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最小フランス語テスト(The Minimal French Test 
(MFT)): 初期研究 

 

牧秀樹・ジル=ゲラン・靳暁雨・呉文亮・張震  
 

（2020年9月1日） 
 

The Minimal French Test: A Preliminary Study 
 

Hideki MAKI, Gilles GUERRIN, Xiao-Yu JIN, Wen-Liang WU and Zhen ZHANG 
 

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 French Test (MFT), and shows that the scores on one of the two versions of 
the MFT we created had a statistically significant correlation with the scores on the term 
test for FFL learners who have studied French for about one year. Therefore, this study 
shows that the MFT can be created in the field of FFL, 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、同様の簡易型フランス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、最小フランス語

テスト (The Minimal French Test (MFT)) 01と最小フランス語テスト (The Minimal French 
Test (MFT)) 02 と呼ぶ。本調査における仮説は、MFT も MET 同様に、短時間でフラン

ス語学習者のフランス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、それ以上フランス語を学習した大学生に、そのクラスのフランス語期末試験

を実施するとともに、それ以前に、MFT 01 と MFT 02 を実施した。その結果、二つの

MFT のうち、一つの得点と期末試験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 
 
 日本の大学でフランス語を外国語として履修した学生で、1年ほどフランス語を学習

した学生 27 名に対し、その年のクラスのフランス語期末試験とともに、MFT 01 と

MFT 02 を実施した。MFT と期末試験は、2020年 2 月に実施された。まず、MFT 01と
MFT 02 は、牧 (2019)の中学生レベルの英語例文をフランス語に翻訳した例文を使用し、

音声は、著者の一人であるジル=ゲランが録音した。実験参加者は、音声を聞き、A4
用紙一枚に書かれたフランス語文の中に設けられた空所に、聞こえた通りのフランス

語単語を書くという作業を行う。各 MFT とも、約 3 分ほどの長さである。フランス語

を聞いてすぐ書くという作業の速度を考慮し、ターゲットとなる単語の文字数は、最

大で 4 文字とし、また、固有名詞（人名・地名）と数字を除き、4 文字以下の単語だけ

を選び、その 4 文字以下の単語に関して、前から数えて 5 つ目となる単語をターゲッ

トとして、空所にしている。以下に、両テストを示す。 
 
(5)  MFT 01 
 
CD を聞きながら、空いている（       ）の中にフランス語単語を書き入れて下さい。 
 
1. Lisez ce livre. C’est quel bus qui (          )1 à cette ville ? 
2. Est-ce que tu es libre dimanche ? (          )2 prévoyons de faire un pique-nique. Est-ce 

que je (          )3 ouvrir la porte ? 
3. Tu peux nous aider ? Désolé, (          )4 ne peux pas. 
4. Tu (          )5 japonais ? Non. Vous êtes Madame Moreau ? Oui. 
5. Est-ce (          )6 je peux manger ça ? Non. 
6. (          )7 allons pouvoir voir cet animal aujourd’hui. 
7. Nous allons pouvoir voir (          )8 chat aujourd’hui. 
8. Quand est-ce qu’on va pouvoir voir ce chien ? 
9. Est-ce (          )9 tu as étudié tes cours de sciences (          )10 ? 
10. Je n’ai pas étudié les maths. 
11. Hier, j’ai traversé cette porte. 
12. (          )11, je suis allé à (          )12 magasin. C’est mon frère. 
13. C’est une école ça ? Ça, c’est (          )13 librairie. 
14. C’est notre tante. Là, c’est mon oncle. 
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15. Voilà ma chambre. Tu joues (          )14 la guitare ? 
16. Je n’ai pas de (          )15. J’aime bien le poisson. 
17. Je fais (          )16 violon. Cette histoire est intéressante. 
18. Le chinois, ce n’est pas facile. (          )17 étudient dur. 
19. Ça, c’est une pomme. Qu’est-ce que (          )18 fais après l’école ? 
20. C’est quoi ça ? Combien est-ce que (          )19 as de casquettes ? 
21. Allez, dinons. Utilise ce crayon. 
22. Est-ce qu’elle aime (          )20 glaces ? 
23. Théo ne parle pas anglais. 
24. Chloé aime bien (          )21 nourriture japonaise. Il est quelle heure maintenant ? 
25. C’est qui cet homme ? Est-ce (          )22 vous connaissez cette fille ? 
26. Est-ce que vous connaissez ce garçon ? (          )23, c’est à elle. 
27. Où est (          )24 sac ? C’est à qui cette voiture ? 
28. Ne nagez (          )25 ici. Il étudie l’anglais maintenant ? 
29. Théo est en train (          )26 dormir. Qu’est-ce que Hugo est en train de faire ? 
30. (          )27 est en train de courir.    
 
(6)  MFT 02 
 
CD を聞きながら、空いている（       ）の中にフランス語単語を書き入れて下さい。 
 
1. Je m’appelle Éma Durand. Vous venez du Canada ?  
2. Oui. Voici Théo. 
3. C’est (          )1 maison de Théo. C’est un lapin. C’est un animal. 
4. C’est ton livre ? (          )2.  
5. Ma maison est vieille. 
6. Qu’est-ce que c’est ça ? C’est (          )3 sac. Ce n’est pas un chien. 
7. J’ai (          )4 plan. C’est un crayon.  
8. J’aime bien le basket. (          )5 joues au tennis ? 
9. Oui, j’y joue. Qu’est-ce que (          )6 as dans la main ? J’ai (          )7 appareil photo. 
10. Je ne connais pas ce magasin. (          )8 vois combien de garçons ? 
11. J’ai habité à Boston. Tu (          )9 aimé le film ? Oui. 
12. (          )10 oncle est allé à Boston le (          )11 dernier.  
13. Ma tante ne comprend pas l’anglais. 
14. Laquelle tu (          )12, la moto ou la voiture ? 
15. Madame Moreau (          )13 très gentille avec moi. Nous sommes (          )14 

heureux.  
16. Je lisais un livre. 
17. Quand elle est venue (          )15 la maison, j’étais en train de faire mes devoirs. 
18. Comment est-ce (          )16 tu fais marcher cette machine ? 
19. Ils vont venir demain. (          )17 ont l’intention de rentrer dans leur (          )18 ? 
20. Oui. Ces animaux ne devraient pas survivre. 
21. (          )19 trouve ces panneaux au centre-ville. On mange de cette nourriture 

