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大学入試センター試験への英語リスニングテストの導入に至る 

歴史的経緯とその評価 

内田照久 1，大津起夫 1 

1 独立行政法人 大学入試センター 研究開発部 

大学入試センター試験に代表される大学入学共通テストは，受験者の処遇を左右するハイ・ステイクスな試験である。
このセンター試験への英語リスニングテストの導入については，センター試験の前身である共通第一次学力試験の時代
から，幾度となく検討が繰り返されてきた。本報告では，その四半世紀余りに及ぶ議論の経緯を整理すると共に，長き
に亘ってリスニングテストの導入が見送られてきた背景，その一方，2003 年に急転直下，リスニングテストの実施が
発表された経緯を概括する。そして，現在行われているリスニングテストの課題を考えると共に，導入後の評価に関し
ても検討する。そして，大規模試験における望ましい変革のあり方を探る。 

キーワード： 大学入学共通テスト，共通第一次学力試験，大学入試センター試験，リスニングテスト 

The historical background of English listening comprehension tests  

in the National Center Test and their evaluation 

 
Teruhisa UCHIDA 1, Tatsuo OTSU 1 

1 Research Division, the National Center for University Entrance Examinations 

The Nation-wide University Entrance Examinations are high-stakes tests because their results determine 
students’ futures. Therefore, English listening comprehension tests in the National Center Test have carefully 
been investigated and discussed before they were implemented since the era of the Joint First-Stage Achievement 
Test. This report clarifies the lines of discussions in the last quarter of the past century aiming to explain the 
background and reasons the implementation of listening comprehension tests had repeatedly been postponed, and 
to unravel the motives for the abrupt announcement of inaugural listening comprehension tests in 2003. The 
current listening comprehension tests are then examined and evaluated. Finally, this study explores advantageous 
directions toward reforming large-scale examinations. 

Keywords：nation-wide achievement test, the Joint First-Stage Achievement Test, the National Center Test, 
listening comprehension test 

1. 大学入学共通テストとリスニングテスト 

1.1 共通第一次学力試験と英語聴解力テスト 

わが国でも屈指の大規模な一斉実施のテストである
大学入試センター試験に，英語のリスニングテストが
はじめて導入されたのは，2006年(平成18年)1月である。
現在，そこでは個別音源方式が採用され，各受験者に
ICプレーヤーが配布され，音声をイヤホンから聞いて
解答する形式で実施されている。 
 

『詳細な報告は以下の報告書にゆずるが，ここで
強調しておきたいことは，英語の聴解力テスト
を第一次試験の中に加えて行ったことである』 

 
実はこの記述は，センター試験へのリスニング導入
より遥か以前，30年以上も前にまとめられた報告書の
まえがきの一部である。そして，次のように続く。 
 
『将来の共通第一次試験において聴解力テストの
実施されることを強く希望するしだいである。
そのために，本報告書において，聴解力テスト
（問題作成・録音の手順及び実施）について，
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ことに詳しい説明を附して後日の参考に供した
ことを諒承していただければ幸いである』 

 
1970年代，当時の国立大学協会は大学入試センター
試験の前身となる共通第一次学力試験の導入に向けて，
多大な時間と労力を投入して慎重に準備を進めていた。
中でも1974年(昭和49年)11月には，試験問題実地研究
と言う名称で，高校3年生を対象とした予備的な試験を
行っている。そこには英語の試験問題の一部分として，
既に聴解力テストが組込まれ，実際の試験が行われて
いた(国立大学協会 入試改善調査委員会, 1975a)。 
先の引用は，その予備試験の科目別研究専門委員会
報告(英語)のまえがきの一節である(国立大学協会入試
改善調査委員会, 1975b)。これらの記述から共通第一次
学力試験の立案段階から，英語聴解力テストの導入に
ついて熱を帯びた議論がなされていたことがわかる。 
さらにその翌年の1975年(昭和50年)11月の2回目の
予備試験までは英語の聴解力テストが実施されていた
(国立大学協会 入試改善調査委員会, 1976a; 1976b)。 
さて，共通第一次学力試験の導入前夜とも言える

