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◆ 英検は⼊試に耐えうる(ステークホルダーの信頼に応えられる)標準化やCEFRとの対応づけができているか？

⼤学⼊試センターHP https://www.dnc.ac.jp/albums/abm.php?f=abm00033010.pdf&n=04_概要⼀式.pdf (2020/6/22)

⽂科省HP https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/koudai/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/09/25/1420500_3_2.pdf  (2020/6/22)



◆ GTEC Advancedのスピーキングテストで CEFRのB１とB２の判定ができるか？
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公開されている GTEC Basic/Advancedのサンプルテスト, https://www.benesse.co.jp/gtec/fs/sample/gtec/ (2020/6/22)

↑パートBの質問（スクリプト）
01 What are you going to do this Saturday?
02 When will you go to the dentist?

⾳声のスクリプト
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⽂科省HP https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/koudai/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/09/25/1420500_3_2.pdf  (2020/6/22)

⽂科省HP https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/30/03/__icsFiles/afieldfile/2019/01/15/1402610_1.pdf  (2020/6/22)



◆ GTEC Advancedの問題を，同じくCEFRのB１とB２を判定できるとするTOEFL iBTの問題と⽐べてみてください。
これらのテストで得たスコアを，⼤学の⼊学者選抜において同じ意味を持つとみなしてよいか？
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公開されているTOEFL iBT® Speaking Practice Questions,  https://www.ets.org/s/toefl/pdf/speaking_practice_sets.pdf (2020/6/22)
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公開されているTOEFL iBT® Speaking Practice Questions (続き) 

https://www.ets.org/s/toefl/pdf/speaking_practice_sets.pdf  (2020/6/22) 24
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公開されているTOEFL iBT® Speaking Practice Questions (続き) 

https://www.ets.org/s/toefl/pdf/speaking_practice_sets.pdf (2020/6/22)
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公開されているTOEFL iBT® Speaking Practice Questions (続き) 

・テストを開発する際には，測ろうとする能⼒の幅が広いほど，
難易度の異なる多くの問題を出題しなければならない。
他の３技能ではBasicとAdvancedで別のテストを使っている
GTECが，スピーキングについてのみ同⼀問題を使っているのは
コスト削減のため。

・ TOEFL iBT は１回の受験料が235⽶ドル（2020.6.22のレートで
2万5千円強）。GTEC検定版は 6,380 円。ブラックボックスの中

で⾏われていることが違うのは当然。

https://www.ets.org/s/toefl/pdf/speaking_practice_sets.pdf (2020/6/22)
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GTECと CEFRレベル関連付け調査メンバー 
（敬称略） 

 
根岸雅史（東京外国語大学大学院） 
投野由紀夫（東京外国語大学大学院） 

工藤洋路（玉川大学） 
永田岳（海城中学高等学校） 

高橋有加（東京外国語大学大学院生） 
川本渚凡（東京外国語大学大学院生） 

 
岡部康子（一般財団法人 進学基準研究機構） 

 
込山智之（株式会社 ベネッセコーポレーション） 
鹿島田優子（株式会社 ベネッセコーポレーション） 
馬越優子（株式会社 ベネッセコーポレーション） 
浜みか（株式会社 ベネッセコーポレーション）

https://cees.or.jp/pdf/reports/2017/Standard_Setting_Report.pdf （2018/3/10)

１回分のテストデータに基づく対応づけ

（2019/3/3，京都大学での国際研究集会2019「CEFRの理念と現実」における
南風原朝和・東京大学教授の発表「CEFRと入学試験をめぐって」の資料より）

◆ GTECとCEFR との対応づけは信頼できるか？
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各資格・検定試験とCEFRとの対照表（附属資料②）

■資格・検定試験とCEFRとの対応関係について

資格・検定試験
の名称

検証体制、検証方法等の概要

ケンブリッジ
英語検定

A2 Key/for 
Schools

B1 Preliminary
/for Schools 

B2 First/for 
Schools

C1 Advanced
C2 Proficiency

〇 スピーキングの検証には問題作成者や試験官など経験豊富な専門家８名、ライティングの検証には、CEFRとの共通スケールを開発
する2年間プロジェクトの一環で、ライティングの採点経験が豊富な問題作成者や試験官から成る専門家60名が参加。

