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Abstract 

This paper is a review of a symposium held at the JACET Chubu Chapter Annual 

Convention in 2018, where three presenters discussed the theme of what university 

English entrance exams should measure. By considering the advantages and 

disadvantages of the use of commercial four-skills proficiency tests as a university 

English entrance examination, the present paper argues that more detailed 

discussion is still required to reach a general consensus on what lies ahead for the 

future of English language education. 
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はじめに 

2018 年 6 月 16 日、愛知大学名古屋校舎にて、第 34 回大学英語教育学会（JACET）

中部支部大会が開催された。大会テーマは標題の「大学英語入試で何を測るべきか」で

ある。大会の午後の企画は、鳥飼玖美子氏（立教大学）による特別講演、塩崎修健氏（公

益財団法人日本英語検定協会）と法月健氏（静岡産業大学）によるシンポジウム発表、

そして三氏による合同ディスカッションであった。筆者は一連のイベントの企画、運営

に携わり、シンポジウムのモデレーターを務めた。本企画は、文部科学省（2017、以降

文科省）の「大学入学共通テスト実施方針」にて発表された TOEFL、IELTS、英検等

の民間 4 技能試験（7 団体 23 試験）の大学入試としての流用案を受けてのものである。 

1



 
 

 

本稿の目的は 1）本大会の特別講演とシンポジウムを記録し、2）全体を俯瞰して論点

を整理し、そして 3）本稿を広く公開することにより今後の議論を促すことである。具

体的には、本論はまず各登壇者の発表内容を、関連情報を付け加えながら、振り返る。

そして三氏による合同ディスカッションの様子にふれる。その際、時間の制限のため、

取り扱えなかったフロアからの質問も補足する。最後に全体をまとめる。 

まず本論に移る前に、執筆者の立場と執筆時機について手短に述べておきたい。私は

できる限り「中立」を旨に本稿を執筆し、その後、登壇者全員に確認していただいた。

しかしながら、あらゆる議論において、厳密な意味での「中立」はあり得ない。文章は

書き手が重要と判断した箇所に自然と焦点がおかれる。つまり筆者の立ち位置は随所に

反映されており、すべての文責は私にある。そのため自身の立場をはじめに明記するこ

とが適と考えた。 

筆者の執筆時の立場は、端的に述べれば、英語の実際のニーズに合わせた大学入試の

実現を望むものである（詳細は藤原 2018）。現状のニーズを無視した上に、エビデンス

もコンセンサスもない民間 4 技能試験の実質的な半強制案には距離を取らざるを得ない。

各大学が実施を決めて、2020 年度の入試改革の元年を迎えた際、多くの受験生や保護者

から支持が得られるのか否か、大変気がかりである。また筆者は過去に中高で英語を教

え、現在は大学で教員養成に従事しつつ中高を定期的に訪問してきた経験から、これま

での大学入試の正負の影響についてよく理解しているつもりである。 

また執筆時機について言及する必要がある。筆者は本稿を 2018 年 9 月初旬に執筆を

開始した。2020 年度の入試改革に際し、「2 年前ルール」に基づき、各大学が入試体制

を公表しつつある。その折に、東京大学の入学者選抜方法検討ワーキング・グループ（以

降、東大 WG）より答申（2018.7.12）が出され、民間英語試験を「活用しない」を最優

先とする意見を学長に提出した。そして東京大学の最終的な決定に世間の注目が集まる

中 1、国立大学の多くは方針を決めかねている現状である。朝日新聞の報道（2018 年 8

月 13 日）によれば、8 月 10 日の時点で、学部入試を行う 82 大学中、具体的な方針を

示したのはわずか 13 大学にとどまり、37 大学は「活用するかも未定」と回答した。こ

の時機の未決定は大変異例である。 

本原稿が出版される頃（2019 年初頭）、2020 年度実施の入試内容は決定しているだろ

う。しかし現在の議論は未来を創る。当初、センター試験後継の「大学入学共通テスト」

の英語は、2024 年度以降「廃止」が検討されていたが、現在は「未定」である。どのよ

うな結果になるにせよ、学術的な議論を残すことに価値がある。本稿が何らかの形で今

後の議論に活かされれば幸いである。 

 

1. 特別講演 

まず鳥飼玖美子氏の特別講演をまとめる。 
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1.1 鳥飼氏：大学入試と英語民間試験：課題が生み出すもの 

 鳥飼氏は、まず「大学入試改革」の経緯について言及された。講演時に配布された資

料には、2012 年 6 月「大学改革実行プラン」から 2018 年 3 月「大学入学共通テストの

枠組みにおける英語認定試験及び記述式問題の活用に関するガイドライン」までが記さ

れている（同様の年表が南風原 2018a 巻末に所収）。しかし鳥飼氏はこの政策の端緒は、

実は 30 年以上も前の「臨時教育審議会」（以降、臨教審）に遡ることを指摘する。1984

年、当時の内閣総理大臣が設置した臨教審は次の提言を行っている：「大学入試において、

英語の多様な力がそれぞれに正当に評価されるよう検討するとともに、第三者機関で行

われる検定試験などの結果の利用も考慮する」。この臨教審の提言は現在まで続く英語教

育の「改革」の流れだけでなく「教育の自由化」を早期に提案したものであり、新自由

主義的教育観の表れとして注目に値する。そして今回の民間試験の発案から認定までの

政治的背景、大学入試センター、国立大学協会、東京大学の迷走について概観された。

これらの経緯については、次の書籍に詳しい（阿部 2017; 鳥飼 2018; 南風原 2018a）。 

 

1.1.1. 学習指導要領との整合性 

 次に大学入試と民間試験の本来の目的の違いを問題視された（鳥飼 2018, p. 146）。

大学入試は、学習指導要領に沿った日本の英語教育の達成度を測定するものである。一

方、TOEFL や TOEIC などの民間試験は米国留学やビジネス英語等、まったく異なる目

的の英語力を計測するものである。なお筆者が本稿で民間試験の「活用」ではなく「流

用」を用いるのは、この目的の違いを強調するためである。本来的な意味の「入試」は

高校教育の内容や達成度を基に作成される。今回の政策は大学入試に高校教育の内容や

達成度を合わさせる、という主従が全く逆の発想である。その観点から言えば、さまざ

まな民間試験は、英検や GTEC 等の和製試験も含めて、学習指導要領との整合性はない。 

 この学習指導要領との整合性に関しては、多くの研究者のみならず、当初は国大協

（2017.6）、後に東大 WG（2018.7）が問題視し、文科省にその真偽を質した。同省（2018b）

は、①試験の目的・出題方針、②4 技能ごとの測定しようとする能力、③試験の各問題

と指導要領の関連等について記載した資料と実際の試験問題を確認して、高等学校学習

指導要領と「整合性がある」と回答した。つまり①～③の抽象的な能力や言語機能の整

合性のみを確認し、具体的な単語、表現、文法などの言語材料においての整合性につい

ては回答を避けた 2。なお民間認定試験の参加要件には、高等学校学習指導要領との整

合性が「あること」ではなく「図られていること」という緩い文言が使用されており、

南風原（2018b, p. 22）は想定した全民間試験を認定できるよう文言の方が調整されて

いることを指摘している。 

 もとより「学習指導要領」は「最低基準」という考えもある。2002 年 1 月、文科省

は「確かな学力の向上のための 2002 アピール『学びのすすめ』」を発表し、「学習指導
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要領は最低基準であり、理解の進んでいる子どもは、発展的な学習で力をより伸ばす」

と明記した。また一部の大学の個別入試がすでに学習指導要領外という見解もある。学

校現場が学習指導要領に準拠して授業をしていない、という意見も時に聞かれる。しか

し筆者は公教育を司る文科省が率先して「学習指導要領」の形骸化を進めることは、ま

ったく異なる意味を持つと考えている。この英語入試改革がどのような波紋を教育界に

残すか。生み出す課題についてよく考える必要がある。 

 

1.1.2. 民間試験流用案の課題 

次に鳥飼氏は民間試験流用案の課題として下記の 4 つを挙げた。それぞれ簡潔に言及

し、4）については後日、同氏より連絡いただいた内容もふまえてまとめる。 

 

1） 公平性・公正性 

2） 透明性 

3） 「スピーキングテスト」の課題 

4） CEFR 換算・導入の妥当性 

 

