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Summary In 2003, the executive committee of the International Civil Aviation 
Organization (ICAO) adopted a resolution to revise the manual attached 
to the Convention on International Civil Aviation (the Chicago 
Convention), and proposed standards of English proficiency required of 
pilots and air traffic controllers.  According to this resolution, from 
March 2008, pilots and air traffic controllers working in the area of 
international aviation will not be allowed to engage in aviation activities 
unless they show proof of English proficiency of at least level 4 as 
described in the ICAO Standards. Each member nation was given the 
responsibility of developing with its own English proficiency test in 
accordance with the ICAO Standards.  

The Japanese diet passed a revision of the Aviation Law which 
included this new language requirement in 2005.  

The Sophia Linguistics Institute for International Communication 
(SOLIFIC) was commissioned by the Association of Air Transport and 
Research (ATEC) to develop Japan’s English proficiency test.  A task 
force was created within SOLIFIC, and, in collaboration with the 
members of JAL, ANA, ATEC and the Aviation Agency, a listening test 
and an interview test were developed.  

In this presentation, I will discuss issues surrounding the ICAO 
resolution and the difficulties encountered in the creation of the tests.  

 

１．本研究の目的及び背景 

 航空機事故の原因調査の結果、過去において操縦士あるいは管制官の英語力不足が原

因で起こった航空機事故があることが判明した。そのため、国際線を飛ぶ全ての航空操

縦士および管制官に対して、航空英語の他に、緊急事態に遭遇した際に必要となる

「Plain English」の能力を義務付けることが国際民間航空機関(ICAO)の理事会（世界

180 カ国以上が加盟）で決議されたことを受け、各国が、ICAOが策定した「基準」（資

料１）に基づいて、英語能力証明試験を作り、実施することが決まった。 
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平成 16 年度に財団法人航空輸送技術研究センター (ATEC) の要請を受け、「航空操縦士

等に対する航空英語能力証明試験モデル開発調査研究委員会」の語学専門委員として吉田

（国際言語情報研究所所長）が参加することになった。その後、吉田は同年 9 月にカナダ、

モントリオールにある ICAO 本部で開かれた、航空操縦士の英語能力証明に関する会議に

参加、ICAO の基準についてのより詳しい説明を受け、日本でのテスト開発に取りかかるこ

ととなった。また、同年 12 月には、ICAO のアジア地域会議が東京で開催され、吉田は、

日本の代表として、テスト開発の問題点等について発表した。 
平成 17 年度から本格的なテスト開発が始まったが、その際に、本学国際言語情報研究所

(SOLIFIC) が財団法人航空輸送技術研究センターの委託を受け、民間航空会社向けの英語

能力証明テストの開発をすることになった。 
 

２．研究の方法・内容と共同研究員の役割分担 

 テスト開発に当たっては、以下の語学専門メンバーが中心となり、それに加え、日本

航空、全日本空輸の語学研修担当者と航空操縦士、財団法人航空輸送技術研究センター

の職員、そして、国土交通省航空局担当官、航空大学校教員等が加わったワーキング・グ

ループがテスト開発にあたった。 

吉田 研作 上智大学外国語学部教授（国際言語研究所所長） ﾘｰﾀﾞｰ、対話試験担当

和泉 伸一 上智大学外国語学部英語学科専任講師(現、助教

授) （国際言語研究所所員） 
ﾘｽﾆﾝｸﾞ試験担当 

荒井 貴和 上智大学非常勤講師（国際言語情報研究所客員

研究員） 
ﾘｽﾆﾝｸﾞ試験担当 

Michael Milward 上智大学外国語学部（国際言語研究所所員） ﾘｽﾆﾝｸﾞ試験担当 
小柳 かおる 上智大学比較文化学部日本語・日本文化学科

（現、国際教養学部）助教授（国際言語研究所

所員） 

対話試験担当 

清水 崇文 上智大学比較文化学部日本語・日本文化学科

（現、国際教養学部）助教授（国際言語研究所

所員） 

対話試験担当 

安間 一雄 玉川大学文学部国際言語文化学科教授（国際言

語情報研究所客員研究員） 
ﾃﾞｰﾀ分析担当 

 

