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デジタル時代の教育・学習に適合する

ピアソンVUEの
試験配信
自動採点による即
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試験用紙の準備

オンライン試 験、

時の結果開示により、

や試 験 後 の 採 点、 集

または日本を含 む 世

理 解 度 がすぐに把 握

計、分析にかかる時間

界 180 カ国にある試

でき、 効 果 的 な 学 習

と労力を削減し、効率

験会場でフレキシブル

を促進

的な試験実施へ

な試験実施を
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教育関連の試験・アセスメントの一例
Versant や米国・英国一般中等教育終了試験といった、アセスメ
ントや試験を実施する Pearson は、教育に関連したさまざまなソ
リューションを世界中で提供する世界最大規模の教育サービス企業
です。その一事業体であるピアソン VUE は、多様な業界の免許や
資格試験の CBT 配信をおこなっています。

ǐ̺ǳ´œǄļŇ
BJT は従来年 2 回の実施でしたが、2017 年に
CBT に移行してからは、受験機会が格段に増えました。
また、デジタル認定証を即時に受験者に配付できるよう
になったため、日本企業への就職を考えている国内の受
験者や、日本企業で就労している海外の受験者の利便性
が大幅に向上しました。





同時に、会場手配、問題用紙の印刷・運送、および認定証
の送付などの作業から解放され、コストも削減できまし
た。今後デジタル教材が主流となっていくにあたり、CBT
での試験に切り替えたことは、受験者にとっても運営側に
とっても大きなメリットだと実感しています。

BJT ビジネス日本語能力テスト
公益財団法人 日本漢字能力検定協会
執行役員 BJT 普及部長
高木 純夫 氏

www.pearsonvue.co.jp
ピアソンVUE - ナショナル・コンピュータ・システムズ・ジャパン株式会社
Email : pvjpsales@pearson.com Tel : 03-6891-0500
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 会 日 程

会参加のご案内

9 月 8 日（土）
ウェブサイト
9：00～
10：00～12：00

受 付

151A

研究委員会企画セッション

152A

最新情報は http://jartest16th.jp/ で提供しております。

参 加 費

「司法制度改革とテスト学 ―法科大学院全国統一適性試験の歩み―」
12：00～13：00

昼休み

13：00～14：30

公開シンポジウム

㻌
152A

「大学入試改革 ―テスト学の観点からのふり返りと展望―」
14：30～15：00

休 憩

15：00～16：30

大会実行委員会企画セッション

152A

懇親会参加費

大会参加費
正会員㻌

法人会
員㻌

準会員・
非会員
学生㻌
（学生除く）㻌

一般

学生

事前払込み（ まで）
 5,000 円㻌 5,000 円㻌

3,000 円㻌

6,000 円㻌

5,000 円㻌

3,000 円

当日支払い（会場にて） 6,000 円㻌 6,000 円㻌

4,000 円㻌

7,000 円㻌

6,000 円㻌

4,000 円

※協賛企業様枠でご参加される場合は，その旨受付にてお申し出ください。

「ICT を活用した教育・学習支援システムが開く新たな評価の可能性」
16：45～17：15

総 会

152A

17：30～19：30

懇親会

ラウンジ・談話室

入   場

会場及び懇親会会場へ入場される際は，必ずネームプレートをつけてください。
原則としてネームプレートの無い方は入場できません。

緊急連絡先

発表者が欠席する場合など，緊急の場合は，わかり次第，できるだけ早く大会
実行委員会に email にてお知らせください。
（大会事務局 jartest2018@gmail.com）

9 月 9 日（日）

資料のコピー

などは各自でご準備ください。
（学内のコンビニエンスストアに、コピー機が設

9：30～

受 付

151A

10：00～11：20

一般セッション１ －テスト開発の新たな試み－

152B

一般セッション２ －学習と測定－

152C

参加者控室
クローク

11：20～12：40

昼休み

12：40～14：20

一般セッション３ －テスト開発・運用の質向上－

152B

一般セッション４ －IRT の適用と改善－

152C

14：20～14：40

休 憩

14：40～16：00

一般セッション５ －入学者選抜－

152B

一般セッション６ －自動採点・自動評価－

152C

大会実行委員会によるコピーサービスは行ないません。研究発表用の配布資料
置されています。
）
学食とラウンジ・談話室は大会期間中開放しています。休憩室としてご利用く
ださい。
受付と同じ 151A にクロークを設置します。8 日（土）は 17：30 まで，9 日（日）
は 16：30 まで荷物をお預かりいたします。貴重品はご自身で管理いただくよ
うお願いいたします

昼   食

8 日（土）は学食がご利用いただけます。地図をご参照ください。なお，9 日（日）
は学食の営業はありません。

懇 親 会

8 日（土）17：30～19：30 にラウンジ・談話室で行ないます。是非ご出席くだ
さい。

喫 煙 場 所

学内は全面禁煙となっています。

会場内の飲食

いずれの会場も、原則飲食は禁止となっております。ただしペットボトル飲料
は、お飲みいただいて大丈夫です。なお、ごみはお持ち帰り下さるようお願い
いたします。

無線 LAN

会場内にはご利用いただける無線 LAN はご用意できません。必要に応じて、
ご自身でご対応ください。

4
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交 通アクセス

発表者の方へ
1.

発表時間は，質疑応答を含め原則として 20 分です。

2.

発表者はセッション開始の 5 分前までに，発表会場にご参集下さい。

3.

会場には、常設 PC，OHC，プロジェクターがあります。ご自身のノート PC をお使いの場
合は、RGB か HDMI でのプロジェクター接続が可能です。ただし、Mac をお使いの方は変
換ケーブルのご用意をお願いします。

4.

円滑な進行のために，発表開始前にセッティングや確認を済ませるようにしてください。ま
た，発表の際は発表者自身で PC の操作をしてください。会場にいるスタッフは操作のお手

5.

東京家政大学 板橋キャンパス
〒173 - 8602

板橋キャンパス

東京都板橋区加賀1-18 -1

大宮

●ＪＲ埼京線
「十条駅」
より徒歩５分
●ＪＲ埼京線
「板橋駅」
より徒歩17分
● 都営三田線
「新板橋駅」
より徒歩12分

高島平

伝いはできません。

東武東上線

配布資料は 50 部程度ご用意の上，当日発表会場にご持参ください。50 名以上の参加者が予

西武池袋線

想される場合は適宜必要部数をご用意ください。残部は口頭発表者・連名発表者でお持ち帰

西武新宿線

りください。なお，大会実行委員会で配布資料を印刷することはできません。また，事前に
発表会場及びシンポジウム会場での図書や教材などの販売はできません。

7.