まず複数の民間試験を認定すること自体が公平性、公正性を欠く。今まで日本の大学

入試は、よかれあしかれ、年に一度、同一試験を同様の会場で一斉実施することを「公

平」かつ「公正」と捉えてきた。流用予定の 8 種の民間試験は目的、能力の構成概念、

試験の方法、年間の実施回数と会場数、検定料まですべてが異なる。試験を受ける機会

は平等ではない。受験スコアとしては高校 3 年次の 2 回を用いるが、それまでの限りな

く本番に近い「練習」としての受験回数は経済格差、地域格差に直結する。とくにこの

ほぼ本番と言ってよい受験機会が「金」で買えるシステムは、教育機会を平等に配分せ

んとする公教育の根本理念と相容れないのではないか。民間企業や大学がこの方向を進

めるのとは訳が違う。公教育を守るべき国が進めている。 

次の課題は透明性である。センター試験は教育目的や出願に関わる自己採点のため、

試験内容や採点基準を公開してきた。当試験はマーク式の客観試験であるため、試験者

と受験者のいずれも同じ情報を手にすることができた。しかしながら、さまざまな民間

試験を認めた場合、試験内容、採点基準、試験官の資質、出題・採点ミスの対応に関す

る情報の透明性を求めることは難しい。TOEFL 等の項目応答理論に基づく試験は、統

計値を付与した問題を再利用するため、問題の公開はできない。上記の同一条件に基づ

く公平性や試験の透明性は、残念ながら、多くの民間試験が採用する現代テスト理論の

項目応答理論と相容れないのである。そのため、本理論に基づく試験方式は日本の入試

に受け入れにくい（中村 2018）。今回のテスト改革は、その古典的テスト理論文化を打

破したい意図は理解するが、説得力のある代案になるまで検討する必要があるだろう。 
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 さらにスピーキングテストは「まだまだ未開の分野」（根岸 2017, p. 88）と言われて

おり、その課題は多い。テストを専門にしない者でも、その問題山積の様子は想像に難

くないだろう。スピーキングテスト実施の際、対面でインタビューするにせよ、機材で

録音するにせよ、コストがかかる。公平な受験環境を確保するのも難しい。発話音声を

採点する際、信頼性を高めるには採点者を複数確保する必要がある。主観テストである

がゆえに、同一採点者内のブレもある。人や機械の数が増えれば増えるほど、コストは

高まりトラブルも発生する。一言で言えば、コスト・パフォーマンスが悪いのである。

上記の問題点は、スピーキングテストの開発と運営を研究されてきた羽藤由美氏（2018a, 

2018b）が鋭く指摘されてきた。そちらの論考もご一読いただきたい。 

 次に CEFR 換算の妥当性についてである。CEFR とは「ヨーロッパ言語共通参照枠

（Common European Framework of Reference for Languages）」の略語であり、ヨー

ロッパにおける多様な言語能力の参照枠として欧州評議会が開発したものである。A1

から C2 まで 6 段階に分けてあり、下記は文科省が公表した民間試験と CEFR の対照表

である。一見、異なる試験を容易に換算できるように見える。しかし実はできない。「体

力テスト」に準えると、「50 メートル走」、「走り幅跳び」、「長距離走」の異なる種目は、

「体力」の大まかな目安にはなり得るが、各種目の記録を相互に換算することはできな

いのと同じである（藤原 2018）。CEFR 換算の妥当性への疑義や他の諸問題については、

スピーキングテスト開発者である前出の羽藤（2018b）やテスティングの専門家である

南風原（2018b）や野口（2017）、登壇者の法月氏（2014）も口を揃えて指摘している。 

 

表 1 

各試験・検定試験と CEFR との対照表（文部科学省 2018a） 
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 別の論点として、現在の CEFR の英語教育への利用について、鳥飼氏は一貫して疑義

を呈してきた（鳥飼 2013, 2016, 2017, 2018）。簡潔に述べれば「複言語主義の理念な

く CEFR を部分的に導入」（鳥飼 2018, p. 111）したことを問題視している。複言語主

義とは、鳥飼氏（同書, p. 113）の文言を借りれば、「母語以外の言語を 2 つ学ぶことで

個人の中で複数の言語と文化が相互に影響し合い新たなコミュニケーション能力が培わ

れていくことを目指す」、そして「生涯にわたって言語を学ぶことを推奨し、理想的な母

語話者を目標とするのではなく、言語と文化を学ぶことで相互理解と平和につなげる」

という言語教育思想である。氏はこの基本理念である「複言語主義」が完全に捨象され

ていることを嘆く。そして「評価の尺度」として開発された CEFR の能力記述文（「～

ができる」という Can-Do 記述文）が、「到達目標の指標」として使われている問題を訴

えてきた。また講演にて複言語主義に基づく CEFR は、個人の技能間の差を積極的に認

めており、今回の「4 技能均等に」というスローガンとまったく相容れないものである

ことも指摘された。たしかに、誰かが意図した訳ではないかもしれないが、CEFR が「国

際基準」とされ 3、日本の英語教育に導入される過程で、ご都合主義的に金看板が利用

された感は否めない。そもそもヨーロッパの言語文化事情で生まれた理念を日本に移植

することに無理があるのかもしれない。 

 このように「複言語主義の理念なく CEFR を部分的に導入」した日本は、2018 年に

更なる乖離に直面することになる（鳥飼 2018.9.17）。2018 年 2 月に CEFR の補遺版

（Council of Europe, 2018）が公開された。ここでは紙面の都合上、鳥飼氏の私信

（2018.8.9）に基づき概略を述べる。まずA1からC2まで 6段階であったものが、Pre-A、

A2+、B1+、B2+、Above C2 の 5 段階が加えられ 11 段階へ変更された。また「複言語」

だけでなく「複文化」主義であることを改めて強調し、複数の言語・文化の「仲介」

（mediation）という、これまでは少し影が薄かった領域の Can-Do 記述文を充実させ

た。具体的には通訳翻訳だけでなく外国語学習自体を「仲介」に含め、複数の異なる言

語を行き来すること（translanguaging）を重要な能力として加えた。したがって言語

活動は、「受容」（聞くこと、読むことの理解）、「産出」（話すこと・スピーチ、書くこと）、

「やりとり」（話すこと・書くことの相互行為）だけでなく言語間の「仲介」（通訳翻訳、

言語横断）を含む。また「理想的な母語話者」を目標としない立場を明確にするため、

すべての能力記述文から“native speaker”やその母語性を示唆するすべての文言が削

除された。 

この乖離にどう対応するか。CEFR という看板を使用した以上、その責任を負うので

はないか。とくに本稿のテーマである「大学英語入試で何を測るべきか」に直接かかわ

る言語能力観については検討する必要がある。CEFR は通訳翻訳などの「仲介」を重視

する方へシフトしている。もとより複言語・複文化話者特有の能力は言語間の仲介であ

る。その能力を大学英語入試で測るべきか。改めて検討すべき課題と言える。 
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1.1.3. 根本的な疑問 

鳥飼氏は講演の最後に「根本的な疑問」として次の 3 点挙げた。 

 

1） 4 技能をなぜ個別に測定しなければならないのか 

2） 「話す力」を誰が、どのように、どういう基準で評価するのか 

3） 大学入試で測定すれば「話す力」は伸びるのか 

 

第一の疑問は、「間接測定」はどの程度信頼できるか、という問に換言できる。たとえ

ば受容技能である「読む力」と「聞く力」を測定することで、産出技能である「書く力」

と「話す力」を十分推測できれば、「測定上、大規模テストは受容技能のみでよい」とい

う考えは説得力がある。またリスニングとライティングの 2 技能統合の試験を課すこと

で、リーディングやスピーキングの能力を予測できるかもしれない。テストのコスト・

パフォーマンスをどう考えるか。かつてはデータを示して受容技能で産出技能を予測で

きることをセールス・ポイントにしていた試験業者もあったと聞く。そして実際に「2

技能」のセンター試験の結果と「4 技能」の TOEFL Comprehensive Junior の結果が十

分に相関するという研究結果もある（Kamiya, 2017）。 

鳥飼氏は「4 技能の土台となる「読解力」」（2018, p. 144）が重要という主張を一貫し

て続けており、「「読む」という基礎力を入試で測定し、入学後に各大学が総合的な英語

力を育成する」（同書, p. 142）と著書にも記していることから、「読むこと」を中心とし

た受容技能で、産出技能とその能力の将来的な伸びを判断できるという立場と考えられ

る。本件は合同ディスカッション（2.3）、およびまとめ（3）の事項で再度ふれる。 

 第二の疑問はすでに「スピーキングテスト」が本質的に孕む課題、および透明性とし

て上記にまとめてある。「話す力」のみならず「書く力」も誰が、どのように、どういう

基準で評価するのか。後述するように、テストの波及効果を高めるには、十分な情報公

開が必須と言われている（例 Mizumoto, 2016; 小泉 2018）。民間業者が今後どの程度

情報を公開するかに注目である。 

またその運用の実用性、試験の透明性以外に、鳥飼氏は学習指導要領が目指す「コミ

ュニケーション能力」の定義が曖昧であること、すなわち妥当性にも問題があると述べ

る。「「コミュニケーション能力」は数値化できない」は氏の一貫した主張であり（鳥飼 

2013, 2018）、具体的なコンテクストを捨象したコミュニケーション能力の測定に問題

があることは方々で指摘されている（例：Young & He 1998, 貴戸 2011, 仲 2017 a,b, 

中村 2018）。つまり状況、相手、目的次第で異なる抽象的能力は捉えどころがない。人

間関係のないスピーキング試験はそもそも「コミュニケーション力」を測り得ない。ゆ

えに実際のところは、コンテクストを抜きにした即興の口頭の第二言語操作力の一端を

計測している程度に捉えた方が無難である。 
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第三の疑問は本稿のテーマ、「大学英語入試で何を測るべきか」に直接的に関わるもの