 本研究所所員(客員研究員含)のみでなく、航空関係者の協力が必要だった理由は、航

空英語が非常に特殊な「英語」で、専門家でなければ、到底理解できないものであるた

め、実際の問題の内容等に関しては、航空関係者にその内容等を検討してもらう必要が

あったからである。また、英語だけでなく、航空操縦士にとって、どのような状況で問

題が起こり、どのような措置が求められるかについても、門外漢である我々には分から

なかったため、テストの妥当性を確保するためには、航空関係者からのインプットが必

要不可欠だった。 
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研究手順は、次のようなものだった。 

Ａ． ICAO のマニュアルおよび基準を基に、どのようなテストが必要かを検討した。そ

の結果、添付の ICAO の基準を満たすためには、単なるペーパーテストでは不可能

であり、インタビュー、ロールプレーを含めた口頭テストの開発が必要であると

の結論に至った。 

しかし、この基準が正式に適用される平成 20 年までに、日本航空と全日本空輸

を合わせて約 5000 人の航空操縦士の英語力の判定をしなければならないという

ことが分かり、議論の結果、まず、リスニング・テストを開発し、それで基準点

以上を取った被験者のみが本番のインタビュー・テストが受験できるようにした。 

 

Ｂ． リスニング・テストの開発に当たっては、テストの妥当性と信頼性を確保するた

め、航空操縦士および、航空大学校の学生の協力を得、二度のプリテストを実施

し、テスト項目の難易度、識別性等を計算することにより、現役の航空操縦士と

未経験の学生との間に統計的に有意な得点差があることを確認した。 

また、今回のテストは、Plain English の能力を見るものではあるが、実際の

交信という場面における Plain English の能力を見ること、また、全体として、

緊急事態においても、そのほとんどの場面において、航空英語で間に合っている

ことが分ったため、航空英語と Plain English の比率を７：３の割合とした。 

 

Ｃ． 次に、インタビュー・テストについては、まず、ICAO が規定しているレベル４（6

レベル中）の英語力が一般的な英語の会話力の基準と照合した場合に、大体、ど

のレベルに相当するかを検討した。プリテストとして、SST（アルクと ACTFL が共

同で開発したインタビュー・テスト）を 110 名以上の航空操縦士に受験してもら

った。その結果、ICAO が求めている英会話力のレベル４に相当する一般的な英語

の会話力に到達している人が、かなり少ないことが分かった。 

そこで、航空操縦士の場合、実際には、非常に限られた領域（飛行中の緊急事

態等）での会話力が求められているので、より幅の広い一般的な領域を対象とし

た全般的な英会話力からは正確に予測できないのではないかとの結論に至り、飛

行中の状況を再現し、その中で緊急事態を想定して、その状況でどれだけ Plain 

English が使えるかを見ることを考えた。ところが、実際に模擬的にやってみた

ところ、飛行中の緊急事態の多くは、結局は航空英語だけで間に合ってしまい、

必ずしも、Plain English が出てこないことが分かった。つまり、航空操縦士に

とって大切なのは、いかに、端的に、また、最も慣れている航空英語を使って緊

急事態を乗り切るかが本来問われているのであり、必ずしも、一般的な Plain 

English を使う必要がないことが分かったのである。 

しかし、ICAO の基準では、あくまでも Plain English の能力を証明できなけれ

ばならないことから、航空関係者にとって Plain English で説明できることが求

められるであろう状況を考え、その限られた領域における Plain English の測定
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をすることにした。 

もう一つ大きな問題となったのは、インタビュアーの質の確保だった。当初、

各航空会社で英語が出来る人（ネイティブ・スピーカーも含めて）にインタビュ

アーの役をしてもらったが、インタビューの方法が分からず、インタビューの結

果の評価がほとんど出来ない状況だった。被験者にどのような英語を話させるの

か、どのようにして被験者が持っている英語力を最大限引き出せるかの技術は、

素人にはなかなか出来ることではない。そこで、アルク社の SST のトレーナーに

お願いし、両航空会社のインタビュアーの候補者にインタビュアーとしての集中

訓練を 4 日間受けてもらった。その結果、インタビューの技術がかなりよくなり、

その後も、両社で模擬インタビューを繰り返してもらった。 

そこで、両社にもう一度プリテストのインタビューを数名行ってもらい、その

評価をしてもらった結果、かなり良くなり、我々の評価と一致するようになった。 

 

３．研究の成果 

 研究の結果は、国家テストとして国土交通省に提出したので、そのままここで提示する

ことは出来ないが、リスニング・テストとしては、次のような規準に沿ったものが出来上

がった。 
A．航空英語と Plain English の割合を７：３とする。 
B．全体で実際に採点対象となる問題 42 問（大問 14、各大問につき、小問 3 題） 
C．問題の信頼性、識別性等を検証するための試し問題 9 問（大問 3 問、小問 9 題） 
D．できるだけ実際の状況を再現するために、通信ノイズを入れ、また、メモを取ることが

出来るようにする（妥当性を保つため） 
 
 また、インタビュー・テストでは、次のような枠組みを作った。 
Ａ．Warm-up（英語に慣れる。易しい内容） ＜採点対象外＞ 
Ｂ．絵の Description（航空関連の一枚の絵を Plain English で説明する） 
  （自分が置かれた状況が説明できなければならない） 
Ｃ．模擬通信（管制官役のインタビュアーと仮想フライトを再現してもらい、その中でい

