
1 はじめに
本学の英語教員が中心となり、2012 年 10 月
に「大学入試への英語スピーキングテスト導入
プロジェクト」1）を立ち上げた。プロジェクトの
一環として、独自のCBT（computer-based test）
方式英語スピーキングテスト、KIT Speaking
Test : English for the 21st Century を開発し、
2015 年 1 月 20 日～22 日に、学部 1年次生全員
を対象として、このテストを実施した。本稿で
は、プロジェクトの進捗状況とテストの検証結
果を報告する。また、この実績から得た知見に
基づいて、国が推し進める大学入試への民間テ
スト活用についても考える。

グローバル人材育成や大学入試改革の必要性
が強調される中、本プロジェクトはしばしば新
聞等に取り上げられる。また、2014 年秋に採
択された「スーパー・グローバル大学創成支
援」事業では、2016 年の大学院入試、2019 年
以降の学部入試に英語スピーキングテストを導

入することが達成目標の一つに挙げられている。
本来なら、このような外向きの発信をする前に、
大学の教職員や関係者の皆様に十分な説明をさ
せていただきたかった。そういう意味で、2015
年 3 月の教員FD研修会に続き、今回、情報科
学センター広報誌でも事業の概要を報告させて
いただけることは有り難い。

2 CBT スピーキングテスト開発の背景
近年急速に発達した第二言語習得研究2）によ
り、外国語習得の主要因はインプット（聞いて
読んで内容を理解すること）であり、文法の理
解や語彙の暗記、それらを使う練習などには限
られた効果しかないことが科学的に証明された。
これらの発見を受けて本学でも、学部 1、2年
次生に大量のインプットを保証する英語プログ
ラムを段階的に構築してきた。
当初はMODEP-J（TheMostDemandingEnglish
Program in Japan）、現在は「英語鍛え上げプ
ログラム」と呼ばれるこの多読多聴プログラム
は生命物質科学域において先行的に実施され、
受講生のリスニング能力やTOEIC スコアは着
実に向上している。しかし、発信能力、特に話
す力は伸び悩んでおり、この問題を解決する方
法の一つとして、学部入試や大学院入試への英
語スピーキングテスト導入を考えるようになっ
た。
しかし、入学者の選抜方法は、課程や専攻、
さらに大学全体で慎重に検討すべき重要事項で
ある。また、4技能（聴き、話し、読み、書く
能力）の均衡育成という観点から、大学入試へ
のスピーキングテスト導入の必要性は半世紀も
前から広く認識されながら、今日に至っても実
現していない3）。これらより、目標達成がきわ
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めて難しいことは、研究に着手する前から明ら
かであった。そのため、2012 年秋の科学研究
費申請時には、本研究を「目標達成の過程で必
要となる多領域の調査研究や、直面するであろ
う様々な軋轢や挫折を克明に記録することに
よって問題の在り処を明らかにするケーススタ
ディー」と位置づけた。
その直後に、TOEFL4）の大学入試活用をめぐ
る論争がマスコミを賑わすようになった。その
後、文部科学省（以下、文科省）による英語の入
試に係る「改革」は以下のように進んでいる。
2013年 教育再生実行会議（第二次安倍内閣）、

教育再生実行本部（自民党）、教育改
革による国際競争力強化プロジェク
トチーム（経済同友会）等による大学
入試へのTOEFL利用推進に向けた
提言

4月授業を英語で行うこと、4技能の均
衡育成、発信力重視などを基本方針
とする新高等学校学習指導要領施行

2014年11月文科省内に「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連絡協議会」設
置。利用対象となるテストを選び、
スコアの相関を設定

12月2020年度よりセンター試験に代わる
「大学入学希望者学力評価テスト」を
実施し、英語は民間テストの活用を
検討するとする中央教育審議会答申

2015年 1 月上記「連絡協議会」での決定を経て、
同会に参加する民間テスト運営団体
が「英語 4技能資格・検定試験懇談
会」を結成し、「英語 4技能試験情
報サイト」5）を開設

3月「連絡協議会」が決定した「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」を文科省が各大学・高校
の長に通知

近年、大学入試改革について文科省から発表
される情報は、猫の目にたとえられるほどの変
転を繰り返している。2020 年度に大学入試セ
ンター試験に代わって導入され、2024 年度か
らはCBT化される予定の「大学入学希望者学
力評価テスト」についても、予算措置を含めて
判然としない部分が多い。その中にあって、英
語に関しては一貫して、民間テストの利用が推
奨され、「大学入学希望者学力評価テスト」に
英語を含めることは計画されていない。
これは、多数の受験者を対象に6）、入試に求
められる公平性や機密性を確保しながらスピー
キングテストを実施することが、技術的にもコ
スト面でも困難だからである。また、韓国が英
語教育改革の仕上げとして、100 億円を超える
と言われる巨費（政府発表は 39 億円）を投じた
NEAT（国家英語能力試験）開発が道半ばで頓挫
したことの影響も大きい。
本学の研究チーム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、以下のよ
うに研究を進めてきた。
2013年 1 月「KITシンポジウム入試改革を考

える：大学入試への英語スピーキン
グテスト導入の可能性をさぐる」開
催

4月情報工学系教員の協力を得て、機器
開発について検討、以後の協力体制
確保

5月英語教員とアドミッションセンター
の教員が連携して申請した科研費基
盤研究（c）採択

2014年 7 月株式会社イー・コミュニケーション
ズ（CBT開発会社）、株式会社KJ
ホールディングス（河合塾）との共同
研究契約締結。これを機にCBT開
発着手

9月「スーパーグローバル大学創成支援」
採択
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2015年 1 月学部 1年次生全員を対象に第 1回
（2014 年度）テスト実施