1977年(昭和52年)12月には，その直近の予行演習とし
て6万人規模で試行テストが行なわれた。しかし，そこ
では英語聴解力テストは行われていない。その導入を
見送った理由や経緯は，必ずしも明らかではないが，
試験室の環境の違いによる試験の公平性保持の問題や，
実施上の安定的な運用面に不安があったのではないか
と想像するには難くない。 
この試行テストの英語問題を作成した部会の報告書
には，次のように記されている(大学入試センター, 
1979)。 

 
『昨年の報告書のこの欄に，「特に，聞きとりのテ
ストはぜひ実施されるよう要望したい」と書か
れている。それが本年から実施されないことに
なったことはまことに皮肉なことである』 

 
ここには，導入を見送った経緯が不明瞭で，意向が
必ずしも反映されなかった英語の作題委員の憤懣やる
かたない心境がこめられているようにも読める。 
その一方で，試験の運営側の視点に立つと，当時，

30万人規模の全国一斉実施の共通試験は全くの未経験
であり，入念に準備を進めていたとはいえ，現実には
その実施自体が，綱渡り的な状況であったようである。
その状況を忖度すると，不測の事態が生じる不安要素
が多い聴解力テストは避け，当面はマークシート方式
の大規模試験の実現に注力しようとする判断について
は理解できる面もある。 
このように英語の聴解力テストは，共通第一次学力
試験の誕生の段階から，その導入の議論が懸案課題と
なる因縁を宿命づけられていたとも言えよう。 

1.2 リスニングテスト導入への間歇的な議論の反復 

この共通第一次学力試験や大学入試センター試験と
いった大学入学のための共通テストに，英語の聴解力
テストを導入すべきかどうかという議論は，その後，
幾度となく繰り返されることとなる。 

(1) 共通第一次学力試験での検討 

1982年(昭和57年)には，大学入試センターに「聴解
試験プロジェクトチーム」が編成された。東京大学，
九州芸術工科大学，東北大学の協力の下，3年間に及ぶ
調査研究が行なわれた。その中では試験室の音響特性
の測定の他，音声信号レベル及び重畳する雑音レベル，
スピーカの数や配置位置が，日本語音節明瞭度や，米
単語了解度に与える影響について，系統的に実に丹念
に調べられている(大学入試センター聴解試験プロジ
ェクトチーム, 1985)。 
その結果，聴解試験に使用される教室の音響特性に
ついては，音響工学的特性の許容範囲に関する示唆が
得られたとしている。しかしながら，教室間の格差が，
特に米語了解度に影響を与える事例があったことから，
教室間の差異の有無については，結論を保留せざるを
得ないとされた。 

(2) 大学入試センター試験での検討 

大学入試センター試験の時代に入ると，高校の英語
にオーラル・コミュニケーションの科目が課せられる
ことになり，センター試験へのリスニングテスト導入
への要請が強まった。しかし，試験室環境の違いによ
る公平性保持や，実施上の安全確保の難しさから，1997
年度(平成9年度)段階の時点では，リスニングテストの
導入は見送られた(橋本, 1994)。 
しかし，その代わりに，センター試験でリスニング
テストを実施するための設備・技術上の問題点の解決
に向けて，具体的な検討を行なうこととされた。それ
を受けて，1994年(平成6年)に「大学入試センター外国
語リスニング・テスト調査検討委員会」が設置された。
そして，高校でオーラル・コミュニケーション科目を
受講した生徒が受験する，平成11年度のセンター試験
からリスニングテストが実施できるかについて，主に
設備・技術面から，2年半に亘って検討がなされた。 
そこでは，リスニングテストの実施方法について，
調査当時，一般的であると考えられていた方式を検討
している。 