研究発表を辞退する場合は速やかに大会実行委員会までご連絡ください。なお，すでに払い
込まれた諸費用の返却はできませんのでご了承ください。

2.

総括討論は行ないません。

3.

会場には学生スタッフが常駐します。何かありましたらお尋ねください。

4.

当日，緊急に連絡をする必要が生じた場合には，以下にご連絡ください。

板橋
池袋

巣鴨

田端
上野

高田馬場
水道橋

新宿

浜松町

愛誠病院
「区境」バス停

→正門
線
埼京
ＪＲ

大会発表賞のご案内
 第 16 回大会では，大会発表賞を投票によって選出いたします。本大会発表賞は，テストの分野

東京家政大学
↑十条門
クリーニング屋
うどん・そば屋

に関する研究，創作について，本会の大会において発表された報告，論文のうちから，今後の進
展が期待され，推薦・奨励の対象にふさわしいと認められるものを選定いたします。皆様からの

パン屋

投票をお待ちしております。

FamilyMart

BOOK・OFF

ドトールコーヒー

ロータリー

羽
至赤

7

FamilyMart
交番
北口

十条
JR

南口

6

東京

羽田空港

「区境」バス停

大会事務局 jartest2018@gmail.com

秋葉原

品川

線
東海道

橋
至板

予定時間を超過しないように時間管理をお願いいたします。

十条

渋谷

司会者・座長へのお願い
1.

新板橋

武蔵野線
赤羽
王子
京
浜
東
北
線

線
山手

6.

中央線

武蔵浦和

都営
三田
線

実行委員会宛に配布資料を送付し，取り置くことはできません。

東京家政大学

南浦和

会 場案内

大 会 会 場の場内図

【大学 15 号館】

一 般セッション１、３、５

袋
至池
大学
小講堂 8号館 大学
1号館
三木ホール
教育会館
守衛所

152A
講義室

152B
講義室

ロッカー

大 会本部
控え室
守衛所

一 般セッション２、４、６

企 画セッション
シンポジウム

【 大学 17 号館 】

152C
講義室

板橋門
大学
４号館

大学3号館

大学2号館
幼稚園

EV

温水プール

（２階）

大学
７号館

120周年
記念館

受 付 ・ クローク
水道局用地

大学
17号館

大学6号館

大学5号館

大学10号館
中高体育館

大学9号館

中学校・高等学校

大学
１４号館

テニス
コート

造形表現
総合基礎
実習室 A

造形表現
総合基礎
実習室 B

151A
講義室

大学15号館

中学校・高等学校

テニス
コート

大学
12号館

ロッカー

正門

百周年記館

N
E

多目的 WC

８５周年記念館

W

EV

（１階）
大学16号館

S

グラウンド

【 大学 15 号館】

S
W

羽
至赤

至JR十条駅

十条門

受 付・クローク
企 画セッション
シンポジウム
一 般セッション

守衛所

企 画セッション
シンポジウム登 壇者 控え室
EV

EV
171C
講義室

多目的
WC

【 8 5 周年記 念 館 】

休 憩・昼食
懇 親会

【大学 17 号館】

カウンセリング
観察実習室
生理実験・
脳波測定室

171B
講義室

171A
講義室

大 会本部

学生 控え室

理事会 、 編 集 委員会

遊戯療法室

箱庭療法室

ポーチ

N

W

（１階）

（４階）

E

S

8

9

E
N

大 会 会 場の場内図

【大学 8 5 周年記念 館】
バルコニー

テラス

第1
シャ
更衣室 ワ―室
(共同) (共同)

後援会倉庫

第 2 臨床栄養学実習室
体育・保健センター

発表プログラム・抄録原稿一覧

ラウンジ

9 月 8 日（土）・9 日（日）
ホール

ホール
後援会事務室

後援会小会議室

英語カフェ１

休憩
懇 親会

英語カフェ２

談話室

吹

抜

研究委員会企画セッション

バルコニー

公開シンポジウム
（２階）

大会実行委員会企画セッション
一般セッション１，２，３，４，５，６

更衣室
事務室

厨房
ホール
用具庫

学生食堂

小体育室

休 憩 ・ 昼食
N
E

（１階）

用具庫

用具庫

W

S
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9 月 8 日（土）
時間

$



研究委員会企画セッション
ラウンジ・

学食

談話室

（営業あり）

月日（土） ～ （$）

受付（151A）
研究委員会企画セッション



司法制度改革とテスト学 
―法科大学院全国統一適性試験の歩み―

司法制度改革とテスト学
休憩室

―法科大学院全国統一適性試験の歩み―

 昼食・


昼休み

休憩室

公開シンポジウム


大学入試改革

ドリンク

―テスト学の観点からのふり返りと展望―

懇親会準備の

休憩

ため、15 時以降

大会実行委員会企画セッション

の使用はでき

ICT を活用した教育・学習支援システムが開く

ません




自販機あり

サービス

 企画
  研究委員会

 法科大学院統一適性試験の概要やこれまでの歩み、信頼性や妥当性等について、
適性検査の実務分析に携わってこられた先生方に話題提供をお願いし、その後、
質疑・討論を行います。