〇 スピーキング及びライティングについてはAnalytical Judgement法（典型的及びボーダーラインにあると分類された受検者のパフォー
マンスについて、CEFRの閾値を判定する方法）で得られたCEFRの閾値と各試験で設定しているCEFR閾値との間に高い一致が見られ
た。リーディング及びリスニングはアイテムバンキングシステム（全テスト問題が統計的手法を用いて同じスケールに一貫して関連付け
られることを保証する問題作成方法）を用いて出題。

http://www.cambridgeenglish.org/jp/exams-and-tests/cefr/ （CEFRとの関係、スコアの詳細が分かる資料を集約したページ）
http://www.cambridgeenglish.org/images/23156-research-notes-37.pdf （スピーキングの検証)
http://www.cambridgeenglish.org/images/23166-research-notes-49.pdf （ライティングの検証)

実用英語
技能検定

〇 検証には中学・高校・大学において英語指導の経験があり、英検の試験概要に理解が深い専門家が各技能12～13名参加。
〇 リーディング及びリスニングはBasket法（問題毎に正解するために最低限必要なCEFRレベルを判定する方法）及びModified Angoff

法（CEFR各レベルに最低限該当する受検者がどの程度正解できるかを判定する方法）、スピーキングはBody of work法（各受検者の
解答に対して該当するCEFRレベルを判定する方法）、ライティングはContrasting group法（各受検者の解答を能力値の順に並べて、
CEFRレベルを判定する方法）を使用。他英語試験との相関検証等も踏まえ、各級の４技能それぞれにCEFR閾値を設定。４技能それ
ぞれの閾値を合計するとともに、標準誤差の範囲を調整し、CEFR判定範囲を設定することにより４技能総合のCEFR閾値を設定。

http://www.eiken.or.jp/eiken/group/result/（CEFRと英検との関係性が掲載されたページ）
https://www.eiken.or.jp/cse/（CEFRと英検CSEスコアの関係性が掲載されたページ）

GTEC 〇 検証には東京外国語大学を中心とした研究者６名と（一財）進学基準研究機構が参加。
〇 リーディング及びリスニングはBookmark法（問題を難易度順に並べて、CEFR各レベルに最低限該当する受検者がどの程度各問題

を正解できるかを判定する方法）、スピーキング及びライティングはContrasting-group法を使用して４技能それぞれにCEFR閾値を設定。
４技能それぞれの閾値を合計することにより４技能総合のCEFR閾値を設定。

http://cees.or.jp/act/report.html（CEFRとGTECとの関係性が掲載されたページ）
http://cees.or.jp/pdf/reports/2017/Standard_Setting_Report.pdf（CEFRとGTECとの関係性を示した資料）

■各試験の検証体制、検証方法等の概要

（各URLには、検証方法やスコアの詳細が分かる資料等が掲載）

※ 各資格・検定試験の実施団体からの報告を文部科学省において集約

CEFRにおいては、各レベルに相当する能力を技能ごとに記述したディスクリプタ（※）が整理されている。資格・検定試験の試験結果

をCEFRに関連付ける際には、欧州評議会で定めるルールに則り、資格・検定試験の目的・設計を前提として、その問題に正答するため

に必要な能力と各レベルのディスクリプタの対応関係について専門家による検証が行われている。

※ディスクリプタとは、「私は～できる」といった形でCEFRの各レベル・技能別に行うことができる言語によるコミュニケーション活動を記述したもの。

IELTS 〇 検証には外国語として英語を指導する教員でかつ問題作成者と試験官としての経験も持つ19名が参加。
〇 リーディング及びリスニングはYes-No法（CEFR各レベルに最低限該当する受検者が各問題に正解できるかを判定する方法）、ス

ピーキング及びライティングはA modified Analytical Judgement法（各受検者の解答を基に典型的なCEFRボーダーライン上にいる受
検者を特定する方法）を使用。英語試験との妥当性の検討も実施し、４技能それぞれにCEFR閾値を設定。４技能それぞれの閾値を平
均することにより４技能総合のCEFR閾値を設定。

https://www.ielts.org/ielts-for-organisations/common-european-framework（CEFRとIELTSバンドの関係性を示した資料）

TEAP（PBT） 〇 検証には大学教員、問題作成経験者、面接官/採点者経験者等からなる専門家が各技能13名参加。
〇 リーディング及びリスニングはBookmark法、スピーキング及びライティングはContrasting group法を使用。他英語試験との相関検証

等も踏まえ、４技能それぞれにCEFR閾値を設定。４技能それぞれの閾値を合計することにより４技能総合のCEFR閾値を設定。
http://www.eiken.or.jp/teap/merit/index.html（CEFRとTEAPタスクとの関係性が掲載されたページ）
https://www.eiken.or.jp/teap/construct/（CEFRとTEAPとの関係性が掲載されたページ）