 
① スピーカー方式：試験場に備え付けの放送設備に
よりスピーカーから問題を流して聴取させる方式 

② イヤホン方式： CDプレーヤーなどの機器を個々
の受験者に持たせ自ら再生させ，イヤホンで聴取
させる方式。 



日本テスト学会誌 Vol.9, No.1 

80 

スピーカー方式の問題としては，試験場となる大学
の多くでは放送設備が整備されていないのが実情で，
実施のための整備には膨大な経費を要する点が指摘さ
れた。また，騒音に影響されやすく，全国の様々な環
境にある試験場の音響条件を，同一条件に保つことが
極めて困難である旨の報告もあった(石塚・小野・清
水・諏訪部・白畑, 1994)。 
一方，イヤホン方式については，(1) 大学の個別試験
や高等学校の入学試験で実施されたことのない方式
(調査当時)であること。(2) いきなりセンター試験に導
入することは、予測し得ない様々な事故が発生する可
能性があること。(3) 何十万という機器を実施者側で用
意するための膨大な経費の必要性。(4) 機器の保管・管
理，および品質管理が極めて困難で，試験実施要員の
増員が不可欠な点。(5) 受験者の聴取状況を監督者が確
認できず，受験者から聞こえなかったと申し出があっ
た場合，再現性のない事故の場合には，それを確認す
る方法がない。などといった点が指摘されていた。 
その一方で，近年の機器の開発は目覚ましく，将来，
安価で操作が簡単な機器が開発される可能性はあると
するものの，ここまでの検討を総合的に勘案すると，
平成11年度以降，当分の間は，センター試験にリスニ
ングテストを導入することは困難だといわざるを得な
いとしている(大学入試センター, 1997)。 

(3) 共通テストでのリスニング・テスト導入の前提 

これらの共通テストへのリスニング・テスト導入に
係わる歴史的な議論の経緯を追ってみる限り，時代を
超えて共通するのは，試験の公平性と実施上の事故を
できるだけ回避するための安定性の確保の観点である。 
いずれの報告でも，共通テストにおけるリスニング
テストの実施の重要性は十分に認識している。しかし，
何十万人もの受験生が，環境の異なる試験場で，全国
一斉に受験するという共通テストの特質から，公平性
の確保や，円滑で安全な実施の見通しが立たなければ，
実施に踏み切ることはできないとする立場から判断が
なされてきた。 
西郡・倉元(2008)も共通テストにリスニングテスト
がなかなか導入されなかった背景理由として，公平性，
すなわち，全受験生の試験実施の環境が同一の条件で
なければならないとする「均一性」の概念を通して，
この経緯を捉えている。 

1.3 「英語が使える日本人」構想と急転直下の導入 

このように共通第一次学力試験や大学入試センター
試験では，試験の公平性と実施の安定性に軸足をおい
た判断が歴史的に積み重ねられてきた。 
ところが，2003年(平成15年)，急転直下，行政主導
でセンター試験に英語リスニングテストが導入される

こととなる。文部科学省高等教育局学生課大学入試室
(2004)は，リスニングテスト導入に至る経緯を下記の
ように述べている。 

 
『平成15年3月には，文部科学省において，我が国
の英語教育を抜本的に改善するために国として
取り組むべき総合的かつ具体的な施策を「英語
が使える日本人の育成のための行動計画」とし
てとりまとめた。この行動計画の一つとして，
「協議の場」における検討状況も踏まえ，平成
18年度入学者選抜からの実施を目標にセンター
試験にリスニングテストを導入することを盛り
込んだところである』 

