
．はじめに

（ ）、日本語名称 国際コ

ミュニケーション英語能力テスト は、 （ ）によって、

年に開発された。開発以来需要が増加し、 年以降年間受験者数は 万人を超え、

年には 万人以上が受験した。さらに、約 ヶ国で実施されており、 国際ビジネス

コミュニケーション協会 運営委員会のサイト（以下 公式サイト と呼ぶ）による

と、 年の調査では の大学が を合否基準の つとして、そして 校が単位

認定に使用している。また、企業においては社員採用時、昇進・昇給、海外派遣社員の選定

などに活用されている。 年の によると 実施企業数は

社（受験者数 人）で 年連続増加しているという。

しかし、一方で批判的な研究も存在する（

）。にもかかわらずなぜ だけがこれほど広く普及しているのか。テストには

それぞれ特性・適性があり、目的に応じて使用されるべきものである。だが、どの目的に対

しても同じテストが使用されているとしたら、明らかに偏重されていることになる。広い普

及の背景には、 に対する誤解があるのではないか。無批判にテストを使うこと

は、否定的波及効果を生み、授業内容改善に逆行する。そこで、公式サイトの記述からこの

テストに対する 誤解 を浮き彫りにし、 英語力は何でも で測定できる とい

う誤った認識を正したい。取り上げる項目は、 ）グローバルスタンダードという呼称、
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）企業での利用状況、 ）コミュニケーション能力指標としての有用性、 ）到達度測定

道具としての有用性、 ）信頼性、 ）妥当性、そして ）実用性についてである。

．グローバルスタンダードとしての

公式サイトの記述、 グローバルスタンダード は に当てはまるだろうか。こ

の認識が一般に定着していることは、 に関する出版物の多さから容易に推測でき

る。 ビジネス用語辞典によると グローバルスタンダード とは 特定の国や地

域、企業などに限られた基準ではなく、世界中どこでも適用される基準や規格、ルール と

ある。ところが （ ）によると、受験者の ％は日本人、 ％が韓国人であっ

たという。 （ ）では、総受験者数 人の内、日本人は ％、韓国人は

％となっている。それ以降の国別受験者数は 年 月 日現在まだ公表されていない

が、受験者の地理的比率が劇的に変わることはないだろう。この事実から、 が本

当にグローバルスタンダードと言えるのかという批判（中田 ）が出るのは当然であろ

う。

．活用状況

運営委員会（ ）によれば、 スコアを社員採用時に考慮するか

という問いに対し、 考慮している と回答した企業が ％、 将来は考慮したい という

企業は ％と報告されている（有効回答 社）。さらに、外資系転職サイト キャリアク

ロス の求人情報で をキーワードとして検索すると 件の求人があった（

年 月 日調べ）。活用状況は 学習サイト・記事（参考文献）でも見られる。

上から、 が企業に浸透している印象を受けるが、具体的にどう考慮・利用され

ているのか不明である。そこで、企業に話を聞いてみることにした。 業務上英語を使う機

会、 海外派遣制度、 海外の企業と取引・交渉実績、のすべてがあるという企業の人事担

当者に 分 分程度お話をうかがえないか電話または知人を通じて交渉したところ、 社

が応じてくれた。企業の選択は無作為抽出ではなく、活用状況がオンラインで参照できる企

業を極力避け、筆者の主観的判断による 有名企業 と交渉した。企業名は公表できない

が、 社の構成は、製造業 社、卸売・小売業 社、運輸業 社、旅行業 社、通信業 社

で、 社は関西にて筆者が、残りの 社については関東にて調査協力者がインタビューを

行った。調査内容・方法に両者間で違いが出ないよう質問紙（ ）を用意したが、

これは被験者には見せず、メモとして使用した。調査対象が 社であるため、結果を一般化

することはできないが、より具体的なお話をうかがうことができた。

図 は 新卒者採用基準として スコアを考慮することはありますか に対する

回答を示す。半数を超える 社（ ％）が ある と回答している。しかし、 ある だけ

では具体性に欠けるので、どのように考慮するか聞いてみたところ、 以上、 以上の者
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の実像（津村）