くつかの異常事態を設け、その対応をみる） 
Ｄ．模擬通信の説明（Plain English で何が起こったかを説明してもらう） 
  （フライト状況の的確な説明） 
Ｅ．ナレーション（一つの緊急事態を時系列的に並べた 4 枚、あるいは 6 枚からなる複数

の絵の説明） （特に話の流れに沿って英語で説明する） 
F．Wind-down （最後に易しい英語で締めくくる） ＜採点対象外＞ 
 
 以上のように、一般的な英会話力ではなく、より航空操縦士の仕事に直結した状況の中

でどれだけ Plain English が使えるかを見るテストを開発した。 
 また、このテストの評価をするために、資料２のような評価表を作成し、できるだけ簡
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以上が平成 17 年度の委託研究だが、ＳＯＬＩＦＩＣでは、本年度も、日本操縦士協会の委

託を受け、一般の航空操縦士のためのテスト開発に取りかかっている。一般の航空操縦士

は、大型旅客機ではなく、調査用、取材用などの小さな航空機およびヘリコプターなどの

操縦をしている人である。 

 
単に、しかし、客観的に英語力が評価できるような評価表を作成した。 
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資料１ (1) 
 

1.1 ICAO 言語習熟度評価基準：エキスパートレベル、上級レベル、実用レベル 
 

レベル 発音 
航空業界特有の用語および／
またはアクセントの使用を含

む 

文構造 
関係する文法構造および構文
は業務に適した言語機能によ

って決まる 

語彙 流暢さ 理解力 対応力 

エキスパート 
(Expert Level) 

6 

発音、強弱、リズム、イント
ネーションが第 1 言語や地域
の影響を受けている場合で
も、理解を妨げることがまっ
たくと言っていいほどない。 

基本的なものと複雑なものの
両方について、いかなる場合
でも文法構造と構文を自由に
使いこなすことができる。 

扱い慣れた内容であるかどう
かに関わらず、広い範囲の話
題について有効な意思疎通を
行うことができるだけの十分
な語彙を持ち、使い方も正確
である。使用される語彙が話
のレベルやスタイルに合った
自然なものであるとともに、
そのニュアンスや状況をよく
表している。 

長い文でも自然に無理なく話
すことができる。文体の効果
を生かして話の流れを変えた
り（例：重要点の強調）、適切
な談話標識や接続詞を自然に
使用したりすることができ
る。 

言語的および文化的な機微を
含めて、いかなる場合でもほ
ぼすべての文脈を正確に理解
することができる。 

ほぼすべての状況に容易に対
応することができる。口頭ま
たは口頭以外の合図に敏感に
反応し、これに適切に応答す
ることができる。 

上級 
(Extended 

Level) 

5 

発音、強弱、リズム、イント
ネーションが第 1 言語や地域
の影響を受けていても、理解
を妨げることはまれにしかな
い。 

いかなる場合でも基本的な文
法構造と構文を自由に使いこ
なすことができる。複雑な文
法構造を使用することがある
が、間違いによって意味が正
確に通じない場合もある。 

一般的かつ具体的な業務関連
項目について、有効な意思疎
通を行うことができるだけの
十分な語彙を持ち、使い方も
正確である。いかなる場合で
も適切な言い換えをすること
ができ、常にではないが自然
な語彙を使うこともできる。 

慣れた話題に関しては長い文
分も比較的容易に話すことが
できるが、文体の効果を生か
して話しの流れを変えること
はできない。適切な談話標識
や接続詞を使用することがで
きる。 

一般的かつ具体的な業務関連
項目については正確に理解す
ることができ、話者が言語的
もしくは状況的に複雑な状態
にあったり不測の事態に直面
したりした場合でも、ほとん
ど正確に理解することができ
る。幅広い範囲にわたる話し
方（専門用語やアクセント）、
あるいは話のレベルやスタイ
ルについて、その内容を理解
することができる。 

迅速で適切かつ有効な応答を
することができる。話し手と
聞き手の関係を効果的に保つ
ことができる。 

実用レベル 
(Operational 

Level) 

4 

発音、強弱、リズム、イント
ネーションが第 1 言語や地域
の影響を受けていても、理解
を妨げることはあまり多くな
い。 

基本的な文法構造と構文を創
造的に使用し、かつ、通常は
十分に使いこなすことができ
る。特に通常とは異なる不測
の事態においては間違いを犯
すこともあるが、意味が正確
に伝わらないことは滅多にな
い。 

一般的かつ具体的な業務関連
項目について、通常は有効な
意思疎通を行うことができる
だけの十分な語彙を持ち、使
い方も正確である。特殊な状
況や不測の事態において語彙
が不足しても、たいていの場
合は適切な言い換えをするこ
とができる。 

