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[Slide	 1:	 タイトル]	 よろしくお願いいたします。	 

	 

[Slide	 ２:	 科研目的の概要]	 この発表は，科研費の助成を受けた研究の一環となる

ものです。京都工芸繊維大学において，独自の，極めて要求度の高い多読多聴プログ

ラムを通して学生を鍛えることにより，TOEIC のスコア等はかなり向上しました。し

かし，実際に英語を使う能力，特に発信する力が伸びないということで，「それでは

学部や，学部生の 70%以上が進学する大学院の入試にスピーキングテストを入れてみ

てはどうか」ということになり，取り組み始めたものです。スライドにあげたのは，

当該の科研申請書に書いた研究目的ですが，目標達成の過程で必要となる多領域の調

査研究や，直面する様々な軋轢や挫折を記録することによって問題の在り処を明らか

にする，ケーススタディーのつもりで始めた研究です。	 

	 

[Slide	 3:	 民間テスト活用推進に向けた動き]	 この科研申請をしたのが，2012年の秋

でした。その直後にTOEFLをめぐる大論争が起こり，ご存知のような疾風怒濤ののち，

本年３月には，「英語力評価及び入学者選抜における英語の資格・検定試験の活用促

進に関する行動指針」が，文科省から発表されました。	 

	 

[Slide	 4:	 本研究の経緯]	 私達はこのような動きを横目で見ながら，当初の目的を果

たすべく研究開発を続けて参りました。既に2013年8月のJACETにおいて，それまでの

進捗状況は報告させて頂きましたので，今回の発表ではそれ以降のこと，特に昨年度

（本年1月）に実施した学部１年次生全員を対象とするコンピュータベースのスピー

キングテストに焦点を絞って報告させていただきます。この研究は，京都工繊大，株

式会社イー・コミュニケーションズ，株式会社KJホールデイングスが共同で行ったも

のであり，昨年秋からは，スーパーグローバル大学創成支援事業の一環として行って

います。今回の発表は，京都工繊大のグループが担当した部分について報告させて頂

きます。	 

	 



[Slide	 5:	 研究開発の八段階]	 私達はテストの実施に関して，大きく分けて8つのス

テップを踏みました。今回は，その一つずつをかいつまんで説明させて頂きます。	 

	 

[Slide	 6:	 第一段階/Test	 Specification作成]	 私達はまず，お手元のハンドアウト

にあります「テスト明細表（test	 specification）」を作成しました。これはテスト

の設計図と言えるものです。今回のテストは，近い将来の大学院入試に活用すること

を想定して作りました。しかし，まずは学部生を対象にtrial	 and	 errorを積み重ね

ておこうということになりましたので，英語教員が中心となってテストスペックを開

発しました。	 

	 

[Slide	 7:	 Test	 purpose]	 一部をかいつまんで確認しますと，たとえば「テストの目

的」は，まずは，今世紀のグローバル社会で活躍するために必要なスピーキング能力

の習得度を測ること。また，ある意味で，今回それ以上に重視したのは，テストがも

たらす波及効果です。学内で定期的に行われるスピーキングテストを通して，「話す」

ということは日常会話に限定されるものではなく，現代社会では欠くことのできない

シリアスなコミュニケーションモードであるというメッセージを学生達に送りたい。

さらには，ネイティブスピーカーと流暢に話すのが「英語を使う」ことではなく，学

生達は現時点で,ネイティブスピーカーとも対等な「国際語としての英語」ユーザー

であり，ネイティブの規範を気にしすぎることなく，自信を持って，伝えるべきこと

をしっかり伝えるべきであるというようなメッセージを，このテストを通して発信し

たいと考えました。また，先程も述べましたように，このテストには，将来の大学院

入試，学部入試への導入に向けたfeasibility	 testという側面もありました。	 

	 