である。講演者だけでなく、筆者を含めた慎重派の多くが疑問に感じている。スピーキ

ングテストの導入で「むしろスピーキング力が落ちる」と主張するものまでいる（阿部 

2017, 2018）。上記に述べた課題以外にも、後述するように試験業者が抱えるロジステ

ィクスの問題（2.1.3 参照）も多々ある。この山のような課題を膨大なヒト、モノ、カネ

のリソースで解決して、テストを変えることに無事成功したとしよう。その暁に現状の

教育インフラで実際に話す力は伸びるのか？つまりそのコストに見合うパフォーマンス

が得られるか。この点は最重要なものであり、以降でしっかりと掘り下げていきたい。 

 

2. シンポジウム 

 シンポジウムでは民間試験業者として塩崎修健氏（公益財団法人日本英語検定協会）、

テスティング専門家として法月健氏（静岡産業大学）が発表し、後に鳥飼氏を交えて三

者でディスカッションを行った。以降にそれぞれの内容をまとめる。 

 

2.1 塩崎氏：大学入試改革に伴う英検協会の取り組み 

 塩崎氏の発表は、まず 1）公益財団法人日本英語検定協会（以降、英検協会）の沿革

について紹介し、次に 2）2018 年度入試における英検協会提供の外部試験の活用状況を

説明し、最終的に 3）2020 年度の「大学入学共通テスト」に向けての抱負と課題を述べ

る構成であった。英検協会、および当協会が提供する試験のプレゼンスを高めるための

発表といってよい。テーマである「大学英語入試として何を測るべきか」については、

もちろん「4 技能」という立場である。上記の各項目についてまとめる。 

 

2.1.1. 公益財団法人 日本英語検定協会について 

 塩崎氏のスライドに基づいて、英検協会の沿革を概括する（詳細は同協会の HP を参

照）。1963 年、実用英語の普及・向上を目的として英検の運営を開始し、1968 年、文部

省の認定を受けた。1991 年、中学・高校などの学校での英検利用拡大にともない土曜日

実施の特別準会場を設置した。2000 年までに中高の教育現場において英検は確固たる地

位を築いたといってよい。 

そして 2000 年以降は国際提携および 4 技能化を進めてきた。2010 年、英国ブリティ

ッシュカウンシルと IELTS（International English Language Testing System）を共

同運営することに合意した。2014 年、大学入試として活用されることを想定した 4 技

能型アカデミック英語能力判定試験、TEAP（Test of English for Academic Purposes）

の運営を開始した。TEAP は英検協会、上智大学と英国のベッドフォードシャー大学

CRELLA により共同開発されたテストである。そして 2015 年から 2017 年までに、英

検の各級にライティング、スピーキングのコンポーネントを追加することで、3 級以上
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のすべての級を 4 技能化した。この 2000 年以降の矢継ぎ早の改革は、現在進行中の「大

学入試改革」と連動した動きと見受けられる。 

上記のように日本の英語教育界における英検協会の貢献は特筆すべきものがある。と

くに「英検」の多大な功績は疑いの余地がない。1984 年、臨教審は大学入試として民間

試験の活用を提言したことはすでに述べた。東京外国語大学名誉教授の故若林氏

（1988/2016）によると、その臨教審の提言を受けて、1987 年 10 月の行政文書は早く

も「英検」を大学入試に活用することを提案したそうである。その後、同氏は「「英検」

はやめてもらいたい」（1999/2016）と題したエッセイを「遺言」として発表し、同試験

の内容にきわめて否定的な立場を表明した（なおその具体的な理由はエッセイに書かれ

ていない。氏は共通一次の英語テストも大変否定的に見ており、テストへの眼差しは厳

しい）。当時、行政文書でテスト名が挙がり、後に大家が全国誌に名指しで批判を載せる

ほど、すでに世に浸透していた。筆者は 1990 年代に中高時代を過ごしたが、中高生向

けの英語試験といえば「英検」であったし、2000 年代以降の中高の教育現場でもまず「英

検」が思いつくだろう。その歴史と普及を鑑みると、日本の英語教育界に果たしてきた

役割と貢献は誰もが認めるところである。 

 現在は英検に加えて IELTS、TEAP の 3 種類の試験を主に提供している。英検協会は

日本のローカルな英語試験業者の枠を超えて、グローバルな英語試験機関に発展を遂げ

てきた。その変貌の歴史を鑑みると、日本の英語教育界も変わるべきところは変わるべ

きときに来ていると感じられる。 

 

2.1.2. 2018 年度入試における外部試験活用概況 

 上述のように英検協会は、主として 1）英検、2）TEAP、3）IELTS の実施運営を行

っており、各試験の測定目的と評価方法は下記の表 2 のとおりである。塩崎氏はこの 3

種を含めた複数の外部試験の大学入試の活用の動向についてふれた。2012 年 6 月の文

科省による「大学改革実行プラン」を受けて、英語外部資格・検定試験を活用した入試

を導入する大学は目覚ましく増加している。氏の示すデータ（旺文社教育情報センター 

2017a, 2017b）によると、2018 年度入試では、推薦・AO 入試において全国 762 大学中

の 335 大学（44%）、一般入試において 152 大学（20%）が何らかの形で利用した。な

おこのデータは各大学の入試で何らかの外部試験を用いた場合（例：外国語学部の入試

で英検の利用など）をカウントしている。つまりこの数字は大学のごく一部の学部や学

科での導入を示しており、大学全体の導入ではないことに注意されたい。どうあれ、文

科省の推進計画、民間試験業者の営業努力、大学の入試負担の軽減方針もあり、英語外

部資格・検定試験の利用が拡大してきたことは間違いない。TEAP という 2014 年度に

生まれたばかりの試験も、2017 年度には 120 大学で利用され受験者数は延べ 2 万 5 千

人と急成長している。 
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表 2 

英検協会が実施運営を行う主な検定（塩崎氏の発表スライドを基に作成） 

 測定目的 評価方法 

実用英語技能検定（英検） 実用英語の普及・向上 

生涯学習 

各級の合否・CSE スコア 4 

TEAP アカデミックな英語力 

大学入試 

スコア、CEFR バンド 

IELTS 海外留学・移住 

 

スコア、CEFR バンド 

 

 この民間英語試験利用の入試において「英検」はもっとも活用されており、2020 年度

の「英語入試改革」元年にはもっとも流用される試験の 1 つになることが予測される。

塩崎氏が示すデータ（旺文社教育情報センター 2017a, 2017b）によると、2017 年度、

2018 年度入試において、英検の採用率は、推薦・AO 入試、一般入試いずれにおいても、

90%を超えている。旺文社教育情報センターの調査（2018）では、英語外部試験を「入

試利用する」と回答した高校生の内、実に 9 割が「英検」を利用予定と報告した。付け

加えて、イーオンの中高英語教員を対象にしたアンケート調査（2018）によれば、セン

ター試験に代わる民間認定試験のうち、「どの試験がふさわしいと思うか」の回答で、「英

検」は見事トップの座を獲得した。調査母体が利害関係の伴う民間英語産業であること

など、その解釈には注意が必要であるが（理由は寺沢 2017; 藤原・仲 2018a, b 等を参

照）、前節で紹介した英検の功績、その歴史と普及度から考えても、英検がもっとも流用

される試験の 1 つになることは確実だろう。 

 

2.1.3. 2020 年度大学入学共通テストに向けて 

 最後に塩崎氏は 2020 年度大学入学共通テストに向けての抱負と課題を述べた。まず

IELTS の「正」の波及効果の調査結果（Allen, 2016）を引き、英検協会の 4 技能試験

導入によるスピーキング能力向上への期待を述べた。スピーキングテストの導入により

「話す力」の向上を示す肯定的な結果である。しかしながら本調査は比較的、英語力の

高い一部の大学生に対する結果である（詳細は 2.2.1）。つまりこの結果をもって、総じ

てあまり高くない英語力の高校生に対して 4 技能試験の導入がどのような波及効果をも

たらすかは分からない。この「波及効果」については、次節でくわしくふれる。 

 次に氏は英検の「従来型」、すなわち筆記の一次試験合格者に別日程で面接の二次試験

を受験させる従来方式の英検が、民間認定試験から落選したことにふれた。大学入試セ

ンターが提示した「参加要件」（2017）である「1 回の試験で英語 4 技能の全てを極端

な偏りなく評価するものであること」に抵触したためである。つまり全受験者が 4 技能
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試験のそれぞれを 1 度に受けることが要求され、従来型の英検はその条件を満たしてい

