
ケンブリッジ英語検定4技能CBT
（Linguaskill リンガスキル） 

英語力の測定を
よりシンプルに 
正確な英語テスト、迅速な結果
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試験を提供しているのはケンブリッジ大学の一部門で
あるケンブリッジ大学英語検定機構（Cambridge 
Assessment English）です。高等教育機関向けに
世界で最も幅広く英語資格を提供しています。

世界トップクラスの大学、企業、政府官公庁など
20,000機関以上でケンブリッジ作問の英語検定が
認定されていることは、検定試験が非常に優れてい
る証です。また、徹底して英語能力を測るケンブリッ
ジの試験により、学習者は成功するために必要な語
学スキルを身に付けることができます。

リンガスキルは同大学の専門家による専属チームが開発
にあたっています。人工知能が導入されたリンガスキルは
正確で信頼できる試験です。

ケンブリッジ英語検定4技能CBT（Linguaskill リンガスキル、以下リンガスキル）は迅速で便利なオンライン
英語力テストです。個人受検、グループ受検のいずれにも対応し、企業や高校、大学などで受検者の英語レ
ベルを確認するのに役立ちます。テストではスピーキング、ライティング、リーディング、リスニングの4技能を測定し
ます。

英語力を素早く正確に測定、試験の運営・実施も簡単です。お客様の会社や学校で、ご都合のよい時間に
試験を実施できます。マルチレベル・テストで、どの英語レベルの方にも対応しています。

試験結果については、個人用とグループ用のレポートを48時間*以内にご提供します。テストの成績は、言語能
力を示す国際標準規格として知られるヨーロッパ言語共通参照枠（CEFR：Common European
Framework of Reference）に準拠しています。このほか、受検者の英語力についてより詳しく理解していただく
ために、「Cambridge English スケール」に則ったスコアも記載しています。

リンガスキルには高校生以上を対象とした一般英語能力テストのほか、ビジネスパーソン対象のビジネス英語能力テ
スト「Linguaskill ビジネス」の2種類があります。目的に合ったテストを選んでご活用いただくことができます。

コンピューター、インターネット接続、マイク、ヘッドフォンさえあれば試験を実施できます。

結果がすぐに分かる正確な英語力テスト

リンガスキルは英語テストのエキスパートが提供

*2019年7月の時点では英国2営業日以内。スピーキングがハイブリッド採点からAI採点へと移行すれば48時間以内。
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英語のテストをレベルアップ

リンガスキルが選ばれる理由

正確で信頼できる
試験結果の正確さと信頼性を確保する
ため、50カ国、40を超える言語の話者
でトライアルを行っています。

結果がすぐに分かる
成績報告書（個人別レポートと
グループ・レポート）が48時間*以内に
コンピューターで作成されます。リーディン
グ&リスニングテストの結果は瞬時に
分かります。

語学力を詳細に説明
成績報告書には英語の4技能それぞれ
について、Cambridge English スケール
のスコアが記載されています。これを活
用すれば、試験結果をケンブリッジ英
語検定（A2 Key～C2 Proficiencyの
レベル別試験）やIELTSと容易に比較
し、十分な情報に基づいた意思決定を
行うことができます。

簡単に実施できる
この試験はケンブリッジによってグローバルに
指定された日時・場所で実施されるもので
はありません。お客様の職場や学校、大学
で、条件を満たしている場合、いつでも試
験を実施できます。

リンガスキルは高等教育機関、企業、研修機関、大学進学・復学のための準備コース提供機関（pathway
provider） などで、以下の目的でお使いいただけます。

入学
入学時に学生の英語力を評価する

卒業
学生が卒業要件を満たしているか
チェックする

進捗
ある一定の期間で英語力が向上し
ているか測定する

採用
適正な英語力を持つ社員を採用する

*2019年7月の時点では英国2営業日以内。スピーキングがハイブリッド採点からAI採点へと移行すれば48時間以内。
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使いやすい
リンガスキルは運営実施が簡単。お客様の職場、
学校や大学で試験を実施できます。Cambridge 
Englishテストポータルを通じてオンラインでテストを発
注し、ご都合のよい時間に実施するだけです。

• 受検者の詳細なデータを一括してアップロード
できるため、事前準備の時間を節約できます。

• 試験の購入・利用の記録はリンガスキルの
レポーティング機能で管理できます。

万全なサポート体制
試験実施機関様からのお問い合わせについて、サポー
ト・マテリアルを幅広くご用意しています。また、ヘルプデ
スクでは、24時間年中無休で試験実施機関様からお
電話を受付けております。

試験実施時のニーズに対応
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リンガスキルには高校生以上を対象とした一般英語能力テストのほか、ビジネスパーソン対象のビジネス英語能力
テスト「Linguaskill ビジネス」の2種類があります。目的に合ったテストを選んでご活用いただくことができます。

Linguaskill 
リンガスキル（一般向け）

Linguaskill ビジネス
リンガスキル（ビジネスパースン向け）

試験の種類

それぞれの受検者に合わせた柔軟な試験

モジュール式試験
リンガスキルはリーディング&リスニング、ライティング、
スピーキングの３つの独立したテストで構成されています。
必要なパートのテストのみ選択して受検することができ
ます。