[Slide	 8:	 Constructs]	 構成概念，つまり，このテストで何を測定するかですが，ま

ずは，口頭で「国際語としての英語」を使いこなす能力の習熟度です。昨今，世界各

地で，多様な英語がノンネイティブスピーカー同士で使われることが多くなり，私達

の大学・大学院の卒業生もそのような場面で各自の能力を発揮することが求められる

ようになりました。そういう現実を反映して，細かい発音や文法を気にすることなく，

持てる言語材料をクリエイティブに使い，達成すべきタスクを達成する能力を測りた

いと考えました。また，さらに踏み込んで，英語を介して「21世紀型スキル」と言わ

れる想像力，批判的思考力，問題解決力などを駆使する力も測りたいと思いました。

つまり，話の内容にまで立ち入るということです。さらには，日本の英語学習者にと

って極めて重要と思われる,自信を持って積極的にコミュニケーションに臨む意欲や

態度も測りたいと考えました。	 

	 



[Slide	 9:	 Task	 types]	 私達は,このような基本理念に基づいて，Task	 typeを決め，

問題構成を決定しました。	 

	 

[Slide	 10:	 Rating	 scales]	 評定尺度（rating	 scale）は，ご覧のようなものになり

ました。繰り返し行ったパイロットテストでは，TOEFL等のrating	 scaleも参考にし

ました。しかし，TOEFLのような	 highly	 advanced	 learnerを含む幅広いレベルの学

習者を対象とするrating	 scaleでは，CEFRで言えば	 A2,	 B1レベルでダンゴ状態にな

っている私達の大学の学生のスピーキング能力を識別することは困難でした。そこで，

スライドにも書きましたように,今回のテストについては，CEFRのB1レベルを対象と

するCambridge	 Preliminary	 English	 Test(PET)のスケールを派生させた評定尺度を

作成し，評価観点は“Task	 Achievement”“Communicative	 Language	 Proficiency”	 

“Attitude	 and	 Effort”の3つとしました。時間的な制約や経験不足もあり，様々な

問題を積み残したままの「見切り発車」となりました。	 

	 

[Slide	 11:	 第二段階/テスト作成]	 私達はテストスペックを確定する過程で，その他

に色々な必要事項を決定した上で，テスト作成の段階に入ました。	 

	 

[Slide	 12:	 サンプルテスト]	 具体的には，サンプルテスト（配布資料では，test	 

specificationの次に綴じてあります）と，本番で使用した3つのバージョンのテスト

を作りました。	 

	 

[Slide	 13:	 録音風景]	 たとえば，回答のプロンプトとなる各テスト2つずつの会話音

声の録音には，ネイティブスピーカーの教員に加えて，日本人教員，マレーシアやイ

タリアからの留学生も参加しました。このあたりも，「国際語としての英語」運用能

力を測定するテストとしての真正性（authenticity）向上を図り，ノンネイティブス

ピーカーもネイティブスピーカーと対等な英語ユーザーであることを，学生達に向け

て強調するためのものです。	 

	 

[Slide	 14:	 第三段階/アイテムバンク開設]	 私達はテストの作成と並行して，アイテ

ムバンクを開設し，問題項目に困難度や識別力などのパラメータを付けてプールする

システムも作りました。	 

	 

[Slide	 15:	 第四段階/CBT方式テスト実施システム開発]	 コンピュータベースのテス

ト実施システムは，京都工繊大とイー・コミュニケーションズが共同で開発しました。	 

	 



[Slide	 16:	 実施システム概要]	 今回作ったのは，ご覧のように，PCモニターの映像

とヘッドセットからの音声を介して問題が出され，ヘッドセットに装着したマイクを

通して回答が録音されるシステムです。回答の音声ファイルは，一旦各学生のドライ

ブ上に保存され，複数のサーバーを介して回収するとともに，万一に備えてUSBメモ

リーにもバックアップをとりました。タブレットコンピュータを使うことも考えて，

実際にMicrosoft	 Surface等を用いたパイロットテストも行いましたが，最終的には，

費用や汎用性を考慮して，当面は既存のPC教室で実施することにしました。	 

	 

[Slide	 17:	 出題画面のデザイン原案]	 問題提示のための画面デザインや動作の進行

については，京都工繊大側がパワポで作ったこのようなイメージを基に，イー・コミ

ュニケーションズとの共同で，実際に用いたシステムが完成しました。	 

※Slide	 17の動画再生	 

	 