ない 5。そのため同協会は「新型」の英検を新たに 3 種類、開設することになった。 

下記の表 3 に「従来型」と「新型」の英検についてまとめる。「大学入学共通テスト」

としては、新型の英検の 1）CBT、2）S-Interview、3）S-CBT を用意した。“S”のつ

く 2）と 3）が高校 3 年生対象の試験である。高校 3 年生専用の別枠を設けることは、

試験のセキュリティやクオリティを向上させる上で評価できる。常識的に考えて、一般

的な能力試験と大学入試のセキュリティ・レベルは異なる。また試験問題や採点のクオ

リティもより一層の配慮が必要である。もちろん同協会は同様の安全な試験実施と上質

な試験と採点であると述べるだろうが、大学入試は別枠として扱った方が賢明である。 

一方、この「新型」英検への不安もある。大学入学共通テストの本番は 2020 年度開

始であるが、そのたった 2 年前から新方式をスタートすることになる。CBT に関する期

待は大きいが、機器に不具合はつきものであり（羽藤 2018a）、全国規模の共通テスト

実施前に十分に安定したシステムを構築できるか、懸念されるところである。実際に

2018 年 8 月 19 日実施の英検 CBT3 級の試験問題で、「リーディング問題 30 問のうちの

長文問題 5 問で長文の内容と選択肢の組み合わせが一致しない出題ミス」（英検協会 

2018a）が発生した。テスティング専門の野口（2017）は、CBT を「共通テストに導入

する前に、大学・学部・学科など小さな単位での実施を繰り返して、問題点を洗い出し、

解決しておくことが必要」と指摘している。今後の安定的な試験運営は実現可能か。ま

たそのミスが起こった場合の対応はどうするのか。新型試験に期待したい面は大きいも

のの心配になる面も大きい。 

 

表 3 

さまざまな種類の英検（塩崎氏の発表スライドより抜粋） 
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 また英検の CBT 以外の試験方式も「大学入学共通テスト」として流用される場合、

多くの課題が挙げられる。塩崎氏は、1）キャパシティー予測、2）会場数、3）実施責

任者、4）教室監督責任者、5）コストの問題を挙げた。端的に述べれば、受験者数の予

想が難しい。そのため、2018 年、文科省は全高等学校を対象に「2020 年度に大学入学

者選抜の受検を希望する高校 1 年生が、2020 年度に高校 3 年生となった時、どの試験

をいつ、どこで受検することが予測されるか」（文科省 2018b, p. 12）を調査している

（『大学入試英語成績提供システム』参加試験ニーズ調査」）。各高等学校の英語主任や教

頭が回答したと聞くが、はたしてその当て推量の寄せ集めが当たるのだろうか。この調

査結果の「参加試験ニーズ」と実際の受験者数がどれほどマッチするか、大変興味深い。 

他にスピーキングの面接官・評価者やライティングの採点者の確保の問題もある 6。

繰り返すが、高校 3 年次に 50 万人が 2 回受ける予定である。仮に英検がその「シェア」

の 50%を獲得したとしよう。50 万人分の発話音声とエッセイの採点である。さらに上

述のように信頼性を高めるためには、複数の採点官が必要になる。素人計算でも気の遠

くなる話である。また英検協会はこれまで高校を会場として、高校や大学の英語教師を

評価者として確保してきた。しかし「大学入試」となると、直接の利害関係者になり得

る高大の教育関係者への関与を自粛せざるを得ない面もあるだろう。同時に大学入試で

あるゆえに、質の高い採点スキームも求められる。総括すると英検協会の発展は目覚ま

しく、日本の英語教育界への貢献と実績は特筆に値するが、執筆時において、今回の「大

学入学共通テスト」の実施に対する懸念は拭えないのは否めない。 

 

2.2 法月氏：大学英語入試改革の論点：4 技能測定の意義と課題 

上記の塩崎氏の発表に続き、法月氏は、まず 1）国の民間試験を用いた 4 技能評価の

方針にふれ、2）この大学英語入試改革をめぐる様々な議論を概観し、3）言語テスト理

論・実践の視点から、本案の利点（可能性）と検討すべき課題を述べ、4）最終的に本

大会のテーマである「大学英語入試で何を測るべきか」について意見を述べられた。1）

と 2）については、すでに多くを言及した（次の文献で大まかな理解が得られる。文部

科学省 2017; 阿部 2017; 根岸 2017; 鳥飼 2018; 小泉 2018; 南風原 2018a）。したが

って本節では 3）と 4）、とりわけ「波及効果」について詳しくまとめたい。 

 

2.2.1. 4 技能を測定することの利点（可能性） 

 まず法月氏は 4 技能試験を導入することで、日本の英語教育界に「正」の波及効果を

もたらす可能性にふれた。学習指導要領で「4 技能の総合的な育成」を謳いながらも、

一般的な大学入試は「読むこと」「聞くこと」の 2 技能重視であるため、多くの高校現

場では、とくに 3 年次において、「書くこと」「話すこと」の指導を抑制せざるを得ない。

12



 
 

 

この点は行政、研究、教育に関わる 4 技能試験推進派が異口同音に主張しており、多く

の慎重派も否定しないだろう。この案のように、試験が 2 技能から 4 技能を直接測定す

ることになれば、学習指導要領の目標と入試の測定領域が合致する。テスティングでは

指導目標と評価領域が一致すること自体を「正」の変化と捉える。その指導と評価の一

致により「書くこと」「話すこと」の教育と学習活動が活性化し、社会へ「良い」と思わ

れる影響を及ぼすと考えられる。 

 次に法月氏は今回認定された民間試験の英検、TOEIC の妥当性や、IELTS、TEAP

の「正」の波及効果を示す研究結果にふれ、4 技能試験実施の価値を強調した。2018 年

4 月、『英語 4 技能テストの選び方と使い方』（小泉 2018）という書籍が出版され、民

間英語試験の妥当性検証の結果をまとめている。同書は、すべての民間試験のコンポー

ネントを網羅してはいないが、具体的な研究結果を示して、各試験の妥当性を認めた。

したがって地域によってアクセスは異なれど、日本には良質な民間試験が豊富にあると

いってよい。このことは喜ぶべきだろう。法月氏は受験者が自分の能力に適した民間試

験を選択し、目標を設定することで、効果的な英語学習が期待できると言う。高校 3 年

次は 2 回までの受験という制限があるが、それまで何度でも本番と同じ試験を受けられ

ることは、目標設定と学習行動のサイクルを回していく上で、プラスに働くと思われる。 

 一方、法月氏は慎重に言葉を選ばれていることに注意をしたい。氏は「可能性
・ ・ ・

」とい

う語を明確に使用している。つまり 4 技能測定の利点の潜在的な「可能性」に言及して

いる。要するに実際に教育や学習へ「正」の波及効果があるかは分からないのである。

本発表で氏が言及した IELTS の波及効果の研究（Allen, 2016）、TEAP の研究（Sato, 

2018）のいずれも比較的英語力の高い層を対象としており、全国立大学希望者の層とは

大幅に異なる。具体的には、IELTS の研究の参与者は「大変競争の激しい権威ある国立

大学に入学することに成功した“high academic achievers”」（Allen, 2016, p. 6, 筆者

部分訳）であり、TEAP の研究では「英語の上智」といわれる上智の入学者のみを対象

としている。研究の外的妥当性が高いとは言えないだろう。さらに寺沢（2018）は既存

の波及効果の研究は比較対象実験デザインではないため、内的妥当性が低く、政策的エ

ビデンスにならないと指摘する。前掲の小泉（2018, pp. 139-141）は 4 技能試験の「正」

の波及効果の研究をまとめているが、ケース・スタディに留まっているのが現状である。

つまり「可能性」は感じられる。しかし、今回の民間 4 技能試験流用案により「話す力」

や「書く力」が伸びることを示したエビデンスはないと言ってよい。 

 

2.2.2. 4 技能を測定することの課題 

 次に法月氏は日本言語テスト学会の提言（2017）や日本テスト学会の意見（2017）の

両文書に基づきつつ、さまざまな考えられる問題点や検討事項を指摘した。具体的には、

1）大学入試としての民間英語試験や基準の妥当性、2）大学入試センター試験と後継の
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大学入学共通テストの専門的検討の必要性と、3）「正」の波及効果を生むための条件整

備やその複雑さについて言及された。以下にそれぞれの項目についてまとめる。 

 