を採用すると回答した企業がそれぞれ 社で、残り 社は面接・審査担当者の裁量に任され

ているという。その 社中 社では最終審査まで残った求職者 人が スコア

を持っていれば比較・考慮することがある、と回答した。しかし、 社中いずれの企業でも

スコアが決め手ではなく、参考資料の つに過ぎないということであった。結局、採用基準

としてスコアを定めているのは 社中 社（ ％）である。しかも、なぜ 、あるいは

なのか、については 説明できない という。

スコアが昇進・昇給に影響することはありますか に対しては、図 の通り

影響する と答えた企業は 社（ ％）のみであった。その内 社は 以上が管理職

昇進の目安 、 社は 以上 と回答し、残り 社では特定のスコアが設定されていない

という。スコアが設定されている企業でもその経緯・根拠についてはわからないということ

であった。

海外派遣社員の選定に スコアは影響しますか という質問に対しては、 社

（ ％）が 影響する と回答した。その 社中 社が スコア 以上で希望を申請でき

る 、 社は あれば海外に行ける と答えている。残り 社には明確な基準はな

く、 影響しない と回答した企業の内 社は ある程度の語学力 を条件としている。

図 ． 新卒者採用の基準として スコアを考慮することはありますか に対する回答

図 ． のスコアが昇進・昇給に影響することはありますか に対する回答



受験を奨励していますか に対して はい と答えた企業は 社（ ％）で

あった。その理由は、 点刻みで したのがわかるから 、 受験者数が多いから とい

う答えがそれぞれ 社ずつから返ってきた。それ以外の 社からは、 入社時、または内定

式の際に全員受験することになっているから という回答をもらったが、 でな

ければならない という決定的な理由はどの企業からもうかがうことはできなかった。

繰り返しになるが以上の結果は、筆者の主観により選択した一部の企業にインタビューを

行って得たものであり、企業全体に当てはまるものではない。だが、今回の調査範囲では

新卒者採用基準として スコアを考慮する といっても、 考慮 方法・度合い

がまちまちであること、また、担当者の裁量に大きく依存することがわかった。重要な判断

材料として を採用していながら、特定のテストでなければならない理由をお話い

ただけなかったことから、 についての理解に不安が感じられ、十分検討の後に

つのテストが選定されているわけではないことが推察できる。さらに、今回お話を聞いた企

業の内 に依存しているという印象を受けたのは 分の 未満であり、このテスト

を参考資料の つとしかとらえていない企業が複数存在するため、企業における

普及率について、公式サイトの報告を文字通り受け止めることはできない。
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図 ． 海外派遣社員の選定に スコアは影響しますか に対する回答
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の実像（津村）