[Slide	 18:	 第五段階/オンライン採点システム開発]	 オンラインの採点システムも，

イー・コミュニケーションズとの共同で開発しました。	 

	 

[Slide	 19:	 採点システム画面]	 採点者は各自のID，パスワードでオンラインシステ

ムにログインし，ご覧のような採点画面上で，回答音声を聴き，同一画面に表示され

た評価観点の該当スコアをクリックするだけで，採点結果が入力され，自動的に集計

されるシステムです。	 

	 

[Slide	 2O:	 第六段階/事前・事後アンケート，フィードバック等の検討]	 テスト実施

に向けたシステム開発と並行して，テストの前と後に実施する受験者へのアンケート

や，採点者へのアンケート等も準備しました。	 

	 

[Slide	 21:	 オンライン事前アンケート]	 たとえば，テスト実施の前には，受験者の

英語使用に関する意識や態度をオンラインで調査しました。また，テストの直後には，

問題や出題形式，コンピュータインターフェースなどに関するアンケート調査を行い

ました。	 

	 

[Slide	 22:	 フィードバックフォーム]	 さらには，受験者にテスト結果を知らせるフ

ィードバックフォームも作成しました。Positive	 washbackを最大限にするためには，

どのようなフィードバックが望ましいかは，今後の研究課題の一つです。	 

	 

[Slide	 23:	 第七段階/テスト実施]	 このような準備を整えて，実際にテストを実施す



る段階に入った訳ですが，テストの前に，私達が力を注いだことがもう一つあります。	 

	 

[Slide	 24:	 学生への周知]	 それは，望まれるpositive	 washbackを得るために，学生

にテストの目的や内容を周知し，準備を促すことです。具体的には，10月の後期開始

直後から，学務課および英語科のHPでテストの実施を告知し，専任教員が必修の英語

の各クラスを複数回訪問して，テストの趣旨や評価観点等を徹底し，準備を促しまし

た。本日のハンドアウトに綴じた，吹き出しの注意書付きサンプルテストとテストの

概要説明は，その際の配布資料の一部です。	 

	 

[Slide	 25:	 Allocation	 of	 students]	 実際のテストはご覧の表にありますように，1

年次生全員584名に，3バージョンのテストを等化するためのアンカー受験者を加えて，

延べ701名が受験しました。場所は，情報科学センターが管理する情報演習室2室で，

本年１月20日からの3日間に必修の英語授業時間を用いて行いました。	 

	 

[Slide	 26-28:	 テスト実施風景]	 これがその時の様子です。	 

※Slide	 28の動画再生	 

	 

[Slide	 29:	 Allocation	 of	 raters]	 延べ701名分の回答の採点は，専任教員と非常勤

講師が中心になって行いました。一人の受験者につき，合計９問で，７分30秒の音声

データですが，それぞれをネイティブ採点者と，日本語を母語とするノンネイティブ

採点者が平行して採点しました。一人の採点者が約100人分の採点を担当し，採点期

間は2週間としました。採点を始める前に，採点者が集まり4時間ほどの打ち合わせを

しました。その際に，「レイタートレーニング」と呼べるようなシステマティックな

準備ができなかったことは，事後の反省点の一つになりました。	 

	 

[Slide	 30:	 第八段階/改善に向けたデータ分析]	 受験者や採点者を対象に行った各種

アンケートの結果，パイロットテストや実際のテストで回収した音声データ，得点デ

ータなど，今回のテストを通じて集まった膨大なデータは，今後の改善に向けて，現

在も分析・検証を続けています。	 

	 

[Slide	 31:	 事後アンケート(1)]	 たとえば，テストの直後に行った受験者対象のアン

ケート調査では，回答者509名の63.3%が「コンピュータでテストを受けることに違和

感はなかった」と答え，80%以上が「スピーキングテストは面接方式でなく，今回の

ようなコンピュータ方式で構わない」と答えました。理工系の大学であることと関係

があるかもしれませんが，興味深い発見でした。	 



[Slide	 32:	 事後アンケート(2)]	 また，「今後，このようなテストが学内で定期的に

実施されると，学生全般の英語を話す能力に良い影響を与えると思うか？」という問

いには，72%が「思う」と答えました。しかしその一方で，「今後，大学院の入試にこ

のようなテストが導入されるとしたらどう感じるか？」という記述式の質問に対して

は，「導入するなら事前に対策できる時間が欲しい」というような建設的な意見に交

じって，「死ぬ！」「つらい！」「やめて！」「途方に暮れる」「他大学の大学院を受験

する」といった否定的な回答も多く，スピーキングテストの有効性を実感しながらも，

いざ大学院入試となるとreadyでない学生が多いことが浮き彫りになりました。	 

	 

