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30年の軌跡
TOEICテストは、1979年12月に第1回公開テストが実施されてから、今
年で30周年を迎えます。
「英語によるグローバル・コミュニケーションの促
進」という使命の下に開発されたTOEICテストは、30年を経た今日、日本
国内で年間約170万人が受験するとともに、世界約90カ国で年間約500万
人もの受験者を数えるように、海外にも広範にわたって普及しています。そ
の歩みはまさに、国際化・グローバル化の進展と軌を一にしていると言える
でしょう。今号では、TOEICテストがコミュニケーション英語能力を測定す
る グローバル・スタンダード として評価を得るまでの30年間を振り返ります。
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特集・TOEIC 30年の軌跡

日本経済の進化とともに
真価を発揮してきたTOEIC テスト
®

TOEICテストは日本で発案され、1979年12月に第1回公開テストが実施されました。発案者は当時、
「企業
の海外部門など特定の人だけでなく、多くの日本人が英語コミュニケーションのスキルを磨かなければなら
ない時代がやってくる」
と考えていました。30年を経た今、この見通しが的確だったことは、TOEICテストの受験
者数が年間170万人を超えていることが如実に物語っています。
日本経済の国際化・グローバル化の進展とともに、その真価を発揮してきたTOEICテスト30年の軌跡を振り
返ってみましょう。

TOEICテストの歩み
●米国ETSへTOEICテストの開発を依頼

●TOEICテストの実施・運営は（財）世界経済情報サービス（WEIS）
を母体とすることが決定

●WEIS内に「TOEIC運営委員会」が設置される
●第1回TOEIC公開テストが実施される（受験会場は札幌、東京、名
古屋、大阪、福岡）
●『TOEIC Newsletter』創刊
●公開テスト会場に横浜が加わる
●大阪事務所（のちのTOEIC運営委員会大阪業務センター）が開設される
●TOEIC団体特別受験制度（IPテスト）がスタート

●韓国でTOEICテストがスタート
●公開テスト会場に仙台が加わる

●公開テスト会場に京都、広島が加わる

●公開テスト会場に川崎、神戸が加わる

●TOEICテスト受験者数が累計で20万人を超える
●IPテスト受験者数が年間で5万人を突破

●（財）国際ビジネスコミュニケーション協会（IIBC）が発足
●「第1回TOEIC活用実態報告」を作成
●公開テスト会場に静岡が加わる
●IPテスト受験者数が年間で10万人を突破

●TOEICがソウルオリンピックスタッフの英語能力測定に使用される
●公開テスト会場につくば、高松が加わる
●TOEICテスト受験者数が累計で50万人を突破
●公開テスト会場に金沢、松山が加わる
●IPテスト利用の企業・団体数が500を超える

●TOEICテスト受験者数が累計で100万人を超える
●TOEIC10周年記念国際シンポジウムが開催される
●公開テスト会場に岡山、高知、鹿児島、那覇が加わる
●統一ドイツにレップオフィス（運営機関）が設置される

●公開テストが年4回体制となり、会場に千葉、埼玉、新潟、浜松、
四日市、北九州、熊本が加わる
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日本経済の歩み
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●日米カラーテレビOMA（市場秩序維持）協定が締結される

●新東京国際空港（成田国際空港）が開港

●第二次石油危機が起こる
●日本的経営が評価される
●ソニーがヘッドホンステレオ「ウォークマン」を発売
●日本の自動車生産台数が1,000万台を突破して世界第1位となる

●自動車対米輸出自主規制が行われる

●アメリカで日本企業が初の乗用車生産を開始

●東京ディズニーランドが開園

●東証株価1万円の大台を突破

●日本電信電話公社が日本電信電話株式会社に、日本専売公社が日
本たばこ産業株式会社に民営化される
●プラザ合意で円高時代へ突入
●男女雇用機会均等法が施行される
●バブル経済に突入

●東証株価が2万円を超える
●日本国有鉄道が分割・民営化される
●ニューヨーク株式市場が大暴落（ブラックマンデー）
●瀬戸大橋が開通
●東証株価が3万円を突破

●消費税（3％）が施行される
●ベルリンの壁が崩壊
●東証株価が3万8,915円87銭の史上最高値を記録
●バブル経済が崩壊
●海外旅行者数が年間1,000万人を突破

●牛肉とオレンジの輸入自由化が開始される

●就職氷河期に突入

ＴＯＥ
ＩＣテスト総受験者数の推移
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TOEICテストの歩み
●TOEIC Japan Research Committee発足。第1回TOEICイン
ターナショナル・リサーチ・ミーティング香港で開催
●公開テスト会場に松江が加わる
●公開テスト会場に福島、長野、奈良が加わる

●長野オリンピックのボランティアにTOEICテストが採用される
●大学のIPテスト採用校が約100校となる

●TOEICプログラムの制作・世界での実施運営窓口がETSの子会社
The Chauncey Group Internationalへ移管
●公開テストが年5回体制となり、会場に高崎、松本、和歌山が加わる
●公開テストが年6回体制となり、会場に盛岡、宇都宮、甲府、岐阜、
滋賀、長崎が加わる

●TOEICテスト受験者数が累計で500万人を突破
●公開テスト会場に日立、下関、宮崎が加わる
●TOEIC公式ホームページ開設
●TOEIC20周年記念シンポジウムが開催される
●公開テスト会場に豊橋、高山、佐賀、大分が加わる

●TOEICテスト受験者数が年間100万人を突破
●公開テストが年7回体制となり、会場に富山、上田、函館、帯広、
郡山が加わる
●TOEIC Bridgeがスタート
●公開テスト会場に福井、津山、佐世保、岡崎、徳島、苫小牧、青森、
水戸、沼津、鳥取、旭川、八戸、福山、山口、秋田が加わる
●TOEICテスト受験者数が累計で1,000万人を突破
●公開テスト会場に庄内、津、前橋、都留、小山が加わる

●TOEICプログラムが再びETSの管轄となる
●公開テストが年8回体制となる

●公開テスト会場に釧路、長岡、北見、山形、いわき、足利が加わる

●TOEICインターネット・サービス（個人向け）を開始
●公開テスト会場に伊勢が加わる

●新TOEICテストがスタート
●公開テスト会場に弘前が加わる

●TOEICスピーキングテスト/ライティングテストがスタート
●公開テスト会場に岩国が加わる

●TOEICスピーキング/ライティング団体特別受験制度サービスを開始

●TOEICテストが30周年を迎える

日本経済の歩み
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●緊急経済対策として94項目の規制緩和が決定
●欧州連合（EU）が発足

●関西国際空港が開港

●世界貿易機関（WTO）が発足
●円相場が1ドル＝79円75銭の史上最高値を記録

●住宅金融債権管理機構が設立される
●デジタル多チャンネル放送が開始される

●消費税が3％から5％へ引き上げられる
●北海道拓殖銀行、山一證券が経営破綻
●地球温暖化防止京都会議で京都議定書が採択される
●長野オリンピックが開催される
●日本版金融ビッグバンがスタート

●日本銀行がゼロ金利政策を決定
●日産自動車が仏ルノーと資本提携

●大阪証券取引所にナスダック・ジャパンが開設される
●我が国初のインターネット専業銀行「ジャパンネット銀行」が開業

●インターネット博覧会が行われる
●米同時多発テロ事件が発生

●経済団体連合会と日本経営者団体連盟が統合して日本経済団体連
合会が発足

●六本木ヒルズがオープン
●地上デジタル放送が東京、名古屋、大阪で開始される

●派遣業務が製造業へ解禁される

●中部国際空港（セントレア）が開港
●愛・地球博（2005年日本国際博覧会）が開幕

●新会社法が施行される
●海外在留邦人が戦後初めて100万人を突破

●東京ミッドタウンがオープン
●日本郵政公社が民営化される
●トヨタ自動車が生産台数で初の世界1位となる
●原油価格が1バーレル＝147.27ドルの史上最高値を記録
●米リーマン・ブラザーズが経営破綻し金融危機が世界に拡大
●松下電器産業が社名をパナソニックに変更
●バラク・オバマがアメリカ合衆国大統領に就任
※太字の項目は6ページ以降で詳しく解説しています
※受験者数、実施団体数については年度で集計しています
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特集・TOEIC 30年の軌跡

巻頭インタビュー

輝きのある 実態 を取り戻し
日本の発信力を高めよう
参議院議員

川口 順子
通商産業省に在籍中、財団法人国際ビジネス
コミュニケーション協会の発足に携わり、TOEIC
テストと深い関わりを持つ川口順子氏。
「TOEIC
は時代が求めたものであり、これからもますます
その必要性を高めていくでしょう」
と語る川口氏に、
日本のグローバル化と英語について伺いました。

英語はグローバル社会で

川口順子（かわぐち・よりこ）

生きていくための必要条件の一つ

1941年生まれ。65年東京大学教養学部卒業
後、通商産業省入省。72年エール大学経済学
修士。90年在アメリカ合衆国日本大使館公使、
92年通商産業大臣官房審議官（地球環境問題
担当）を経て、93年サントリー株式会社常務取
締役に就任。2000年環境庁長官、01年初代

――TOEICテストがスタートして30年を迎えましたが、
この間の日本のグローバル化をどのようにとらえ、どう
評価されていますか。
我々が道を歩いていて外国の人とすれ違うことが日