・大学入試としての民間英語試験や基準の妥当性 

 既出の学習指導要領との整合性（1.1.1）や CEFR 換算の問題（1.1.2）という項目に

関連し、氏は、認定試験はいずれも優れた英語試験であるものの、作成された背景や意

図された目的がまったく異なるため（法月 2014）、「すべての認定試験が、日本の大学

入学希望者の学力を評価する方法として適切であるならば、それについて具体的な説明

が求められる」と指摘した。さまざまな試験を認定することにより、さまざまな学習者

の能力やニーズに対応できるというメリットは考えられるものの（2.3 参照）、大学入学

希望者に求められる「英語力」が茫漠とした感は否めない。 

 さらに氏は CEFR とテストの基準（規準）設定が、ヨーロッパの専門家によって行わ

れたケースと、日本の専門家によって行われたケースが混在していることを問題視した。

つまり CEFR とテストの対照調査を実施したチーム間に判断のブレがある可能性があ

る。さらに CEFR の基準設定に採用した対照調査の手法も異なるため（羽藤 2018b）、

お互いの物差しがマッチしない危険性は十二分にあると言わざるを得ない。付け加えて、

法月氏によれば、対照調査の一部はテスト形式が変更される以前の旧型式に行われてお

り、現形式に対しての調査は未報告のケースも含まれるとのことである。上記の問題点

をふまえて、同氏は日本の大学入試へ適用するならば、「日本に在住するもしくは日本の

英語教育を熟知する専門家によって、現在のテスト形式に対して行われるべき」と主張

する。まとめると日本関連のテスト専門家チームが全試験と CEFR の基準（規準）設定

を同一の手順で実施し、各試験の大学入試としての妥当性を説明することが求められる。 

 

・大学入試センター試験と後継の大学入学共通テストの専門的検討の必要性 

 前節（2.2.1）でこの民間試験流用案の効果のエビデンスが乏しいことは指摘した。2017

年 6 月 13 日、日本テスト学会は「『大学入学共通テスト（仮称）実施方針（案）』に対

する意見 ―｢実施方針」確定の前に真に実証的・専門的な検討を」を文科省に提出して

いる。その意見書において、「「実施方針」の確定は、少なくともそのプレテスト（2017

年 11 月実施）の結果をふまえてでなければならない」（括弧内、筆者）、そして「想定

される変化の大きさからも、期限ありきの拙速な方針決定は避け、真に実証的・専門的

な検討をふまえて、より良い「実施方針」に結実するよう、努力を続けるべきである」

と指摘している。簡潔に問題点を述べれば、今回の大学入学共通テストの「実施方針」

は、まずデータを採取して、次にデータを基に専門家が検討し決定するという当たり前

のプロセスを経ていない。まず「実施方針」とスケジュールが先に決まり、それからデ

ータ収集を開始していることを同会は非難している。 
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 さらに日本テスト学会（2017）の同意見書は「現行の大学入試センター試験の英語を

廃止するという案に至るまでに、センター試験の英語についてどのような実証的・専門

的な検討がなされただろうか」と問を投げる。法月氏も 2020 年度にセンター試験を廃

止して共通テストの英語への移行の判断、そして 2023 年度に共通テストの英語を廃止

するか否かの判断において、先に「方針」ありきではなく、実証的、専門的見地からの

検討がなされるべきと言う。氏は「センター試験の英語は何が問題なのか」、「共通テス

トのリーディングとリスニングと認定試験ライティングとスピーキングの組み合わせは

なぜ問題なのか」など、検討すべき課題の事例を挙げた。 

 なお文科省の見解として、東京大学高大接続研究開発センター主催のシンポジウム

（2018 年 2 月 10 日）に登壇した山田泰造氏（文部科学省高等教育局大学振興課大学入

試室長）は「現在の大学入試センター試験も様々な工夫を蓄積して出題されていますが、

書く・話すを直接問うことができないことが課題」（山田 2018, p. 119）と述べている。

つまり「指導」と「評価」を一致させるべきという立場である。文科省は大学に対して

個別試験で 4 技能を測る試験を一貫して求めてきたが、彼らの期待するほどの変化は見

られなかったのであろう。私見に過ぎないが、心情は分からない訳ではない（藤原 2018）。 

一方、センター試験の英語の有用性は再考の価値がある。東北大学、大学入試センタ

ー名誉教授の荒井克弘氏（2018）によれば、センター試験の英語は、多数科目の総合成

績を最も的確に反映するそうである。つまり英語の試験結果をもとに、選択科目の受験

者層の学力や年度間の受験学力層の推移の予測など、さまざまな利用価値があり、同氏

は「共通テストを扇子に例えれば、英語は要にあたる」（荒井 2018, p. 103）と述べて

いる。その精巧に練られ利用価値の高い試験を今、このタイミングで拙速に捨てるべき

か否か。学術的な検討は確かに必要である。 

 

・「正」の波及効果を生むための条件整備 

特別講演で鳥飼氏が投げかけた疑問である「大学入試で測定すれば「話す力」は伸び

るのか」、厳密には「指導目標と評価領域を一致させることによって、「正」の波及効果

がもたらされるか」は、この民間 4 技能試験流用案において最重要な論点である。上述

のすべての課題を乗り越えて、英語の指導は変わるのだろうか。また仮に英語の指導が

変わったとして、4 技能の総合的な育成は可能なのだろうか。 

法月氏はいわゆる波及効果は限定的であったり、意図されなかった負の効果が生じた

りすることも少なくないことを指摘する。実はこの知見は波及効果の話ではほぼ必ず言

及されており（e.g., 渡部 2016; Mizumoto 2016; Saida, 2016; 日本言語テスト学会 

2017; 小泉 2018）、この分野の「常識」と言ってよい。Mizumoto（2016, p. 64）はテ

ストを変えることだけで、多くの「正」の変化が起こると期待するのは”simply wrong”

と述べ、テストがすべてを変えるという見解は”optimistic”、”unrealistic”、そして“naïve”
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だと断言している。当たり前の話であるが、一部の推進派が述べるようなシンプルな世

界ではない。 

法月氏は「正」の波及効果をもたらすために、テスト使用者の「テストに関する知識

（assessment literacy）」（渡部 2016）が必要であり、その知識を高めるためには、テ

ストの目的、内容、方法等の詳細を記載した細目（test specifications）をテスト使用者

に周知させること、その一環として教員養成課程や教員研修をとおしてテスト使用者で

ある英語教員の評価リテラシーを高めることの重要性を訴えた。また 4 技能テスト導入

に際し、小泉（2018）の意見を引き、この施策によって起こりうるプラスとマイナスの

波及効果を予想し、英語教員だけではなくさまざまなテスト使用者・関係者（テスト機

関、テスト使用者、政策決定者、大学、教科書・教材作成者、教員養成・研修関係者、

学会・研究者）がそれぞれ可能な対策を練る必要があることを指摘した。簡潔にまとめ

れば、テストが「正」の波及効果をもたらすには、テストの導入のみでは不十分であり、

さまざまなテスト使用者の正しい知識と正しい対策が求められる。この点は後に再度ふ

れる。 

 

・大学入試としての新テストの波及効果の複雑さ：日本と台湾のリスニングテスト導入

の波及効果から 

 ここで大学入試として新技能を導入した場合の波及効果の複雑さを理解するために、

東アジアの EFL 環境である日本と台湾のリスニングテスト導入のケースを検討したい。

日本は 2006 年にセンター試験（英語）として、台湾では 2015 年に大学入試の一環とし

てリスニング試験が始まった。いずれも高校教育の英語カリキュラムに準じて作成され

たものである。このリスニング試験の導入は、技能の性質がそもそも異なるために、今

回のスピーキングとライティング試験の導入の効果の議論に直接的な関係はない。しか

し大規模な大学入試の波及効果の複雑さを示すことはできるだろう。 

 日本で 2006 年にセンター試験のリスニングが導入されて、すでに 10 年以上が経過し

た。鳥飼氏は「入試に導入すれば力がつくというなら、リスニング試験を導入後に受験

生ひいては大学入学者のリスニング力は導入前に比べて上がっていなければならないは

ずであるが、検証は行われたのだろうか」（鳥飼 2018, p. 141）と述べている。たしか

に大きな変化であったため、リスニング試験導入の「聞く力」への波及効果の大規模調

査を実施して、一般に周知すべきであった。ちなみに推進側の文科省の山田泰三氏

（2018）は『東アジア高校英語教育 GTEC 調査 2006』（ベネッセ教育研究開発センタ

ー 2007）を参照し、2003 年度と 2006 年度の結果を比較したところ、リーディングの

スコアはほぼ横ばいであるがリスニングは著しく向上していることから、リスニング導

入のプラスの効果の可能性を主張した。ただし本結果は、対象校がたったの 5 校という

有意抽出調査のため、本調査自体が「高校英語教育全体を代表するものではない」（p. 6）
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と断っているものであることに注意されたい。 