[Slide	 33:	 Feedback	 from	 raters(1)]	 一方，採点者を対象とするアンケートでは，

“Task	 Achievement”の評定は，ネイティブ採点者にとってもノンネイティブ採点者

にとっても比較的簡単である一方，“Attitude	 and	 Effort”の評定は主観的になり

やすく，極めて難しいということが分かりました。	 

	 

[Slide	 34:	 Feedback	 from	 raters(2)]	 全体を通した印象や意見を問う質問には，

「Ratingの難しさに圧倒された」とか，「忍耐力の限界を感じた」というような声が

多く，スライドにも「暗いお経のような声を浴び続けると，ミゼラブルな気持ちにな

った」という感想があるように，採点者内信頼性(intra-rater	 reliability)を確保

することの難しさに，採点者一同が打ちのめされました。採点者間信頼性の確保にも

問題はありましたが，時間の関係でここでは割愛させて頂きます。スライドには，「や

はり外注が必要」という意見がありますが，外注するにしても，スピーキングテスト

では信頼性の確保が極めて難しいということを前提に，テスト結果を用いる必要があ

ると思います。	 

	 

[Slide	 35:	 スコアデータの分析]	 今回のテストでは，「3つの評価観点」×「問題数

9問」×「受験者701名」×「採点者2名」で，合計37,000回以上の評定が行われたこ

とになります。私達はこのスコアデータを項目応答理論(IRT)で分析し，項目の識別

力や難易度を測定することにより，テスト性能の向上を目指しています。	 

 
[Slide	 36:	 因子分析とIRT]	 今回はまず，IRTの前提条件が満たされているかを確か

めるために因子分析を行いました。しかし，IRTの前提となる「項目群の一次元性」

が成り立っていないことが分かりました。また，ネイティブ採点者と，日本語を母語

とするノンネイティブ採点者では，採点方略が異なることが示唆されました。試しに

IRTによる分析も行いましたが，「不自然なまでに良いテスト」という結果が出てしま

いましたので，今回は因子分析の結果に焦点を絞って報告いたします。なお，分析に



あたっては，今後共同研究者となる島根大学の光永悠彦先生の協力を得ました。	 

 
[Slide	 37:	 評価観点ごとの因子分析結果]	 最初に，Task	 Achievement，Communicative	 

Language	 Proficiency，Attitude	 and	 Effort という 3つの評価観点ごとに行った因

子分析の結果をスライドに表示します。この表が示すように，すべての評価観点にお

いて，ネイティブの採点結果は第 2因子に，日本語話者の採点結果は第 1因子に負荷

が高いという結果になり，両者の採点方略の違いを示唆しています。	 

 
[Slide	 38:	 採点者・評価観点ごとの因子分析結果]	 さらに，テストの Q.1〜9 の 9 項

目で，ネイティブ，日本語話者という採点者の違い，および，3 つの評価観点を入れ

て，項目ごとに分析を行いました。結果として，先ほどの分析と同様，項目 4以外は

ネイティブの採点結果は第 2因子に，日本語話者の採点結果は第 1因子に負荷が高く

なりました。項目 4では第 1因子と第 2因子が逆になりましたが，得られた因子の大

きさが逆になったためであり，本質的な違いはないと考えます。なお，項目 8の Task	 

Achievement ではネイティブスピーカーの因子負荷量が小さく，当該問題が全体の問