TEAP CBT 〇 検証には大学教員、テスト開発担当者、面接官経験者等からなる各技能12名、全体で21名が参加。
〇 リーディング及びリスニングはYes-No法、スピーキング及びライティングはBookmark法を使用。他英語試験との相関検証等も踏まえ、

４技能それぞれにCEFR閾値を設定。４技能それぞれの閾値を合計することにより４技能総合のCEFR閾値を設定。
http://www.eiken.or.jp/teap/merit/index.html（CEFRとTEAP CBTとの関係性が掲載されたページ）
https://www.eiken.or.jp/teap/cbt/construct/（CEFRとTEAP CBTとの関係性が掲載されたページ）

TOEFL iBT 〇 検証にはCEFRに精通するヨーロッパ16か国の言語スペシャリスト（英語教授法、英語学習、英語試験の専門家等）23名が参加。
〇 リーディング及びリスニングはModified Angoff法、スピーキング及びライティングはModified examinee paper selection法（各受検者の

解答を基にCEFR閾値を特定する方法）を使用して４技能それぞれにCEFR閾値を設定。４技能それぞれの閾値を合計するとともに、標
準誤差の範囲を調整することにより４技能総合のCEFR閾値を設定。

https://www.ets.org/toefl/institutions/scores/compare/（TOEFL iBTテストスコアとCEFRとの関連性 / ETS Webサイト）
https://www.cieej.or.jp/toefl/cefr.pdf（TOEFL iBTテストスコアのCEFRマッピングに関して / CIEE作成資料）

TOEIC L&R
／TOEIC S&W

〇 検証にはCEFRに精通するヨーロッパ10か国の言語スペシャリスト（英語教授法、英語学習、英語試験の専門家等）22名が参加。
〇 リーディング及びリスニングはModified Angoff法、スピーキング及びライティングはModified examinee paper selection法を使用して４

技能それぞれにCEFR閾値を設定。スピーキング及びライティングの閾値を2.5倍した上で４技能それぞれの閾値を合計することにより
４技能総合のCEFR閾値を設定。

http://www.iibc-global.org/toeic/official_data/toeic_cefr.html （CEFRとの関係に関する情報・資料を集約したページ）
http://www.iibc-global.org/library/default/toeic/official_data/toeic_cefr/mapping_cefr.pdf （ETSによる検証内容、結果を記したリサーチ
レポートの日本語概略）

⽂科省HP https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/30/03/__icsFiles/afieldfile/2019/01/15/1402610_1.pdf  (2020/6/22)
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◆ 2019年7⽉，これまでA1は測定範囲外だったTEAPが
突如，A1とBelow A1の判定もできるようになった。
テストは同じままなのに？

29英検協会HP https://www.eiken.or.jp/teap/info/2019/0705_01.html (2020/6/23)

CEFR 2017/7 2018/3

C1 400 375

B2 334 309

B1 226 225

A2 150 135

◆ スコアのダンピング(?)も進⾏中

CEFR 2008 2014
C2
C1 110 95
B2 87 72
B1 57 42
A2
A1

◆ 国産試験だけの傾向ではない

TOEF iBTとCEFRの対応づけの変化（各レベルの最低スコア）

TEAPとCEFRの対応づけの変化（各レベルの最低スコア）



[ブラックボックス]
(1) 構成概念の精緻化と徹底

（スペック, 作問，採点基準，採点者訓練，採点）
(2) CBT運営システム，採点システムの構築
(3) テスト運営
(4) 尺度化とスコア推定

・採点の質
・標準化
・受験環境
・試験の⽇時・会場の設定
・トラブルや不正への対応
・障がいのある受験⽣への配慮
・受験料の設定
・受験対策事業

テストの質， 公正性・公平性

試験事業者の利潤

受験 スコア
返却

◆ テストの質や公正性・公平性と試験事業者の利潤の間にはトレードオフがある。
特にスピーキングテストは危うい。→ ⼊試を安易に⺠間に託す前に熟慮を！

30


	英検は入試に耐えうる（ステークホルダーの信頼に応えられる）標準化やCEFRとの対応づけができているか？
	GTEC　AdvancedのスピーキングテストでCEFRのB1とB2の判定ができるのか？
	GTECとCEFRとの対応づけは信頼できるか？