12月学部 1年次生全員を対象に第 2回
（2015 年度）テスト実施

私たちはこの間、国内外の学会でプロジェク
トの進捗状況や実績に基づく研究成果を報告し
てきた。他大学が試みたことのない分野に踏み
込んで、実際にスピーキングテストを作り実施
した経験から得た知見やデータは貴重で、時間
が経つにつれて、本プロジェクトの意義をより
強く認識するようになった。たとえば、CBT
スピーキングテストの開発運営の実情を考慮す
ると、文科省の方針に従って多くの大学が英語
の入試を民間テストに委ねることには大きな危
険が伴う。このことについては、第 4節の 2で
概要を述べる。

3 CBT スピーキングテストの開発と実施
CBT英語スピーキングテストの開発は京都
工芸繊維大学、株式会社イー・コミュニケー
ションズ、株式会社KJホールディングスの三
者が共同で行ったものであるが、本稿では、本
学の教員グループが担当した部分に焦点を当て
て報告する。その事業は、以下の 10 段階に大
きく分けられる。

3.1 テスト細目表（テストスペック）作成
まず、テストの詳細な設計図であるテスト明
細表（test specification：以下、テストスペック）
を作成した。今回のテストは、近い将来、大学
院入試に利用することを想定してデザインした。
そのため、本来なら各専攻のアドミッションポ
リシーや所属教員へのアンケート調査などに基
づいてテストスペックを確立すべきである。し
かし今はまだ、入試へのスピーキングテスト導
入のフィージビリティを検証しなければならな
い段階である。よって、今回は英語教員の立場
から、本学の大学院入学者に求められる英語能
力を検討して、テストスペックを作成した。

3.1.1 テストの目的
テストスペックの基本となるのは、テストの
目的である。今回のテストの一義的な目的は、

21 世紀のグローバル社会で活躍するために求
められる口頭の英語運用能力の習得度を測るこ
とである。
しかし、同等に重視したのは、今後学内で定
期的に実施されるスピーキングテストが学生の
学 習 意 欲 や 態 度 に も た ら す 波 及 効 果
（washback）である。具体的には、このテスト
を介して学生たちに以下 3つのメッセージを送
りたいと考えた。（1）話す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。（2）学生たちは習得のどの段階にお
いても、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、コミュニ
ケーションをする際には、ネイティブスピー
カーの発音、文法、言い回し、文化的習慣など
を規範にする必要はない。自信を持ち、使える
言語材料を駆使して、伝えるべきことを確実に
伝えることが最も重要である。（3）口頭のイン
タラクションでは、即時に発話を求められるこ
とが多いので、意識的な準備をせずに発話する
ことに慣れておかなければならない。
また前述のとおり、入試へのスピーキングテ
スト導入に向けた実現可能性の検証も今回テス
トの重要な目的であった。

3.1.2 構成概念
構成概念（construct）、つまり「このテスト
で何を測定するか」についても、テストの目的
や対象学習者の言語使用領域などに基づいて慎
重に検討した。その結果、口頭の英語運用能力
と「21 世紀型スキル」と言われる想像力、批
判的思考力、問題発見・解決力、創造力などを
駆使して、与えられたタスク（課題）を達成する
能力を主な構成概念と定めた。
昨今、世界各地で多様に進化した英語7）が、
ノンネイティブスピーカー同士で使われること
が多くなった。本学の学生たちにも、ノンネイ
ティブスピーカー同士が国際語として英語を使
う場面で、各自の能力を発揮することが求めら
れるようになってきた。卒業後は同様の機会が
さらに増えることが多い。このような現実を反
映して、言語形式（文法、発音など）に過剰な注
意を払わず、持てる言語材料をクリエイティブ
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に使い、「達成すべきタスクを達成する能力」
を今回のテストで測定したいと考えた。
英語が国際語として使われる場面で、学生や
卒業生たちが何らかのタスクを達成しようとす
る際にしばしば求められるのが「21 世紀型ス
キル」である。想像力や批判的思考力などは本
学学生の苦手分野とも言われるが、今回のテス
トを介して、学生たちに自らの課題を発見して
もらいたいと考えた。つまり、このテストは従
来のスピーキングテストとは異なり、発話の内
容にまで深く踏み込むテストである。
2つ目の構成概念は、「自信を持って積極的
にコミュニケーションに取り組む姿勢」である。
心的態度の評定は、話の内容を評定すること以
上に挑戦的な試みである。しかし、コミュニケー
ションに臨む積極性は外国語習得の鍵であり、
言語形式に関する明示的な知識などよりはるか
に大きな影響力を持つ。テストが意図するメッ
セージを学生たちに発信するためには、意欲や
態度を評価することがどうしても必要と考えた。

3.1.3 タスクタイプ
上述の基本理念に基づいて、出題するタスク
の種類を決定し、それぞれについて、回答を引
き出すプロンプト、回答時間、配点などを確定
した（文末資料 1参照）。なお、テストの目的
の一つである、発話の即時性を強調するために、
全 9問中 7問には、多くの民間テストで設けら
れている準備時間をあえて設けなかった。また、
実際の場面でもある程度の準備ができると予想
される 2種類のタスクについては、準備時間を
「リハーサル」と呼ぶことで、即時的なインタ
ラクションを想定していないことを暗に示した。

3.1.4 評定尺度
採点の基準となる評定尺度（rating scale）は、
テストの目的や構成概念に加えて、学生の現在
の能力を考慮して作成した（資料 2参照）。繰
り返し行ったパイロットテストでは、TOEFL
を含む民間テストの評定尺度も使ってみた。し
かし、CEFR8）で言えば初級のA2レベルに集
中している本学学生のスピーキング能力を、
TOEFLのようにC1、C2 の上級者を含む幅広
い層の学習者を対象とする評定尺度で識別する