 このセンター英語のリスニング導入の効果に関し、テスティングを専門とする斉田智

里氏（Saida, 2016）は大学入試センターによる高校対象の大規模質問紙調査と国立二大

学の新入生の英語力の経年比較調査の報告書をレビュー論文としてまとめている。同氏

（同上, p. 132）はさまざまな観点からリスニングテスト導入の波及効果を検討した結果、

学校のリスニング教材の充実や一部の学生の動機向上に役立ったようであるが、全般的

な高校英語教育の改善、および高校生の英語力向上における影響は弱く（weak）、限定

的（limited）であったと結論付けた。その結論をふまえて、たとえ大学入試に 4 技能試

験を導入したとしても短期間で「正」の波及効果を期待することは過度に楽観的（overly 

optimistic）と断言し、今回の入試改革に対して警鐘を鳴らした。 

 一方、台湾の調査結果も興味深い。Chou（2017）は 2015 年に新たに導入された Test 

of English Listening Comprehension（TELC）という大学入試としてのリスニング試

験の波及効果を調査するため、公立、私立の高校教員 20 名にインタビューを実施した。

その結果、多くの教員（65%）がリスニング指導を行うようになったと回答した。TELC

導入の意図どおり、リスニング指導の総量が増加したことは、「正」の波及効果と言える。

一方、TELC 導入は双方向的なコミュニケーション重視の英語教育推進の意図があった

が、実際には一方向的な選択式問題重視のテスト対策を推進してしまった。そのテスト

対策は問題実施、文法、翻訳が中心となる。とくに保護者からのプレッシャーが強い私

立学校では、その傾向が顕著にみられた。テスト導入の目的の理解不足、換言すれば評

価リテラシー（渡部 2016; 小泉 2018）が不足すると、ただのテスト対策を助長するだ

けの結果を生みやすい。この意図しなかったテスト対策重視の指導は「負」の波及効果

といえる。 

 また同調査（Chou, 2017）では、経済的、社会的格差を助長する危険性も指摘された。

私立（週 8 時間）と比べて公立（週 5 時間）は授業時間が少なく、十分なリスニング指

導ができない。またリスニング教材の購入には費用もかかる。私立校はコミュニケーシ

ョン重視の英語コースを新たに提供したり、オンラインの英語教材やテストを利用可能

にしたり、定期的なリスニングの小テストを実施したりする。一方、公立校では費用上

どれも難しく、小テストも不定期に行われる。驚くべきは公立校の一部では、週に 1 時

間、英語母語話者によるコミュニケーション重視のコースが「有料」で提供されている

そうである。つまり学校内で希望者を募り、費用が払えるだけ十分生徒が集まれば、カ

リキュラム外の英語ネイティブによるコースが提供される。この波及効果は「正」か「負」

か。公教育の原則から考えるべき問題である。 

上述の手短な概観でも、波及効果が意図したとおりに起きるわけではないことが分か

るだろう。法月氏達、テスティング専門の研究者の指摘どおり、テストが「正」の波及

効果をもたらすには、テストの導入のみでは不十分であり、さまざまなテスト使用者の
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正しい知識と正しい対策が求められる。 

 

2.2.2. 大学英語入試として測るべき能力 

 上述のように、法月氏は言語テストの専門的見地から、本案のもたらすポジティブな

「可能性」と検討すべき課題を包括的にまとめた。そして発表の最後に本大会のテーマ

である「大学英語入試で何を測るべきか」について意見を述べた。氏はやはり指導目標

と評価領域の一致が望ましいとし、「4 技能を測るべき」という立場を示した。その上で、

現状を考慮して、共通テストと認定テストの両者の併用や 4 技能総合評価と 4 技能個別

評価の組み合わせの可能性を今後の課題として挙げ、最後にテスティングの大家である

エジンバラ大学のデービスの言葉を引用した。 

 

“Communicative language testing is the testing of communicative language not the 

communicative testing of language.” (Davies, 1988, 法月氏のスライドより引用) 

 

氏の解釈は次のとおりである。communicative language testing の目的は言語コミュニ

ケーション能力を測定することであり、言語能力をコミュニカティブに測定することで

はない。つまり「コミュニカティブ」な言語使用に近い状況の中で言語運用を直接的に

測定したとしても、目的とする言語コミュニケーション能力を適切に測定しているとは

限らない。つまり「型」が重要ではない。「4 技能を測るべき」とはいえ、異なる民間試

験の結果を正確に比較することができて、それぞれが、大学英語入試で評価されるべき

英語の技能領域を適切に測定しているのか、検証が必要である。法月氏は、本引用で示

された 30 年前のデービスの懸念は、今日の私たちの抱える問題に通じると指摘する。 

 

2.3 合同ディスカッション 

 上記でまとめた鳥飼氏の特別

講演、塩崎氏、法月氏のシンポ

ジウム発表の後、三者を交えて

合同ディスカッションが行われ

た。希望者は質問用紙に記入し

提出してもらったところ、大変

多数の質問やコメントが寄せら

れた。ここでは合同ディスカッ

ション時に取り扱った参加者の

質問と登壇者の回答をまとめる。

その際、時間の関係上、取り扱
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えなかった質問を一部補足する。質問は文体の関係で一部調整したが、主旨は維持して

いる。今後の議論の糧になれば幸いである。 

 

・波及効果について 

波及効果に関する質問やコメントは多く寄せられた。 

 

Q： スピーキングテストを導入すると、正負両方の波及効果があると言われるが、

ライティングテストではそれほどないのか。プロダクションの力はライティン

グで測ればいいのではないかと思う。 

 

本質問に対し、法月氏は自身の指導経験の一例を挙げて、ライティングテストの波及効

果を期待したいと回答した。具体的には、氏の指導した大学生が英検のライティングテ

ストの導入を受けて、「書く力」の向上に取り組むようになった。この学生は当初はほと

んど書けなかったが、模範解答や訂正フィードバックを利用して、徐々に論理的に英文

を書く力を身に付けたそうだ。さらに本学生は一次試験に合格後、ライティング学習で

習得した表現を二次試験のスピーキングテストに転用し、自身の産出技能とともに英語

に対する自信を高めていった。4 技能試験による「正」の波及効果が十分に伺える事例

である。 

 筆者もこの事例にみられる「正」の循環を期待したい。しかし、現在の高校教育現場

を鑑みると、楽観視できないと考えている。2022 年度実施予定の新高校学習指導要領で

はエッセイライティングの指導が強調されている。すでにふれたように「正」の波及効

果をもたらすためには、テスト使用者の正しい対策が求められる。現在の高校英語教員

の勤務環境や巨大なクラスサイズが自由英作文の指導と添削を圧迫してきたことは否め

ない。すでに多忙を極める学校現場において、現状のままでは「波及効果」は限定的な

ものに留まるのではないか。これを機に十全な指導体制の構築が望まれる。 

 

・各種障がいへの対応について 

 さまざまな障がいへの対応策をどうするのか。本件は国大協（2017）、東大 WG（2018）

も重ねて懸念を表明してきた点である。 

 

Q： 言語障がいをもち、緊張すると思考が混乱し、本来の英語力を発揮できない生

徒に対する補償はどのようになるのだろうか。優れた頭脳を潰すことにもなり

かねません。 

 

こちらに対して、塩崎氏は、公益財団法人として英検は現在も他試験と比較しても類を
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見ない様々な障がい者対応を実施しており、今後、大学入試英語成績提供システムの認

定テストにおける対応に関しては、大学入試センターと協議しながら対応を検討すると

回答した。いわゆるアスペルガーなどの発達障がいのケースは、「自閉症スペクトラム」

とも呼ばれるように、「スペクトラム」、つまり「連続体」であるがゆえに判断と対応が

難しい。慎重な検討と判断が望まれる。 

 

・大学テストの種類について 

 複数の民間試験が存在することを選択肢が多いと捉えるか、統一すべきと捉えるか、

判断は難しい。下記の質問が寄せられた。 

 

Q： TEAP が大学入試用に開発されたテストなのであれば、なぜ他に 2 種類もテス

トを提案するのですか。 

 

この質問に対し、塩崎氏はさまざまな試験によりさまざまな学習者の能力やニーズに応

じた認定試験を提供できることは利点であると回答した。すくなくとも言語材料の面に

おいて、IELTS や TOEFL は学習指導要領から明らかに逸脱した試験であるが、センタ

ー試験では選別できない層もある。また今回、IELTS、TOEFL が大学入試センターに

認定されたのは、日本の高校生に国際的な志向を持って欲しいという願いもあると聞く。

しかし複数の試験、しかも学習指導要領を明らかに逸脱した試験を認定したために、今

回の議論を引き起こしたのは間違いない。この複数試験体制が世に許容されていくのか。

今後の展開を注視したい。 

 