※展示ブース

新たな評価の可能性


総会



懇親会（ラウンジ・談話室）

話題提供：野口裕之 （名古屋大学）
藤本亮  （名古屋大学）
前田忠彦 （統計数理研究所）

9 月 9 日（日）
時間

%

&




一般セッション 

一般セッション 

テスト開発の新たな試み

学習と測定

談話室

（営業なし）


司  会：川端一光 （明治学院大学）

休憩室

IRT の適用と改善

運用の質向上


指定討論：山本昌平（適性試験管理委員会事務局長・（公財）日弁連法務研究
財団 常務理事・弁護士）

ドリンク

一般セッション 

テスト開発・

柴山直  （東北大学）
佐藤喜一 （九州大学）


休憩室

昼休み
一般セッション 



学食

受付（151A）





ラウンジ・

休憩

サービス
自販機あり
※展示ブース

一般セッション 

一般セッション 

入学者選抜

自動採点・自動評価

12
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公開シンポジウム

大会実行委員会企画セッション
月日（土） ～ （$）

月日（土） ～ （$）

大学入試改革
―テスト学の観点からのふり返りと展望―

 企画
  南風原朝和 （東京大学）

,&7を活用した教育・学習支援システムが開く
新たな評価の可能性

 企画
  大会実行委員会

 年度に実施される大学入試から、記述式問題の導入と英語民間試験の活用
を目玉とする大学入学共通テストが始まります。この入試改革はテスト学の観点
からみてどう評価されるのか、また今後の展望はどうなのか等について、それぞ
れ大学入試センターの試験・研究統括官そして文部科学省の:*委員として改革に
関わってこられた大塚氏と前川氏にお話いただきます。そして、国立大学協会の
入試委員会の:*メンバーであった木村氏からコメントをいただいて、全体討論を
行う予定です。


 ,&7を活用した教育・学習システムの普及に伴い、基準への到達度や他者との
比較に重点を置いた静的な測定から、ダイナミックに変化する能力や個別性に着
目した測定へのシフトが予想されます。本セッションでは、新しい取り組みをし
てこられた企業社から話題提供をいただき、測定・評価の専門家として私たち
が貢献できることが何かを皆さんと考えていきたいと思います。


話題提供：礒津政明 （株式会社ソニー・グローバルエデュケーション）
話題提供：大塚雄作 （京都大学）
前川眞一 （東京工業大学）

本間達朗 （ニュートンジャパン株式会社）
林部貴亮 （&ODVVL株式会社）




司  会：孫媛   （国立情報学研究所）
指定討論：木村拓也 （九州大学）






司  会：南風原朝和 （東京大学）


 ※ こちらは抄録原稿はありません。



 抄録原稿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



※


株式会社ソニー・グローバルエデュケーションの話題提供者は、高橋 恒樹 に変更に
なりました。
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一般セッション１

一般セッション２
月日（日） ：～ （%）

月日（日） ～ （&）

テスト開発の新たな試み

学習と測定


座長：加藤健太郎 ベネッセ教育総合研究所


座長：宮本友弘 東北大学

１．複数の能力を測定する適応型テストにおける効率化の方法・・・・・・・


１．項目反応理論に基づく等化を用いた児童の学力追跡分析 ―マラウイの事例
から― ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

   〇谷口京子 名古屋大学アジア共創教育研究機構 
    光永悠彦 名古屋大学大学院教育発達科学研究科 


   〇歌川真一郎
    尾崎幸謙 


筑波大学大学院ビジネス科学研究科 
筑波大学大学院ビジネス科学研究科）


２．アトリビュートの補償・非補償関係を統合した認知診断モデルの開発・・

   〇山口一大  法政大学，日本学術振興会 
    岡田謙介  東京大学 


３．(96, による妥当性検証・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

   〇繁桝算男 慶應義塾大学  
    古野公紀 帝京大学 


４．整数計画問題を用いた等質適応型テストの提案・・・・・・・・・・・・

   ○宮澤芳光 東京学芸大学 
植野真臣 電気通信大学 
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２．英語の学力の伸びと動機づけの関係 ―マルチレベル共分散構造分析による
検討― ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

   〇夏目泰秀 日本英語検定協会 
    尾崎幸謙 筑波大学大学院 


３．学力テストの結果をいかにして授業改善•学習改善につなげるか・・・・・

   〇植阪友理 東京大学 


４．ビジネス数学基礎における学習要因の検討・・・・・・・・・・・・・・

   ○大森拓哉 多摩大学経営情報部 
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一般セッション３

一般セッション４
月日（日） ～ （%）

月日（日） ～ （&）

テスト開発・運用の質向上

,57の適応と改善


座長：服部環 法政大学


座長：川端一光 明治学院大学

１．上方カメラを用いたタブレット端末におけるタッチジェスチャによる替え玉判
別 第３報：左手のジェスチャ場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・

   〇渡邉大輔 成蹊大学大学院理工学研究科 
小方博之 成蹊大学理工学部 

１．多肢選択式項目に対する項目反応モデル不適合の影響・・・・・・・・・


岩田駿空 成蹊大学理工学部 
平澤友陽 成蹊大学理工学部 
    安田晶子 成蹊大学理工学部 

２．眼球運動特性を利用した聴覚利用型不正行為検出回避における訓練の影響・

   〇平松健太 成蹊大学大学院 
中村祐文 成蹊大学大学院 
小方博之 成蹊大学 
安田晶子 成蹊大学 



２．項目の局所依存性の違いが潜在特性推定値へ及ぼす影響・・・・・・・・


３．Head-Mounted Display を利用した視覚利用型不正行為防止法の提案 第２
報：強化現実感装置着用時の影響 ・・・・・・・・・・・・・・・・・

〇豊田大樹 成蹊大学大学院理工学研究科 
小方博之
安田晶子

成蹊大学理工学部 
成蹊大学理工学部 


４．英語文章の要点を把握する問題における錯乱枝の選択率 ―能力群別にみた実
証的検討― ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〇寺尾尚大
石井秀宗

   〇加藤嘉浩
野澤雄樹


ベネッセ教育総合研究所 
ベネッセ教育総合研究所 

   〇坪田彩乃 名古屋大学大学院教育発達科学研究科 


３．学力テストの IRT 垂直尺度化に適したサンプル数と尺度調整法の検討・・

   〇澁谷拓巳 東北大学大学院教育学研究科 
柴山直  東北大学大学院教育学研究科 


４．パフォーマンス評価における多次元項目反応モデル・・・・・・・・・・

   〇八木嵩大 電気通信大学情報理工学部 
宇都雅輝 電気通信大学大学院情報理工学研究科 





大学入試センター研究開発部 
名古屋大学大学院教育発達科学研究科 


５．多肢選択式試験問題における選択肢数の試験問題品質への影響：選択肢数 と
の実験的比較（再訪）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〇上松慮生 プロメトリック株式会社 
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一般セッション５

一般セッション６
月日（日） ～ （%）

月日（日） ～ （&）

入学者選抜

自動採点・自動評価


座長：林篤裕 名古屋工業大学


座長：植野真臣 電気通信大学

１．センター試験（世界史）問題の解答に関するアンケート調査の実施と結果につ
いて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