．コミュニケーション能力の指標としての

テストは、直接的な言語サンプルを測定する直接的テストと、技能を細分化しその構成要

素を測定する間接的テストに分けられる。たとえば実際にインタビューを行い、受験者の

能力を測る場合は直接的テスト、 能力をマークシート上で

形式問題などに対する正解率から測定しようとすれば、間接的テストである。

公式サイトには、 で 一般の場面、または国際的な職場環境における英語によ

るコミュニケーション能力の測定が可能 と記載されている。コミュニケーション能力につ

いては定義も諸説あるが、本稿では、読み・聴いて理解する能力（ ）と話

す・書く能力（ ）の つの側面から の適性を考える。

の構成と出題形式を見れば、 （ と ）につい

ては、明らかに間接的な測定であることがわかる。しかし、間接的テストは そのもの

ではなく、その背後にある知識を測定しようというものである。たとえば、語彙は

能力を構成する下位の 要素であるが、間接的テストでは 要素の定着度を測り、その

結果によって、 能力の有無を推測しているにすぎない。だがこのように下位の要

素だけで の習熟度を推測するのは不十分であり、したがって を間接

的テストだけで測定しようという も、コミュニケーション能力を十分測定できる

とは言えない。 妥当性 の項でさらに詳しく検討する。

．到達度指標としての

公式サイトは 目標とするスコアを設定することが可能 で、また 学習の到達度を測定

できる と記述している。しかしこれは明らかに、運営委員会が というテストの

性質を十分理解していないことを示している。

テストには、 （ ）と （ ）が

ある。 は受験者全員をテスト結果により順序付けして、特定の受験者が上から、また

は下からどのくらいの位置に入るかを見ようとするテストで、さらに （受

験者の熟達度を測定するテスト。特に範囲を設けず、一般的な英語力を問う）と

（受験者を適正なレベルのクラスに分けるために行われる）に分けられる。一方、

はあらかじめ設定された、到達目標（基準）を満たしているかどうかを見るものであ

り、 （受験者の英語力を的確に判定し、個々の受験者の弱点を知るための

テスト。受験者が効果的に英語力を身に付けられるよう、指導内容・方法を選択する際の参

考となる）と （授業などで行われた内容に関して、どの程度その内容を

理解し、習得しているかを知るためのテスト）に分けられる。 を の目的で使用

することはあまり意味がないし、逆に を と同様の目的で使用しても、必要な情

報は得られない（ ）。

は、 の典型例である。そしてそのスコアは、ある受験者の全受験者中で

の相対的な位置を示すのみである。つまり、具体的にどのような技能を持っているのか、何



ができるのかといった情報はスコアから得ることはできない。 （ ）が指摘し

ているように、 のスコアを目標として設定しようとすることは、このテストを

として使うことを意味し、明らかに使用法とテスト選択の誤りである。

．信頼性

． ．信頼性の定義

信頼性は 良いテスト の必要条件である。信頼性の高いテストは、ある受験者が、間を

おかず同様のテストを受験した場合、同様の結果を返す。つまり、同一受験者に対して能力

測定値の変動が少なければ、そのテストは信頼性の高い物差しとみなすことができる。逆

に、受験するたびに、スコアが大きく変わるテストは信頼性が低い。したがって、仮に同様

のテストを 日続けて行ったとして、初日に最もスコアが高かった受験者が、 日目のテス

トで下位群にいるとすると、このテストはあてにならないと判断される。一般に

形式のテストは客観的な採点ができるため信頼性が高く、逆に や

などの直接的テストでは、採点が主観的になり易く、比較的信頼性が低くなる。

． ． の信頼性

が信頼性の高いテストとして認識されていることは、企業や教育機関における

普及率から明らかである。なぜなら、信頼性が低いテストをわざわざ使うことなど考えられ

ないからである。だが、本当に の信頼性は高いと言えるだろうか。

． ． ．信頼性係数から見た の信頼性

（ ）は、内的整合性を見る 信頼性係数が、 で 、

で 、そして全体では （標準誤差はそれぞれ、 、 、

）でかなり高い信頼性があったことを報告している。一方、清水ら（ ）は、 種

類のテスト、 （ 年開発、

出版）、 （ 年、 が開

発・出版）、そして （文法項目のみを抽出）を使って信頼性を

比較した。それぞれの項目数は、 問、 問、 問であった。 の値は が

、 が 、 が 、 信頼性係数

は が 、 が 、 が で、いずれの場合も

がもっとも低かったと報告している。

一般に信頼性係数はテスト項目数が多ければ高くなることが知られている。 が報告

した の高い信頼係数が 問という項目数に依存していることは明らかである。

逆に、清水ら（ ）の報告で の信頼性係数が比較的低く算出されているのも、

項目数の影響かもしれない。したがって、信頼性係数のみで信頼性を判断するのは不十分で

あり、この数値を鵜呑みにすることは避けるべきである。
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の実像（津村）