適切な速度で一定の長さの話
をすることができる。あらか
じめ練習した文章や定型文か
ら、任意形式の応答に移行す
る場合はしばしば流暢さに欠
けることがあるが、有効な意
思疎通を阻害することはな
い。限定的ではあるが、談話
標識や接続詞を使うことがで
きる。冗語はあるが、気にな
るほどではない。 

使用されているアクセントや
話し方が、その使用者で構成
される国際社会において十分
に認知されたものであれば、
一般的かつ具体的な業務関連
項目についてはほとんど正確
に理解することができる。話
者が言語的もしくは状況的に
複雑な状態にあったり不測の
事態に直面したりした場合
は、理解に時間を要したり、
何らかの方法で内容を確認す
る必要がある。 

通常は迅速で適切かつ有効な
応答をすることができる。不
測の事態が発生した場合で
も、メッセージの交換を開始
してこれを保つことができ
る。明らかな誤解がある場合
は、内容の確認、復唱、明確
化などによって適切な処置を
とることができる。 

レベル 1、2、3 については次のページを参照 
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資料１ (2) 
 

1.2 ICAO 言語習熟度評価基準：準実用レベル、初級レベル、準初級レベル 

 

レベル 発音 
航空業界特有の用語および／
またはアクセントの使用を含

む 

文構造 
関係する文法構造および構文
は業務に適した言語機能によ

って決まる 

語彙 流暢さ 理解力 対応力 

レベル 4、5、6 は前のページを参照 

準実用レベル 
(Pre-Operational 
Level) 

3 

発音、強弱、リズム、イント
ネーションが第 1 言語や地域
の影響を受けており、理解を
妨げることが頻繁にある。 

予測し得る状況に伴う基本的
な文法構造と構文であって
も、使いこなせないことがあ
る。間違いによって意味が正
確に伝わらないことが多い。 

一般的かつ具体的な業務関連
項目の多くについては、有効
な意思疎通を行うことができ
るだけの十分な語彙を持ち使
い方も正確であるが、範囲が
限られており、語彙の選択が
不適切なことも多い。また、
語彙が不足しても適切な言い
換えをできないことが多い。 

一定の長さの話をすることが
できるが、語法やポーズの置
き方が不適切であることが多
い。話をする際に言いよどん
だり話す速度が遅かったりす
るため、有効な意思疎通が妨
げられることがある。冗語が
多く、聞きづらい 

使用されているアクセントや
話し方が、その使用者で構成
される国際社会において十分
に認知されたものであれば、
一般的かつ具体的な業務関連
項目については、たいていの
場合正確に理解することがで
きる。言語的もしくは状況的
に複雑な状態に置かれたり不
測の事態に直面したりした場
合は、内容を理解できないこ
とがある。 

迅速で適切かつ有効な応答が
できる場合もある。扱いなれ
た内容や予測可能な状況に対
するものであれば、ある程度
容易にメッセージの交換を行
ってこれを保つことができ
る。一般に、不測の事態が発
生した場合の対応は不適切で
ある。 

初級レベル 
(Elementary 
Level) 

2 

発音、強弱、リズム、イント
ネーションが第 1 言語や地域
の影響を強く受けており、常
に理解の妨げとなる。 

暗記した特定かつ簡単な文法
構造や構文しか使うことがで
きない。 

語彙の範囲が限られており、
特定の単語や暗記した語法し
か使用できない。 

非常に短い、暗記した特定の
文でしか話すことができず、
表現を考えたり言い馴れない
単語を発音したりするために
言いよどむことが頻繁で、冗
語も多く聞きづらい。 

暗記した特定の文を注意深く
ゆっくりと発音しなければ理
解できない。 

応答時間がかかり、内容も不
適切なことが多い。対話も、
簡単な決まりきったメッセー
ジの交換に限定される。 

準初級レベル 
(Pre-Elementary 
Level) 

1 

初級レベルを下回る能力 初級レベルを下回る能力 初級レベルを下回る能力 初級レベルを下回る能力 初級レベルを下回る能力 初級レベルを下回る能力 

 

 注記 － 実用レベル（レベル 4）は、無線電話通信に要求される最低の言語習熟レベルである。レベル 1 から 3 はそれぞれ、準初級、初級、準実用レベルの内容を規定しているが、これらはすべて ICAO

の定める言語習熟度要求を満たすことのできない場合を具体的に示したものである。レベル 5 および 6 は上級レベルとエキスパートレベルで、最低要求基準を上回る習熟度を規定している。全体としてこれらの

尺度は、ICAO 実用レベル（レベル 4）の条件を満たそうとする者を支援する上で、訓練および試験のための基準としての役割を果たすものである。 
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