   〇荒井清佳 大学入試センター研究開発部 


１．ライティング能力を推定する項目反応トピックモデルの提案とエッセイ自動評
価への応用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

   〇宇都雅輝 電気通信大学大学院情報理工学研究科 



２．面接試験における直感評定とビッグファイブ尺度の統合的検討と AO 入試への
適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

   〇森一将  文教大学 
橋本貴充 帝京大学 
大江朋子 帝京大学 


３．東北大学のＡＯ入試における「自己採点利用方式」に対する高校側の意見・



２．テキスト化された英語口頭試験結果の自動採点：SVM と回帰木アルゴリズムの
比較・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

   〇佐野真      Blue Lab，みずほフィナンシャルグープ 
    Doris Luft Baker Southern Methodist University 
    Akihito Kamata
Southern Methodist University


３．大学入学共通テストへ向けた記述式問題の採点支援システムの提案・・・


   〇倉元直樹 東北大学 
宮本友弘 東北大学 
泉毅   東北大学 








４．女子高校生における学力に関する自己評価バイアスと受験行動の関連・・

   〇宮本友弘 東北大学 
    相良順子 聖徳大学 




４．エッセイおよび論述解答試験採点に関する最近の話題と自動採点にむけた現在
の技術水準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

   〇石岡恒憲 大学入試センター 





    劉東岳 
    峯恒憲 
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〇竹谷謙吾
 高井浩平
 森康久仁
 須鎗弘樹

千葉大学大学院融合理工学府 
千葉大学大学院融合理工学府 
千葉大学大学院工学研究院 
千葉大学大学院工学研究院 

学研教育総合研究所 
九州大学 
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研究委員会企画セッション：
司法制度改革とテスト学
―法科大学院全国統一適性試験の歩み―
9 月 8 日（土）	
  10:00～11:30	
  	
  152A

野口

裕之

名古屋大学アジア共創教育研究機構

20 余名で構成され、この時点で、テスト
理論の専門家が実質的に関与し始めた。
３）LSAC 関係者との研究会
さらに、LSAC の関係者を招聘し，問
題作成から試験の運営実施，結果の公表
等にいたるまでの米国における LSAT 実

法科大学院入学のための適性試験は、

「法科大学院統一試験」は、
「司法制度

2003 年に開始され、2010 年までは、大
学入試センターが『調査研究として実施』
していた「法科大学院適性試験」と、日
弁連法務研究財団が開発・運営・実施し
ていた「法科大学院統一適性試験」の２
つの「適性試験」が存在した。2011 年以
降は前者が調査研究としての使命を終え

改革審議会」
（1999-2001）の意見書の中
で、法科大学院制度による法曹養成が提
言され、政府がこの意見書を受けて法科
大学院制度に関わる法律の公布、法科大
学院設置基準の策定などの制度整備を進
める、という動きを受けて、日弁連法務
研究財団が法科大学院に関する調査研究
を開始した中で検討が進められた。
１）第１次調査（2000 年 12 月）
全米 183 のロー・スクールを対象に

たとして実施を停止し、新たに法科大学
院協会、
（公財）日弁連法務研究財団、
（公
社）商事法務研究会の三者が協議して、

施の実情について意見交換を行なう研究
会が実施された
（2002 年 2 月 12・13 日）。
（プレ）模擬試験の実施
４）
2002 年 4 月に第 2 次調査研究の成果
を踏まえ，複数の大学の協力によりプレ
模擬試験が実施された（受験者数 1,252
名）
。
試験結果を分析した上で，
受験者層，
出題内容，試験時間等についてさらに検
討を加え、7 月 28 日に全国規模で第 1 回
適性試験模擬試験（受験者数 2,596 名）
が、さらに 11 月 24 日に第 2 回適性試験

LSAT（Law School Admission Test）の
問題内容への評価、試験結果と入学後の
成績・進路との相関関係等について、ア
ンケート調査、LSAT の実施機関である

置予定大学や受験者等の関係者に公表す

有識者、
（公財）日弁連法務研究財団、
（社）
商事法務研究会関係者 12 名から構成さ
れた。また、テストの仕様は「法科大学

LSAC (Law School Admission Council)
の組織・役割・業務内容等が調査された。
その結果、法的知識を問わない LSAT
タイプの「適性」試験を入学者選抜試験
として導入することが有用であるとい
う結論が得られた。
この調査を踏まえて、シンポジウム「法
科大学院の入試のあり方」が開催された
(2001 年 6 月 16 日)。
２）第２次調査（2001 年 7 月開始）
実際にわが国で全国規模の適性試験を
実施する場合に解決すべき問題を洗い出
すことを目的として実施された。調査研
究は，第１次調査に携わっていた実務法
曹家に加え，法律学，社会学，理工学，
心理計量学，数理科学，医学等の研究者

るとともに，出題傾向や試験時間等につ
いても周知徹底を図るために，
『法科大学
院統一適性試験ガイドブック』
（商事法務，
2003 年 2 月）が刊行された。
５）もう一つの法科大学院入学適性試験
日弁連法務研究財団が，適性試験の実

１．「法科大学院統一適性試験」前史

24

る法曹を養成する法科大学院を成功させ
るためには，実務法曹と研究者の結節点
である同財団が，これまで続けて来た調
査研究の成果をふまえて適性試験を実施
することが責務であると判断し，試験の
実施に向けて準備を加速させた。
日弁連法務研究財団と商事法務研究会
は，適性試験実施機関として，学識経験
者や実務法曹等からなる「適性試験委員

新たに「適性試験管理委員会」が組織さ
れ、その下に「法科大学院全国統一適性
試験」が実施されることになった。同委
員会は、法科大学院関係者、法曹三者、

院統一適性試験」のものを主として引継
ぎ、
「法科大学院適性試験」の知見を取り
込んだものとなった。そして、2017 年ま
で年度２回試験が実施されて来た。
本発表は、「法科大学院統一適性試験」
の構想段階から、テスト研究者がどのよ
うに関わって来たかについて、2010 年ま
での「法科大学院統一適性試験」に関し
て振り返り、日本の公的テストの歴史に
記録を残すことを目的としている。