． ． ．個人のスコアの動きから見た の信頼性

が報告する高い の信頼係数にもかかわらず、経験上、スコアの変動が大

きいという印象を拭いきれない。また、個々の学生の実力と照らし合わせてみると、スコア

に疑問を感じることも多い。そこで、本学学生のデータから、 の信頼性を検討で

きないかと考えた。残念ながら、 は過去の問題や、各テスト項目のデータ（

や など）をすべて公表しているわけではないので、 信

頼性係数の計算は不可能である。また、計算上奇数番号と偶数番号の項目それぞれについて

の標準偏差が必要となるクローンバック も算出できない。したがって、 年 月から

年 月の間本学で実施された 回の 結果から記述統計、スコア変動、各回の

相関から の信頼性を考えてみる。

平均の最大値は 年 月の 、最小値は 年 月の で、その差は と

大きい。しかし、毎年 月にはそれまでに既定のスコアに到達しなかった学生が再チャレン

ジして受験することがあり、一方既定のスコアに達している学生はそれ以前の回に比較的高

いスコアを取っているため、 年そして 年 月はいずれも平均値が比較的低い。合わ

せて 年 月の受験者数がわずかに 名であったことも平均値が大きく変動している原因

表 ．本学学生が受験した 回の の記述統計

図 ．本学学生が受験した 回の 平均値の変動



かもしれない。 点から 点というスケール上で、平均値が 前後にあるので、本学学生

全体の 結果はほぼ毎回安定していると考えられる。

ところが、個人のスコア変動を見ると、全体の平均値とは違い不安定さが目立つ。過去

年間で 回以上受験した学生全員について、個人のスコア変動を他の学生のものと重ねてグ

ラフを作成することで、全体のスコア変動が容易に見られると考えた。しかし、全員のスコ

アをプロットすると、グラフの線が重なりすぎて、変化がわかりづらい。そこで、変動がグ

ラフ上でよく見てとれるようにプロットする学生のデータ数を減らすことにした。最初に、

回連続して受験した学生 名のスコアだけを抽出してグラフにしたが、まだグラフの個々

の線が重なって見にくい（図 ）。次に、その 回のスコア最大値と最小値の差が 以上あ

る学生 名だけを抽出し新たにグラフを作成した（図 ）。差を としたのは、単に見易さ

の問題で、 ではまだ重なりが多くて見づらく、 では逆に対象が少なすぎたためであ

る。なお、この 名の学生については、連続して受験している者だけを選んでいるので、

既定のスコアに達しているから という理由で、受験が不連続となった学生はこの中には

含まれていない。そのため、 月の低い平均値と、それ以外の回で既定のスコア（高得点）

に達している学生の影響は、下のグラフには表れていないと考えられる。

受験経験が少ない学生の場合、練習効果（設問に対する慣れ、など）により回を重ねるご

とにスコアが上がることが期待されるが、グラフを全体的に見ると、連続した 回の受験で
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図 ． 回のスコア変動