リーディング&リスニング・テストは、受検者の解答に
応じて出題内容が変化するコンピューター適応型テスト
です。解答によって次の問題のレベルが易しくなったり
難しくなったりします。

試験の構成

リーディング&リスニング
（2技能を合わせて試験）
60–85分 程度

ライティング
45分

スピーキング
15分 程度

詳しくはウェブサイトをご覧ください。 
 cambridgeenglish.org/jp/exams-and-tests/linguaskill/information-about-the-test/

テストの形式とタスクの種類 （日本語ページ）
cambridgeenglish.org/linguaskill/test-format（英語ページ）

Linguaskill | cambridgeenglish.org/linguaskill

日常生活で使われる英語の力を測るもので、大学
入学者の選考や、ビジネスだけに限らない幅広い職務で
の人材採用に適しています。（例：仕事を効率よく行う
にはしっかりした英語力が求められますが、専門的なビジ
ネス用語を必ずしも必要としない場合等）

このため、この試験は高校生から大人まで、さまざまな企
業・団体・学校・大学等の機関で幅広くご利用いただけ
ます。試験で扱われるトピックとしては、勉学、仕事、将
来についてのプランニング、旅行、テクノロジーなどがあげら
れます。

ビジネス・シーンや会社で使われる英語の力を測るもので、
企業や団体がビジネス英語に精通した人材を採用する
場合に適しています。

組織の規模を問わず、国際的に活動している団体や企
業に適しています。試験では製品やサービスの売買、職
務、出張、人事などのトピックが出題されます。

www.cambridgeenglish.org/linguaskill/test-format
www.cambridgeenglish.org/jp/exams-and-tests/linguaskill/information-about-the-test/
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試験結果と提示方法

正確かつ詳細
個人別レポート（Individual Report）ではそれぞれの受検者の英語力を詳細に把握し、グループ・レポート
（Group Report）では複数の受検者の成績を比較していただけます。試験結果は48時間*以内にコンピュー
ターで作成されます。リーディング&リスニングテストの結果は瞬時に分かります。
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個人別レポート（Individual Test Report）
受検者一人ひとりの結果を詳しく、明快で分かりやすい形で記載しています。

*2019年7月の時点では英国2営業日以内。スピーキングがハイブリッド採点からAI採点へと移行すれば48時間以内。
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CEFRレベルの解説
（descriptor）には、

そのレベルの受検者にできると期待
されることが説明されています。 

Cambridge English スケール
のスコアを見れば、スコアと対応

する CEFRレベルの中で、受検者の
英語力がどのあたりに位置するのか
詳しく知ることができます。

成績報告書には受検者の
CEFRレベル、Cambridge

Englishスケールのスコア、受検した
テストモジュールそれぞれの結果を記載
しています。
このため、受検者全員の長所と短所
を一目で把握し、十分な情報に基づ
いて判断することが可能です。また、
今後どの部分に向上の余地があるか
も分かります

Linguaskill General

リンガスキル(一般向け)の場合
テストの種別
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グループ・レポート（Group Report） 
個々の受検者の成績を比較したり、グループ全体を見て

傾向を把握することができます。
受検者全員の4技能の成績と全体平均が、
Cambridge EnglishスケールのスコアとCEFR
レベルで記載されているため、成績を容易に
比較することができます。

さらに詳しくはウェブサイトをご覧ください。  
cambridgeenglish.org/linguaskill/results

Linguaskill | cambridgeenglish.org/linguaskill
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www.cambridgeenglish.org/linguaskill/results


Cambridge Assessment English  
The Triangle Building 
Shaftesbury Road 
Cambridge 
CB2 8EA 
United Kingdom

cambridgeenglish.org

/cambridgeenglish

/cambridgeenglishtv

/cambridgeeng

/cambridgeenglish

ケンブリッジ大学の一部門であるケンブリッジ英語検定機構は、世
界の英語学習者の学習をサポートし、その英語力を世界に証明し
ています。
英語を学ぶということは単に試験を受ける、良い成績を収める
というだけはありません。自信を持ってコミュニケーションすること、
生涯にわたり経験を深め多くのチャンスに巡り合うためのパス
ポートを手にするということです。
適切なサポートがあれば、外国語を学ぶ道のりは楽しいもの
となります。楽しい学びとなるよう、ケンブリッジ英語検定機構は
いつも学習者に寄り添い、サポートさせていただきたいと考えます。

 

 

All details are correct at the time of going to print in January 2019.

ケンブリッジ大学英語検定機構は
英語学習者の学習をサポートし
その英語力を世界に証明しています

さらに詳しくはウェブサイトをご覧ください。
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【お問い合わせ】
ケンブリッジ大学英語検定機構試験開発部門
日本統括オフィス
Email : InfoJapan@cambridgeenglishreps.org
T : 03-3518-8276
www.cambridgeenglish.org（English）
www.cambridgeenglish.org/jp（日本語）

www.cambridgeenglish.org
www.cambridgeenglish.org/jp
www.cambridgeenglish.org/linguaskill
www.cambridgeenglish.org/jp/exams-and-tests/linguaskill/