 
前節までの研究委員会などでの綿密で緻密な議論と
は打って変わって，いわば問答無用の形でリスニング
テストのセンター試験導入と相成ったところである。 
高校や大学は元より，大学入試センターにおいても
十分な議論や実施方法の検討が全くなされないままに，
リスニングテストの導入だけが政策として定められて
しまったため，その後，試験会場や実施方法について
の発表も二転三転して迷走することとなった。 
丸山(2004)によると，当初，教室のサイズが規格化
されており，放送設備が整っている高校を試験会場と
してセンター試験のリスニングテストを実施する案が
出され，文科省の「入試改善会議」で認められて公表
されていた。 
しかしその後，センター試験本体の全てを高校会場
で実施することに伴う試験実施の安定性への懸念から，
180度方向転換することになる。そして，センター試験
の実施は従来通り大学で行なうこととし，リスニング
テストについては，新たに開発するICプレーヤーを用
いる個別音源方式に変更されることとなった。 
その後，2004年(平成16年)には，ICプレーヤー試作
機を用いたリスニング試行テストが，全国500を越える
試験場で，高校2年生35,000名余を対象として行われた。
本来ならば，センター試験を見越した予行実施と言う
べきところであるが，機器の開発も実施方法の立案も
共に突貫工事で並走している状況でもあり，この試行
テストは，受聴機器の選定のための実地調査も兼ねて
いた(内田・大津・石塚, 2006)。 

2. 大学入試センター試験のリスニングテスト 

2.1 個別音源方式による英語リスニングテスト 

かくして2006年度(平成18年度)のセンター試験から，
ICプレーヤーを用いた英語のリスニングテストが実施
された。図1に実施初年度の機器の写真を示す。 
 実施初年度から，機器の不具合の申出などが発生し，
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テレビや新聞などで大きく取り上げられたことは記憶
に新しいところである。その後，機器の改良や，実施
方法の改善などが継続的に進められている。現在まで
のところ，汎用製品などと比べると不良率は圧倒的に
小さいものの，工業製品であるが故に，不良を完全に
根絶する道筋はまだまだ遠い。また，受験者側の原因
による不具合も発生するため，進行手順の継続的な見
直しも不可避である。 

2.2 センター試験の英語リスニングテストの制約 

英語のリスニングテストの内容面については，既に
公表されており，予備校による対策なども豊富なので
ここでは触れない。全般にトラディショナルな形式で，
奇をてらわない良問が出題されていると言われている。 
柳川(2010)は，センター試験のリスニングテストは，
言いよどみや会話の重なりが少なく，現実の英語理解
を測るには必ずしも妥当でないとしている。英語教育
の観点からはもっともであるが，センター試験では，
音声中のブレス音や，文末の“it”の無声閉鎖による急
な音声の終止を，機器の故障として申告するケースも
ある。その意味では，受験文化として，リアルな英語
が許容され，試験実施の安全が確保できない限りは，
現在のフォーマルな発音を材料とする方針の転換は，
なかなか難しいのではないかと想像するところである。 

2.3 センター試験のリスニングテストの波及効果 

(1) 個別大学の入試への影響 

まず，ここでは個別大学入試のリスニングテストの
状況を概括する(図2)。 

 
図2 個別試験における英語リスニングテスト実施大学・

学部数の推移(国公立大学合計)  
杉澤・椎名・内田(2008)より再掲 

図2を見ると，個別大学入試でのリスニングテストは，
高校英語に導入されたオーラル・コミュニケーション
科目を学習してきた生徒が大学受験をする1997～
2000年度(平成9～12年度)頃まで，コンスタントに増加
傾向を辿ってきた。その後は，2005年度(平成17年度)
まで，ほぼ横ばいの状態で推移してきた。 
しかし，センター試験にリスニングテストが導入さ
れた2006年度(平成18年度)からは，一転して急激な減
少へ転じている。この間，個別入試のリスニングは，
実施学部数で約1/4に，大学数では半減している。 
なお，杉澤・椎名・内田 (2008)は，個別試験のリス
ニングテストを廃止した大学と，継続している大学の
比較調査も行っている。 
個別入試のリスニングを継続して実施している大学
では，自大学の試験問題の方が，センター試験のリス
ニングテストよりも発話速度が速く，また分量も多く，
全般的に難易度が高めだとの認識が多いとしている。
そして，継続理由として，「これまで実施してきたリス
ニングテストに一定の成果があったから」，「自大学の
選抜における有効性を考慮して独自に問題の設計を行
っているから」，「センター試験と異なる出題内容・形
式のテストを行う必要があるから」，「より高度なリス
ニング能力を入学者に要求するから」といった点が上
げられていた。 
さらに，個別リスニングを廃止した大学に対しては，
再導入する場合の条件を尋ねている。そこでは，「セン
ター試験のリスニングがなくなった場合」，「入学後の
学生のリスニングに関する学力が一定レベルに達して
いなかった場合」といった意見が上げられていた。す
なわち，個別リスニングの代替的役割を担うセンター
試験のリスニングがなくなった場合には，個別リスニ
ングによる選抜が再度必要になると考えられている。
また，センターのリスニングで入学者の英語リスニン
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グ能力の学力が担保できない場合にも，再導入が検討
されることとなる。 
このように大学入試全体から見ると，センター試験
と個別試験には相補的な役割分担が見られる。そして，
センター試験へのリスニングテスト導入に対する個別
大学の対応は，入試運営の省力化の必要性も相まって，
かなり迅速であったことがわかる。 