環境大臣、02年外務大臣、04年内閣総理大臣
特別補佐官を歴任し、05年参議院神奈川補欠

常的にあるように、今やグローバル化は当たり前と言

選挙当選、07年参議院選挙で当選。参議院環

経済不況でも、日本人の雇用問題とともに在日ブラジ

境委員会委員、国際・地球温暖化問題に関す
る調査会 筆頭理事、自民党政務調査会 環境
調査会 会長などを務める。

えるほど進展しています。世界金融危機に伴う今回の
ル人をはじめとする外国人労働者も支援しなければな
らないと当然のように考えられ、実行に移されていま
す。そういう観点からも、日本人のグローバル化に対
するメンタリティがだいぶ変わってきていると思います。
グローバル化については今、世界的に 負 の部分
がクローズアップされていますが、これまで雇用の増
大をもたらしてきたというメリットを忘れてはなりませ
ん。日本の自動車産業が好例です。すそ野が広く、た
くさんの人たちが働いており、経済を牽引してきまし
た。今回の不況で、自動車産業がいかに雇用を増やし
てきたかということが、はからずも明らかとなったわ
けです。こうしたメリットを生かしながら、雇用を含め
た所得の分配をどのように調整していくかを政策的に
考えていく必要があると思っています。
――グローバル化が進む中、企業では英語がどのよう
に位置づけられているとお考えですか。
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ひと昔前までは 国際派 と言われる人と 国内派

また、発音を大事にしなければなりません。その点、

と言われる人に分かれていて、国際派の人たちは英語

2011年度から小学5、6年生への英語教育が必修化され

ができる（話せる）と見られていました。しかし今は、

ることはよいことだと思います。そのくらいの年ごろ

国際派と国内派の区別がつかなくなってきており、英

までが、違う音をよく理解し、把握できると言われて

語はみんなにとって必要なものだと位置づけられてい

いますので、できるだけネイティブスピーカーによる

るのではないでしょうか。英語が話せることは決して

指導をしていただきたいですね。

特殊なことではなく、グローバル社会で生きていくう
えでの必要条件の一つだと思います。

若い人たちは可能性を求めて
世界へ羽ばたいていってほしい
ロジカルに会話できる能力が
国際コミュニケーションの決め手

――先ほど話に出たダボス会議では、日本の存在感や
発言力が弱くなっているそうですね。

――グローバル化の進展とともに、ますます英語が必
要となってきているわけですね。
日本とアメリカは、経済力が大きく人口も多いため、

高度経済成長期や80年代の日本には、世界を引きつ
けるものがありました。それだけ輝いていたという
実態 があったわけです。ところが今は、世界の関心

外国語を学ばなければならないという必然性が他の国

が中国などに向けられています。中国にはいろいろな

と比べて低いと言えます。ですから、日本では高学歴

動きがあって、実態として興味深いと。ですから、ま

であっても英語を話せない人が多く、アメリカでも外

ず日本の実態をおもしろくすることが先決です。技術

国語を話せない大卒者の割合が高くなっています。

開発力があり、新しいモノを生み出し、強い産業を抱

今年のダボス会議（世界経済フォーラム年次総会）に

え、生き生きと成長している国だということを見せな

出席した折、チューリッヒから会場へ向かう車中、スイ

ければなりません。国際競争力のある個人を育成する

ス人の運転手さんと英語で会話をしましたが、彼はド

ことも、関心を持たれることにつながります。そうい

イツ語のほかフランス語、スペイン語も話せるうえ、

う実態があってこそ存在感が強まり、そのうえでコミュ

クロアチアなど東欧の言葉もしゃべることができると

ニケーション手段としての英語を駆使していけば、自ず

いうことでした。スイスという国の地理的特性がもた

と発信力も高まっていくはずです。

らす必然性のなせる技と言えるでしょう。日本はそう
した必然性が乏しいのは確かです。とはいえ、役員会

――「国際競争力のある個人」という点で、日本の女

を英語で行ったり、英語を社内の公用語とする企業も

性はいかがでしょうか。

あるように、英語の必要性が急速に高まってきていま

国際機関で働いている女性の割合は、国内企業にお

す。ですから、英語を話せる人がもっともっと増えて

ける男女比率よりもはるかに高くなっているように、

くるのではないでしょうか。

国際舞台で活躍している日本の女性はたくさんいます。
女性たちは幸運にも、よい大学に入ってよい企業に就

――英語力に加えて、これからのビジネスパーソンに

職し、家族を養いなさいというモデルを押しつけられ

はどのようなスキルが求められるでしょうか。

てきませんでした。そういう自由さが、日本の女性を

自分の言いたいことを理解してもらえるよう、いか

より活発にさせているのではないでしょうか。日本の

にロジカルに説明できるか、という能力が問われてき

企業社会においても、ユニークなビジネスを起業して

ます。例えば、日本は雇用を大事にしていますが、単

いる女性が少なくありません。

に「それが日本の特質だ」と言っても説得力がありま
せん。
「雇用は会社にとって投資であり、投資したから

――最後に、日本のこれからを担う若者たちにどんな

にはその人に長くいてもらい、会社にメリットを還元し

ことを期待されますか。

てもらわなくてはならない。だから簡単に人を切ったり

若いころは、自分がどういう人間であり、どんなこ

はしない」というふうに説明すれば、
「なるほど」とな

とができるのか、大いに悩み考えると思います。それ

ります。ですから、コミュニケーションの柱となるのは

を見極めるには、日本の中だけでなく、広い世界に身

論理性だと思います。

を置いて自分を見つめる必要があるのではないでしょ
うか。日本では経験できないようなことに直面し、そ

――これからの語学（英語）教育に必要となることに

れをくぐり抜ければ自分が磨かれ、可能性もより広が

ついてお聞かせください。

ってくるでしょう。また、世界へ出てみると日本のす

いかに話せるように教育するかがポイントとなりま
す。同時に、論理性を積み上げていくことも重要です。

ばらしさがよく見えてきます。ですから、ぜひ世界へ
羽ばたいていってほしいと思います。
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特集・TOEIC 30年の軌跡

®

TOEIC テストのエポックと
日本経済・社会の動き
TOEICテスト30年の歴史には、さまざまなエポックがありました。そうした中から重要な出来事にスポットを当て、
その当時の日本経済・社会の動きを交えながらクローズアップします。

TOEICテストのエポック

日本経済・社会の動き

1977
米国ETSへTOEICテストの開発を依頼
1977年、一人の日本人がアメリカのテスト開発機関ETS
（Educational Testing Service）を訪れた。その名は北岡
靖男。彼は「英語によるコミュニケーション能力なくして国
際ビジネスは成り立たない」と考え、その能力を客観的に評
価し、それを英語学習の目標として活用できるような世界共
通の モノサシ を作ろうとしたのである。ETSはこうした
北岡氏のコンセプトと情熱に興味を示し、開発に同意。これ
がTOEICテスト誕生のきっかけとなった。

日米カラーテレビOMA（市場秩序維持）協定
が締結される
1970年代に入り、対米貿易摩擦問題が一段と激化。カラー
テレビは第一次石油危機後、アメリカの国内販売台数が落ち
込む中、日本の輸出が増加して日本製品のシェアは76年に約
30％に達した。このため、輸入制限的な動きが表面化し、
77年5月に日米カラーテレビOMA（市場秩序維持）協定が締
結された。その後、日本のカラーテレビメーカーが相次いで
アメリカへ工場進出したため、76年に67.5％まで低下して
いたアメリカ国内産カラーテレビのシェアが80年には
89.2％まで回復し、同年6月にOMA協定が終了した。

アメリカにおける日本製カラーテレビのシェア
シェア
（％）

30
20
10

販売台数
（百万台）

11
10
9
8
7
6

シェア

販売台数

72

73

74

75

76

77

78

79

80（年）

資料：
「年次経済報告」
（昭和56年、経済企画庁）

アメリカのテスト開発機関ETS

1979
第1回TOEIC公開テストが実施される

日本的経営が評価される

TOEICテストはETSが開発に着手してわずか2年という短期
間で誕生した。日本でのTOEICテストの実施・運営は、78年12
月に財団法人世界経済情報サービス（WEIS）を母体とすること
が決定。翌79年、WEIS内に「TOEIC運営委員会」が設置され、
渡辺弥栄司（現国際ビジネスコミュニケーション協会会長）が委
員長に就任した。そして同年12月、第1回公開テストが札幌、東
京、名古屋、大阪、福岡で実施された。受験者数は、男性1,929
人、女性844人の計2,773人。このうち、企業・団体に属するビ
ジネスパーソンが
1,848人と約7割を
占めた。また、全体
の約半分に当たる
1,402人の受験者が
20代だった。

79年に出版された『ジャパン・アズ・ナンバーワン ア
メリカへの教訓』はアメリカでベストセラーとなり、日本で
も大きなヒットとなった。著者はハーバード大学で日本研究
を行っていたエズラ・ヴォーゲル教授。そのテーマは、「な
ぜ日本はアメリカに勝てたか」というものだった。当時、ア
メリカが国際競争力を低下させていたのを尻目に、日本は経
済大国として著しい発展を遂げ、トヨタ自動車の カンバン
方式 など日本的経営が世界から注目されていた。著者は、
日本企業や日本経済の動向を踏まえたうえで、「日本の良い
ところを学べ」と説いたのである。これをきっかけに、アメ
リカの企業でも カンバン方式 などの生産システムを取り
入れる動きが出てきた。

