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入試導入に向けたCBT型
英語スピーキングテストシステムの開発・運用

―既存の情報演習室を利用する試み―

京都工芸繊維大学 大学院工芸科学研究科 坪田 康
京都工芸繊維大学 大学戦略推進機構 神澤克徳
京都工芸繊維大学 大学院工芸科学研究科 羽藤由美

情報系センター協議会総会 @KITセンターホール 2016/6/24
第一分科会：学外とコラボレーションできる情報基盤の活用と取り組み 入試導入に向けたCBT型英語

スピーキングテストシステムの開発・運用

• スピーキングテストと入試への導入

• スピーキングテストシステム

• オンライン採点システム

•採点者訓練

スピーキングテストと入試への導入（１）
SGUとしての取り組み

• スーパーグローバル大学創成事業の一環として,入試や
教育プログラムにおいて英語の4技能を適正に測ること
を目標に,CBT方式の英語スピーキングテストシステム開
発に取り組んで参りました。

• 「国際語としての英語」運用能力を評価するテスト問題の
開発と,ITや学力測定技術の高度化にあわせたテスト実
施・採点システムの構築を目標とするものです。

大学入試への導入を目標とする大学独自の
CBT方式英語スピーキングテストの開発・実施について
2015年12月17日本学広報委員会発行資料より

スピーキングテストと入試への導入（２）
測定される能力

◆「国際語」として英語を使う際のスピーキング能力

世界各地で多様に進化した英語がノン・ネイティブスピーカー同士で使われる今,ネイティ

ブスピーカーの英語を絶対的な手本とする必要はない。細かい発音を気にしたり,文法の
間違いを恐れたりせず,「伝えること」を優先しよう!

◆「21 世紀型スキル」

マニュアルどおりに働くことや定型的なスキルを使うことは機械にもできる。グローバル社

会で求められるのは,想像力,批判的思考力,問題解決力,情報創造力,地球規模の問題に

関する意識など,既成の知識や概念を拡張したり革新したりする能力。話の中身で勝負し
よう!

◆英語のユーザーとして,自信を持って,真摯に意思伝達しようとする姿勢

ネイティブスピーカーと流暢に話すのが「英語を使う」ことではない。君はすでに立派な「国

際語としての英語」ユーザーだ! 卑下する理由は何もない。逃げることなく(手持ちの語彙

や文法を駆使して)堂々と自己表現しよう!

KIT Speaking Test: English for 21st Centuryの概要 より

スピーキングテストと入試への導入（３）
実施日

•第1回 2015年1月 1年次生全員受験（596名）
• 本学英語教員（日本人、ネイティブスピーカー）による採点
• 3種の評価観点（Communicative Language Proficiency, Task 

Achievement, Attitude and Effort）

•第2回 2015年12月 1年次生全員受験（644名）
• フィリピンの英語教員、ネイティブの英語教員による採点
• 2種の評価観点（Task Delivery, Task Achievement）

•第3回 2017年1月予定 1年次生全員受験
• 第2回と同様の予定

スピーキングテストと入試への導入（４）
今後の予定

京都工芸繊維大学では,これら実績を踏まえ,まずは
2017年度実施のAO入試と2018年度実施の大学院入
試に英語スピーキングテストを導入することを目指して
います。

2015年12月17日本学広報資料より
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KIT Speaking Test

Answer 45 seconds

Question 2

Imagine what the relationship between these people is and why they are 
happy. Talk for 45 seconds.

Sample

KIT Speaking Test

Which of these cars would you prefer to have? Compare the cars and 
explain your reasons. Talk for 45 seconds.

Answer 45 seconds

Question 3

Sample

スコアレポートサンプル Sample

サンプルテスト/サンプルテスト音声/Take09.wav
サンプルテスト/サンプルテスト音声/Take09.wav
サンプルテスト/サンプルテスト音声/Take09.wav
サンプルテスト/サンプルテスト音声/Take09.wav
サンプルテスト/サンプルテスト音声/Take10.wav
サンプルテスト/サンプルテスト音声/Take10.wav
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スピーキングテストシステム

•入試導入に必要な要件

•既存の情報演習室への導入

入試導入に耐えるスピーキングテスト
システムの要件[R]

• [R1] 受験者に同一の環境を与えることができること

• [R2] 問題が直前まで秘匿できること

• [R3] 指定の受験者のみが受験できること

• [R4] ネットワークやPCの障害で試験の続行が不可能
になることをできるだけ避けること

• [R5] 回答の音声を確実に取得できること

• [R6] 回答を安全に採点者に届けることができること

[R1] 受験者に同一の環境を与えることができること
[R3] 指定の受験者のみが受験できること

本学のコンピュータ演習室は、3箇所の部屋※に別れ
ており、約220台の同一設定の端末を利用可能(R1)