連法務研究財団は、21 世紀の司法を支え

模擬試験（受験者数 3,562 名）が実施さ
れた。プレ模擬試験をふくめて 3 回にわ
たる模擬試験の分析結果を法科大学院設

会」を組織して，その下で 2003 年 8 月
3 日に，わが国初の「法科大学院統一適
性試験」を全国 17 地区，31 会場で実施

した。受験申込者数 20,043 名，実受験者
数 18,355 名であった。
一方、法科大学院への入学に必須であ
る「適性試験」に「法科大学院適性試験」
と「法科大学院統一適性試験」の２つが
並立している状況においては、両者の間
で得点が比較可能であることが望ましい
とも考えられた。そこで、
「適性試験委員

会」では、法曹改革を実現するという、
より大きな目的のために、両方の適性試
験の結果を各法科大学院の選抜の資料と
して利用できるよう，
「分析委員会」を中
心に「対応づけ」と呼ぶ異なるテスト間
の得点を比較可能にする方法について、
施に向けて，実施内容や実施主体につい
テスト理論的見地から研究を実施し，さ
て検討を進めると同時に，法科大学院設
らにテスト研究者以外の意見も十分踏ま
置予定の大学関係者との意見交換を目的
えた上で、2 つの適性試験のスコアが比
として，適性試験管理委員会準備会を２
較できる「対応表」を毎年作成し、
「法科
回（2002 年 7 月 12 日、9 月 25 日）開
大学院統一適性試験」の web サイト上で
催した。その直後，大学入試センターが
公表するとともに，法科大学院向けの説
実施主体となる法科大学院入学のための
明会を実施して（2003.10.17.）
，周知・徹
適性試験が実施されることが表明された。 底を図って来た。
６）法科大学院統一適性試験
７）第 2 回 LSAC セミナー
これまで調査研究を継続していた日弁
2003 年 12 月 4・5 日の両日，LSAC 関
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研 究 委 員 会 企 画 セッション

研 究 委 員 会 企 画 セッション

テスト研究者と法科大学院統㇐適性試験の開発

施し、
「第 1 回法科大学院統一適性試験」
の結果について意見交換を行ない、2004

の側面が１セクションであるのに対して、
２セクションを課している。これらは得

年 3 月 19 日に提携契約を締結している。

点化されるが、さらに LSAT としては得

８）テクニカル・レポートの刊行
また、実際に実施された「法科大学院

点化されない「Writing Sample」セクシ
ョンがある。これに対して、
「法科大学院

統一適性試験」に対する信頼をさらに高

統一適性試験」では LSAT を参照しつつ

めるべく，テスト理論的な検討を実施し
た結果の広報および技術的な面の解説を
実施する目的で『法科大学院統一適性試
験テクニカル・レポート 2004』
（商事法

も独自性を持たせ、「論理的判断力」「分
析的判断力」そして「長文読解力」の３
つの下位テストを設定するが、等しい重
みが与えられた。また、
「表現力」に関し
ては採点の規準を例示するが、採点その

務，2004）を刊行している。これは各界
において一定の評価を得ることができ，

ものは各大学院に任されていた。また、
得点化に関して、LSAT は IRT ベースの
能力推定値を表示していたが、法科大学

その後も刊行を継続して来た。
９）第 3 回 LSAC セミナー

2005 年 1 月 6・7 日，LSAC 本部
(Newtown, PA)において，日弁連法務研
究財団と LSAC との第 3 回セミナーが実
施された。わが国の適性試験の内容，実

院統一適性試験では正答数ベースの得点
表示とした，という違いがあった。
３．試験問題作成と試験結果の分析
「法科大学院統一適性試験」では、適
性試験の下位テストに対応する４つの

施状況，今後の課題について報告を行っ
た。また，テスト分析を専門とする「分
析委員会」より，適性試験を取り扱った
研究成果についても報告した。LSAC 側
からは，LSAT の現状，問題点，課題お
よび今後の方向性等に関し説明がなされ
た。データ分析結果や最新のテスト理論，
分析方法等に関する情報交換を通じて得
た知見はその後の「法科大学院統一適性
試験」さらに「法科大学院全国統一試験
に活かされて来た。
２．LSAT と「法科大学院統一適性試験」
LSAT では、法科大学院入学のための
適 性 を 「 Reading Comprehension 」
「Analytical Comprehension」
「Logical
Comprehension」の３つの側面から多枝
選択形式で測定しているが、「Logical
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「作題委員会」と、
「分析委員会」とが置
かれた。この「分析委員会」はテスト理
論を専門にする心理学系研究者と統計分
析に詳しい法社会学研究者から構成され
た。これは、テストの問題開発と実施結
果の分析とが一体化して「法科大学院統
一適性試験」の開発を進めるという姿勢
の表われで、テスト理論的な分析を行な
う際に常に法学的な視点も合わせて協同
して分析を進めることを重視していた。
また、４つの「作題委員会」とは個別
に分析結果を検討する会議が持たれた。
作題委員と分析委員とが直接顔を合わせ
て、分析結果を提示し、提示された結果
をもとに作題委員と分析委員との間で議
論をするとともに、その結果を各作題委

員会が持ち帰って、次の作題に活かすた
めの議論の素材となるものであった。
「作
題」と「分析」の協同作業でより質の高
い「法科大学院統一適性試験」にするた
めの努力が進められて来た。

実際に文章を記述させるのではなく、長
文を提示した上で、一部を空欄にして、
そこに入る適切な解答を選ぶなどの方法
を用いており、いわば文章の「構成力」
を見ている。すなわち、後者では純粋な
意味での表現力を測定するというよりも、

このような内部に対する報告以外に
「分析委員会」は法科大学院関係者に対

測定される「表現力」には出題形式に伴

する説明会（法科大学院説明会）を実施

う制約がある。従って、
「法科大学院統一
適性試験」と「法科大学院適性試験」の

し、実施報告書（法科大学院統一適性試
験実施報告書）の作成、さらに専門家向

間では、
「論理的判断力」と「分析的判断

けのテクニカル・レポートなどで「法科

力」を合わせたものが「論理・分析力」
と、
「長文読解力」が「読解・表現力」と、

大学院統一適性試験」に関する性能の分
析結果や研究成果を発表して来た。

およそ対応関係にある。
以上のように両者の下位テスト間に対
応関係があるが、問題作成方針が異なり、

４．
「対応づけ」の考え方
１）得点の「対応づけ」の条件
２つの適性試験間で得点の「対応づけ」
を実施するには、両者の測定する内容が
基本的に異ならないことが条件となる。