（ 回連続で受験した 名）

図 ． 回のスコア変動

（最大値と最小値の差が 以上の 名）



の実像（津村）

スコアは上がりも下がりもしていないことがわかる。むしろ平均点に収束する傾向があるよ

うにも見える。また、図 を見るとスコアが連続して伸びている学生は 人で、残りの学生

のスコアはかなり上下している。連続した 回のスコアの差は最大で 、 以上の上下は

回、 以上 未満の上下は 回見られる。やはり個人のスコアが安定しているとは言い

難い。

さらに、平均値が低い 月の結果を除いて、残り 回の結果に相関関係が見られるか調べ

てみることにした。まず、この 回分のデータ列から、 回以上受験した者 名を抜き出し

た。 回以上としたのは、 回とも受験した者が 名しかいなかったためである。欠測値が

ある場合には、次のように処理した。 回のテストをそれぞれ 、 、 、 とし、たとえ

ば、 と の相関を見る場合、 を受験していない学生については と のデータ列か

ら、その学生のスコアを削除して計算した。一方、 と の相関を見る場合、その学生が両

方とも受験していれば、そのスコアを残して計算した。その結果、データ数の最小は 、最

大は となった。表 は、各組み合わせにおけるピアソンの積率相関係数を表す。 年

月と 年 月の相関係数は と高いが、残りの組み合わせにおいては関係の強さがはっ

きりしない。

そこで、各回で順位の入れ替わりがどの程度起こっているのかを見るために、順位相関係

数を算出することにした。表 の上部の数値がスピアマン、下部がケンドール順位相関係数

を表す。前者は、積率相関とよく似た結果を示しているが、後者においては、比較的低い係

数が散見される。特に 年 月と 年 月間で、順位の入れ替わりの程度が比較的大き

かったことがうかがえる。以上の結果から、 の信頼性に不安を覚えるのは自然な

ことではないだろうか。

表 ． 回分についての積率相関係数

表 ． 回分についての順位相関係数

（上部がスピアマン、下部がケンドール順位相関係数）



． ． ．標準誤差から見た の信頼性

もう つスコアの信頼性に対する不安材料がある。真の値、つまり受験者の実力を示すと

考えられる理論的値は、 ％の確率でスコア 標準誤差の間にあると推定され、 ％の確

率でスコア 標準誤差の間にあると推定される。 （ ）が報告している

と を合わせた全体の標準誤差 が正しいとすれば、ある受験者のスコ

アが の場合、真の値は ％の確率で から の間に、そして ％の確率で から

の間にあると推定できる。したがって、ある受験者が を 度続けて受験して、

回目のスコアが 、 回目のスコアが であったとしても、実際の英語力が下がったかど

うか判断することは難しい。

． ． の信頼性（まとめ）

は研究が重ねられた、実績のある である。そして、 の報告では信頼

性係数も高い。また、受験者グループ全体の平均値も安定しているため、その点では信頼性

の高いテストかもしれない。しかし上で見た通り、真の値が取り得る範囲がスコアの

と広く、実際の受験生個人のスコア変動が 標準誤差の範囲を超える例が複数見ら

れることから、個人の実力を測定する物差しとしての信頼性には疑問が残る。

．妥当性

． ．妥当性の定義

妥当性も信頼性と同様、 良いテスト の条件である。やはり広く普及しているという事

実から、 が一般的に 良いテスト と考えられていることは容易に推測できる。

したがって、妥当性も高いと認知されているはずだ。 テストの妥当性を問う とは、その

テストが、測定者が測定しようと意図しているものを適切に測定しているかを問うことと同

義である。たとえば、 の能力測定が目的であれば、前述の間接的テスト（たとえ

ば筆記試験）で目的の能力が測定できるかどうか、つまり、 の能力を測定してい

るかどうか、を問うことになる。筆記試験でも の能力が測定できるとするなら、

そのテストは 妥当性がある と言える。

一般に妥当性を問う場合、基準連関妥当性、内容的妥当性、構成概念妥当性について検討

する。基準連関妥当性の検討には何らかの外的基準を用いて、目的のテストとの相関を見

る。内容的妥当性の検討には、テスト全体、または個々の設問内容が測定したい領域を反映

しているか、つまり領域の範囲を超えていないか、テスト項目が偏りなく選ばれているかを

見る。その検証には基準があるわけではなく、検査に関わる専門家の判断に委ねられる。構

成概念妥当性は、テストが測定しようと意図する概念に関する理論的予測を、実際のデータ

でどの程度実証できるかを見る指標であり、言い換えれば、テストスコアが意味することが

適切に解釈され得るかが問題となる。この構成概念妥当性は妥当性そのものであり、近年で

は上記の基準連関妥当性と内容的妥当性も、これに包括されるとみなされている（清水、

）。そこでここでは前者二つに重点を置いて考える。
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． ． の妥当性