題の傾向からやや特異なものであることを示唆しています。今後は，採点方略の違い

がなぜ生じるかを検証するとともに，日本語以外の言語を母語とするノンネイティブ

スピーカーの採点方略とも比較したいと考えています。また，方略に違いが生じにく

い採点者トレーニングの開発・実施が求められます。	 

 
[Slide	 39:	 採点方法の改善]	 今回，各採点者は，「3つの評価観点」×「問題数9問」

×「3バージョンのテスト」に対応し，合計81の点を評定したことになります。採点

者は注目すべき点が多い中，一貫した基準で判断を下さねばなりません。採点者アン

ケートにおいて「非常に骨が折れる」という声が多かったのは，これに起因するとも

考えられます。この問題については，もしTask	 Achievement，Communicative	 Language	 

Proficiency，Attitude	 and	 Effortという3つの評価観点間の相関係数が高ければ，

評価観点を統合することが一つの改善策と考えられます。	 

	 それで今回は，Q.1～9の合計得点，および，Q.1～9の項目別得点の合計10項目を対

象に，3つの評価観点間の相関係数を算出しました。まず，合計得点は，3組とも0.70

以上の強い相関を示しています。項目別得点も，27組中24組が0.70以上の強い相関を

示し，残りの3組も0.68以上となっています。	 

	 これらのことから，評価観点を統合することも考えられます。しかしその一方で，

評価観点を減らすことによって，テストの妥当性が担保できなくなる恐れもあります。

また，学生は公開された評価観点をもとに試験対策を行うため，波及効果を考えれば，

統合しない方がよい場合もあります。今後はさまざまな点を総合的に考慮しながら，



最善の落としどころを探る必要があります。	 

	 

[Slide	 40:	 今後の課題]	 さて，本研究の今後の課題についてですが，今回のテスト

を通して，実にたくさんの課題が明らかになりました。たとえば，受験者を対象に行

ったテスト実施直後のアンケートでは，回答者509名のうち65.8%が「他の受験者の回

答音声に何の影響も受けなかった」と答えた一方で，「影響を受けた」と答えた学生

からは，「回りの受験者の声に集中を妨害された」	 「他の受験者の回答からヒントを

得た」などのコメントが寄せられました。これは，TOEFL・TOEICなどでも解決されて

いない問題ですが，次回のテストに向けて，現在改善を試みているところです。	 

	 また，採点については，本年12月に行うテストでは，一人の採点者が1問に集中し

て採点することにしました。並行して，採点システムのusabilityを上げる改善も試

みています。さらに，今年度のテストでは，採点をフィリピンとマレーシアに外注し，

両国の採点者に，同一の回答を並行して採点してもらえるように準備を進めています。

ここには，「国際語としての英語」の運用能力を測るという理念を，採点システムに

も，より強く反映するという狙いがあります。また，信頼性の向上を図るため，オン

ラインの採点者トレーニングシステムの開発も計画しています。	 

	 さらには，今年度から，サイコメトリシャンが私たちの研究チームに加わり，問題

性能の向上や評定尺度のrefinementに向けた専門的な統計分析ができるようになり

ました。その他にも課題はたくさんありますが，メンバーのキャパが許す範囲で，重

要なところからあたっていきたいと考えています。	 

	 