ことは困難であった。そこで今回のテストでは、
CEFRの B1 レベルを対象とするCambridge
Preliminary English Test を参考にして評定尺
度を決定した。
評価観点はTask Achievement、Communicative
Language Proficiency、Attitude and Effort の
3 つとした。これにより、求められるタスクを
どう達成するかと、その際に言語をどう使うか
は、分けて評定されることになる。たとえば、
多数の文法的誤りや言い淀みを含む発話であろ
うと、タスクを効果的に達成しさえすれば、
Task Achievement については高得点が与えら
れる。さらに、自信を持って積極的に発話しよ
うとする姿勢や、持てる言語材料をフルに使い
こなそうとする努力を評価するために、10％
の配点ではあるが、Attitude and Effort という
評価観点を設けた。これらの配慮も、このテス
トによって望まれる波及効果を得るためのもの
である。
評定尺度については、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
り発車となった。しかし、その実績から得たデー
タは、2015 年 12 月実施の第 2回テストに向け
た評定尺度の改善に大いに役立った。
テストスペックの作成過程では、タスクタイ
プや評定尺度のほかにも、テストの実施方法や
採点の手順、スコアデータの分析方法など、様々
な必要事項を慎重に検討し、明確に記述した。

3.2 テスト作成
テストスペックが完成すると、それに基づい
て、公開用のサンプルテストと、実際に利用し
た 3つのバージョンのテストを作った。
たとえば、回答を引き出すプロンプトとして、
各テストで 2つずつ用いた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
教員とマレーシアやイタリアからの留学生が参
加した。これも、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
に向けて強調するための配慮である。
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3.3 アイテムバンク開設
将来の継続的なテスト実施を可能にするため
に、今回利用したテストの作成と並行して、ア
イテムバンクの構築に着手した。このシステム
が完成すれば、多数の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ことが
可能になる。

3.4 CBT 方式のテスト実施システム開発
CBTのテスト実施システムは、本学とイー・
コミュニケーションズが共同で開発した。今回
開発したのは、PCモニターの映像とヘッド
セットからの音声を組み合わせて問題が出され、
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ある。本学の教員が、図
3のような問題提示画面のイメージと、図 4の
ような動作進行表を PowerPoint で作成し、そ
れを基にイー・コミュニケーションズがシステ
ムを設計した。
回答音声データは、一旦各学生の Zドライ
ブ上に保存され、複数のサーバーを介して回収

される。これについては、情報科学センターの
教職員の皆様から協力や助言をいただきながら、
セキュリティを万全に保ちつつ、漏れなくデー
タを回収できる方法を検討した。また、万一に
備えてUSBメモリにもバックアップを作成し
た。
テストの実施にタブレットコンピュータを使
うことも検討したが、費用、ネットワークの安
定性、システムの汎用性などを考慮して、当面
は情報科学センターなど大学内に設置された
PCを利用することにした。

3.5 オンラインの採点システム開発
採点システムの構築もイー・コミュニケー
ションズと共同で取り組んだ結果、採点者の負
担を軽減し、採点ミスを防ぐことのできるユー
ザビリティの高いシステムを作ることができた。
採点者がこのオンラインシステムに ID、パ
スワードでログインすると、問題の映像を視聴
できるとともに、各自に割り当てられた回答音
声にアクセスできる。採点中は、評定尺度が常
に画面上に表示され、特定の評価観点と得点の
接点をクリックすると、その得点に該当する回
答例を聴くことができる。採点スコアは、同一
画面に表示されるプルダウンリストから選んで
入力する。入力されたスコアは自動的に集計さ

図 2 プロンプトの録音風景

図 4 動作進行表

図 3 問題提示画面のイメージ
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れ、全受験者の項目ごとの得点と合計得点が一
枚のスプレッドシートに表示される。同一の項
目を採点する複数の採点者のスコアに 2点以上
の開きが出た場合は、スプレッドシート上にフ
ラグが立ち、シニアレーターがそのスコアを修
正できる。

3.6 アンケートやフィードバック方法の検討
テスト実施準備の一環として、受験者と採点
者を対象とするアンケートや、受験者にテスト
結果を通知するフィードバックフォームを作成
した。

3.6.1 事前・事後アンケート
受験者に対しては、テストの前に実施する、
英語使用に対する意識や態度に関するオンライ
ンのアンケートと、テスト後に実施する問題や
出題形式、コンピュータインターフェースなど
に関する紙ベースのアンケートを準備した。
一方、採点者に対しては、評定尺度の妥当性
やオンライン採点システムのユーザビリティな
どに関する感想を問い、提案を求めるアンケー

トを準備した。アンケート結果の概要は、3節
の 10 で述べる。

3.6.2 フィードバックフォーム
受験者にテスト結果を通知するためのフィー
ドバックフォームには、合計得点と 3つの評価
観点（TaskAchievement、CommunicativeLanguage
Proficiency、Attitude and Effort）ごとの得点
に加え、受験者全体の中で自分の位置を示すヒ
ストグラムを表示することにした。今回は時間
的制約のために簡単なものしか用意できなかっ
たが、望まれる波及効果を得るためにどのよう
なフィードバックをすべきかは、今後の研究課
題の一つである。

3.7 受験学生への周知
望まれる波及効果を得るために、テストの目
的や内容を事前に学生に周知することにも力を
注いだ。具体的には、9月末の後期開始直後か
ら、学務課および英語科のウェブサイト9）でテ
ストの実施を告知した。また、英語の専任教員
が必修科目の各クラスを複数回訪問し、テスト
の概要を記した文書や注意書付きのサンプルテ
スト（資料 3参照）を配布した上で、テストの
趣旨や評価観点、評定尺度などを詳しく説明し
た。また、テスト準備を促すために、スカイプ
を利用したスピーキングの練習サイトなども紹
介した。