・スピーキングの取り扱いについて 

 鳥飼氏の読解力、および語彙、文法の基礎力重視のスタンスに対して、支持が寄せら

れる一方、いくつか疑問が寄せられた。支持する意見として、下記のものを挙げる。 

 

これまでの、いわゆる「旧来の」英語教育は、そこまで批判されなければいけ

ないものなのでしょうか？私は鳥飼先生の「大学で話す力を伸ばす」という考

えに強く賛同します。私はわりと英語は得意な方だと信じていますが、それは

高校時代の「詰め込み」を経たおかげだと思っています。 

 

このように、いわゆる「受験英語」で成功したものは、その基礎トレーニングを評価す

るものが多い。この読解の「基礎」を重視する見解は、筆者の知る限り、今なお学校教

育現場で一定の支持を得ている。一方、昨今の「コミュニケーション」重視の指導観で

は、本当に読解重視でよいか、疑問を投げかけるものも少なくない。 
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Q： 「基本的な部分を入試で測って、スピーキングテストはいらない」と言うが、

話す力の方が基礎的であり、大学では読む力、書く力、あるいは議論する力を

教えるべきでは。 

Q： コミュニケーション能力は大学入試では測らない方がいいと言うことか。 

Q： スピーキングのスキルを本当に大学のみでつけさせることができるのか。 

 

この一連の質問に対して、鳥飼氏は「読む力」の基礎力が重要であることは、昔ながら

の詰め込み教育を意味するわけではないこと、「話すこと」（speaking）が何を指すのか

を定義付けない限り生産的な議論にはならないことを説明した上で、「話すこと」が日常

会話を指すのなら大学からでも十分に間に合うどころか、対人コミュニケーション能力

を支える社会言語能力は大学入学後に留学などの経験も加えて培うべきものである、と

答えた。 

 氏によれば母語である第一言語では「話すこと」が最初に始まるが、第二言語は異な

り、意識的に学習する必要がある。近年、コミュニカテイブ・アプローチの欠陥を補う

ために、読むことを重視するリテラシー・ベースド・アプローチが研究されていると述

べた。「詰め込み」ではない「読むこと」で批判的思考力を育成することは、自分の考え

や意見を外国語で発信する上で役立つと考えられる。 

 一方、すでに上記で述べたように、純粋な意味での「コミュニケーション能力」の計

測にはコンテクストが欠かせない。鳥飼氏は、対人コミュニケーションにおいて、相手

との関係や会話が生起する場面等のコンテクストに合わせ適切な語彙、表現、話し方を

選択することを可能にする社会言語能力は、大学入学以降に様々な試行錯誤を繰り返し

ながら学ぶべきものであり、大学入試で計測するには無理があると述べた。そうまとめ

た上で、上記の質問に対し、つまり「コミュニケーション能力は大学入試では測らない

方がいい」のではなく、「大学入試では測れないのがコミュニケーション能力」だと回答

した。 

今回のスピーキングテストの導入の背景には、試験の「内容」よりも試験の「実施」

によって「正」の波及効果を、という側面が大きい。フロアからの意見には、「4 技能テ

ストを導入することは、高校教育が文法、訳読の授業が主になっていることを考えれば、

正の効果が大きいのではないか」、4 技能等の抽象的能力の測定には限界があるので、試

験に問題はあれど「スピーキングテストがあるから頑張ろう、というだけで価値がある

のではないか」、また「大学入試にスピーキングテストが課されないと決定した場合の中

高英語教育への波及効果についてどう考えるか」など、「正」の波及効果を期待するもの

が多くみられた。すでに上記で議論してきたように、結局のところ、このプラスの効果

は希望的観測に過ぎない。そこに今回の民間試験流用案が煮え切らない、そして学術的
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には慎重なスタンスを取らざるを得ない原因がある。 

 

おわりに：大学英語入試で何を測るべきか 

 以上、本大会の特別講演とシンポジウムを記録し、全体を俯瞰して論点を整理してき

た。大会テーマである「大学英語入試で何を測るべきか」について、登壇者である三氏

の主張をまとめると、下記のとおりである。 

 

・鳥飼玖美子氏 

氏のスタンスは「大学入試では「読む力」をとおして英語の基礎力を測るべき」であ

る。氏は著書『英語教育の危機』にて、「「読む」という基礎力を入試で測定し、入学後

に各大学が総合的な英語力を育成することは可能」（鳥飼 2018, p. 142）であるのに、

コミュニケーション重視の英語改革のため「現在の若者は以前よりもっと読めなくなり、

したがって書けないし話せない」（同上, p. 144）実態を嘆く。この考えは他の「聞く」

「書く」「話す」が不要という意味ではない。読めない内容は書けない。読んで分からな

い内容は聞いても分からない。上記の前提より「読む力」が基礎となり「書く」ように

なり、「聞く」から「話す」へつながるという考えである。その立場から中高の基礎段階

では「4 技能の土台となる「読解力」」（同上）の重要性を強く訴えてきた。 

この考え方は、外国語環境の言語教育において歴史的かつ国際的に根強くある。1985

年に出版された『英語の評価論』（大修館書店）には、当時主流であった外国語能力の構

造や基準が紹介されている。簡潔にまとめれば、基礎的な能力段階では、適切性よりも

正確さ、発音や流暢性よりも語彙や文法が重視されるべきであり、そして読むこと、聞

くこと、書くこと、話すことの順に到達度への要求が高いとされる（上掲書、第二章）。

そして上記の重点は、実は現在の国産の 4 技能試験においておおむね反映されている。

つまり「 4 技能のバランスを」と主張しながらも、読むこと、聞くこと、書くこと、話

すことの順に試験問題と時間の量が傾斜配分されている。今なお相対的には読解重視で

あることは変わっていない。 

 また氏のこの主張の背後には、大学の学びへの接続を重視する姿勢が確認できる。大

学生としての学びは、専門文献を英語で読むことが重要であり、日常会話を英語で行う

ことではない。この専門領域の文献を読む力は、文理や分野の別を問わず、高等教育で

求められることである。また多くの識者が指摘するように、近い将来、単純な日常会話

程度のやりとりは AI（人工知能）で事足りる可能性が高い。したがってスピーキングと

いう名の日常英会話に膨大な時間とエネルギーを注ぐのではなく、高等教育で必要とな

る専門領域の学修につながる読む力を重視した方がよい。このように考えると、「「読む」

がもっとも高大を接続する」と言えるかもしれない。 
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・塩崎修健氏 

 氏は英検協会のミッションとして、大学入試として 4 技能を測定し、中高大の英語教

育へ「正」の波及効果をもたらしたい、というスタンスである。氏は IELTS や TEAP

等の試験は厳密には学習指導要領を超えた範囲があると認めつつも、これからの若者の

海外進出を促進する上で各種 4 技能試験の利用を勧めていきたい、と述べた。 

 昨今の「グローバル化」の実態と言説の影響で、たしかに日本の英語学習者の感じる

英語ニーズは多様化したと言ってよいだろう。実際に英語ニーズが多様化したのであれ

ば、多様な英語試験が存在することは望ましい。この状況をふまえて、筆者は個別の大

学が民間英語試験を自身のアドミッション・ポリシーに応じて利用することに異論はな

い（藤原 2018）。ただし文科省や国大協が民間試験の利用を半ば強制的に勧めるのであ

れば、話は別である。また各大学の判断とはいえ、入学試験制度が「公平」「公正」であ

るかは、教育機関である以上、問われ続けることは忘れてはならない。 

 

・法月健氏 

氏は「指導と評価の一致」を図る意味で、4 技能試験が重要であることは間違いない

が、「正」の波及効果は現段階では「可能性」であること、大学入試は人生を左右する重

大な結果をもたらすテスト（high-stakes test）であることから、慎重な議論が必要とい

う立場である。印象としては 2020 年度からの 4 年間で、センター後継の大学入学共通

テスト（英語）と各種民間英語試験のテスト結果や運営上の知見を十分蓄積して、より

よい制度を設計すべき、というスタンスと感じられた。 

2020 年度から 2023 年度までは、センター後継試験の文字通りの「共通テスト」があ

る。その共通テストを従来の high-stakes な試験とし、非共通の民間テストは受験資格

程度に取り扱うのは無難ではある。前全国高等学校長協会会長の宮本久也氏（2018, p. 