TOEICテストの誕生はマス
コミでも話題を呼んだ
（1979
年10月4日、朝日新聞夕刊）
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TOEICテストのエポック

日本経済・社会の動き

1981
TOEIC団体特別受験制度（IPテスト）がスタート

自動車対米輸出自主規制が行われる

TOEICテストは、TOEIC運営委員会が定期的に実施する公
開テストのほか、企業や団体が任意で実施できる団体特別受
験制度（IP：Institutional Program、以下IPテスト）を設け
ている。この制度が開始されたのが81年のことである。企業
では当初、海外要員や新入社員の英語能力を評価することを
目的に利用するケースが多く、86年には新入社員のIPテスト
受験者数が1万人を突破。89年にはIPテスト利用企業・団体
数が500を超え、このころから大学でもIPテストが利用され
るようになった。2007年度にはIPテストを利用している企
業・団体数が約2,700、大学は約800校を数え、2008年度
のIPテスト受験者数は約94万人にのぼっている。

日本は80年代に世界一の自動車生産国となったが、このこ
とは日米自動車摩擦の激化につながった。第一次石油危機以降、
アメリカでは小型車への需要が拡大し、日本車の対米輸出が増
加。大型車中心のアメリカ自動車メーカーは不振に陥り、大量
のレイオフが発生した。このため、UAW（全米自動車労組）
を中心に日本車ボイコット運動が起こるなど、大きな政治問題
に発展。事態収拾のため日米政府間で交渉が行われ、81年5
月に年間168万台の対米輸出
自主規制が決まったのである。

日本車をハンマーで叩き壊すアメリカ
の労働者
写真提供：UPI=共同

1982
韓国でTOEICテストがスタート

アメリカで日本企業が初の乗用車生産を開始

TOEICテストは英語によるコミュニケーション能力を測る世
界共通のテストとして開発された。その狙いどおり、日本で第
1回公開テストが実施されてから約2年後の82年1月に、隣国
の韓国でもTOEICテストがスタートした。韓国では当初、IPテ
ストによる受験者がほとんどで、三星をはじめ現代、大宇、ラッ
キー金星などの企業グループが利用。受験者は順調に増加した。
その後、TOEICテストはマレーシア、台湾、タイ、インドネシ
ア、香港、フィリピンでも実施されるようになった。また、中
東やヨーロッパ、さらに南米諸国などアジア以外へも広まって
いき、2007年には世界約90カ国で年間約500万人の受験者
数を数える。なお、韓国の2008年の受験者数は約200万人で、
その約95％が公開テストの受験者となっている。

日米自動車摩擦を緩和するため、80年代に入り、日本メー
カーは本格的にアメリカでの現地生産化に乗り出した。その
先陣を切ったのが本田技研工業である。同社は78年、オハ
イオ州に現地生産工場を設立し、翌年から二輪車を生産。そ
して82年に乗用車工場が完成し、生産を開始した。同工場
を訪れた創業者の本田宗一郎氏は、「ありがとう、ありがと
う」と言いながら1,000人もの現地従業員一人ひとりと握
手を交わして彼らを感激させ、大きな信頼関係を築いたとい
う。ホンダに続き83年に日産自動車がテネシー州でトラッ
クの生産を開始、84年にはトヨタ自動車がカリフォルニア
州でGMとの合弁工場をスタートさせるなど、現地生産化に
拍車がかかった。

1986
（財）国際ビジネスコミュニケーション協会
（IIBC）が発足
TOEICテストはスタート以来、活用が順調に広がり、85年には
累計受験者数が20万人に達した。こうした背景とともに、TOEIC
の運営・実施をさらに円滑にさせ、より充実した運営基盤を確立さ
せるために、86年2月、財団法人国際ビジネスコミュニケーション
協会
（IIBC）
が発足し、TOEIC運営委員会はIIBCへ移管されること
になった。IIBCの設立趣意書には、
「国際ビジネスコミュニケーショ
ン能力の開発及び向上を図り、もって国際的な経済活動の円滑化
と経済交流の促進に寄与することを目的とする」
と記されている。
財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会 発足時の役員名簿
理

事
（会

理

事
（副 会 長） 北岡 靖男

評議員

五島 昇
（日本商工会議所会頭）

理

事
（理 事 長） 阪田 貞宜

評議員

小松 万豊
（トラベノール社長）

理

事
（常務理事） 伊東 顕

評議員
評議員

椎名 素夫
（衆議院議員）
関 晴雄
（アジア経営開発協力財団常務理事）

理

事

赤澤 璋一
（日本貿易振興会理事長）

評議員

武本 秀治
（キヤノン常務取締役）

理

事

牛尾 治朗
（ウシオ電機会長）

評議員

理

事

小林 庄一郎
（関西電力会長）

評議員

永井 道雄
（朝日新聞社客員論説委員）

理
理

事
事

小林 陽太郎
（富士ゼロックス社長）
椎名 武雄
（日本アイ・ビー・エム社長）

評議員
評議員

中山 素平
（日本興行銀行特別顧問）
花村 仁八郎
（経済団体連合会副会長）

理

事

関本 忠弘
（日本電気社長）

評議員

理

事

田丸 秀治
（電通取締役相談役）

評議員

三栖 正二三
（日立製作所顧問）

理

事

服部 一郎
（セイコー電子工業社長）

評議員

水上 達三
（三井物産相談役）

理
理

事
事

原田 明
（松下電器産業副社長）
一柳 東一郎
（朝日新聞社社長）

評議員
評議員

茂木 友三郎
（キッコーマン常務取締役）
山室 勇臣
（ダイヤモンドリース会長）

理

事

宮崎八百一郎
（新日本製鐵常任顧問）

評議員

弓野 謙二郎
（小松製作所副社長）

監

事

島添 達夫
（貿易振興サ−ビス社長）

顧

問

（駐日米国大使）
マイケル J．マンスフィールド

監

事

三好 正也
（経済団体連合会専務理事）

顧
顧

問
問

ジェームス E．アレイタス
（TESOL専務理事）
グレゴリー R．アンリグ
（ETS理事長）

荒井 好民
（東急ホテルズ・インターナショナル社長）

顧

間

ロバートF．インガソル
（元駐日米国大使）

評議員

池田 紀久男
（日本工営社長）

顧

問

ジェームス A．リネン
（米日財団理事）

評議員

伊吹 文明
（衆議院議員）

評議員

長） 渡辺 弥栄司

評議員

大谷木 英夫
（大成建設顧問）

バブル経済に突入
85年9月、米ニューヨークのプラザホテルで先進5カ国蔵
相・中央銀行総裁会議が開かれ、
ドル高是正のための協調介入
を実施するという共同声明が発表された。いわゆる「プラザ合
意」である。これを機に急速に円高が進み、同年末には一気に1
ドル＝200円まで急騰、円高不況が到来した。日銀は86年1月
に公定歩合を5％から4.5％に引き下げたのを皮切りに、87年
2月の2.5％まで7回もの引き下げを実施。この超金融緩和政策
によって カネ余り 現象が起き、景気に火が付いてバブル経済
に突入した。企業や人々は財テクに走って地価や株価をつり上
げ、グルメや海外旅行に興じた。また、円高やバブル経済を背景
に、日本企業の海外直接投資と現地法人化が一気に進んだ。
なお、86年4月には「男女雇用機会均等法」が施行され、
女性も総合職として採用されるようになり、 キャリア・ウー
マン が台頭してきた。

鳥井 道夫
（サントリー副社長）

松阪 麻樹生
（ファイサーMSP副会長）

安田火災海上保険が約53
億円で落札し話題となった
ゴッホの「ひまわり」
写真提供：共同通信社
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TOEICテストのエポック

日本経済・社会の動き

1990
TOEICテスト受験者数が累計で100万人を超える

海外旅行者数が年間1,000万人を突破

90年5月に実施された第32回TOEIC公開テストは、記念
すべきものとなった。受験者数が2万1,866人と初めて2万
人を超えたのである。さらに、IPテストの受験者を加えると、
テスト開始以来の累計受験者数が100万人を突破。スター
ト以来10年という大きな節目に100万人の大台に乗せたわ
けである。この年の11月には「グローバル時代におけるコ
ミュニケーション〜世界共通語としての英語〜」をテーマに、
TOEIC10周年記念国際シンポジウムが開催され、評論家の
竹村健一氏が基調講演を行った。

海外旅行が自由化されたのは1964年のこと。この年の海
外旅行者数は12万8,000人だった。その後、海外旅行者数
は毎年順調に増加し、72年に100万人、86年に500万人
を超えた。そして、プラザ合意後の急激な円高とバブル経済
も手伝って、その4年後の90年に1,099万7,000人と
1,000万人の大台を突破したのである。さらに5年後の95
年に1,500万人を超え、2000年には1,781万9,000人を
記録。翌01年は米同時多発テロの影響で9％減、03年はイ
ラク戦争やSARSの影響で1,300万人台まで落ち込んだこ
とから、00年の数字がこれまでのピークとなっている。

日本人海外旅行者数の推移
（千人）
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TOEIC10周年記念国際シンポジウム

