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CEFR B1レベルの産出活動におけるモダリティ表現 

 

 

東 伴子（グルノーブル・スタンダール第 3大学）  

櫻井 直子（ルーヴァン・カトリック大学） 

 

要旨 

 本稿では、「CEFR B1言語活動・能力を考えるプロジェクト」（2010年 3月～進行中）の

過去 2年間の産出活動の考察結果を踏まえ、筆者らが派生的に行った研究結果を報告する。

CEFR B1レベルでは、まとまりのあるテクストで説明できるということが求められている

点に注目した。そこで、益岡（2007）の提案する７つのモダリティのカテゴリーから、本

稿では「説明のモダリティ」に焦点を当て、主にノダを中心に考察を行った。分析は、口

頭・筆記産出データから B1 学習者がモダリティ表現をどう使っているか、使う発想がな

いかを観察した。その結果、一例として、モダリティ非使用によるめりはりのない談話、

文頭と文末の呼応の必要性などが観察された。本稿ではこれらの観察からの考察と、そこ

から導き出されたB1レベルのモダリティ指導のポイントを示したい。 

 

【キーワード】 CEFR、説明のモダリティ、談話の流れ・かたまり、中間言語 

 

1 はじめに  

 

1.1 研究背景：Bプロジェクト 

 グルノーブル・スタンダール第 3大学（フランス）とルーヴァン・カトリック大学（ベ

ルギー）では、CEFR（Common European Framework Reference for Languages 以後CEFR）

を参照した授業の見直しを行っていた。その中で、中級にあたるBレベルのコースデザイ

ンの構築が思うように進まなかった。その原因として、コミュニケーション言語活動の広

がりや目安となる文型の尺度の欠如などから、B レベルを客観的・包括的に把握すること

が困難であったこと、さらに、カリキュラム構築にあたり教師の知識・経験、各機関の従

来のレベル設定への依存から、できあがったカリキュラムの客観性、普遍性・汎用性の低

下が懸念されたことが挙げられる。そこで、裏づけのあるBレベルのカリキュラムを作成

するには、複数機関で、CEFR の記述、学習者の言語活動を様々な視点から考察・分析す

ることが必須ではないかと考え、2010年 3月、グルノーブル大学とルーヴァン・カトリッ

ク大学の共同研究プロジェクト「CEFR（言語のための欧州共通参照枠）Bレベルの言語活

動・能力を考えるプロジェクト」（代表：櫻井直子・東伴子、4年計画）を発足した。 

 このプロジェクトの目的は、汎用的で信頼性のある実践的なCEFR Bレベルのカリキュ

ラムの構築である。特徴として、CEFR を常に参照すること、機関・経験・背景の異なる

教師の協働、及び、学習者の言語活動を念頭に置くことが挙げられる。具体的な活動とし

ては、まず、学習者の言語活動データの分析である。2010 年度に B1 レベル口頭産出活動

データを、2011 年度は B1 レベル筆記産出活動データの分析を行った。2012 年度は現在

B1 レベル受容活動の分析を日本語学習者（13 名 A~B1+）の読解における think aloud 

protocol のデータ、及び、聴解テストとその後のインタビューデータから分析中である。
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そして、これらの分析結果から B1 レベルの学習者の能力と指導すべき項目を検討してい

る。また、欧州における学習者の日本語を使って行っている課題の検証も行っている。こ

れはCEFRが基本姿勢としている行動中心主義を念頭においたもので、欧州の日本語学習

者の日本語使用調査である。高等教育機関、成人教育機関を対象に 2011年度本調査を行い、

欧州各国機関の協力で 614のデータを集めた。さらに、指導項目リストに関しては、文型

表現マップと呼んでいるリストを作成中である。以上の結果から、昨年度は B1 レベルの

カリキュラムの試案を作成した。活動報告はオンラインにて全て公開している。 

図 1 Bプロジェクト活動 

 

 

1.2 本研究の目的 

 2010・2011年度データ分析において、言語構造的知識を持っているが、それを有効に用

いる能力、特に、話し手、書き手の意図を聞き手、読み手に伝えるモダリティ表現が使い

切れていないことが観察され、「B1 では文法既習項目の知識と運用能力のギャップを縮小

するための指導法を考える必要」（2010年度報告書：34）を指摘した。そこで、筆者らは、

B1レベルに求められる口頭産出能力は何かをCEFRから参照しながら再考し、再度学習者

の産出活動のデータを分析することによって、そのために必要な指導項目は何かを検討す

ることにした。本稿では、その考察、分析の結果をまとめる。 

 