[Slide	 41:「行動指針」に関する示唆]	 ごく限られた経験ではありますが，今回のテ

ストを通して，先日文科省より発表された「英語力評価及び入学者選抜における英語

の資格・検定試験の活用促進に関する行動指針行動指針」について何か言えるとした

ら，まずは，「指針」で求められているような「透明性」を民間テストに期待できる

かという点があります。今回，私達のテストでは，原因がはっきりしない「音声デー

タの回収漏れ」が3問分ありました。これは，同様のCBT型テストに比べると良好な結

果であり，通常は「回収漏れ」だけでなく，「受験者とのヒモ付けができない音声デ

ータ」も一定数出ると聞いています。その他にも，スピーキングテストを運営する過

程では，大小の事故や技術的な問題が必然的に発生すると思われます。今回，私達は

「本研究の意義の一つ」と考え，良いことも悪いことも包み隠さず報告いたしました。

しかし，同じことを，熾烈な競争を迫られている民間テストに求めるのは，酷なよう

に思われます。	 

	 Washbackについても同様です。今回私達は，意図するpositive	 washbackを得るこ

とを目的にテストをデザインし，その効果を最大限にする準備に力を注ぎました。実



際の成果はまだ明らかではありませんが，民間テストでは，negativeなものも含め，

後付けの波及効果が得られるだけですし，そもそも各民間テストの波及効果に関する

調査研究は十分に行われてはいません。	 

	 さらに，受験生のreadinessについても心配です。今回私達が行ったテストは，大

学院入試への導入に向けた実証実験という側面がありました。その結果，学生の受験

準備が十分でないことが分かりました。そのため，少なくとも昨年度受験した1年次

生が大学院入試を受ける時までは，学部教育の一環としてスピーキングテストを実施

し，その後で大学院入試への導入を図ることになりました。万一，多くの高校生があ

る程度の準備が整う前に，他者に指定された民間テストを受けることになれば，英語

学習に対する心理的な弊害も危惧されます。	 

	 「採点者の数と質」は，最も重大な問題です。今回の「行動指針」には，採点者に

関する言及がまったくありません。しかし，スピーキングテストの採点は本当に難し

く，高度の熟練や，並ならぬ忍耐力が必要です。今年度は，約56万人がセンター試験

を受験したそうですが，今後，同程度受験者が，複数回民間テストを受験するとすれ

ば，それに足る数の，質の高い採点者を養成し，確保することが可能なのだろうかと

不安になります。今回の「指針」に基づく行動が教育現場で実際に始まれば，関連の

業者にとっては壮大なビジネスチャンスが生まれることになります。しかし，元々コ

ストパフォーマンスの悪い（だからこそ普及しなかった）スピーキングテストに関わ

る問題解決を，採算を重視せざるをえない民間テストに丸投げして大丈夫かという不

安は拭えません。	 

	 

[Slide	 42:	 今後の目標]	 私達は，今後も国の動きも見極めながら，まずは目の前の

学生・院生の英語運用能力向上を図り，学生達，および，実施側の準備が整い次第，

大学院入試にスピーキングテストを導入したいと考えています。それに向け，9月に

は大学内に，副学長をトップとするワーキンググループが立ち上がることになってい

ますが，事が事なので，とにかく慎重にやって行きたいと思っています。その他にも，

実際にやってみることを通して得られた知見が，地元の小・中・高等学校や広く社会

に役立つように，今後も努力していきたいと思っています。	 

	 

[Slide	 43:	 回答音声2例]	 最後になりましたが，皆様に是非，実際の回答音声を聞い

てみて頂きたいと思います。5歳の子供に「ブロック」と「コンピュータ」のどちら

を与えるべきかという質問に対する答えですが，この２つの回答をどう評価すればよ

いかを考えてみてください。	 

	 

※Slide	 43の回答音声2例再生	 



どう思われましたか？	 これらはパイロットテストの回答音声ですが，今回のテスト

における私達の採点システムでは，どちらの学生の得点も，55点〜59点のスコアゾー

ンに属します。そして，実際に受験した1年次生584名の33%がこの層に，また，81％

が50点から69点のスコアゾーンに属していました。採点者が受けた印象も，9問×受

験者701名＝約6,300の回答のほとんどが，今お聞き頂いた例とあまり変わらないレベ

ルの回答というものでした。	 

	 TOEFLどころか，CEFRのA2,B1レベルを対象にデザインしたテストでもこのような結

果が出るのですから，今の日本では，しっかりとした教育をしてからでなくては，ス

ピーキングテストに「選ぶ機能」を期待してはいけないのではないか，言いかれば，

教育を通して受験生の準備が整う前にスピーキングテストで入学者を選ぶようにな

れば，適切な選考が行われない可能性があるのではないかと心配です。また，スピー

キングテスト導入の波及効果に期待するのであれば，慎重な調査研究に基づいた入念

な準備が必要です。教育についてもテストについても，スピーキングに関わる問題解

決には，現実を見極め，地に足のついた対策が必要であるというのが，これまでのと

ころの一番大きな発見です。	 

	 

[Slide	 44:	 京都工繊大パノラマ]	 どうも，ありがとうございました。	 