資料：法務省資料に基づき国土交通省作成資料による

1995
長野オリンピックのボランティアに
TOEICテストが採用される

円相場が1ドル＝79円75銭の史上最高値を
記録

91年6月のIOC総会で、98年の第18回オリンピック冬季競
技大会の開催地が長野に決定した。長野オリンピック開催に向
け、大会組織委員会事務局は94年5〜9月にかけてボランティ
ア参加者を広く一般公募。英語をはじめフランス語、ドイツ語、
ロシア語、中国語などの言語技能を備えたボランティアの組織
づくりを図った。英語については
95年にTOEICテストを活用してボ
ランティア登録者の英語能力を測
定。登録者の技能により、
「通訳レ
ベル」と「一般語学レベル」の2レ
ベルを設定し、通訳レベルのスコア
の目安を730点以上、一般語学レ
ベルの目安を470点以上とした。

85年のプラザ合意後の円高基調は88年末まで続き、1ド
ル＝120円台へと上昇した。89年から90年初頭にかけて
は円安の推移となり、一時1ドル＝160円近くまで下落。そ
の後は長期的に円高傾向となる。株価が暴落した90年、実
質的にバブル経済が崩壊し、内需が大きく冷え込んだ。その
一方、輸出は依然として堅調に推移し、貿易黒字が続いた。
このため円高が進行し、94年に初めて1ドル＝100円を切っ
た。そして95年4月19日、東京外国為替市場で1ドル＝79
円75銭という史上最高値を記録したのである。
なお、95年1月に WTO（世界貿易機関）が創設された。
WTOはGATT（関税貿易一般協定）を発展的に解消して新
たに設けられたもので、協定であったGATTに対し、正式な
国際機関であるWTOはより強い統制力を持ち、自由貿易の
促進を目的とした。

ボランティアのテスト会場風景

2000
TOEICテスト受験者数が年間100万人を突破
2000年という節目は、TOEICテストにとってもエポック
メーキングとなる年だった。2000年度のTOEICテスト受験
者数が109万2,000人と初めて単年で100万人の大台を突
破したのである。しかも、この数字は前年度の受験者数
（87万人）を実に25.5％も上回るという大幅な増加だった
ことが特筆される。その要因として、国際化の進展という時
代背景とともに、受験機会の増大が図られてきたことが挙げ
られる。年間受験回数は90年度の3回から00年度には7回
（一部の会場）へと増加、受験地も20エリアから56エリア
へ増えた。加えて、企業におけるTOEICスコアの昇進・昇格
の要件化や大学での単位認定など、新たな活用方法が広がっ
てきたことも、年間100万人突破の一因として指摘できる。
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大阪証券取引所にナスダック・ジャパンが
開設される
00年5月、新興企業向けの新たな証券市場「ナスダッ
ク・ジャパン」が大阪証券取引所内に開設された。同市場は
米NASDAQとソフトバンクの折半出資会社によって運営さ
れ、情報・通信業を中心とした成長企業が新規上場した。02
年にNASDAQが撤退したことから大阪証券取引所が運営する
ことになり、市場名を公募して同年12月からニッポン・ニュー・
マーケット「ヘラクレス」という新名称となった。04年には
大阪証券取引所も自ら上場。ジャスダック、東京証券取引所
の東証マザーズとともに、新興企業の株式公開への道を拓い
た。現在のヘラクレスの上場企業数は約170社を数える。

TOEICテストのエポック

日本経済・社会の動き

2001
TOEIC Bridge® がスタート

インターネット博覧会が行われる

01年11月、TOEIC Bridgeの第1回公開テストが札幌、仙
台、埼玉、千葉、東京、神奈川、名古屋、京都、大阪、神戸、
広島、福岡の全国12都市の会場で実施された。TOEIC
Bridgeは、TOEICテストの幅広い浸透により、TOEICよりも
「易しくて」
「日常的で身近な」
「時間の短い」初級学習者向け
のテストへのニーズが高まったことを受けて開発された。ス
コア表示による評価方法、信頼性の高いモノサシ機能など、
TOEICの特長を備えつつ、初・中級レベルの英語能力測定に
照準を合わせて設計された。第1回公開テストの受験者数は
195人だった。2008年度には約17万人が受験している。

01年にはさまざまなミレニアム記念行事が行われたが、
日本政府は当時の経済企画庁長官・堺屋太一氏の発案によ
り、「インターネット博覧会〜楽網楽座」（英語名：Internet
Fair 2001 Japan）をミレニアム記念行事の一環として開
催した（00年12月31日〜01年12月31日）。民間支援団
体としてインターネット文化振興協会が設立され、理事長に
当時のトヨタ自動車会長・奥田碩氏が就任。政府のメインゲ
ートは日本語のほか英語、中国語、韓国語のコンテンツが用
意された。インターネットやITへの関心が薄かった層の興味
を喚起し、ブロードバンド技術の進化やADSLの普及につな
がるきっかけになったと評価されている。

2006
新TOEICテストがスタート

海外在留邦人が戦後初めて100万人を突破

06年5月実施の第122回公開テストから、TOEICテストが
リニューアルされた。スタート以来四半世紀が経過し、求め
られるコミュニケーション英語能力も変化してきたことから、
時代や市場の環境・ニーズに合わせて再設計されたわけであ
る。 More Authentic（より実際的な） というコンセプトの
下、実際のコミュニケーションで必要とされる英語能力を評
価するため、より現実に即した状況をテスト上で再現するこ
とにリニューアルのポイントが置かれた。具体的には、問題
の長文化、発音のバラエティの増加（アメリカ、イギリス、
カナダ、オーストラリア[ニュージーランドを含む]の発音を採
用）
、誤文訂正問題の削除などが挙げられる。

経済のグローバル化を反映し、海外に在留している日本人の
数が戦後初めて100万人を突破したことが、06年5月に公表さ
れた外務省の「平成17年度海外在留邦人調査」
により明らかと
なった。同調査によると、05年10月1日現在の海外在留邦人
数は101万2,547人で、前年に比べて5.3％の増加となった。
在 留 邦 人 数を国 別に見ると、最も多いのがアメリカ（3 5 万
1,668人）で、以下、中国（11万4,899人）
、ブラジル（6万
5,942人）
、イギリス
（5万4,982人）
と続く。また、都市別の上
位はニューヨーク
（5万9,285人）
、ロサンゼルス
（5万503人）
、
上海
（4万264人）
、バンコク
（2万6,991人）
の順となっている。

海外在留邦人数の推移
（人）
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資料：外務省

2007
TOEIC® スピーキングテスト/ライティングテストがスタート
グローバル化の進展に伴い、スピーキングとライティング
という能動的な能力を直接測定する必要性が高まってきたこ
とを背景に、TOEICスピーキングテスト/ライティングテス
ト（以下、SWテスト）が開発され、07年1月から公開テス
トが開始された。TOEIC SWテストは、英語でコミュニケー
ションを図るために必要な「話す」「書く」能力を測定する
テストで、インターネットを介し、パソコンを使用して行わ
れる。第1回公開テストは東京、名古屋、大阪をはじめ全国
21会場で実施され、370人の受験者を数えた。また、同年
12月から「TOEIC SW
公開テスト団体一括受
験 申 込 」サ ービ ス が 開
始された。2008年に
は19カ国で実施されて
いる。
TOEICスピーキングテスト/
ライティングテストの受験風景

東京ミッドタウンがオープン
東京・赤坂の旧防衛庁跡地の再開発により、オフィス、ホ
テル、商業・文化施設、住宅、病院などの複合施設「東京ミッド
タウン」が07年3月にオープンした。シンボルのミッドタウ
ン・タワーは都内で最も高いビルで、国内4番目の高さを誇る。
外資系ホテルの参入が続く中、その最上層には外資系ホテル
「ザ・リッツ・カールトン東京」が位置している。サントリー
美術館や三宅一生デザイン文化
財団が運営するデザイン施設、
アメリカの医療グループと提携
したクリニックなども話題を集
め、六本木ヒルズや国立新美術
館など、近隣の施設と合わせて、
国際性豊かな商業・文化エリア
として人気を博している。

都内一の高さを誇るミッドタウン・タワー
写真提供：東京ミッドタウンマネジメント
（株）
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特集・TOEIC 30年の軌跡

企業や社会が必要とする
実需に対応した英語教育の
体系化が急務です
株式会社アイ・シー・シー代表取締役

千田 潤一
長年、日本の企業における英語研修を支援して
きた千田潤一氏。その変遷を振り返っていただくと
ともに、TOEICテストが果たしてきた役割と今後に
ついて伺いました。

企業における英語研修の歴史
プラザ合意の前後から
「グローバル化の時代」に
----------------------------------------------------------------------------------

10

す。この２つの出来事は、それまでの英語学習を
がらっと変えるきっかけとなりました。
ウォークマンによって移動中でも学習できるよ
うになり、TOEICテストによってコミュニケーション
英語力が客観的に評価できるようになったからで
す。その意味で、私は79 年を現代的な意味での

これまでの企業における英語研修の歴史をざっと
見ていきましょう。日本企業の国際化・海外進出
は、1970年くらいから盛んになってきました。当

英語自己学習元年 と位置づけています。
80年代に入ると、海外進出のスピードに海外要
員の育成が追いつかない状況となり、即戦力とな

時の主役は商社。国際化の先兵として、商社の社
員が世界へ飛び出していきました。その頃はほと

る英語力を養う研修が求められるようになります。
好景気にも後押しされ、会社が費用をほぼ全額負

んど英語研修の体系ができておらず、いわば無手
勝流。読み・書き中心の「独学時代」でした。海
外から送られてくるテレックスや英文レターを和訳
したり、日本から海外へ送るレターを英訳するな
ど「訳読・訳書」が中心でした。