2 B1レベルの産出活動とは  

 

  CEFR表 1共通参照レベル全体的な尺度B1には「身近で個人的にも関心のある話題に

ついて、単純な方法で結び付けられた、脈略のあるテクストを作ることができる。経験、

出来事、夢、希望、野心を説明し、意見や計画の理由、説明を短く述べることができる」

（吉島・大橋訳編 2004：28）とあり、そこから、B1 レベルの産出活動には「まとまりの

あるテクストで 説明できる ・意見が表せる 」能力が求められていると考えられる。しか

し、どうやったらわかりやすく相手に伝わるように説明ができるのか、意見が表せるか。

そこで、説明のモダリティーに着目し、検討することにした。 

 

3 説明のモダリティとは 

  

 文は意味的には事態を表す領域と、話し手（表現者）の態度（事態の捉え方、文の述べ
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方）を表す領域からなり、そのうちの後者の領域をモダリティと呼ぶ（益岡 2007：1）。益

岡（2007）はまず、モダリティーを「判断モダリティ」「発話モダリティ」「特殊モダリテ

ィ」の 3つに分け、「のだ・わけだ」に代表される「説明のモダリティ」は「特殊モダリテ

ィ」の中の一つと位置づけ、さらにそれを 5つに分類している。また、話し手（書き手）

の認識の側面にスポットライトが当たる場合と聞き手（読み手）に対する伝達の側面にス

ポットライトがあたる場合（益岡 2007 ：89）が区別されるが、ここは後者の伝達系に焦点

を当てる。 

表 1 モダリティの概観と説明のモダリティの分類（益岡 2007より） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、学習者のデータを上記、5 つの説明のモダリティの機能ごとに分析し、指導項目

を検討することにした。 

 

4 分析 

 

4.1 分析データ 

 B1レベル口頭産出活動の分析にあたっては、日本語学習者（6名B1、B1+）のやりとり

のビデオ（計 150分）を用い、B1レベル筆記産出活動の分析には、日本語学習者（A～B1+）

の不特定の読み手に対するテクスト（大学新聞の記事：54本）と特定の相手へテクスト（置

手紙：57本）を用いた。 

 

4.2 分析結果と考察：叙述様式説明 

 ノダを用いない否定文では通常否定のスコープは動詞に限られるが、ノダを用いること

で否定のスコープが「の」の修飾部分に拡大される。そのため、聞き手の認識を訂正する

という機能、つまり叙述様式説明が可能となる。次の例 1は、最後の文にノダが用いられ

ることで聞き手の想定「Sは下宿しているから週末に実家（アントワープ）に帰る」 が訂

正され、叙述様式説明の機能を果たしている。 

例 1 （N日本人インタビュア、S学生 以下の例も同様） 

 判断 

モダリティ  

価値判断の 

 モダリティ  

真偽判断の 

 モダリティ 

発話 

モダリティ 

発話類型の 

 モダリティ  

丁寧さの 

 モダリティ 

対話態度の 

 モダリティ 

特殊な 

モダリティ 

説明の    

 モダリティ 

評価の 

 モダリティ 

叙述様式説明  聞き手の想定を訂正  

        これは買ったのではなくてもらったんです。 

 

事情説明    背景の説明  

        来月スイスに行きます。絵本の展覧会に出 

        席するんです。 

 

帰結説明    事象の言い換え・まとめ  

        私は平凡で勤勉な大学生だった。つまりよ 

        い子だったのだ。 

 

実情説明    真相・事実の打ち明け 

        実は来年退職して留学することにしたんだ。 

 

当為内容説明  すべき/すべきでないことの表明 

        さっさと食べるんだ！ 
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N じゃあお父さんもお母さんもアントワープにすんでらっしゃるんですか  

S はい  

N じゃあ Sさんも週末にはアントワープに帰れる  

S わたしは下宿してないんですけど  

 次の例 2aは、名詞文のためこのままでも可能だが、相手の想定をより効果的に否定し会

話の流れをスムーズにするために例えば「わけではない」などの使用を指導できるだろう。 

例 1  

N それはいつもルーヴァンですか  

a   S いつもルーヴァンではなくて、きょうねんはわたしたちのきつねチームはライデンにいってそこ

で試合をしました  

b S いつもルーヴァンというわけではなくてきょうねんはわたしたちのきつねチームはライデンにい

ってそこで試合をしました 。 

 