図 5 オンライン採点画面

図 7 フィードバックフォーム

図 6 オンラインのテスト前アンケート
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3.8 テスト実施
2014 年 12 月 9 日には 44 名の被験者を対象
として、実際の受験システムを用いたパイロッ
トテストを行った。その結果に基づいてシステ
ムの一部に修正を加えた後、2015 年 1 月 20 日
～22 日の 3日間に本テストを実施した。時間
は 1年次生対象の必修英語科目の授業、場所は
情報科学センター演習室（CIS）と 5号館情報科
学演習室（5IS）を利用した。入退室等を含めて
1グループに 40 分ずつの時間をとり、1部屋で
1日に 4グループが受験した。3日間にそれぞ
れ別のテスト（Ver.1, 2, 3）を実施した。
受験者は、1年生 551 名と、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 37 名
（延べ 111 名）であった。また、タブレットコン
ピュータでスピーキングテストを実施する可能
性を探るために、大学院生 8名がMicrosoft
Surface を使って同じテストを受験した。よっ
て、合計 596 名（延べ 670 名）が今回のテストを
受験したことになる10）。

3.9 採点
今回のテストでは、合計 9問のそれぞれに 45
秒間あるいは 60 秒間で答えることが求められ、
一人につき 8分 15 秒の回答音声データが回収
された。また、受験者は延べ 670 名であったの
で、合計で 6,000 あまりの回答音声ファイルが
集まった。これらを採点したのは、本学の専任
教員と非常勤講師を中心とする英語のネイティ
ブスピーカー 7名とノンネイティブスピーカー
（母語は日本語）7名である。回答のそれぞれを
ネイティブ採点者とノンネイティブ採点者が並
行して採点し、採点期間は 2週間とした。また、
採点すべき回答を採点者に割り振る際には、事

後の等化作業や項目応答理論（Item Response
Theory：以下 IRT）11）に基づく分析の前提条件
を満たすための工夫をした。
採点の前には、採点者が集まり 4時間ほどの
打ち合わせを行った。その際に、「レイタート
レーニング」と呼べるような体系的な訓練がで
きなかったことは、今回のテストの反省点の一
つである。そのため、2015 年 12 月実施の第 2
回テストでは、採点者訓練に十分な時間を割き、
各採点者の能力に応じて段階的な訓練を行える
ようにした。

3.10 改善に向けたデータ分析
受験者や採点者を対象とする各種アンケート
への回答、パイロットテストや本テストで回収
した回答音声データ、得点データなど、今回の
テストを通して膨大なデータが集まった。現在
は、今後の改善に向けて、これらのデータの分
析や検証を行っているが、これまでに分かった
ことの一部を以下に報告する。

3.10.1 事後アンケートの分析結果
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 名のうち、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、81.7％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」と答えた。これは受験者が
理工系の学生であることと関係するかもしれな
いが、真正性の高さからスピーキングテストは
面接方式の方が望ましいと言われる中、興味深
い発見であった。
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、72.0％が「思う」と答えた。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」といった短絡な回答も少なくな
かった。これらより、スピーキングテストの有

図 8 情報科学センター演習室でのテスト実施風景
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効性を実感しながらも、いざ大学院入試となる
と準備が整っていない学生の実態が明らかに
なった。

3.10.2 採点者アンケートの分析結果
採点者を対象とするアンケートでは、Task
Achievement、CommunicativeLanguageProficiency、
Attitude and Effort という 3つの評価観点のう
ち、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 は着眼点がばらつきやすく、評定が難し
いことが分かった。
また、全体を通した印象や意見を問う質問に
は、「話す力を評価することの難しさに圧倒さ
れた」「忍耐力の限界を感じた」といった回答
が目立った。なかには「暗いお経のような声を
何時間も浴び続け、ミゼラブルな気持ちになっ
た」という回答もあり、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たことが浮彫になっ
た。「採点はやはり外注が必要」という意見も
あったが、外注するにしても、スピーキングテ
ストでは採点の信頼性確保がきわめて難しいこ
とを前提に、テスト結果を用いる必要がある。

3.10.3 採点データの分析結果
今回のテストでは、問題数 9問×3つの評価
観点×採点者 2名×受験者 670 名 で、合計
36,000 回以上の評定が行われたことになる。テ
スト性能の向上を目指して、このスコアデータ
の IRT分析を試みた。具体的には、ラッシュ
モデル（Multi-faceted Rasch model）と呼ばれる
分析を行ったところ、採点データから問題の難
易度の影響を排除した形で、受験者のスピーキ
ング能力の違いをうまく表現することができた。
また、受験者の英語能力に依存しない問題の難
易度指標を得ることもできた。
その一方で、IRT分析の前提として行った
因子分析では 2因子解が得られ、採点者の属性
が英語のネイティブスピーカーかノンネイティ
ブスピーカーかによって因子負荷が異なるとい
う結果が出た12）。たとえば、図9はTaskAchievement、
Communicative Language Proficiency、Attitude

and Effort という 3つの評価観点ごとに行った
因子分析の結果であるが、すべての評価観点に
ついて、ネイティブスピーカーの採点結果は第
2因子に、ノンネイティブの採点結果は第 1因
子に負荷が高い。これらは、両者の採点方略が
一貫して異なることを示唆するものであり、今
後の研究テーマとして興味深い。

さらに、Question 1－9 の項目ごとに因子分析
を行ったところ、図 10のように、同様の 2因
子解が得られ、ここでもネイティブ採点者とノ
ンネイティブ採点者の採点方略の違いが示唆さ
れた13）。

今後は、英語のネイティブスピーカーとノン
ネイティブスピーカーで採点方略に違いが生じ
る原因を検討するとともに、日本語以外の言語
を母語とするノンネイティブ採点者とも比較し
てみたい14）。また、方略に違いが生じにくい採
点者訓練のあり方を検討する必要もある。
今回の採点において、3つの評価観点×9問