上述の通り、テストの妥当性は、そのテストが意図するものを測定しているかが問題とな

る。したがってこの検討には、まずテストの意図・目的が明確にされていなければならな

い。 としての は、受験者の全受験者の中での相対的位置を示すという目的

においては妥当な測定道具と言えるかもしれない。また、 を測定するとい

う目的においては、直接的テストと言えるので妥当性は高い。ただし、

では選択肢を素早く読むことが要求され、純粋に 能力だけが測定されているとは

言い難く、妥当性はその分差し引いて考えなければならない。一方、間接的テストで

や の能力を見ようとする場合は、すでに見た通りコミュニケーション能

力の指標として不適切であり、妥当性に疑問が生じるのは自然である。ここではその結論を

さらに支持する先行研究を振り返っておきたい。

． ． ． の基準連関妥当性

既述の清水ら（ ）の報告では、 と では、 で補

正された相関係数が であるのに対し、 と 、また

と の値はそれぞれ と （いずれも ）であった。彼らの研究で

は、各テストの文法（ ）項目だけが使用されており、それらの項目は文法知識の

測定という同じ目的で開発されているため、互いに強い正の相関が期待される。そのように

考えると上記の値は必ずしも高いとは言えず、解釈は慎重にならざるを得ない。

文法以外の技能（ 、 、 、 ）と の関係につい

て、 は 技能の直接的テスト（ ）との相関を下のように報告してい

る。

一般的な相関係数の解釈から、いずれの組み合わせも十分な相関を示すと考えられ、実

際、 も と直接的テストとの相関が高いと結論している。しかし、測定しよ

うとする技能が異なっていても、英語のテストであることに変わりはなく、語彙・表現や文

法事項など共通して項目に使用される場合があることを考慮すると、すべての値が強い相関

を示すと言っていいだろうか。 はどちらも直接的試験と考えられるので強い相関

を示す値が観測されるのは当然である。だが、 の直接的テストと

間、そして の直接的テストと 間に

おいて強い相関があると言えるかどうかは判断が難しい。

表 ． と 技能の直接的テストの相関

（ ） （ ） （ ） （ ）



（ ）が、企業内において行った調査結果は、 の報告と比べて明確に否定的

である。彼は、企業内の に参加した 名の

とインタビューのスコア、さらに 名の と （

） との相関関係を調べた。その結果、どちらの調査で

も受験者全体では との強い相関を示したものの、中級レベルの受験者（スコア

）のインタビューと スコアの相関はわずか 、 との相関は

であった。この結果も が、 の測定には向いていないことを示

す。

さらに、 （ ）は、 年という限定された期間内に、ある大手企業におい

て中級レベルの職員 名が受験した とインタービューテストのスコアを比較し

た（ の受験回数は不明）。職員の スコアはすべて の範囲であっ

た。 種類のテストの順位相関を見たところ、毎回 （計算方法は不明）という結果で

あった。したがって彼もまた、 だけでコミュニケーション能力を予測することに

は否定的で、補足的に と のテストを実施する必要があるとしている。

． ． ． の基準連関妥当性を否定するその他の根拠

（ ）と （ ）の調査は、いずれも だけで

を測定することは妥当でないと結論しているが、この結論が誤りではないことを示す

根拠をさらに つ挙げることができる。 つは、 と実用英語技能検定（英検）と

のスコアの比較においてである。英検は 級以上の 次試験において 能力が直接

的に測定されるため、 より の推定に向いていると言える。その

英検取得者が を受けた場合、双方のスコアに相関は見られるのだろうか。公式サ

イトに 英検取得者の スコア という資料があり、ここで 級、準 級、 級、

準 級、 級の合格者それぞれについて、どのくらいの スコアを取得したのか、

つのグラフで示されている。グラフから読み取れることを挙げると、たとえば、 級合格

者でスコアがわずか しかない場合があること、また、正確な数値をグラフから読み

取ることはできないが、英検 級を所持しているにもかかわらず 未満であった受験者数

の全体に対する割合が ％程度もあることがわかる。そのグラフは受験者の自己申告による

データから作成されているため、調査の正確さに不安はあるものの、 級取得者のスコアの

散らばりがこれほど大きいことを考えると、この 種類のテストは違うものを測定している

としか思えない。これは、 の測定について、 の妥当性が低いこ

とを明確に示している。

第 に、 年 が テスト（

）を完成させた事実も、 の測定における の妥当性の低さ

を示す根拠と考えられる。公式サイトには開発の経緯が次のように説明されている。

テストにおいてはこれまでリスニングとリーディングという受動的な能力を

客観的に測定することにより、スピーキングとライティングという能動的な能力までも

含めた、英語によるコミュニケーション能力を総合的に評価してきました。しかしなが
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ら、 つの能動的能力を評価する最良の方法は各能力を直接的に測定することです。

