力を予測することができないことがわかった。MCT 01 と MCT 02 の決定的差異は、

使われているテキストの難度である。MCT 02 のテキストは、MCT 01 のテキストより、

難度が高い。なぜ本調査においてこの差が決定的に機能したかについては、現時点で

は、解答が与えられず、さらなる調査を待たなければならない。 
 

5. 終わりに 
 
 本稿では、牧ほか (2003)が開発した最小英語テスト (MET)のように、それと同様の

簡易型中国語テストが作成可能であるかどうか調査した。本調査では、簡易型テスト

を二つ作成し、それぞれ、最小中国語テスト (The Minimal Chinese Test (MCT)) 01 と最

小中国語テスト (The Minimal Chinese Test (MCT)) 02 と命名し、1 年間か、それ以上中国

語を学習した大学生に、そのクラスの中国語期末試験を実施するとともに、それ以前

に、MCT 01 と MCT 02 を実施した。その結果、MCT 02 得点と期末試験総合得点との

間に相関があることが判明した。これによって、MCT が、MET と同様に短時間で「期

末試験総合得点」で測定される学習者の中国語能力をおおむね予測できることが明ら

かになった。これは、非中国語母語話者に対する中国語教育の歴史の中で、初めて明

らかになったことであり、中国語教育分野において、画期的な発見と言える。 
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 今後の課題は、期末試験総合得点とともに、HSK 試験（漢語水平考試）や日本中国

語検定協会による中国語検定試験の得点も得ながら、より精密な MCT を開発していく

ことである。 
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