担する「会社丸抱え研修時代」となり、会社に講
師を招いて行う社内英会話研修が一般化しました。
一部の社員だけでなく、全社的に英語力を高めて
いこうという「ボトムアップ時代」でもあり、そう
した動きが全業種に広がっていきました。

75年頃になると、海外赴任する社員を研修機関
へ派遣して集中的にトレーニングする「委託研修

85年のプラザ合意の前後からは、企業を取り巻
く環境が劇的に変化しました。経済活動が国と国

時代」となります。
「独学時代」は研修に要する費
用が原則自己負担でしたが、
「委託研修時代」にな

の関係を越えて、地球が一つの経済体（One Global Market）となり、
「国際化の時代」から「グロー

ると費用の多くを会社が負担するようになり、研
修内容も英会話中心へと変わってきました。

バル化の時代」へと大きく変わってきました。
こうした背景の下、会話力だけでなくいろいろ

この75年から80年に至る間に、画期的な出来事
が２つありました。１つはソニーから『ウォークマ
ン』が発売された（79年７月）こと、もう１つは
TOEICテストがスタートした（79年12月）ことで

な国の英語を即座に聞き取るリスニングの力（速
聴力）が、より重視されるようになってきました。
英語だけでなく、異なる国の文化も学ぼうという
「異文化研修」が盛んになったのもこの頃です。
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企業における英語研修の変遷（イメージ図）
年

研修の流れ

1970

独学時代（海外要員対象）

研修のニーズ

TOEIC関連の主な出来事

社会の動き・主な出来事
■国際化（海外進出）
●円変動相場制へ移行（73年）

訳読・訳書

※費用は原則自己負担

1975

委託研修時代（海外赴任前研修）

英会話研修

※費用の会社負担化

1980

1990

●ソニーがウォークマン発売（79年）

●TOEIC IPテスト開始（81年）

■ヘッドホン族
●アルクがヒアリングマラソンを開始（82年）

会社丸抱え研修時代（ボトムアップ）
※費用はほぼ全額会社負担

会社の発意

1985

●TOEICテストスタート（79年）

↓
(自己啓発)
↓

速聴

↓
異文化研修

自らの発意

■グローバル化
●プラザ合意（85年）
■バブル景気
●ベルリンの壁崩壊（89年）

●TOEIC10周年（89年）
●TOEICテストが大学や高校に広がり始める

■ボーダーレス時代へ
●バブル経済崩壊（90年）
●TOEICスコアが就職時の採用基準として使われ ●EU（欧州連合）発足（93年）
るようになる

費用折半型研修時代（ボトムカット）
1995

※自己学習・セルフトレーニング

速読・速書

●文部省TOEICを単位認定（99年）
●TOEIC20周年（99年）

MIX型研修時代（自己学習+従来型研修）

●TOEICスコアの昇進・昇格要件化進む

2000

●TOEIC Bridge開始（01年）

研修の体系化時代（スコア別・スキル別研修）
2005

■IT革命
●Windows 95発売（95年）
■インターネットが普及
■e-learningの教材が出てくる
■企業で英語公用語化の動き
●「『英語が使える日本人』の育成のための行動計画」開始（03年）

コミュニケーションスキル
（プレゼンテーション･
交渉･会議･ディベート･
logical thinkingなど）

●TOEIC SWテスト開始（07年）

●センター試験にリスニング導入（06年）

●TOEIC30周年（09年）

●米リーマン・ブラザーズ経営破綻（08年）

「ボトムアップ」から「ボトムカット」へ
---------------------------------------------------------------------------------90年代に入りバブル経済が崩壊すると、
「会社丸
抱え研修」にも変化が出てきます。当初は会社の
発意で行われていた英語研修が、自らの発意と自
己責任によってなされるべきだという考えが増え
てきました。自己啓発の本来の姿に戻ろうという
考えです。通勤時間など自分の時間を利用して英
語力をつけてほしいという声も高まってきました。
社内研修から 車内研修 へ、通信教育から 通
勤教育 へというわけです。また、この頃になると
会社は研修結果・研修成果を厳しく求めるように

英文レターからe-mailへと変わり、世界中から送ら
れてくるメールをぱっと読み、ぱっと返事を書いて
送るという「速読・速書」の力が最重要のスキル
として求められるようになってきました。
かつては送られてきた英文を和訳し、日本語は
英訳して（書いて）送るという形でしたが、e-mail
では日本語を介することなく、即座に英文を読み、
即座に英文で返事を書くというように、スピードが
重視される時代になってきたのです。

やる気を喚起させる ハートウエア が重要
----------------------------------------------------------------------------------

なってきました。
こうした流れを経て、95年頃から「費用折半型
研修時代」へと移行してきます。ある一定のレベ
ル、例えばTOEICスコアが400点あるいは450点に
達するまで会社は援助せず、自分の責任で学習し

21世紀を迎えると、従来型の英会話研修と自己
学習をミックスさせた「MIX型研修時代」に変わっ
てきます。週１回２時間の研修を半年間受けると、
受講時間は約50時間となりますが、それでは十分
な成果が上がらず、200〜300時間くらい学習しな

てくださいというわけです。つまり、自己学習を原
則とし、会社は結果を出した人に限って費用的に

いと大きく伸びないということがデータでも明らか
となってきました。そうした足りない部分は自分

も支援していくというやり方です。
その意味では、
「ボトムアップ」から「ボトムカッ

でカバーせざるをえないことから、従来型研修プラ
ス自己学習のミックス型になってきたわけです。

ト」の時代に入ったと言ってもよいでしょう。バブ

2000年前後には、英語を社内の公用語とする企
業が出てきたことも大きな変化として見逃せませ

ル崩壊後の 失われた15年 という不況の中で研
修予算が大幅に削減されてきたこともその背景と
して挙げられます。
95年は、
『Windows 95』が発売されIT化が本格

ん。また、TOEICスコアを採用に活用したり、昇
進・昇格の要件とする企業も増えてきました。
これまでの英語研修は、英米の英語をベースと

化した年でもあります。通信手段がファックスや

してきましたが、いろいろな国の人がそれぞれのな
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まりでMy Englishを話す World Englishes の
時代となってきましたので、近年の英語研修では、
いろいろな英語を違和感なく受け入れるようになっ

タの蓄積によって目標達成までの必要研修時間の
目安ができてきました。例えば、現在TOEICスコ
ア470点の人が会社が求める730点に到達するには、

てきました。それと同時に、ビジネスに必要なコミュ
ニケーションスキルも求められるようになってきま
した。単に英会話ができればよい、TOEICスコア

約1,000時間必要、といった具合にです。
第４は、
「研修や学習効果の見える化」です。結
果がTOEICスコアで示されるので、その成功度を

が高ければよいという風潮から、英語で会議や交
渉、プレゼンテーション、ディベートなどができると

数値化して判断できるようになりました。
第５は、
「適切な素材・方法の見える化」です。

いったように、実際のビジネスをより意識した研
修に変わり、より体系化してきます。
以上、企業の英語研修の歴史を概観してきまし
たが、研修にはハードウエア（教材・機材）とソ
フトウエア（学習法）が必要なことは言うまでも

研修や学習の成果を客観的な数字で測れることで、
どんな素材や方法が効果的かも見えてきました。

ありません。しかし、私は最も重要なのは、 ハー
トウエア だと思っています。やる気を喚起させる
ためのノウハウとシステムです。英語を学習する人
の多くは、自分がどのレベルにいて、何を使って、
どう学習していいか分からず悩んでいます。真っ

今後TOEICテストが果たしうる役割については、
以下の５つを挙げることができるでしょう。
１つ目は「目的に応じた目標設定ツール」とし
ての役割です。これには、スコアは高ければ高いほ

暗闇のトンネルの中で、出口の方向と出口までの
距離が分からず、ぼう然としているのです。
そういう人たちに、どの方向に、あと何歩行け
ば出口の光が見えてくるのかをガイダンスしてあ

どよいといった風潮への警告も含まれます。
２つ目は「レベル別カウンセリングツール」とし
ての役割。TOEICスコアに応じた研修システム作
りや学習アドバイスができるという点で、これから

げることが大切です。英語学習の 見える化 で
す。それがモチベーションを上げるノウハウ（ハー

ますますその役割が注目されてくるでしょう。
３つ目は「モチベーションを上げるツール」とし

トウエア）になるのです。
私は、TOEICテストを上手に活用すれば暗闇の
中で迷える英語学習者の足元を照らすトーチの役
割を果たしうると思っています。

ての役割です。TOEICテストを受験すると パニッ
ク に陥り、スコアに ショック を受けて ギブアップ して
しまう人が少なくありません。TOEIC Bridgeを
受験すべきレベルの人がTOEICテストを受けても、
難しすぎてモチベーションを下げることもあります。