4.3 事情説明 

 事情説明は与えられた事態に対する事情を説明するもの（益岡：90）である。これは表

現者にとって真偽が明確であること、事情を認識したことを表わし、この用法を意識的に

使用できることが上述2挙げたBレベルの産出活動の達成に貢献するのではないかと考え

られる。次の例 3aは二文からなるテクストで一つ目の文の理由を二つ目の文で説明しよう

としてるが、二つの文の関係が不明瞭である。そこで例 3bのように二つ目の文にノダを用

いて、この文が前文の事情説明であることを明示すると二つ目の文が「じゃがいもが食べ

られるようになった」理由を示すことができ、まとまりある文章になる。  

例 3 

a 昔はベルギーではつぶ（grainの意）がよく食べられていてたが、今はじがいものほうがよく食べら

れている。 15世紀ごろ、アメリカ人にじがいもが紹介せれて、ベルギー人はどんどんつぶの代わりに

じがいもを食べるようになった。  

b 昔はベルギーではつぶがよく食べられていてたが、今はじがいものほうがよく食べられている。15

世紀ごろ、アメリカ人にじがいもが紹介せれて、ベルギー人はどんどんつぶの代わりにじがいもを食べ

るようになったのだ。  

 また、前置き文にノダを用いて後件の事情を説明する用法もある。これは、例 4のよう

に、ノダの使用により、前件が背景説明で、後件が話の焦点であることを示すものである。 

例 4 

N 政治のニュースは気になりますか  

S …まあ、細かいいや地域の政治ー興味は全然ないんですけれども国の政治、とあの政策と、とも興味

があります   

 例 5aは最近のいいニュースに関して話しているものだが、上述用法を使用しなかったた

め「父が首になった」という前件事項が重要な命題として聞き手に受け取られてしまい、

いいニュースとして Sが言いたかった「仕事が見つかった」と言う点に焦点があてられな

かったものである。これは例 5bのようにノダを用いることで後件が言いたい事態であると

いうことを示すことで回避できる。 

例 5 

N 最近なんか、いいニュースがありましたか… 自分のこととか家族でも何でもいいですけど なんか、

いいこと  
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aS ま、ま、父は会社でクビになりましたけど（笑） 

 N まあ… （びっくりして、気まずい雰囲気） 

 S ま、今は、ええとま…しごとま…あります、はい   

 N あ、そうですか （何度もうなずく） 

b S ま、ま、父は会社でクビになったんですけど 

 

4.4 帰結説明 

 ノダの帰結説明は、与えられた事態から何が引き出せるのか、それが何を意味するのか

を説明するというもの（益岡：91）で、事象の言い換え・まとめの機能である。そのため

それを用い談話のかたまりを示すことが出来る。例 6は「インターネットで調べた」とい

う同じ内容を繰り返しているが「それで」とノダによって、談話のかたまりを示している。 

例 6 

Nその囲碁クラブのことはどこで知りましたか  

S ええとインターネットでしらべました そのまえにええとひかりの碁というアニメをみて囲碁はおも

しろいなあと思って  

Nああそう  

Sそれでインターネットで囲碁について情報を調べたんです。 

Nああ、そうですか。…え、他にお友達で行っている人はいますか。  

 次の例 7aは各文は文法的に正しいが、このノダの帰結説明の用法を使用していないため

文の羅列という印象を受ける。中級の学習者が書いたテクストに多いものである。それも

ノダを用いて帰結説明をすることによって例 7bのようにまとまりのある文章になる。 

例 7 

a ベルギーの有名なごはんはフライドポテトです。フライドポテトをマッセル（ムール貝の意）と食べ

るの習慣はいつはじめたか分かりませんが、ベルギー人がとても好きなごはんです。マッセルのごはん

の始めた理由は美術家のマッセルの像のおかげだと言われます。その美術家は像を展示したとき、フリ

ッツを配分しました。しかしその話は本当か分かりません。  

b ベルギーの有名なごはんはフライドポテトです。フライドポテトをマッセルと食べるの習慣はいつは

じめたか分かりませんが、ベルギー人がとても好きなごはんなんです。マッセルのごはんの始めた理由

は美術家のマッセルの像のおかげだと言われます。その美術家は像を展示したとき、フリッツを配分し

たんです。しかしその話は本当か分かりません。  

 