図 9 評価観点ごと因子分析結果

図10 項目ごとの因子分析結果
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×3バージョンのテストに対応した各採点者は、
合計 81 種類の評定を 6段階で行ったことにな
る。同一の回答音声に関して注意を払うべき点
が多いほど、一貫した基準で判断を下すことが
難しくなる。採点者アンケートにおいて認知的
な負担の大きさを指摘する声が多かったのは、
この点に起因することも考えられる。
もし、3つの評価観点の間でスコアの相関が
高ければ、評価観点を統合することでこの問題
を解決できる可能性もある。そのため、Question
1－9 の項目別得点と合計得点について、3つの
評価観点の相関係数を算出した。その結果、図
11が示すように、合計得点については、3つ
の評価観点間の相関係数はどれも 0.80 以上の
きわめて強い相関を示した。項目別得点につい
ても、27 組中 24 組が 0.70 以上の強い相関を示
し、残りの 3組もそれに近い値が出た。

これらの結果だけから判断すると、評価観点
の統合には合理性があるように思われる。しか
し、評価観点を減らすと、テストの妥当性が担
保できなくなる恐れがある。また、学生は公開
された評価観点や評定尺度をもとに試験対策を
する傾向があるため、波及効果を考えれば、統
合しない方がよい場合もある。今後は最善の落
としどころを慎重に探っていきたい。

4 考 察
CBT英語スピーキングテストの開発・実施・
検証を通して、今後の課題や研究方針が明らか
になった。また、英語の大学入試改革に関わる
国の方針の具体的な問題点も見えてきた。

4.1 今後の課題
本プロジェクトの最終目的は、大学院入試や
学部入試への英語スピーキングテスト導入であ
る。今回の試みを通して、その目標に向けた課
題が明らかになった。たとえば、受験者を対象
に行ったテスト直後のアンケートでは、回答者
509 名の 65.8％が「他の受験者の回答音声に
まったく影響を受けなかった」と答えた。その

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」といったコ
メントが寄せられた。
これは、TOEFLや TOEIC SW15）などについ
ても、しばしば指摘される問題である。かねて
より入学者選抜への民間テスト活用を奨励して
いる文科省は 2015 年 3 月に、「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」16）を各大学・高校の
長に通知した。これを受けて、少人数の枠なが
ら、特別入試だけでなく一般入試にも民間テス
トを利用する大学が出てきている17）。今後、文
科省のシナリオどおりに民間テストを利用する
大学が増え、受験者が爆発的に増えるようなこ
とがあれば、スピーキングのテスト中に周りの
受験者の回答が聞こえることは深刻な問題と見
なされるようになるだろう。
センター試験にリスニングが導入されたのは
2006 年であった。それからほぼ 10 年経った今
も、50 万人を超える受験者のうち、機器の不
具合や操作ミスのために「再開テスト」を受け
た人数（2014 年度は 100 名、2015 年度は 92 名）
が新聞等で取り沙汰される。このような風土が
変わらない限り、スピーキングテストにも万全
の公平性が求められ、そのための受験環境整備
や機器の改善は今後に向けた大きな課題と言え
る18）。
採点についての課題も明確になった。まず、
採点者の負担を軽減することが必要である。そ
のために、第 1回テストでは一人の採点者が全
ての問題を採点したが、2015 年 12 月実施の第
2回テストでは、一人が 1問に集中して採点す
ることにした。これに伴い、両方の採点方法が
可能になるように、オンライン採点システムも
改良した。
さらに、2015 年度からはフィリピンに拠点
を置くスカイプ英語レッスンの会社19）が新たな
共同研究団体としてプロジェクトに加わった。
これにより、第 2回テストでは、日本人の採点
者に代わって、フィリピン人のノンネイティブ
採点者が、ネイティブ採点者と並行して採点を
行うことになった。この採点方式が軌道に乗れ
ば、採点のコストを大幅に軽減できる。また、

図11 評価観点間の相関係数
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「国際語としての英語」運用能力を評価すると
いうテストの理念を、問題だけでなく採点にも
強く反映することができる。今後は、マレーシ
アやインドなどに採点を委託する可能性も探り、
将来的には、このテストをネイティブ採点者に
依存しない（ネイティブ英語を規範としない）テ
ストにすることも検討したい。
IRT分析により、今回のテストは識別力に
おいても信頼性においても大きな問題の無い性
能の高いテストという結果が出た。しかし、今
後もテスト性能の維持向上に努める必要がある
のは言うまでもない。2015 年度より心理測定
学者20）がプロジェクトチームに加わり、より専
門的な統計分析が可能になったことは、その点
で有難い。その他にも細かい課題は少なくない。
今後はその一つひとつを解決しながら、一方で
は、採点への人工知能利用といった大きな課題
も視野に入れてプロジェクトを進めて行きたい。

4.2 民間テストの入試活用に関する示唆
今回、CBT方式の英語スピーキングテスト
を開発実施したことを通して、大学入試への民
間テスト活用に関する具体的な問題点が見えて
きた。日本人の英語習得が進まないのは、大学
入試が「読む」「書く」の 2技能に偏っている
からだとする見方はかねてより根強い。2000
年代に入ってからは、グローバル人材育成や海
外に向けた発信力強化が財界などから求められ
るようになり、文科省は 4技能を測定する民間
テストの入試活用を一層強く推し進めている。
その一方で、民間テスト活用の問題点も多方
面から指摘されている。民間テストの多くが学
習指導要領に準拠していないことに関する問題
提起もその一つである。TOEFLはアメリカや
カナダなどの高等教育機関への入学希望者の英
語能力判定を主な目的としており、TOEIC は
ビジネス英語に主眼を置くテストである。これ
らの民間テストを大学入試に用いると、学習指
導要領が形骸化し、高校の英語教育が民間テス
トのスコアを指標とする試験対策に陥るという
懸念である。さらに踏み込んで、各大学が異な
る民間テストを利用すると、高校での試験対策
が難しくなるという声も聞かれる。
民間テストの入試活用が経済格差を助長する