(2) リスニングテスト導入の成果の検証 

センター試験への英語リスニングテスト導入の成果
の検証のため，現在，大学入試センターにリスニング・
テスト検証研究会が設置され，九州大学や筑波大学の
協力の下，検討が進められている(大学入試センター 
リスニングテスト検証研究会, 2012)。 
九州大学では，平成17～23年に学部1年生を対象に
実施した英語学力試験TOEFL-ITPに基づき、九州大学
の入学者集団の英語成績の推移を検討している。また

高校生・大学生を対象とする調査も別途行い，高校生
及び大学入学者の英語成績推移について検討している。 
さらに，高校の英語科担当教員を対象とする調査も
行って，高校の教育状況，高校生の学力状況について
の検討も進めている。 
これまでの結果としては，個別大学や高校における
標準化されたテストの結果の範囲では，センター試験
でのリスニングテスト実施前後の英語学力については，
際だった変化は認められていない。しかし，高校英語
教員のアンケートでは，リスニング力やスピーキング
力は大半が向上したと判断されていた。 

3. リスニングの導入からみた大規模試験の改革 

3.1 リスニングテストに関わる議論の周期性と現在 

これまで，大学入学共通テストの中でのリスニング

図 3 共通テストへのリスニングテスト導入に関わる間歇的な議論の年次経緯 

リスニングテスト導入の効果を検証 
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テストをめぐる，40年余りに及ぶ議論や導入の経緯を
追ってきた。ここで，改めてその歴史的推移の概要を
まとめてみる。図3に，共通テストとリスニングテスト
に関する動向について，10年単位に区切って模式的に
示した。 
図をよく見ると，各年代(decade)前半のいずれかの
タイミングで，リスニングテストに関わる議論や実施
に関わる変化が起こっていることが読み取れる。この
10年周期の間歇的な議論の反復は，偶然によるのか，
行政的な懸案事項の検討などで一般的に見受けられる
ものなのかは必ずしも定かではない。 

2010年代の直近の動向に関しては，前節で紹介した
リスニングテスト検証研究会がリスニング導入の効果
の分析を継続している。この検証委員会が，2006年度
(平成18年度)の導入から，2012年度(平成24年度)現在
まで，7回実施されてきたリスニングテストに，お墨付
きを与える役割を担うのか，それとも導入実施の再考
を図るのか，依然として未知数である。然るに，将来
的に注視し，その歴史的な役割を見定めることが必要
である。 

3.2 試験の運用面の課題と制度面での安定的な継続 

視点を変えて，大学入試センター試験のリスニング
テストの実施運営に目を向けると，その運用には多大
な労力が必要とされる現実がある。 
前田・須永・中澤・木下 (2012)は，英語リスニング
テストの監督を対象として，不測の事態への対処法を
効果的に身につけるための監督シミュレーション教材
を開発している。そこでは，状況に応じて瞬時に対応
するために医学教育で利用されている方式を応用して
いる。 
このようなリスニングテストの実施に特化した教材
が開発されて，学会で発表がなされていることからも，
リスニングテストの実施方法の複雑さや場面に応じた
正確な即応性が必要とされる状況が，自ずと理解でき
よう。このことは当然，リスニングだけに留まらず，
センター試験全体の運営に負荷がかかることに繋がる。
その点は，試験の安定的運用を考える上でも，慎重に
対処すべき事項である。 
さて，木村(2012)は，我が国で行われてきた大規模
試験の中で失敗した事例を検証することで，制度面の
妥当性を考察している。進学適性検査・能研テスト・
全国一せい学力テスト1等を例にして，定着しなかった
                                                  