それが各試験の特徴でもあるため、下位
テスト間ではなく、試験全体として「適
性試験」の結果を対応づけることにした。
２）
「対応づけ」の方法
両者の間で測定内容、すなわち、試験
の構成概念が極めて近いものであるため、

どちらも LSAT をモデルとして仕様が
策定されているため、基本的には測定内
容の類似性が高い。
「法科大学院統一適性試験」の「論理的
判断力」
「分析的判断力」は、LSAT の「分
析的推論」
「論理的推論」にそれぞれ対応
し、
「法科大学院適性試験」の「論理・分
析力」は、LSAT の「論理的推論」と「分
析的推論」とを合わせたものに対応する。
また、
「法科大学院統一適性試験」
の
「長
文読解力」および「表現力」は、LSAT の
「読解力」および「表現力」にそれぞれ
対応し、
「法科大学院適性試験」の「読解・
表現力」は「読解力」と「表現力」とを
合わせたものが対応する。ただし、
「表現
力」に関して前者は、実際に課題を示し
て、それに対する解答を記述させる問題
であるのに対して、後者では、受験者に
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テスト得点の等化法のひとつである「等
パーセンタイル法」を援用して「対応づ
け」を実施することにした。
「対応づけ」のために、
「法科大学院統
一適性試験」と「法科大学院適性試験」
の両方を受験した受験者の中からモニタ
ー受験者を募って、ご協力をいただいた。
そして、
「対応表」が 2003 年から 2010
年まで毎年作成され、公表されて来た。
詳しくは、柴山(2018)を参照されたい。
参考文献
商事法務(2011). 法科大学院統一適性試験テク
ニカル・レポート 2009-2010, LF 叢書 Vol.17.
柴山直 (2018). 対応づけの開発と小論文採点事
業化の試み、その後の展開. 日本テスト学会第 16
回大会予稿集
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Comprehension」を重視して、他の２つ

係者との第２回目のセミナーを東京で実

藤本亮（名古屋大学法学研究科）・前田忠彦（統計数理研究所）
1. 法科大学院の教育課程
司法改革の基本的方向性を打ち出した
司法改革審議会意見書（2001）は、司法
試験という「点による選抜」から法科大
学院を中核とする「プロセスとしての法
曹養成」というスローガンを掲げていた。
 一般に大学院入学者選抜においては当
該大学院における専攻科目である「専門
科目」のテストが受験生に課されるのが
通例であろう。しかし、法科大学院では、
多様なバックグラウンドを有する法曹を
養成するという観点から、「法学未修者」
のための 3 年課程を、少なくとも制度理
念上は、基本としている。
学部レベルで法学を修めた「法学既習
者」については法科大学院 1 年次の履修
科目を免除し、2 年間で課程を終えられ
るように設計されていた（2 年課程）。2
年課程の入学者選抜においては、法律学
専門科目の試験による選抜がなされるの
に対し、3 年課程のそれでは法律学の知
識を問う試験科目の設定は認められてい
ない。

同一の教育課程の 3 年課程と 2 年課程を
どのように区別して選抜するかについて、
「内部振り分け方式」と「別枠方式」の
ふたつに大きく分類されている（図 1）。
A

法学部出身者

別枠方式

B

内部振り分け方式
法学部以外

学業成績・社会的活動・資格等
適性試験1～3部スコア

小論文試験
（法律の知識は不要）

法学部出身者

法学部以外

学業成績・社会的活動・資格等
適性試験1～3部スコア

既修者試験
小論文試験
（法律の知
識は不要）

適性試験４部

面接試験
法律科目試験
(３～７科目)

３年課程
（未修者課程）

面接試験
法律科目
（３～７科目）

不合格

合
格

２年課程
（既修者課程）

３年課程
（未修者課程）

２年課程（既修者課程）

【図1】日本の法科大学院入学者選抜試験（2018年度入学者までの典型例）

いずれの方式においても、適性試験成
績を含む書類審査により一次選抜を行い、
二次選抜試験において、3 年課程は小論
文、2 年課程は法律学試験を課すのが通
例であり、法科大学院によってはそれぞ
れに加えて面接試験を実施する場合があ
る。
適性試験成績に注目すると、3 年課
程・2 年課程共に、一次選抜と二次選抜
の両段階においていわば「二度使い」さ
れている。二次選抜の成績点には、一次
選抜の成績点が一定の重みで加えられて

2. 複雑な適性試験の利用環境
こうした教育課程の設計により、法科
大学院入学者選抜における法科大学院適
性試験の利用方法は複雑なものとなって
いた。法科大学院の認証評価基準等によ
り、法科大学院適性試験は、3 年課程・2
年課程ともに事実上必須とされた。その
上で、法科大学院の入学者選抜制度は、

いるからである。
3. 適性試験「不要」論
入学者選抜制度における適性試験の配
点割合は、全体として低減傾向にあった。
とりわけ、2 年課程においては、法律学
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試験を課す第二次試験のみならず、書類
審査の第一次選抜においてすら 10％未
満とする場合も少なくなかった。
各法科大学院がこのような判断をする
理由として、適性試験成績と入学後の成
績との間に相関がほとんどみられないと
いう点が挙げられている。選抜効果につ
いて考慮せずに相関係数を計算し、それ
を判断材料としている例が多くみられた。
2 年課程については、入学者選抜試験に
おける法律学試験によって十分に適性を

5. 予測的妥当性の検証とその非受容
2008 年には、法科大学院協会は、適性
試験と入学後成績についての相関研究の
報告書を提出し、一定の予測的妥当性が
あることを明らかにした。また、実施団
体である法務研究財団は、司法試験合格
者の方が、同「非」合格者に比して適性
試験スコアが高いことや、法科大学院修
了後の司法試験合格までの年数が長い者
の方が、適性試験スコアが低い傾向にあ
ることを示してきた。

測定できているという意見もみられた。
2 年課程にあっては、入学後に学修する
法律学専門科目と同じ科目による入学者
選抜が行われているのであり、両者の相
関が高く出る傾向はいわば当然である。
それに加えて、適性試験の成績が低く
とも司法試験に早期に合格した「修了者
がいる」という事例をもって適性試験の
妥当性を否定する論調も少なくなかった。
これはある事例の存在を過剰に一般化し