という問題も指摘されている。民間テストの実
施会場は都市部に集中し、各都道府県に会場が
ないテストもある。また、2万 5千円を越える
TOEFLや IELTS21）を筆頭に、受験料も安くな
い。都会の経済的に豊かな家庭の出身者だけが
多様なテストを何度も受けられることから、入
学者選抜における機会均等が損なわれることが
懸念されている。
このような指摘を尻目に、民間テストの入試
利用に向けた文科省の圧力はさらに強まり、前
述のとおり、2015 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」（以下、「行動指針」）
が各大学の長に通知された。4技能を測るとい
う国の方針が、入試作成の手間やコストを削減
できるという大学側の都合と合致することもあ
り、2016 年度以降は民間テスト利用の波が広
がることが新聞等で予想されている。私立大学
を中心に、民間テストをどう使えば、大学のグ
ローバル人材育成に資する英語力の高い入学者
を獲得できるかを検討する動きも出てきている。
こうして、2020 年度にセンター試験に代わっ
て導入される予定の「大学入学希望者学力評価
テスト」から英語を除外することは、国の明確な
判断を待たずに既成事実化しつつあり、政府後
援の特需にテスト関連業界は盛り上がっている。
しかし、文科省のシナリオではテスト業者が
請け負うことになっているスピーキングテスト
の開発運営を実際にやってみた立場からすると、
査察制度を設けずに、大学の入学者選抜を民間
テストに丸投げすることには、大きな危険が伴
うと言わざるをえない。
まず第一に、公正を期すべき入試に本来求め
られるべき透明性を、民間テストにどれだけ求
められるかが疑問である。たとえば、本学で行っ
た第 1回スピーキングテストでは、延べ 670 名
の受験者のうち 3名については、全 9問の回答
音声すべてを回収することができなかった。加
えて 3名については、9問のうち 1問分の回答
音声を回収することができなかった。原因は
はっきりしないが22）、テスト業界の内情に詳し
い筋によれば、同様の問題はCBTテスト全般
にしばしば起こるとのことである。
今回のテストでは、回答音声を各学生の Z
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ドライブに一旦保存した後、複数の中継フォル
ダを経由して回収した。また、万一に備えて
USBメモリにもバックアップを作成した。こ
れにより、回答音声の回収漏れが生じた場合に
は、各学生のドライブ、中継フォルダ、USB
メモリにデータの有無を確認しにいくことがで
きた。推測の域を出ないが、民間のスピーキン
グテストでもこのように厳密な手順を踏んでい
るとは考えにくい。そのためか、通常のスピー
キングテストでは、回答音声の回収漏れに加え
て、受験者とのヒモ付けができない音声データ
も一定数出るとのことである。
その他にも、スピーキングテストを実施する
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。今回、私たちは回答音声の回収漏
れについて、受験者に率直に詫び、再受験を促
した。また、本プロジェクトの意義の一つと考
え、テストの実施や採点に関わる不利な情報も
ありのまま公表している。
しかし同じことを、利益追求のための熾烈な
競争を強いられる民間テストに求めることには
無理がある。テストの機密性維持は、情報隠蔽
の隠れ蓑にもなりうる。情報公開が難しいなら
なおさら、非公開のままで、テスト実施の内部
に踏み込む第三者機関の査察が必要である。
そもそも、文科省が発表した民間テスト利用
促進のための「行動指針」が、民間テストの主
催団体を軸に組織された「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
進に関する連絡協議会」によって作られたこと
に問題がある。利権の絡む判断に、権益を得る
団体を巻き込んでよいはずがない。そのためか、
「連絡協議会」から出される意見や提言には、
具体性や現実性を欠くものが多い。たとえば、
「行動指針」は、大学が各テストの「妥当性、
信頼性等に留意して具体的な活用方法等を明ら
かにする」ことを求めている。そして、テスト
業者には、各大学がこれらを検討するに当たり
必要な情報を「明示することに努める」よう求
めている。しかし現実には、テスト業者が自ら
に不利な情報を公表するとは考え難い。宣伝の
ための謳い文句に近い情報を基に、各大学が入
学者選抜に関わる重要な判断をするような事態
は、是非とも避けたい。

さらに、採点者の質や数について考えると、
センター試験に代わる役割を民間テストに担わ
せることの実現可能性さえ疑わしくなる。本学
の実績からも明らかなように、スピーキングテ
ストの採点は骨の折れる難しい作業であり、高
度の熟練や並ならぬ忍耐力が必要である。2015
年度には約 53 万人がセンター試験を受験した。
少子化に伴う減少が見込まれるとは言え、何十
万人単位の大学入学希望者が複数回スピーキン
グテストを受ける態勢を 2020 年度までに整え
られるとは考え難い。業者任せにしたままで、
受験者数に足る数の質の高い採点者を養成でき
るとは考えられないのである。
「行動指針」に基づく行動を各大学が実際に
とり始めると、テスト関連業者には壮大なビジ
ネスチャンスがもたらされる。しかし、そもそ
も開発や実施が技術的に難しく、費用対効果が
悪いからこそ、他技能のテストに比べてスピー
キングテストの普及が遅れているのである23）。
そのスピーキングテストの品質管理を、採算を
重視せざるをえない民間テストに丸投げしたま
まで、英語の大学入学改革を完遂できるとは考
え難い。
テストの波及効果についても不安が残る。今
回本学では、意図する波及効果を得るためにテ
ストをデザインし、その効果を最大限にするた
めの準備に力を注いだ。実際の成果はまだ明ら
かではないが、民間テストをこのように利用す
ることは難しい。そもそも各民間テスト、特に
日本のマーケットに向けて開発された後発の民
間テスト24）については、波及効果に関する十分
な調査研究が行われていない。財界を中心に、
入試へのスピーキングテスト導入の波及効果に
期待が集まっているが、実際にどのような効果
が得られるかは、上述の「連絡協議会」をはじ
め文科省内に設けられた各種の会合でも検討さ
れた形跡がない。
合理的な根拠のないまま、入試への民間テス
ト活用が国民の英語能力向上に向けた万能薬の
ように扱われているが、副作用がないとは限ら
ない。受験生の準備が整う前にスピーキングテ
ストが導入されることの影響は特に心配である。
今回、本学で行ったスピーキングテストには、
大学院入試への導入に向けた実証実験という側