受験者を限定するために予め受験可能なアカウントの
みを認可し、アカウントを使ってログオン後に受験環境
を呼び出すことに変更。 (R3)

※うち１部屋は特定学科の学生しかログインできない
ため、試験当日のみ、受験者がログインできるように
認証システムを変更。（試験監督がログインできないと
いうご愛敬も。）

[R2] 問題が直前まで秘匿できること
[R4] ネットワークやPCの障害で試験の続行が不可
能になることをできるだけ避けること

Network bootを用いて試験当日に試験アプリを含
むOSイメージを使用するとサーバ側で切り替えるこ
とで、直前まで試験問題を配布しなくてすむように変
更。 (R2,R4)

[R5] 回答の音声を確実に取得できること

回答をファイル共有サーバ上に記録すると共に、
ローカルに接続したUSBメモリにもバックアップとして
記録。ローカルHDD上にバックアップする方法もあり
得るが、リムーバブルメディアの方がより安全と判
断。

このUSBメモリは、試験開始前に各端末に接続し、
試験終了後に回収する。

[R6] 回答を安全に採点者に届け
ることができること

ファイル共有サーバに保存されている受験者音声を
採点サーバに rsync + SSH でコピー。すべての採点
処理が完了した時点で、ファイル共有サーバ上の回
答ファイルは削除。
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ファイル共有システムの構築 その他

•利用した端末にはマイクのないヘッドフォンが使わ
れていたため、スピーキングテスト用にヘッドセット
を購入し試験前に接続

•当日は技術職員の方もトラブルに備えて待機

オンライン採点システム（１）
システム要件
•遠隔地からオンラインで採点可能

•受験者が匿名化された状態で採点可能

•採点者が採点する問題のみ閲覧可能

株式会社イー・コミュニケーションズ
と共同開発

オンライン採点システム（３）
運用形態

•実施1年目
• 設問9問ｘ596名の受験者

• １人の受験者につき２人の採点者が採点（日本人とネイティブ
の英語教員）

• 2月中旬に自宅や研究室等で採点

• 時期的な問題も含め、すごいしんどいというコメントも！

•実施2年目
• 設問9問ｘ644名の受験者

• １つの問題につき２人の採点者が採点（フィリピンとネイティブ
の英語教員）することに変更。システムも改修。

• 年末年始にかけて採点

採点画面サンプル

採点者訓練（１）

• 新たな採点者に対して試験問題や採点基準の説明

• 採点にぶれが出ないように、幾つかのサンプル音声を確認し、

基準のすりあわせ

• １年目：工繊大に集まって実施

• 2年目：PolycomやSkypeを使って拠点を結んで実施

• QQEnglishはセブ島にありＩＴ環境は抜群によい

• 坪田がフィリピンに行って、神澤先生＠KITと接続テストも実施
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採点者訓練（２）

• 1回目(2地点 Polycom※)
• イギリス（共同研究者） Nic Underhill氏
• 京都工芸繊維大学（拠点） 3名＋ネイティブの英語教員

• 2回目（3地点 Polycom※＋Skype）
• 採点者（QQEnglish）＠フィリピン 12名
• 共同研究者（Nic Underhill氏）＠イギリス
• 京都工芸繊維大学（拠点） 3名

※Polycomを利用する際にはサーバーは京都工芸繊維大
学のものを利用

2016年～2018年科学研究費助成事業基盤研究(B)
「入学試験や定期考査に利用できる英語スピーキングテスト

システム構築のための指針策定」

(1)京都工芸繊維大学が独自に開発し，学内で定期実施しているコンピュータ方式
(CBT)の英語スピーキングテストシステムを，2018 年度実施の大学院入試に導入でき
るように改良する。

(2)2016 年 4 月開校の京都市立京都工学院高校において，受験者と海外の面接官
をビデオフォン(スカイプ等)で結ぶ面接方式のスピーキングテストを定期考査に組み

入れるシステムを構築する。

上記(1)(2)の事業を完遂し，その実績に基づいて，学校・大学等が入学試験や定期
考査において， それぞれの教育環境や目的に応じた英語スピーキングテストを開

発・実施するためのガイドラインを策定する。また，モデルの規模を広げ，国が外部
試験に頼らず，4 技能を測る大学入試を行うことを想定して，スピーキングセクション
を開発・実施するための具体的な課題や解決法を明らかにする。

ご清聴ありがとうございました。