それにもかかわらず、適性試験は不要
であるという認識は根強かった。他方で
小論文や法律学試験を含む「入試全体」
の予測的妥当性についての検討はほとん
どなされていない。小論文成績の予測的
妥当性が適性試験のそれ以下の場合もあ
る。
統計リテラシー・テストリテラシーの
欠如・不足という点に加え、そもそも法
科大学院に限らず大学入試や大学院入試

た例であると考える。

における入学者選抜試験と入学後の成績
についての相関についての実質的な検討
がほとんどなされていないという点を指
摘せざるを得ない。入学者選抜とテスト
のあり方全般にかかる課題であろう。

4. 適性試験の「最低基準点」
こうした適性試験不要論が強くなって
きた一方で、中央教育審議会大学分科会
法科大学院特別委員会（2009）は、「適
性試験を課している制度趣旨を無意味に
するような著しく低い点数の者を入学さ
せないよう」、下位 15%という統一的な
最低基準点の目安を示唆した（なお、志

司法制度改革審議会（2001）
「司法制度改革審議
会意見書－21 世紀の日本を支える司法制度
－」
中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員

願者数の多い法科大学院では当初より独
自の最低基準点を足切り点として用いて
いた。）。先にみた各法科大学院の入学者
選抜制度の入り口で、統一の「足切り点」
を設けた形になる。

会（2009）「法科大学院教育の質の向上のた
めの改善方策について（報告）」
（平成 21 年 4
月 17 日）
法科大学院協会（2008）
『適性試験成績と法科大
学院学業成績との相関関係に関する調査研究
報告書』
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法科大学院全国適性試験の利用とテストリテラシー