(          )20 les jours ? Oui. 
22. Je vis (          )21 ce village depuis l’année dernière. 
23. Théo est dans cette ville depuis huit (          )22.  
24. Nous sommes heureux de parler avec vous. 
25. (          )23 apprends cette langue depuis longtemps ? 
26. Non. Depuis combien de temps est-ce que tu (          )24 du tennis ? 
27. Je viens juste de finir mon déjeuner.  
28. (          )25 n’ai pas encore lu ce livre. 
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29. Tu (          )26 fait le ménage dans ta chambre ? (          )27, je l’ai fait. 
30. J’ai déjà vu cette personne (          )28 fois.    
 
MFT 01 と MFT 02 の解答の一部は、以下に示される。 
 
(7)  MFT 01 解答（部分） 
 
1. Lisez ce livre. C’est quel bus qui ( va )1 à cette ville ? 
2. Est-ce que tu es libre dimanche ? ( Nous )2 prévoyons de faire un pique-nique. Est-

ce que je ( peux )3 ouvrir la porte ? 
3. Tu peux nous aider ? Désolé, ( je )4 ne peux pas. 
4. Tu ( es )5 japonais ? Non. Vous êtes Madame Moreau ? Oui. 
5. Est-ce ( que )6 je peux manger ça ? Non. 
 
(8)  MFT 02 解答（部分） 
 
1. Je m’appelle Éma Durand. Vous venez du Canada ?  
2. Oui. Voici Théo. 
3. C’est ( la )1 maison de Théo. C’est un lapin. C’est un animal. 
4. C’est ton livre ? ( Non )2.  
5. Ma maison est vieille. 
 
 フランス語のクラスの期末試験は、以下の形式で作成されている。(9)に示すような

フランス語の長文が提示され、それに対して、(10)に示すような、フランス語で書か

れた 21 題（100 点満点）の問いが提示され、それに、フランス語で答えるという形式

である。したがって、読解能力と書く能力を同時に測定する試験となっている。制限

時間は、60分である。 
 
(9)  長文（部分） 
   J’ai…Pierre... Pierre, c’est son prénom. 
   Il est né…à l’Université de Bruxelles et Binche, c’est…Bruxelles.  
   Il vit dans un petit studio…de voiture. 
   … 
 
(10)  問い（部分） 
   a.   C’est quoi ton nom de famille? 
   b.   Tu as une copine? 
 
3. 結果 
 
 MFT 01得点/ MFT 02得点と期末試験得点の間に、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。分析の結果は、表 2と表 3 で示される。 
 
表 2  MFT 01 得点と期末試験得点との相関 

回帰統計 

重相関 R .50 

重決定 R2 .25 

補正 R2 .22 

標準誤差 18.18 
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観測数 27 

p 値 p < .001 
 
表 3  MFT 02 得点と期末試験得点との相関 

回帰統計 

重相関 R .13 

重決定 R2 .02 

補正 R2 -.02 

標準誤差 20.78 

観測数 27 

p 値 p > .05 
 
この結果、MFT 02得点と期末試験得点との間には、相関がまったくない一方、MFT 01
得点と期末試験得点との間には、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 2の結果は、図

2 によって視覚的に示される。 
 
図 2  MFT 01 得点と期末試験得点との相関 

 
 
図 2 は、MFT 01 得点が上昇れば、期末試験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、フランス語版 MET、すなわち、MFT が、MET と同様に短時間で「期

末試験得点」で測定される学習者のフランス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、非フランス語母語話者に対するフランス語教育の歴

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 MFT も、フランス語学習者の「期末試験得点」で測定さ

れるフランス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、MFT 01 得点は、「期末試験得点」で測定されるフランス語能力をある程

度予測することが立証されたが、MFT 02 得点は、「期末試験得点」で測定されるフラ

ンス語能力を予測することができないことがわかった。MFT 01 と MFT 02 の決定的差

異は、使われている例文の難度である。MFT 02 の例文は、MFT 01 の例文より、難度
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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

簡易型フランス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、最小フランス語テスト (The Minimal French Test (MFT)) 
01 と最小フランス語テスト (The Minimal French Test (MFT)) 02 と命名し、1 年間か、そ

れ以上フランス語を学習した大学生に、そのクラスのフランス語期末試験を実施する

とともに、それ以前に、MFT 01 と MFT 02を実施した。その結果、MFT 01 得点と期末

試験得点との間に相関があることが判明した。これによって、MFT が、MET と同様に

短時間で「期末試験得点」で測定される学習者のフランス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、非フランス語母語話者に対するフランス語教育の

歴史の中で、初めて明らかになったことであり、フランス語教育分野において、画期

的な発見と言える。 
 今後の課題は、期末試験得点とともに、公益財団法人フランス語教育振興協会によ

るフランス語検定試験の得点も得ながら、より精密な MFT を開発していくことである。 
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