－ 40 － 京都工芸繊維大学情報科学センター広報



面もあった。その結果、学生の準備が十分でな
いことが分かったので、まずは普段のスピーキ
ング指導をより充実させ、学部教育の一環とし
てスピーキングテストを一定期間実施した後に、
大学院入試への導入を図ることが適切と判断し
た。
万一、ある程度の準備が整う前に、多くの高
校生が大学入試の一環として、自分の能力にそ
ぐわない民間テストを受けることになれば、ス
ピーキング能力が飛躍的に伸びるどころか、英
語を使うことへの意欲や関心の減退にもつなが
りかねない。たとえば、一般的な高校生が
TOEFLのスピーキングテストを受けるのは、
小学生が国語の大学入試を受けるのとあまり変
わらない。受験後に「お手上げ感」が残るだけ
で、次の受験に向けて何をどう頑張ればよいか
を実感できないようでは、テストに肯定的な波
及効果を期待することはできない。
さらに、これらの民間テストの識別性能につ
いても疑問は拭えない。今回、本学が開発した
スピーキングテストを受験した 1年次生 551 名
の 81.0％が、100 点満点で 50 点から 69 点のス
コアゾーンに属していた。スコアデータは正規
分布に従っていたが、採点者が受けた印象も、
上下に突出した一部を除く回答のほとんどが同
様のレベル25）であるというものであった。CEFR
のA2、B1 レベルを対象に問題や評定尺度をデ
ザインしたテストにおいてでさえ、このような
結果が出るのである。入学者選抜にレベルの不
適切なスピーキングテストを含めると、適切な
選考が行われない可能性もある。
テストというだけで無批判に権威と見なす傾
向はもともと強いが、入学試験となればなおさ
らである。しかし、現在、大学が入試への活用
を求められているのは、作成・実施・採点など
の実態に踏み込んだ査察の行われていない、営
利目的のテストである。各大学は、社会を覆っ
ている空気が安全かどうかを慎重に検討してか
ら、入試改革に踏み出すべきであろう。

4.3 今後の研究開発の方針
今後も国の動きを見極めながら、当面の目標
である大学院入試への英語スピーキングテスト
導入を目指して研究開発を続けていきたい。そ

のために、まずは目の前の学生・院生の英語運
用能力の向上に一層力を注ぎたい。また、学部
1年次生を対象とするスピーキングテストの定
期実施を通して、大学院入試導入の準備を万全
に整えたい。
「自分の足りない部分に気づき頑張ろうとい
う気にさせるスピーキングテスト」のスペック
と、入試という特別な条件を満たす受験・採点
のシステムの確立がさしあたりの目標である。
近々、大学内に、入試へのスピーキングテスト
導入を具体的に検討するワーキンググループが
立ち上がる。プロジェクトチームとしては、各
課程・専攻の先生方のご理解をいただくことを
第一に考え、できるかぎり慎重に事を進めてい
きたい。
さらには、他大学がやらないことを実際に
やってみたことを通して得た知見を、地元や国
の英語教育改善に活かすことにも力を注ぎたい。
具体的には、京都市立の洛陽工業高校と伏見工
業高校を再編して、2016 年度に開校する京都
工学院高校において、生徒とフィリピンの面接
官をスカイプで結ぶ対面式のスピーキングテス
トを定期テストに導入する計画を進めている。
これは、小・中・高等学校など、多様な教育
現場のニーズにあわせて注文仕立てのスピーキ
ングテストを作る試みである。その一方で、国
の主導で大学入試に対応できるスピーキングテ
ストを開発するためのモデルを作ることも考え
ている。地に足の着いた教育改善が重要である
ことを外向きに訴えながら、大学内でも堅実に
実績を積んでいきたい。

5 おわりに
2012 年秋に着手したこのプロジェクトは、
2014 年秋よりスーパーグローバル大学創成支
援事業の一環として実施している。森迫清貴副
学長をはじめとする大学幹部の先生方のご理解、
川村匡企画課長や SGU支援室の皆様の手厚い
サポートがあってこそ、なんとかプロジェクト
を進めてくることができた。また、澁谷雄教授
（現在は情報工学・人間科学系）や桝田秀夫教授
をはじめとする情報科学センターの教職員の皆
様には、私たちの経験不足のために多大なご迷
惑をおかけした。第 1回テストを実施できたの
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は、センターの皆様が夜を徹して準備作業をし
てくださり、試験当日も行き届いた技術支援を
してくださったお陰である。そして何よりも、
英語教員のチームワークがあってこそ、日々の
業務に追われる中で、他大学にはできないこと
を実現することができた。プロジェクトを支え
てくださった皆様に改めてお礼を申し上げたい。
今後も多方面で、教職員の皆様のご理解、ご
協力をいただかなければならない。また、CBT
のインターフェイスデザイン、信頼性・汎用性
の高い回答音声回収のためのシステムやネット
ワークのデザイン、他の受験者の回答が聞こえ
ないような受験環境の整備や機器の改良、人工
知能を用いた採点、これらの技術を統合して大
規模なスピーキングテストを実施するためのモ
デル構築など、専門の先生のお力をお借りした
い分野も多い。一肌脱いでくださる方がいらし
たら、是非、声をかけていただきたい。

注
1）https : //kitspeakee.wordpress.com
2）学習者が母語以外の言語を習得する過程を
実証研究により科学的に解明する学問領域。
心理学、言語学、教育学などの学際領域で、
1990 年代以降、急速に発展した。