35）は、この案の根本的な問題を指摘しつつ、予定通りの実施は避けられないのであれ

ば「民間の資格・検定試験のハードル（求める水準）は低く、ウエイト（合否判定に占

める割合）は小さく」することを強く要望した。しかし、この対処をしたとしても、最

初の 4 年間、両方を受けることを求められる学生達への処遇は「公正」か否か。倫理的、

道義的な問題は残る。 

 

本稿をここまで執筆して、筆者が強く感じるのは「この大学入試としての 4 技能試験

実施案に未曾有のコストとリスクを背負う価値があるのか」という疑問である。読者は

どう解釈されただろうか。すでに見てきたように、今回の民間 4 技能試験導入の「正」

の波及効果を明確に示すエビデンスはない。この波及効果の限定性、また予測が困難な

ことは、テスト専門の学者が口を揃えて述べる（渡部 2016; 日本言語テスト学会 2017, 
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根岸 2018; 小泉 2018, 法月 本発表）。「大学入学共通テスト」を民間 4 技能試験に移

行したとしても、上述のように国産試験の「書くこと」「話すこと」の重みはさほど大き

くない。さらに大学別の二次試験がある。仮に個別入試が文法、訳読中心のリーディン

グ、英文和訳、和文英訳のライティングを中心としたテストであれば、高校教育現場へ

の波及効果は自ずと限定的になるだろう。過去の日本（Saida, 2016）と台湾（Chou, 

2017）のリスニングテスト導入のケースを心に留めたい。 

一方、すでに十二分に述べてきたように、直面する問題はあまりに大きい。この流用

案の実施には膨大なヒト、モノ、カネのリソースが必要であることは容易に理解できよ

う。その「コスト」を直に被るのは受験生、保護者である。実質の大学入試の早期化か

ら、高校教育現場の更なる多忙化も懸念される（宮本 2018）。さらにヒト、モノ、カネ

で解決できない「公平性」、「公正性」が損なわれる「リスク」がある。両概念は社会文

化的なコンセプトであるため、もちろん時代により移り変わる。そのため、近い将来、

この民間試験流用案を「公平」「公正」と判断するようになるかもしれない。ただ現状と

して、今なおコンセンサスが得られないのは、テスト技術的側面だけではなく、公教育

の「公平性」、「公正性」の倫理的側面が大きいのではないだろうか 7。 

つまり 4 技能試験推進派は、4 技能のバランスを主張しながらも、皮肉にも、本案の

メリットとデメリットのバランスがとれていない。また今までの公教育セクターが社会

に果たしてきた役割を鑑みると、「公」と「私」のバランスもとれていない。確固たるエ

ビデンスもない。それゆえ教育関係者のコンセンサスが得られていないのが執筆時

（2018 年 9 月）の現状と言ってよい。 

また「指導と評価の一致」を主張するのであれば、「教育環境」と「教員養成・研修」

も一致させる必要がある。テスティングや波及効果関係の文献をまとめると（渡部 

2016; Mizumoto, 2016; Chou, 2017; 日本言語テスト学会 2017; 小泉 2018）、下記の教

育リソースが充実しなければ、十分な「正」の波及効果は期待できないと言われている。 

 

1. 授業時間（4 技能指導を行う上で十分な授業時間数） 

2. クラスサイズ（4 技能指導を行う上で適切なクラスサイズ） 

3. 教材リソース（ライティング、スピーキング指導用、および技能統合指導用の教材

や機器など） 

4. 教員養成・研修（テスト内容や使用方法などの知識、4 技能指導の技能、および英語

授業における信条・態度など） 

5. テスト情報の公開（テストの目的と測る能力、採点基準、採点方法、およびサンプ

ル問題の公開など） 

6. テスト利害関係者間の情報共有と協力関係 
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上記の内、今後の 2 年間でどれだけの準備が整うだろうか。民間 4 技能試験の実施シス

テムにのみ焦点が当たっているが、テストが英語力を高めるのではない。教員の指導と

生徒の学習が英語力を高めるのである（藤原 2018）。教員養成・研修、および教育イン

フラの整備が強く望まれる。 

「大学英語入試で何を測るべきか」の意見はさまざまあるだろう。4 技能、「仲介」を

含めれば 5 技能の何をどの水準まで求めるか。上述のように「グローバル化」の実態と

言説や情報技術の発展のため、2000 年以降、英語学習のニーズが著しく多様化してきた。

他の外国語、たとえば中国語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語などのニーズも変化し

ているだろう。私見に過ぎないが、厳密には義務教育ではない高校教育以降の外国語教

育は、それぞれの学校のニーズに合わせた形に変容させていく必要があるのではないか。

各大学は個性化を図るため、アドミッション・ポリシーを決めたはずである。北海道か

ら沖縄まで、文系、理系の別を問わず、全大学、全学部、全学科の受験者に同じように

英語の 4 技能試験を課す必要性はない 8（藤原 2018）。入試の「自由化」は国立大学が

法人化された 2004 年には随分と話題になったそうである（中井 2007）。今回の議論を

良い機会として、大学や学部によっては英語試験の廃止も選択肢に含めて、各大学、学

部のアドミッション・ポリシーと英語カリキュラムに応じた英語入試選抜の実施を模索

していくべきではないだろうか。 

2020 年度の「英語入試改革」まであまり時間はない。前述のようにニーズを無視し、

エビデンス、コンセンサスが不十分な現状は改善すべきである。せめて丁寧な議論に基

づくコンセンサスを求めたい。政策決定者、大学、高校、民間英語試験業者の直接的な

関係者のみならず一般の方々まで、さまざまな人たちが次世代の利益を第一に考え、よ

り良い制度設計のために建設的な議論を行った上で、コンセンサスを得ることが強く望

まれる。 

 

 

注 
1 2018 年 9 月 27 日、東京大学は記者会見を開き、民間資格・検定試験の結果提出を必

須としないとする基本方針を正式に発表した。CEFR の A2 レベル以上の民間試験の成

績証明がなくとも、同レベル以上と明記されている調査書等、高等学校による証明書

類で出願できる。また民間試験の成績、高校の調査書の双方がなくとも、その事情を

明記した理由書で代用できる。出願受理後は、その資料は合否判定には関わらない。

詳細は東京大学入試監理委員会（2018）をご覧いただきたい。 

2 日本言語テスト学会の提言（2017）では、大学入学共通テストにおける「英語のテス

トで扱われる語彙は習得語彙に合致していること」、および「学習指導要領と各種外部
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テストの語彙数との関係についても配慮する必要」を指摘している。 

3 なお欧州評議会は、CEFR は「国際標準」であることを否定し、「対照表は標準化の

ツールではなく、調整や監督の機関もない」（Council of Europe, 2018; 鳥飼 2018. 

9.17）と明言している。 

4 表中の CSE スコア（Common Scale for English）とは、「国際基準規格である CEFR

と関連性を持たせて開発したユニバーサルなスコア尺度」とされ、英検協会はこの 1

つのスコア尺度で英検、TEAP、IELTS 等の同協会の試験のみならず、国内外の資

格・検定試験の結果を測ることを目指している（日本生涯学習総合研究所、日本英語

検定協会 2015）。前述のように、テスティングの専門家（e.g., 日本言語テスト学会 

2017; 野口 2017; 南風原 2018, 法月 本発表）はもちろん、多くの応用言語学者は、

異なる目的の異なる試験内容の結果は同一の尺度でスコア化できないと述べている。

過去に米国の ETS は TOEIC と TOEFL の換算式を一度発表しながら、その換算式を

取り下げた。この点に関しては、CSE スコアの研究内容を関連機関の広告やプレスリ

リースではなく、第三者の審査を経た学術専門誌での公表が求められる。 

5 羽藤（2018b）も指摘するように、TOEIC も L&R と S&W を別日程で実施してきた

ため、「1 回の試験で英語 4 技能の全てを極端な偏りなく評価する」という参加要件に

抵触するはずである。2020 年度以降は 1 日に実施する形式を用意するのだと思われる

が、今後の展開を注視する必要がある。 

6 2018 年 10 月、英検協会は翌年度（2019 年度）よりスピーキングとライティングの

テストに AI による自動採点を導入すると発表した。この施策により、採点者の確保の

問題が解決することが期待されるが、2020 年度開始という時間的制約の課題は残る。 

7 波及効果の研究者である Shohamy（2001）はテストを「フェアネス」の観点から批

判的に吟味する社会実践を推奨している。 

8 文科省委託事業、『民間の英語資格・検定試験の大学入学者選抜における活用実態に

関する調査研究事業調査結果報告書』（全国検定振興機構 2016）の結果は大変興味深

い。2012 年以降の文科省の民間資格・検定試験の推進方針にも関わらず、2015 年の

調査時、過半数以上の国公私立大学が英語の民間資格・検定試験を一切活用していな

い。そして民間試験を活用した大学の学部は圧倒的に人文科学系学部、社会科学系学

部の 2 つに集中しており、かなり部分的な導入であったことが分かる。 

そして大学側の外部試験を活用していない理由の約 75%は「自校で行っている入学

者選抜の方法で十分と考えている」であった。付け加えてインタビュー調査に参加し

た国立の山口大学は、「学部によって求めるものが違うため、全学的に、必ず 4 技能が
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必要という考えはない」と明確に回答している。この報告書からも、地域、学問領域、

大学の特色を無視して、全員に民間試験を課す必要性はないことが分かる。 
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