TOEICテストの役割
TOEICテストが果たしてきた
5つの 見える化
---------------------------------------------------------------------------------これまでにTOEICテストが果たしてきた役割と
して、５つの 見える化 が挙げられます。
第１は、
「正確な現在地の見える化」です。英語
力が正確に測れることで、採用や昇進等の客観的
基準として、幅広く使われるようになりました。
第２は、
「現実的な目標の見える化」です。幅広
く使われるようになって、半年後、1年後の達成可
能な到達目標が見えるようになってきました。
第３は、
「必要研修時間の見える化」です。デー

12

TOEICテスト開発の原点が見直される
----------------------------------------------------------------------------------
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学ぶ人の目的とレベルに合わせてテストを活用す
ることが大切です。また、学習者の悩みに合わせ
た励ましの仕組み（ハートウエア）作りも大切で
す。TOEICプログラムは、その中核的なツールに
なりうるでしょう。
４つ目は「学習者に希望を持たせるツール」と
しての役割です。英語の習得には時間がかかり、
長い道のりを要します。TOEICテストは、その
一里塚 たらんとして開発されたものであり、ス
コアの高さを競うためのものではないと私は理解
しています。くじけそうになる人に指針を示し、元
気づけるという開発の原点ともいうべき役割は、
今後大きく見直されていくでしょう。
５つ目は「日本の英語教育改善ツール」として
の役割で、最も期待されている役割でもあります。

もともとTOEICテストは、英語によるコミュニケー
ション能力の測定を使命として開発されました。
いわば、実社会のニーズ＝実需に対応した英語力

研修の前後１回ずつだけでなく、その間にもう１
回 中間モチベーター としてTOEICテストを実
施することをお勧めします。中間地点でスコアが

の測定ツールとして作られたわけです。したがって、
まず企業で活用され、次に大学に浸透し、その動
きがTOEIC Bridgeと相まって高校へも広がって

上がれば、さらにやる気が出てきますし、下がって
も最後には上げるぞという気にもなるでしょう。つ
まり、研修の途中でモチベーションが下がりそう

いったという流れの中で、日本の英語教育に大き
なインパクトをもたらしています。

なときにTOEICテストで歯止めをかけるわけです。
第３は「自己学習支援システムの構築」
。自己学

もとより、英語教育の出口は大学ではありませ
んし、そこがゴールであるかのような教育体系であっ
てはなりません。あくまでも出口は実社会であり、
出口のニーズ＝実需に合った英語教育を体系化し
ていかなければならないと思います。

習支援システムの必要性が言われるようになって
久しいですが、まだきちんとしたモデルができてお
らず、各社ばらばらの状態です。主役である学習
者が、自らの発意と自己責任で学ぶというムードと
システムを作ることが急務と言えるでしょう。その際、

TOEICテストは、これからもTOEIC Bridgeや
TOEICスピーキングテスト/ライティングテスト
（以下、TOEIC SWテスト）とともに、実需に対
応した英語教育の体系化に大きな役割を担ってい
くでしょう。

英語力向上に必要なこと
自己学習支援システムの構築を急ぐべき
----------------------------------------------------------------------------------

テストはTOEICテストだけでなく、レベルに応じ、
TOEIC BridgeやTOEIC SWテストを上手に使い
分けて活用することをお勧めします。
第４は「コミュニケーション能力の育成」
。英語
力以前に日本語によるコミュニケーション能力を
きちんとつけることが先決です。英語ができても、
コミュニケーション能力が伴わないという例も散見
されます。
「TOEICスコア990点、友達ゼロ、友達
は英語だけ」
。こうなっては本末転倒です。
私はコミュニケーション能力とは「友達を作る力」
だと思っています。友達を作るには、まず相手に

最後に、社員の英語力を向上させる上で重要と
思われる点に言及させていただきたいと思います。
第１は「幻想除去」
。私が一番多く受ける質問の
１つは「時間をかけずに英語をものにできる方法
はありませんか？」ですが、絶対にありません。英

気軽に声をかけなければなりません。声をかける力
は音読によって養うことができます。音読力はコミュ
ニケーション能力の原点でもあり、英語力の基本で
もあります。その点で、私はTOEIC SWテストの
最初に音読のテストが出題されていることを高く

語力をつけるには時間がかかる、ということを何
度も何度も強調していただきたいと思います。
第２は「神話排除」
。英語研修の前後にTOEIC
テストを行い、平均点が上がった、下がったと一
喜一憂している方が少なくありません。でも、平

評価しています。
最後は「研修担当者が鍵」という点です。研修
担当者が、どれだけ 英語学習成功事例の在庫
を持つかが、社員の英語力向上の決め手となるで
しょう。とりわけ担当者ご自身が、かつて英語難

均点の比較だけでは研修成果を正確に評価するこ
とはできません。平均点神話を排除し、50点以上
伸びた人が何％、100点以上伸びた人が何％という
ように、 歩留まり も参考にすべきです。また、

民であり、自分が作り上げた研修システムによって
変身したという事例であれば、最も説得力があり
ます。それはまた、社員の皆さんを英語学習に向
かわせる最強の動機づけになると確信しています。

千田潤一（ちだ・じゅんいち）
1948年岩手県生まれ。71年福島大学経済学部卒業後、株式会社タイム・ライフ教育システム、AIU保険会社、株式会社国際コミュニケー
ションズを経て、90年に英語教育コンサルティングを業務とする株式会社アイ・シー・シーを設立し代表取締役に就任。英語トレーニン
グ法指導の第一人者として、企業から大学・高校・中学まで幅広く講演活動を行っている。2003年度からは、文部科学省の構想を受け
た都道府県教育委員会による英語教育研修の講師も務めた。50万部突破のベストセラー『英会話・ぜったい・音読』シリーズ（講談社イン
ターナショナル）など著書多数。
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特集・TOEIC 30年の軌跡

学校での英語教育は
国際紛争の抑止力につながり
世界平和をもたらします
京都外国語大学教授・小学校英語教育学会会長

齋藤 榮二
日本の学校における英語教育は、学習指導要領
の改訂とともに変遷してきました。その中で、現
在重要な出来事としてどのようなことが挙げら
れ、どのような課題を抱えているのでしょうか。
今後の英語教育が果たすべき役割と併せ、齋藤
榮二先生に伺いました。

現在における英語教育を含めた教育上重要な出
来事として、私は３つのことを挙げたいと思います。

校学習指導要領でも、英単語数が1,300語から1,800
語へと増えることになりました。
２つ目の出来事は、2011年度から小学校５・６
年生を対象に英語の授業が必修化されることです。
文部科学省は、外部からALTや地域の英語堪能者
などの協力を受けながらも、授業は担任が主導す

まず第１は、
「学力の低下」を受けて学習指導要
領が学力向上路線に転換したことです。日本はか
つて、よい高校・大学を出て官僚あるいは大企業

るのが望ましいとしています。ところが、これまで
小学校の先生は英語の授業を経験していません。
そのため、５・６年生の担任にはなりたくないと

に入れば生活が保証されて一生、大丈夫という時
代背景の下に、小・中学生の学力が世界トップレ

いう先生も少なくないようです。中学・高校の英
語教員には研修が行われますが、その対象となる

ベルに位置していました。その後バブル経済が崩
壊し、そうした保証が得られない時代になった頃
から学力が低下しはじめました。経済協力開発機
構（OECD）などの国際学力調査で、日本の小・
中学生の学力が世界トップから脱落してどんどん

のは５万人もいません。しかし、小学校の英語の
授業が担任主導となると、おそらく40万人くらい
の先生を研修の対象としなければならないでしょ
う。小学校での英語教育には、研修においてもそ
のスケールが違うという大きな問題があることも

下がったことは大きなショックを与えました。
今回、小学校、中学校、高等学校の学習指導要

見逃せません。
３つ目は、学校の役割の変化に対応して、学校

領が次々と公示されましたが、小・中学校学習指
導要領では、学力低下の指摘に対して「基礎・基

のシステムを変えようとする動きが出てきているこ
とです。その端的な表れが、小・中・高あるいは

本の習得」が強調され、「総合的な学習の時間」
（総合学習）や中学の選択授業が削減され、国語、

小・中・高・大、さらに大学院までの一貫校化で
すが、ここ１、２年は小・中学校の連携が盛んに

算数・数学、英語など主要教科の授業時間が増え
ることになりました。中学の英語では授業が週１
時間増えて週４時間となり、学ぶ単語数も900語か
ら1,200語へ増加。2009年３月に公示された高等学

行われるようになってきました。私たちの国は、
1945年の終戦以来、小・中・高を通して基本的に
は６・３・３制でやってきました。それから60年
以上が経過しています。この間、世の中は激しく

学校での英語教育における
3つの重要な出来事
----------------------------------------------------------------------------------
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変化してきています。教育も例外ではありません。
従来の６・３・３制がやや制度疲労を起こしてい
ると私は見ています。

ようになるという過信がありました。しかし何でも
表現できるようにはなりませんでした。何よりもこ
れは、実際の場で使われる可能性のほとんどない

いずれにしても、教育制度は絶えず改善してい
かなければなりませんが、国家100年の計となる教
育には、改善だけではなく、まさに チェンジ

練習です。人の前にペンを差し出して This is a
pen！ とやったらどういう反応が返ってきます
か。
「そんなの見れば分かるよ」となりかねません。

が必要だと言えるでしょう。

本人を前にして Are you a girl？ もはなはだ失
礼な質問です。女の子に向かって「あなたは女の

学習指導要領では、英語の授業では基礎学力を
つけるとともに、自分の考えを述べることができる

子ですか？」と聞けるでしょうか。また、 Do you
like English？ と質問して本人の意志に関係なく
Yes I do. と答えさせたりしました。ある生徒が
先生のこの問いかけに対して返事をしないので先
生が「どうしたんだ」と聞いたら、その生徒は小さ