3）たとえば、大学英語教育学会は「1971 年
度大学入試英語問題の検討－今後の改善の
ために」の中で、「語学教育における音声
面の重要性に鑑み、リスニングテストとス
ピーキングテストの導入が必要」であるこ
とを論じている。その後、1989 年の学習
指導要領改訂により、高等学校の英語科目
に、実践的コミュニケーション能力養成を
目的とする「オーラル・コミュニケーショ
ン」が設けられ、続く 1998 年の改訂では、
「オーラル・コミュニケーション I」が選
択必修科目になった。この学習指導要領の
下で最初に学んだ生徒たちが受験期を迎え
た 2006 年には、大学入試センター試験に
リスニングが導入され、大学英語教育学会
の指摘から 35 年を経て課題の半分がとり
あえず達成された。しかし、スピーキング
テスト導入に関わる実質的な進展は、ごく
最近までほとんど見られなかった。

4）アメリカのNPO, Educational Testing
Service が運営するTest of English as a
Foreign Language の略称。英語圏（主にア
メリカ、カナダ）の高等教育機関への入学
希望者の英語能力判定テストとして使われ
ている。

5）http : //4skills.eiken.or.jp
6）たとえば、2015 年度のセンター試験受験
者 は 530,537 人、2014 年 は 532,350 人（大
学入試センター発表）。

7）ネイティブスピーカーの英語もきわめて多
様であるが、英語使用が世界各地に広がり
日常的になるにつれ、ネイティブスピー
カーの英語とは異なる文法体系を持つ英語
がノンネイティブスピーカーの間で使われ
るようになった。英語が国際語であるなら、
これらの英語にもネイティブスピーカーの
英語と同等の正当性を与えるべきであると
いう考え方が、1990 年代後半より広まり
つつある。

8）2001 年に欧州評議会（Council of Europe）
によって設定されたCommon European
Framework of Reference for Languages
（ヨーロッパ言語共通参照枠）の略称。外国
語の習得状況を比較するガイドラインとし
て、広く使われている。具体的には、初級
レベル（A1、A2）、中級レベル（B1、B2）、
上級レベル（C1、C2）の 6段階で言語能力
を表し、言 語 機 能 に 基 づ くCan Do
Statements により、その言語で具体的に
何ができるかを示す。日本人英語学習者の
80％以上は初級レベルであり、中級に達
する者は 20％に満たないことが、大規模
な先行研究によって明らかになっている。

9）English Crossroads for KIT Students
（http : //www.cis.kit.ac.jp/~lang/）

10）受験対象者は延べ 701 名であったが、1年
次生にもアンカー受験者にも試験当日の欠
席者が出た。

11）評価項目群への応答に基づいて、被験者の
特性、評価項目の難易度・識別力などを測
定するためのテスト理論

12）IRT分析は、受験者の能力の違いが一次
元である（対象となる問題項目群が一種類
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だけの能力を測定している）という仮定に
基いて行われる。今回は 2因子が得られた
が、その相関は 0.65 前後と中程度で、こ
れらが完全に独立したものでないことが示
唆されるため、IRT分析に進んだ。

13）Question 4 では、ネイティブの採点結果は
第 1因子に、ノンネイティブの採点結果は
第 2因子に負荷が高いが、これは得られた
因子の大きさが逆になったためである。な
お、Question 8 の Task Achievement では、
ネイティブの因子負荷が他の項目に比べて
小さく、この問題が他の 8問の傾向からや
や逸脱していることが考えられる。

14）2015 年 12 月実施の第 2回テストでは、第
1回テストにおいて日本語を母語とするノ
ンネイティブ採点者が担当した部分を、
フィリピン人の採点者が担当することにな
り、このような比較が可能になった。

15）TOEIC（Test of English for International
Communication）はリスニング能力とリー
ディング能力を、TOEIC SWはスピーキ
ング能力とライティング能力を測定するテ
ストである。

16）http : //4skills.eiken.or.jp/education/pdf/
20150331.pdf

17）ほとんどの大学が、英検準 1級やTOEFL
iBT 71 点以上などの高い基準を設けてセ
ンター試験を満点とみなす「みなし満点制
度」を採用しているため、入学者の数は限
られている。詳細は、http : //4skills.eiken.
or.jp/selection/case_admission.html

18）本学で 2015 年 12 月に実施する第 2回テス
トでは、同じ部屋で受験する全受験者が同
じペースで回答する（各問への回答を同時
に始める）ようにシステムを改良すること
により、この問題に対応することにした。

19）QQイングリッシュ（株式会社キュウ急便）
20）島根大学 教育・学生支援機構 教学企画

IR室講師 光永悠彦氏
21）ケンブリッジ大学英語評価機構、ブリ
ティッシュ・カウンシル等が共同で運営す
る International English Language Testing
Systemの略称。イギリス、オーストラリ
アなどを中心に、高等教育機関の入学希望
者英語能力判定試験として用いられている。
日本ではTOEFLの方がよく知られている
が、世界的には IELTSの方が受験者が多
い。

22）全問の回答音声が回収できなかった原因と
して考えられるのは、受験生が椅子を動か
した際などに、ヘッドセットのケーブルが
PCから抜けてしまい録音できなかったこ
と、また、1問だけが回収できなかった原
因として考えられるのは、次の問題に行く
ためのボタンを受験生がダブルクリックし
たために問題が 1問飛んでしまったことで
あった。そのため、第 2回テストでは、試
験中にケーブルが抜けないように、テスト
開始前に受験生に注意することにした。ま
た、問題送りボタンを廃止して、自動的に
次の問題に移るようにシステムを改善した。

23）たとえば、1964 年から実施されている
TOEFLにスピーキングセクションが加
わったのは、インターネットによるテスト
配信が可能になった 2006 年であった。1981
から実施されているTOEIC についても、
スピーキングとライティングの能力を測る
TOEIC SWが導入されたのは 2007 年で
あった。

24）ベネッセが実施するGTEC CBTおよび
GTEC for Students、英 検 が 実 施 す る
TEAPなど

25）「あー」「えー」「んー」といった言い淀み
や口ごもり、繰り返し、文を組み立てる途
中の方向変換などが頻発し、流暢さの欠如
が強い印象として残るものが多かった。
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資料 1 Task types

資料 2 Rating scales
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資料 3 サンプルテスト
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