4.5 実情説明  

 実情説明のモダリティは、真相・事実を打ち明ける態度で説明する機能があり、「実は」

などの前置き表現でマークされることが多い。「実は」の使用は今回比較的頻繁に観察され

たが、ノダとの呼応がなく、説明の機能が完遂できていないことが多かった（例 8a）。例

8bのように文末をノダと呼応させることにより打ち明けというスタンスが明示される。 

例 8 

N いつどこで彼氏（笑）知り合ったんですか。 

a   S実はインターネットで会いましたけど いまは…10、10ヶ月つきあっています。 

b   S実はインターネットで会ったんです／ …10、10ヶ月つきあっているんです 

 当プロジェクトでは、「日本の学校新聞に自分の国の紹介したいことを書く」という想定

で書く産出活動を行ったため、読み手の知らないと思われる情報を「打ち明け説明する」
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という意図の発話文が多く見られた。例 9は、世界一長いバーと言われているものが実は

いくつのバーが連なったものであるという一般に知られていない実情を説明している。し

かしここでも「実は」で始まった文が断定形で終わっているため、すわりが悪い印象を受

けるだけでなく書き手の意図が不明瞭になっている （例 9a）。例 9b のように文末にノダ

を用い、呼応させると意図が明確になる。 

例 9 

a  ルーヴァンに世界の一番長いバーもある。実は、いろいろなバーがさまざまなとなりにある域(区域

の意)だけど、皆にそういわれている。 

b  ルーヴァンに世界の一番長いバーもある。実は、いろいろなバーがさまざまなとなりにある域なのだ

が、皆にそういわれている。 

 また、実情伝達の中には、感情・意志を表すものもあり、ノダが使われなければ情意型

の表現になるところであるが、ノダが使われると感情・意志のあり方を実情として告知す

る演述型になる（益岡 2007 ：93）。この用法はB1の学習者には見られなかったがB2と判

定された学習者の口頭やりとりに観察された。この学習者は感情・意志を表出ではなく、

説明しつつ日本での経験を語っている（例 10）。 

例 10 

S やっぱり、だいたい、このまあ飲みに行ってもつきあってくれる…まあ、方は、あのそのなんていい

う…ま、フランス人に、たとえばフランスに興味がある（N うんうん）方とかで、そういうのは、まあ

最初はまあやっぱりうれしいんですけどね、そのあとはまあちょっと飽きますね 

Nあそうなんですか、うん、なかなか続かない 

S そう、そうですね、まとにかく、その…あの、ま、外人としてではなくて、人間としてでは、みて認

めてもらいたいんですよね 

 感情説明に注目すると、B1 学習者の筆記産出活動において、「とても」、「ほんとうに」、

「いちばん」などの強調表現が多く見られた。強調表現の多用から、ある事実を感情的に

強く伝達したいという意図が読み取れる（例 11 a）。つまり強調表現と実情説明のモダリテ

ィ表現との共起により、情意表出から実情説明に機能が転換する（例 11 b）。 

例 11 

a  例えば子供の誕生日とかデザートとかパーティとかチョコレートケーキを食べたい時とかを作りま

す。みんなは好きです。本当に美味ですよ。 

b   本当に美味んですよ。 

 また、今回特にBレベルに達していないと判断された学習者の中に、書く産出活動に終

助詞の「よ」を多用しているケースが目立った。これは、「よ」は初級レベルでの既習事項

であり、学習者は「相手の知らない情報を強調して伝達する」機能を使おうとしたためで

あると思われる。「実は」などの前置き表現や強調表現との共起も多く見られた（例 12a）。

読み手に向けて話しかけるように提示している発話文を、ノダを使用することにより説明

の書き言葉の文体に変換できる（例 12 b）、ということに注目した指導も可能であろう。 

例 12 

a   フランスに行ったことがなかったら、しっていないものがひとつありますよ。 毎月、一ばん目水

曜日におひるの時に大い音が聞こえます。この大い音はブーザ（ブザーの意）ようなきがしますよ。 

b   フランスに行ったことがなかったら、実はしっていないものがひとつあるのです。毎月、一ばん目

水曜日におひるの時に大い音が聞こえます。この大い音はブーザのようなきがするんです。 
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4.6 当為内容説明 

 当為内容説明のモダリティは、「すべき・すべきでないこと」を説明する機能を持つが、

この用法は今回のデータにおいては観察できなかった。ただ、Aレベルと判定された学習

者の筆記産出において、断定文にモダリティをつけることにより「ふりをすべきだ」とい

う読者へのアドバイスを伝達できるという例が見られた（例 13 a 、 b ）。 

例 13 

a   たとえばともだちに招待されるときおいしいワイン瓶をおくなければ。そして、その瓶は一ばんお

いしいふりをする。でもふつのワイン足いっても（で間に合わせてもの意）いいです。 

b そして、その瓶は一ばんおいしいふりをするのです。 

 