よう指導することが求められています。ところが、
実際にはまず基礎学力を身につけてからと段階的
に考えるため、なかなか自分の考えをきちんと言
える生徒を育てるまでには至っていないのが実情
です。基礎学力をまずつける。基礎学力ができた

な声で「私、英語好きではありません」と言いまし
た。そうしたらその先生は「分かった。嫌いだとい
う答え方は来週やるから今はとにかく Yes I do.
と答えておけ」と命じたそうです。先生の頭の中
では生徒の本当の声より Yes I do. の文型の方

上で自分の考えを述べられる生徒にする。私はこ
れを 順序段階説 と呼んでいますが、この考え
方を見直すときにきています。私は今までにずい
ぶん多くの「基礎学力が重要」と述べられる先生

が大切だったのでしょう。本来、言葉は喜びや悲
しみといった自分の気持ちを伝えるためのもので、
思ったことを表現してこそ身につくのです。これか
らの英語教育、とりわけ小学校での必修化がスター

方に会ってきました。そういうときに私ののどまで出
かかっている言葉は、
「それでは先生、その基礎学

トするときは、こういった文型重視に偏った 負
の遺産 を持ち込んではなりません。

文型重視の 負の遺産 を持ち込むべからず
----------------------------------------------------------------------------------

力をつける指導はいつ終わって、そしていつから自
己表現力を伸ばす指導に入るんですか」というも
のです。何年か経ってそういう先生の授業を拝見
する機会があると、相変わらず基礎学力路線です。
基礎学力が完成する時期などというものは永久に

コミュニケーションは
「手段」であって「目的」にあらず
----------------------------------------------------------------------------------

やってきません。自分の考えを述べる生徒をつく
ろうという方向に注がれる力が極めて少ない。生
徒だって指導されないことはできません。
したがって、
基礎学力をつけることと自分の考えを述べることを
同時に行う 同時併行型 の指導が求められます。

さて、英語教育の世界ではここ10年ほど、コミュ
ニケーション能力の充実が強調されてきました。

これは決して難しいことではありません。例えば
「apple」という単語を習ったら、 Do you like
apples？ と生徒に質問すればよいのです。質問
された生徒は、
「Yes」か「No」かを考えます。そ
うしたことが、自分の考えを述べる第一歩となります。

しかし、いま一度「何のためにコミュニケーション能
力を育てるのか」が問われなければなりません。
「コミュニケーションを越えた先にあるものは何か」
を問うことによって、英語教育のあり方をより明
瞭にする必要があるのではないでしょうか。コミュニ

文型を重視した指導を行ってきたことにも問題
があります。私たちはかつて次のような指導をした
ことがありました。 This is a pen. と教え、
「pen」を「desk」や「chair」に置き換えてパター
ンプラクティスを続けていけば何でも表現できる

ケーション能力、それ自体が目的化してしまってい
ますが、本来、それを越えた先にあるものの実現
のための「手段」であるということに気付くべきで
す。コミュニケーションは「手段」であって「目的」

そしていつの間にか、コミュニケーションが英語教
育の目的と考えられるようになってしまいました。
コミュニケーションの目的化です。

ではないのです。残念ながら、英語教育の世界で
TOEIC Newsletter No.105 June 2009
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そのことに気付いている層は極めて薄いと言わざ
るをえません。
アメリカ発のサブプライムローンの破綻に端を

につく自分に、どうしてこんな温かい言葉をかけ
られるのだろう」と述べていました。彼はタイで人
の温かさを感じ、しっかりと学んできたわけです。

発した金融工学の崩壊は、ほとんど同時に日本に
も100年に一度と言われる経済不況をもたらし、ヨー
ロッパも巻き込んで全世界的な問題となっていま

このような交流の中で、仲立ちの役割を果たし
たのが「あいさつの英語」の領域であり、国と国と
の関係はこういう土台の上に成り立っていること

す。こうした経済分野に限らず、政治や環境、エ
ネルギーなどさまざまな分野において、今や国境

は言うまでもありません。そして、こういった体験
的レベル、草の根レベルでの交流こそが、国と国

を越えた相互依存関係は網の目のように張りめぐ
らされており、お互いに協力しないと人類の存在
を危うくしかねない時代になっています。そして、
協力し合うには言葉が必要であり、その世界共通
語となっているのが英語にほかなりません。

との結びつきをバックアップする時代になってきて
います。トップレベルにおける会議だけが、国と国
とを結びつけるものではないということです。仮に、
タイと日本の関係が国として政治的に険悪になっ
たとしても、国民同士につながりがあれば相手国

ですから、政治や経済、外交、ビジネスなどあ
らゆる分野において交渉のテーブルに着き、英語
で交渉できる人材を育成していかなければなりま
せん。

にミサイルを打ち込むような発想は出てこないで
しょう。89年にベルリンの壁が崩壊し、人々が自
由に往来する中では東と西が戦争をするなど誰も
考えません。そういった意味で、
「あいさつの英語」
は国際紛争の抑止力になり、世界平和に通じると

「あいさつの英語」による
草の根レベルの交流が大きな意味を持つ
---------------------------------------------------------------------------------このように、国際交渉能力を発揮できる英語力
を、私は「会議の英語」と呼んでいます。これに対
し、カタコトの英語で異文化の背景を持つ人とコ
ミュニケーションを取るレベルの英語力を「あいさ
つの英語」と呼んでいます。文字どおり、 Good
morning！ と言える英語力です。
この「あいさつの英語」による小さな親善の輪
が広がっていることは、疑いの余地がありません。

けです。

小学校から大学までの
学校教育で身につけるべき英語力
---------------------------------------------------------------------------------最後に、
「あいさつの英語」と「会議の英語」の

ユタヤにある地域総合大学の附属中学校と姉妹校
提携を結び、生徒の相互交流をスタートさせまし

２つの領域を前提として、小学校から大学までの
各フェーズにおいて身につけるべき英語力につい
ての私見を述べておきましょう。
小学校での英語教育は、
「あいさつの英語」の領
域となります。英語を好きにさせ、異文化の背景

た。共通の言語は英語です。生徒たちはお互いに、
つたない英語で一生懸命コミュニケーションを取っ
ていました。
タイを訪れた生徒の１人のエピソードを紹介し
ましょう。彼はホームステイ２日目に体調を悪く

を持った人々に自然になじませることをねらいと
し、
「お礼が言える」
「お願いができる」
「あいさつ
ができる」といった基本的な英語の表現と、
「自己
紹介ができる」
「助けを求める」
「買い物ができる」
など日常よく使われる表現を身につけさせること

し、ホストファーザーに連れられて病院へ行きまし
た。ホストファミリー全員に心配をかけたことを謝
ると、ホストファーザーから「私の息子なのだから
気にしなくていい」と言われ、泣きそうになったと
か。
「もうあと２、３日もすればタイから帰国の途

が到達目標となります。
中学校での英語教育も、
「あいさつの英語」の領
域となりますが、必修のほかに生徒の意志によっ
て英語を選択させる幅を広げることが肝要です。
選択英語に集まってくる生徒は少なくとも自分の

私は1994年から98年まで京都教育大学附属京都中
学校の校長を務めましたが、その当時、タイのア

16

言っても過言ではありません。
ここ京都外国語大学の建学の精神は、
「言語を通
して世界の平和を」というものですが、まさにこう
した英語教育が世界の平和につながると言えるわ
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意志で英語を選んだ生徒であり、英語教師が悩ま
されてきた「英語に関心もなく、やりたくもない生
徒に英語を強制する」という情況からかなり解放
されることになります。英語を学びたいという生徒

インとなりますが、
「あいさつの英語」の領域も含
まれます。学生の希望による選択性を大幅に取り
入れることに加え、国際交渉能力を備えた人材の
育成をねらいとして、日本の各ブロックに１つず

に囲まれて教えることができるのは、英語教師に

つSuper Language Learning Universityを指定

とって 理想の境地 と言えるのではないでしょう
か。ここでは将来の「会議の英語」に発展する基

するべきだと考えます。ここでの教授陣は外交、
ビジネスの分野における経験者を中心に構成。授

礎づくりができます。
高校では、
「あいさつの英語」の領域と「会議の

業はプレゼンテーション、ディスカッション、ディ
ベートの各スキルの養成を中心に据え、世界の政

英語」への準備教育となります。Super English
Language High School（SELHi）に指定された
高校で実践されたプレゼンテーション、ディスカッ
ション、ディベートを中心とした英語による授業
の成果を活かすべきでしょう。
大学での英語教育は、
「会議の英語」の領域がメ

治、外交史、歴史、著名スピーチ研究、交渉史など
とし、卒業ハードルを高くします。
以上が私の考え方です。小学校から大学まで、
各フェーズの英語教育にはそれぞれ大きな価値が
あります。次の世代のためにこうした準備をして
おくことが、今の世代の責任ではないでしょうか。