（公式サイト テストとは ）

この説明から、 がコミュニケーション能力測定に不十分であることと、

は直接的に測定されるべきであることを 自身が認めていることがうかが

える。

． ． ． の内容的妥当性

内容的妥当性の高い 文法 テストを開発する場合、文法項目すべてからバランスよく出

題されることになる。しかし、 つのテストですべての項目を扱うことは不可能であり、ま

た、仮にできたとしてもバランスよく項目が選択されているかどうかは、出題者の主観的な

判断に委ねられる。語彙や表現力の測定においても、同様である。 の出題範囲は

非常に広く、そのすべてから出題することは不可能である。したがって は、その

扱う範囲の広さ故に、内容的妥当性をある程度犠牲にしていると言える。もちろんこれは、

に限ったことではなく、すべての が共通して持っている特徴である。総合

的な英語力を測定しようという目的から見れば、広い範囲から項目を選択するということは

避けられないので、この点によって の内容的妥当性が低いとは言えない。しかし

これまで見てきた コミュニケーション能力 の測定においては、 の内容的妥当

性を支持するものがない。なぜなら、 のテストでは、コミュニケーション

を行わせる問題や実際にことばを使用してタスクを遂行させる問題、つまり、ことばを実際

に使用する状況・場面をバランスよくテストに盛り込むことは非常に困難だからである。

．実用性

． ．実用性の定義

実用性から見た良いテストとは、実施・採点に手間と費用がかからないテストである。

形式のテストであれば、マークシートに記入させ、回収後 （

）で読み込むだけなので、採点の手間はほとんどかからない。一方、記

述式テストの採点がどれほど面倒か、採点の経験がなくとも推測することができよう。

． ． の実用性

形式のテストに共通する特徴─多数の受験者に対して一斉に実施できる

利便性、採点の容易さ─のみを考えると も実用的なテストである。しかし、実用

性の他の側面─受験料と試験実施時間─については疑問の余地がある。

の一般受験料は 人 円（以下、価格はすべて税込、 年 月 日現

在）、賛助会員受験料は 円である。一般に や の直接的テストは採点

に手間を要し受験料も高い。たとえば、 （

）は 技能すべてが直接的にテストされるので、 円と高額である。一方、



（ ）は直接的な テストでありながら、 人あ

たりの負担額は 円と と大差ない。また、受験料はレベルが高くなるほど高

額になる。たとえば、国連英検（国際連合公用語英語検定試験）では一番下の 級で

円、最上位の特 級で 円、英検（実用英語技能検定試験）では 級で 円、 級

で 円である。 級は 円だが、これ以上の級で 次試験として面接が受けられるこ

とを考えると、英検は比較的安価であると言える。本学の学生の大半は、英検で言うと準

級に達しないレベルなので、その受験料 円前後が、妥当な価格ではないだろうか。

が 形式であることを考慮すると、受験料はやはり比較的高額であ

るという印象を受ける。そのため、企業や大学が受験料を負担し職員や学生全員に強制的に

受験させるのは、経営サイドには歓迎されない。一方、毎回受験すれば必ずスコアが上がる

と信じている受験者がいるとすれば、その受験料総額が莫大な額になることも忘れてはなら

ない。

第 に、試験に要する時間も実用性を下げる要因である。 の場合試験時間のみ

で 時間に及ぶため、モチベーションの低い学生が集中力を維持させることは困難である。

実際、試験時間の半分が経過したあたりで、あきらめて寝てしまう受験生も散見されるとい

う。説明時間に加え、待ち時間、会場までの往復時間を加えれば、半日潰れてしまうことも

ある。これが、受験料に加えて、受験を諦めさせる原因になることは容易に推測できる。

上で挙げた 点は、 ・マークシート方式である の実用面でのメ

リットから比べれば、取るに足らないことかも知れない。しかし、これらはテストを課す側

の理屈であって、受験する側にとっては大きな問題である。実際、学生から 度々受験する

のは経済的につらい 集中力が持たない という声を聞く。避けるべき事態は、様々な事

情で 受ける気にならない という意識が学習する機会を奪ってしまうことである。学習者

自ら 受けよう という気持ちにさせる要素も実用性の一部であるなら、受験を課す側の都

合だけで実用性を議論するのは不十分であろう。

．今後の課題─ 依存からの脱却

は、誕生以来 年近く経過した現在でも研究・改良が続けられ、受験者数の多

さも手伝って、 としての機能をよく果たしていると言ってよい。しかし、

については妥当な指標となる可能性を否定できないとしても、コミュニケーション能

力の測定には不適切・不十分であり、信頼性・実用性から見ても が唯一最高のテ

ストでないことは明らかである。 右へ倣え で採用しているなら、これが本当に必要なテ

ストなのか、もう一度検討すべきではないだろうか。特に、 を 理解しているつ

もり でいる受験者・測定者には、スコアに踊らされることのないよう、一層の理解を望

む。

抽象的な数値に対しては、その意味を深く考えることなく表面的な数値のみを比較してし

まうことがある。企業・教育機関でも、受験者はスコアを見て、上がった、下がったと一喜

一憂しているが、そのような比較にはたいした意味はない。その理由の つは、同一人物が
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複数回受験した場合のスコア変動の大きさであった。受験回数を重ねるごとにスコアが上が