5 指導に向けて 

 

 以上、学習者のデータの綿密な観察を通し、説明モダリティのノダを適宜に使用するこ

とによりわかりやすい発話ができるということが確認できた。以下CEFRの記述文と照応

させながら、指導上の大切なポイントを提言したい。 

 

5.1 談話のかたまり 

 事情説明や帰結説明のノダを用いて談話のかたまりを作ることにより、学習者の談話を

メリハリのある談話構成へ改善することができる。CEFRでも B1レベルでは「一連の別々

になっている要素を一つの流れに結びつけることによって、自分の関心が及ぶ身近な話題

について結束性のある簡単なテクストを書くことができる。」（総合的な書く活動 B1：65） 

という言語活動の遂行が期待されている。B1レベルになると、単文を正しく書くというこ

とからまとまりのある段落を作るという方に注意を向ける必要があるだろう。そのために

は教師が明示的に事前指導を行い、学習者の産出物の訂正もそのような観点から行わなけ

ればならない。また、学習者のデータから、「つまり」、「したがって」、「というのは」など

の接続詞は使用できていても、文末がそれに共起していないという問題が挙げられた。接

続詞とモダリティの共起により流れを明確にしながら言い換え・まとめを行うことの効果

を意識させ、学習者がモニタリングができるように指導するのが好ましい。 

 

5.2 談話の流れ 

 CEFRでは「自分が最も大切だと思う点を聞き手に理解させることが出来る」（叙述の正

確さ B1：143）という記述が見られる。最も重要な要素を示しつつ談話の流れを構築する

能力が B1 に求められていると考える。学習者のデータからも、叙述様式説明モダリティ

のノダで否定のスコープ指定を行ったり、事情説明モダリティを用いて背景化を行うこと

により、最も言いたい部分が明確に伝わるということが確認できた。コミュニケーション

の質的レベルを上げるためにはこのような談話能力に焦点をおいた指導が必要ではないか

と思われる。 

 

5.3 感情・意志の説明 

 CEFR では「自分の感情や反応を記述しながら、経験を詳細に述べることができる。夢

や希望、野心を述べることができる」（長く一人で話す:経験談 B1p.62）という活動の遂行

が期待されている。つまり発話の場で感じた情意の表現ではなく、実情告知という形で情
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意を説明するという行為である。4.5で考察したように、実情モダリティのノダを使うと感

情の実情説明ができるがB1ではそれが使いきれている学習者はいなかった。また、「本当

に」「やっぱり」「実は」などの陳述副詞 （評価モダリティ：益岡）と呼応させることによ

って主張のような意味を持たせることもできる。さらには強調表現・陳述副詞でマークさ

れている「よ」は主張型実情説明のノダへ移行できる場合が多い。このように学習者の産

出活動から、感情・意志の説明能力を高める指導法を考えることができる 

 

5.4 学習者の中間言語 

 ここで一貫して強調したいのは、学習者の中間言語を熟達度という観点で捉えるという

立場である。本稿では熟達度は「生涯にわたる学習の過程の中で継続していくもの」（吉島・

大橋 2004：187）であると捉え学習者の産出活動の観察を行った。例えば、4.5の実情説明

のモダリティで考察したように、書き言葉における終助詞「よ」の使用を、単なる誤りと

してでなく持続的な言語学習の過程の一段階と捉え、より熟達度の高いノダの使用へ導く、

という指導態度がそれにあたる。CEFR でも「欠陥の否定的認定でなくむしろできること

を肯定的に評価すること」（吉島・大橋 2004：6）が提唱されている。 

 

6 今後の課題 

 

 本稿では B1 レベルの学習者の産出活動から説明のモダリティのノダに焦点を当てて考

察した。さらに、非使用の問題だけでなく、不適切な文脈での使用についても指導法を考

えていきたい。また、モダリティ表現の習得はCEFRでは「内容の確実性／不確実性、信

頼性／疑問性、可能性などに対応した修飾語句をつけて意見や叙述を精密に述べることが

できる」（叙述の正確さ C1：144）という記述文にあるように、C1 レベルでの熟達を目指

している。したがって、上述（1.2）したように、既に B1 レベルから、知識だけでなく、

運用を念頭に置いたモダリティ指導を開始する必要がある。今後、モダリティ全体の指導

を考えるにあたっては、達成すべき言語活動に照らしながら、各レベルで熟達すべき／で

きるモダリティは何かを考慮しながらスパイラルにモダリティの学びを上げていく指導内

容の構築を目指したいと考えている。 
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