齋藤榮二（さいとう・えいじ）
1937年福島県生まれ。福島大学教育学部卒業。72年ハワイ大学大学院修士課程修了。小学校、中学校、高等学校教諭、福島県教育セ
ンター、桜の聖母短期大学教授、京都教育大学教授、関西大学大学院外国語教育学研究科長・教授を経て、現在、京都外国語大学教授、
京都教育大学名誉教授、関西大学英語教育連環センター特別顧問。小学校英語教育学会会長も務める。専門は英語教育実践学。
『基礎
学力をつける英語の授業』
『より良い英語授業を目指して―教師の疑問と悩みにこたえる』
『英語授業成功への実践』
『英語授業レベル
アップの基礎』など、英語の教授法や授業改善に関する著書多数。
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学校教育の変遷とTOEIC テストの活用
第1回TOEIC公開テストでの大学生受験者の割合は、 TOEICテストが大学の単位認定の要件として文部省
全体の1 3 ％でした。この割合が3 0 ％を超えたのが （現文部科学省）から正式に認められることになりま
1992年。新入社員にTOEICテストを実施する企業が
広がってきたことから、大学生のTOEICへの関心が高

した。これをきっかけに、大学でのIPテスト導入が一
段と加速し、2007年度には約500校もの大学が

まり、大学側もIPテストを導入するようになったことが

T O E I C テストを利用。多くの大学・短大などで入

背景として挙げられます。また、91年に「大学設置基
準」が改定され、コミュニケーション英語能力の養成に

試・単位認定に活用されています（20ページ参照）
。
一方、2003年3月に文部科学省から「
『英語が使

主眼を置いたカリキュラムや単位認定制度の改革など、
国際化への対応が活発化したことも、大学生受験者の増

える日本人』の育成のための行動計画」
（以下、
「行動
計画」
）が発表され、実際に使える英語を運用できる

加要因として指摘できます。

能力を養うため、学習の達成目標が設けられました。

その後 就職氷河期 が訪れますが、企業に対して
TOEICスコアをアピール材料にしようとする大学生の

こうした動きや、入試、プレイスメントなど、大学で
の活用の広がりを受け、高校でのTOEICテスト採用

受験が年々増加。IPテストを導入する大学（短大を含
む）も95年に約100校を超え、98年には200校超と

が活発化。さらに、
「行動計画」の一環として06年の
大学入試センター試験から外国語科目へのリスニング

なりました。これに伴い、大学生受験者数は96年に10

テストが導入されたこともあり、T O E I C テスト、

万人を突破し、98年には15万人台に乗せました。
99年3月には、
「TOEICのような社会的評価を受け

TOEIC Bridgeを導入する高校も増えてきました。
このように、ビジネス社会だけでなく、次世代を担

ている試験についても、単位認定を制度的に位置づけて
いくべきではないか」という大学審議会の提言を受け、

う高校生・大学生の教育現場においても、TOEICテ
ストは大きな役割を果たしています。
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TOEIC STORY & IIBC MESSAGE

TOEIC
誕生秘話

世界共通のテスト
というコンセプトがETSを動かす

TOEICテストを発案した北岡靖男氏が1977年に
アメリカの非営利テスト開発機関ETSを訪れたとき、

本の公的機関に働きかけ、後援を取り付けることに
成功します。

ETSは彼がTOEFL（Test of English as a Foreign Language） に 関 心 が あ る の だと 思 い 、
TOEFL担当ディレクターを紹介しました。しか
し、北岡氏が新しいテストの開発を依頼してきて

こうしたテストに対する先見性と情熱がETSを動
かし、ついに交渉が実ってTOEICテストが開発され
ることになりました。初代のTOEICディレクターとし
てテスト開発のリーダーシップを執ったウッドフォード

いることが分かり、全言語プログラムの担当ディレ

氏は、次のように述懐しています。
「このテストは、

クター、プロタース・ウッドフォード（Protase Woodford）氏が対応することになりました。
ウッドフォード氏は彼の話を聞き、胸を躍らせた
と言います。
「ビジネスの現場で必要とされるコミ
ュニケーション英語能力を測定する、世界共通のテ

たとえ受験者が少なく採算が合わないとしても、
開発する意義がある。絶対に挑戦すべきだ！と、同
僚に語ったのを覚えています」
と。
TOEICテストはTOEFLテストと性質が異なり、世
界基準となるテストを求めていたことから、日本やタ

スト」というコンセプトが、極めて興味深く刺激的

イ、ヨーロッパなどで英語を教えた経験のあるスタッフ

だったからです。
アカデミックな分野での英語能力テストである
TOEFLでは、彼のビジョンを満たすことはできな
いと判断したウッドフォード氏は、この依頼を全面

が開発に携わりました。こうして誕生し、世界で活用
されるようになったTOEICテストですが、ウッドフォード
氏は「当初、日本での受験者はせいぜい2,000人くら
いだろうと思っていました。正直、これほど普及する

的に支持。とはいえ、新しいテストを開発するに
は大きなコストを要するため、ETSでは慎重に議論
されました。また、非営利組織として一企業のた
めにテストを開発するのは望ましくないという意見
もあり、ETSの最初の結論は「開発しない」という

とは想像していませんでした」
と言います。
TOEICというネーミングについては、同じETSが
開発したことが分かるように北岡氏のアイデアで、
「TOEFL」の「TOE」を採って「TOEIC」とさ
れました。その意味で、北岡氏が実質的な 名付

ものでした。これを受け、北岡氏は数カ月かけて日

IIBC
メッセージ

さらなるグローバル・コミュニケーションの促進に寄与してまいります

TOEICテストは1979年12月に第1回公開テストが実
施されて以来、今年で30周年を迎えることとなりました。
この間の日本経済の国際化・グローバル化の進展とともに、
TOEICテストは広くビジネス社会に浸透し、新入社員の英
語力測定や海外部門要員の選定、昇進・昇格の要件として活
用されるなど、人事制度に組み込まれるようになりました。
また、学校教育においてもTOEICテストの活用が急速に進
んでおり、2007年度には821校で活用されています。
こうした動きを反映し、2008年度の受験者数は171万
人に達し、この30年間の累計受験者数は約2,000万人に
のぼっています。また、TOEICテストは海外にも広く普及
しており、現在、世界約90カ国で年間500万人もの受験
者を数えています。
TOEICテストは、コミュニケーションスキルとしての英
語能力を評価する世界共通の モノサシ として開発されま
した。スタートから30年を経た今日、TOEICテストがこ
れだけ社会に受け入れられたことは感謝にたえません。
「英
語によるグローバル・コミュニケーションの促進」という
開発当初から受け継がれてきた使命を、少なからず果たせ
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け親 ということができます。
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ているのではないかと自負するとともに、これからも世界
中の人達と理解を深め、心を通わせるコミュニケーション
スキルを磨くための一助として、TOEICテストがさらに活
用されていくことを願ってやみません。
とりわけ、ボーダーレス化がますます進んでいくと思わ
れるこれからの時代において、日本が海外諸国と厚い信頼
関係を築いていくためには、積極的に発信することが求め
られると言えます。そこでは、
「読む・聞く」という能力だ
けでなく、
「話す・書く」という英語力がますます問われて
くるのは言うまでもありません。そのために、2007年か
らスタートしたTOEICスピーキングテスト/ライティング
テストを大いに活用していただければ幸いです。
当協会では、ETSのリサーチや協会独自の調査のほか、
これまでに蓄積してきた受験者の膨大なデータを分析し、
それらの情報を皆様に提供してきました。加えて、今後は
TOEICスコアを活用した効果的な学習方法などについても
情報提供し、さらなるグローバル・コミュニケーションの促
進に寄与してまいります。
財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会

【Data File】
®

データに見るTOEIC テストの30年
TOEIC公開テスト受験者数・平均スコアの推移
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【Information】

From TOEIC®

「Y o u r C h a n c e M a k e r 」という3 0 周年スローガンには、これからもT O E I C ブランドは
Chance Maker として皆様のお役に立ち続けていきたいという願いが込められています。

入学試験・単位認定における
TOEIC テストの活用状況
®

入学試験（推薦入試、AO入試を含む）および単
位認定でのTOEICスコア所持者への優遇措置をま
とめた『TOEICテスト 入学試験・単位認定にお
ける活用状況−大学院・大学・短期大学・高等専
門学校−2008』が完成いたしました。2003年の同
調査の開始以降、入学試験・単位認定における

TOEICテストの活用は広がりを見せています。入
手をご希望の方はTOEIC運営委員会（TEL：035521-5901/FAX：03-5521-5915）
までお問い合わせく
ださい。本資料は、TOEICテスト公式ホームページ
（http://www.toeic.or.jp/toeic/）の「公式データ・
資料」にてご紹介しております。

入学試験活用校数

単位認定活用校数
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『TOEICテスト 入学試験・単位認定における活用状況』
（2003〜2008年発行）
より

TOEICをもっと活用する
ためのサポートサイト
TOEIC Squareは、英語コミュニケーション能力アップを目指す方の
ための、TOEIC運営委員会によるサポートサイトです。TOEICテスト
関連情報はもちろん、英語学習の悩みや疑問を解消する「TOEICス
コア別アドバイス」や「レベルアップ道場」など、さまざまなコンテン
ツをご提供しています。また、学生向けコーナー「Campus TOEIC」
では、就職活動や大学院への進学に役立てていただける情報も掲載さ
れております。ぜひご活用ください。

http://www.toeic.or.jp/square/
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