るのではなく、 の変動は時に非常に大きく、 以上の動きが見られる場合さえあった。

少なくとも個人のスコアを見る限り ゴム製のメジャーで身長を測定する のと同様、物差

しとしては頼りないという印象を拭いきれなかった。第 の理由は、スコアと真の値との差

が比較的大きいことである。つまり、スコアは実力そのものを示すものではなく大雑把な推

定値でしかない。たとえばスコア を合格、 を不合格などという使い方をしているな

ら、この種のテストの性質をまったく理解していないことになる。

さらに、抽象的な数値は具体的情報を与えてくれないため学習の目標としても不適切であ

る。学習者・測定者双方が必要とする情報は具体的な技能やその伸長度であろう。企業で

は、英語でメールが書ける、電話で応対ができる、交渉できる、など具体的な技能を見極

め、職員が各自の力を発揮できるよう適材適所を心がけることが企業の、そして個人の成功

を左右する。一方、教育機関でも同様、 何かができるようになる ことが明確な目標であ

る。そして、その到達度を測ろうとすることが、有意義な学習をさせるためのテストの役

割・使い方である。しかし、 の出題範囲の広さは目標設定を困難にし、学習者は

具体的な到達目標を持たないまま既定のスコアをクリアすることだけに傾注する。そして、

むやみに 形式の問題で練習し、暗記に頼る学習に終始しやすい。 のス

コアは、技能がどの程度身に付いたのかは教えてくれない。弱点や将来の学習方法に対する

示唆も与えてはくれない。たとえ目標のスコアに到達しても、数値は具体的な意味を持たな

いため、 何かができるようになった という達成感や自信を与えることもできない。

このようなテストへの依存は教育内容改善に逆行する。コミュニケーション能力測定・評

価のためには、 だけに頼るのではなく測定者の実用性を多少犠牲にしても、直接的方

法を選択し、具体的な能力の伸びや到達度を学習者に示すことが重要だ。それには受験する

側・課す側がテストの特性・適性を正しく理解していなければならない。いわゆる受験テク

ニック、無味乾燥な 形式の問題、そして 詰め込み 式の学習にどれほど

効果があるか、またそうした学習がどれほど学習意欲を削ぐことになるか、今後の研究が明

らかにしてくれることを期待する。

．結 び

本研究は、偏重される に対する一般の認識を考察・検証することが目的であっ

た。このテストについての理解不足が偏重の原因であると考えたからである。まず、グロー

バルスタンダードという呼称が当てはまらないことを指摘し、企業での利用状況を検証する

ためインタビュー調査を行った。データ数が少ないこと、さらに回答してくれた企業が無作

為抽出ではないことから、結果を一般化するには至らなかったが、テスト利用法・依存度に

ばらつきがあることがわかった。また、十分考慮された上で測定法が選択されているわけで

はないことが推察され、普及率に疑問が残った。次に、タイプ、信頼性、妥当性、実用性か

ら を検討し、先行研究の指摘通り、コミュニケーション能力の指標として不適切

であることを確認した。なお、信頼性については、先行研究のデータだけでは不十分と判断



し、本学学生の記述統計データを収集し、個人スコアの揺れを観測した。批判する先行研究

がすでに存在するにもかかわらず、未だに多くの企業や教育機関で が利用されて

いるが、無批判に特定のテストを利用すると、深刻な波及効果を生むことが容易に推測でき

る。教育内容改善にはテストに対する理解が不可欠である。受験者、受験を課す側双方が

テスト を理解することで誤用は避けられるだろう。
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日本の大企業で続々採用中 スコアで昇進・昇給！
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の実像（津村）

学試験・単位認定における活用状況
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清水裕子 （ ） 測定における妥当性の理解のために ─言語テストの基本概念として─ 立

命館言語文化研究 巻 号、

中田達也 （ ） 受験者の 人に 人は日本人！？ は国際社会に通用しない

中田達也 （ ） 就職活動に は必要？ 各社の昇進基準一覧
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