1 「一斉」(いっせい)の「斉」の字は、1951年に人名
漢字に採用され，1981年に常用漢字となった経緯から，
「学テ」が実施され，裁判が行われていた時は、文部
省や裁判などの公式文書で使うことができなかった
(木村(2012)：私信)。本稿では，当時の「学テ」を表記
する場合は，木村の記法にならうものとする。 

要因の洗い出しを試みている。そして，発表後の指定
討論の中で，全国的な大規模試験が安定的に継続する
ための要因についても言及している。そして，現状で
社会に受け入れられている試験については，設計当初
の目的と内容を堅持し，後年の政策的な企図などによ
って安易に目的や内容の変容を招かないようにするこ
とが肝要であると述べている。 
この指摘は，センター試験とリスニングテストの関
係を考える上でも，重要な指針になると考えられる。
センター試験は，30年以上の歴史を積み重ねて，国民
から一定の社会的な役割を担う試験として容認されて
きたと言ってよい。現在，このセンター試験を台木と
して，リスニングテストは穂木として接ぎ木された形
になっていると捉えることができよう。この穂木が，
国民に認知されている台木たるセンター試験の目的や
内容と合致しているものとして認知されていくかが，
今後の継続的な試験の安定性に関わってくると考えら
れる。 

3.3 大規模試験の社会的な容認と改革のあり方 

センター試験は，現在，構造の複雑化が進み，改善
すべき課題も多い。しかし，利用者側の視点に立つと，
高校での学習活動がセンター試験での成績に結びつく
という一点，学習に向けた努力は相応に報われるはず
だというこの一点が，この試験制度の枠組みへの信頼
を支えている。高校の学習活動に取り組むことが即ち，
センター試験を介して，結果として大学進学への道を
拓くという安心感が，制度への信頼を形成してきた。
だからこそ，様々な軋みを生ずる場面はあるものの，
センター試験は高校の教育活動を必ずしも損なうこと
なく，微妙なバランスの中で制度として機能してきた。 
これは裏返すと，センター試験が高校の学習活動と
直接結びつかないものに変容してしまったら，即座に
制度そのものがそっぽを向かれることを意味する。 
社会の情勢や時代によって，大学生に求められる能
力や学力も変化する。コミュニケーション能力や問題
解決能力，批判的思考力，意欲や態度をはじめ，様々
な能力観に基づく議論も盛んである。しかし，必要と
される能力は，中長期的なパースペクティブの中で，
学校での学習活動の中で育んでいくべきものである。
これらを突然，政策的に大学入試に押し込んだりすれ
ば，機能不全を起こして，早晩，制度が立ち行かなく
なる。実際，木村(2012)が提示したかつての大規模試
験の失敗例がその歴史を静かに語っている。本来なら
ば繋がらないはずの穂木を，いたずらに継ぎ足して，
逆に土台となる台木を枯らしてしまうことのないよう
に，改革の手順には十分な留意が必要であろう。 
新しい能力の育成，そして大規模なテストの改革が
実現される順序としては，新たな哲学の中で学習指導
要領が変わり，生徒が学習する教科書の内容に反映さ
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れて，センター試験がその内容を出題範囲とするとい
う順序でなければ利用者には受け入れられない。さら
に，その新しい能力の育成が学校の学習活動と密接に
関わっていることがおそらく最も肝要な点であろう。 
大規模試験の改革に際しては，試験そのものの議論
に留まらず，社会的影響の広汎な検討が必要である。
今後とも，多面的な観点からの検討が不可欠である 
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