－公平性・公正性・透明性とテストの品質保証－
柴山 直
東北大学大学院教育学研究科
 新司法改革の一環として 2004 年度に発足し

試験」が実施された。

で公的大規模試験における公平性等の重要性

なお、詳細なアルゴリズムについては柴山・

を認識していた適性試験委員会において、この

野口(2004)で報告、また、対応づけを実際に行

問題をテスト理論的・測定技術論的な点から可

うプログラムはメンテナンスのしやすさを考

能な限り解消することめざし着手したのが、両

え、エクセル VBA によって記述された。さら

者のスコアが比較できる技術の開発であった。

に、比較のための変換表は「対応表」として毎
年公表され法科大学院に提供された。

同様の能力を測定しているものの、設計思
想・仕様が互いに異なるテストによって得られ

なお、この原理を示したのが、後述するモニ

たスコアを互いに比較可能にするために等パ

ター集団のデータを使って描いた JLF スコア

た法科大学院への入学者選抜のための法科大

本稿では、実施に先立つ準備期間をあわせれ

ーセンタイル等化法を援用するアイディアを

と DNC スコアの散布図に求められた対応づけ

学院統一適性試験は，財団法人日弁連法務研究

ば 10 年以上におよぶ法科大学院統一適性試験

提案したのは野口裕之氏であった。また、それ

曲線（柴山・佐藤，2008）を重ね合わせて描い

財団と社団法人商事法務研究会とによって組

の品質保証とさらなる質向上を目指して行わ

を具体的にプログラミングした柴山は、厳密に

た図１である。たとえば JLF スコア 250 点は

織された適性試験委員会のもとで、2003 年か

れたさまざまな基礎研究のうち、主として対応

は等化とは呼べないこの方法・概念を当初は

DNC スコア 82 点に平均的にみて対応してい

ら 2010 年までに 8 回の実施をみた。その間、

づけの開発、小論文採点事業化の試みについて

「準-等化（quasi-equating）」などと呼んでい

ることがこの図からわかる。また同時に JLF

実施主体の適性試験委員会では，「試験の仕様

報告する。2011 年度以降の技術開発とその発

た。しかし、その後、技術提携先の米国 LSAC

で 250 点をとった受験生の中にも DNC スコ

や特徴についての情報をできるかぎり公開し，

展については佐藤(2018)を参考にされたい。

との技術交流の中で、それがすでに米国では対

アでみるとある程度の散らばりがある。したが

試験の設計や運用の方針を明示することは，試

なお、本稿においては、区別の便利のために

応づけ（linking）と総称され、大規模学力調査・

って利用にあたっては受験生の不利益になら

験実施団体の自己評価材料として，また外部評

日弁連法務研究財団と商事法務研究会による

選抜試験などの文脈で盛んに研究されている

ないよう比較可能なスコアのうち、高いスコア

価の材料として重要である」との認識の下，大

適性試験委員会による法科大学院統一適性試

ことなどを徐々に認識していった。

を使っていただくよう法科大学院に依頼した。

学院向け報告書，受験者向けのガイドブック，

験を JLF 試験，大学入試センターによる法科

専門家向けのテクニカル・レポートの形で試験

大学院適性試験を DNC 試験と略記する。
また、

の実施結果と学術的な視点からの分析や考察

客観式マークシート形式のテストとして行わ

の結果を公表してきた。テストの品質保証の観

れる第 1 部～第 3 部を、この順に論理問題，分

点から積極的に統計資料を公開するこの姿勢

析問題，長文問題と、さらに、課題を与えて実

は、わが国における高等教育の選抜に関わる他

際に論述させる第 4 部を表現力問題と略記す

の公的試験においては見られないものであっ

る。また客観式 3 セクションの得点を合計した

た。

ものを総合得点と呼ぶ。

また、この期間は同時に，別の実施主体であ
る独立行政法人大学入試センターによる類似

1. 対応づけ（linking）の開発

の試験も平行して実施されるという、日本の高

 冒頭に述べたように法科大学院統一適性試

等教育機関への入試制度としては過去に類例

験が実施された 8 年間はそれと類似の適性試

のない 8 年間でもあった。さらに、その後、大

験である DNC 試験が併行して実施された期間

学入試センターが調査研究の一環として実施

でもあった。これは受験生や法科大学院からみ

 この対応づけの具体的な手続きであるが、基

して存在するが、DNC スコアの方はあくまで

してきた法科大学院適性試験は、平成 23 年 3

ると、選抜に使われる異なるスコアが 2 種類存

本的には JLF 試験と DNC 試験の両方を受検

もモニターからの JLF への自己申告によるも

月 31 日をもって撤退し、法科大学院協会、日

在することを意味し、さまざまな混乱をまねく

した受験生の自己申告に基づいた単一グルー

のであった。そのためさまざまな理由によりエ

弁連法務研究財団、商事法務研究会の三者は新

可能性が極めて高く、結果として公的大規模試

プデザイン（Single-Group Design : SG）を採

ラーが混入する可能性が存在していることは

たに「適性試験管理委員会」を組織し、そのも

験制度に必須の公平性・公正性・透明性へ信頼

用している。モニターから得られるデータとし

明らかである。そのエラーを除外するために、

とで 2011 年度より「法科大学院全国統一適性

感を毀損する危険性が十分に予見できた。そこ

ては、JLF スコアの方は確定されたデータと

まず、大学入試センターが発表している資料か

30

図１ 対応づけ曲線と散布図(2010 年データ)
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対応づけの開発と小論文採点事業化の試み、その後の展開

スコアを求める声は法科大学院からも強く、適

性情報などの観点から論理的に矛盾を起こす

性試験委員会では第 1 回の統一適性試験実施

評定方法の比較

点差が大きい場合には、上級評価者が介入して

モニターデータは削除した。たとえば、大学入

時より、毎年テーマを定めて、綿密な実験計画

小論文の採点においては、包括的採点方法と分

上級評価者の評価を含めて調整をするという

試センター発表資料で存在していない得点(満

のもと採点会を開催し、採点基準設定のノウハ

析的採点方法という異なる採点方法がある。前

「ひとが調整する方式」がある。それに対して、

点など)がその単純な例である。

ウや、採点者のトレーニング、採点者の配置、

者は小論文の良し悪しを全体的に判断する方

統計モデルを利用して調整する「統計モデルに

自動採点などの諸点において評価方法の基礎

法、後者は判断規準をいくつか設けておいてそ

よる調整方式」
（Shibayama,2005）もある。前

研究を積み上げ事業化を試みた。

の基準ごとに一つの論文を評価して行く方法

者の方法に関しては、費用対効果が最善となる

つぎに JLF スコアを独立変数に DNC スコ
アを従属変数にした回帰分析を行い、その残差

以下の場合には、２名の結果の平均を求め、得

が３標準偏差以上のスコアはデータから省い

表現力問題と客観３セクション間の相関

である。時間的には包括的採点方法が分析的採

方式が柴山他（2010）で提案された。またこの

た。これは、2 変量外れ値の判断をしているこ

前田他(2004)では全受験生の答案からサン

点方法よりも短くてすむが、信頼性の確保とい

方式と似た採点方式は、2020 年度導入を目指

とに等しい。他にてこ比などの利用も考えられ

プル答案を無作為に 300 名分抽出し、5 名の採

う点からは分析的採点方法の方が優れている

して文部科学省が大学入学者選抜改革として

たが２つのスコアの由来から回帰残差を利用

点者がそのうちの 150 名分を採点した。表１

（Maeda et al.(2006)；柴山他(2006)）
。

推し進めている大学入学共通テスト（「新テス

することにした。このようにして精錬されたデ

に示すように表現力問題と総合得点との間に

この中で興味深いのは分析的採点によって

ト」）における国語・数学の記述式問題に対す

ータをもちいて対応づけをおこなった。

は 0.284 の相関、また客観式セクションとの相

評価した結果の総和が必ずしも小論文全体の

る採点でも採用されている。なお、研究成果の

なお、対応づけを含むデータ解析から実施報

関は順に 0.238、0.159、0.256 であった。長文

評価として妥当なものとはならないケースが

詳細については柴山（2008）ならびに柴山・前

告書作成にいたるすべての実務は、テスト理

読解力と表現力との相関が一番大きくなって

存在していることである。また、良質な採点者

田(2010)を参照されたい。

論・統計学・法社会学の専門家集団（分析委員

いるのはこの二つの能力の親近性から考えて

集団の育成が重要であることもこれらの研究

会）とそれをサポートする事務局が共同で担い

納得のいく結果である。

によって得られた事柄である。

責任をもって実施した。

論理的に自分の考えを表現し人を説得でき
採点者間の一貫性

ることは法曹としての必須の能力であること

しかし、現段階では、統計的モデルによる調

自動採点システム構築の試み

整の方が採点結果の一貫性という観点で優れ

コンピュータにより答案の予備的な採点や答

ているという実験結果が得られているものの、

案からの特徴の分析、構成に着目した答案の分

採点結果を得るまでのプロセスにかかる人件

類などができれば採点者による採点作業の効

費等が大きな壁となって採算がとれない。少し

率化がはかれる。問題文と答案の単語間の関連

でも採算をとろうとすると本来豊かであるべ

表１ 表現力問題との相関係数（2004 年度）

2. 小論文採点の事業化のための基礎研究

小論文採点の事業化の断念

も言を俟たない。そのため、JLF 試験の 4 つ

客観式テストにおいてそのテストの測定精

度と構文解析を利用したシステムは既に存在

き小論文の出題内容と解答形式を極めて乏し

のセクションのうち、「表現力を測る問題（表

度は信頼性係数によって推定できる。一方、表

するが、これら既存のシステムでは、論理展開

いものに限定するしかない。このことを井本・

現力問題）
」は、論点を受験生自らが構成し、

現力問題のように人間が採点する場合には信

に対応することができていない。表現力問題の

柴山（2016）は大規模テストにおけるパフォー

説得的に論旨を展開する能力を見ることを目

頼性係数の代わりに各採点者の採点結果の一

採点を自動的に行えるシステムの実現に向け

マンス・アセスメントのトリレンマと呼んで、

的に、実際に受験生に文章を書かせる小論文形

致あるいは一貫性という観点から評価するこ

て学際的な基礎研究がおこなわれ（藤田・新田

大規模テストの中に記述式の問題を導入する

式を採用している。

とが多い。前田(2004)では、表現力問題の採点

（2007）
；村田・片上・新田（2008）
；柴山（2008）)、 際に本質的に解決困難な課題として警鐘を鳴

しかしながら、一般に小論文の採点結果には

結果の信頼性を 0.7 以上確保するためには、一

現在も理研 AIP の中のひとつのプロジェクト

採点者の主観的な要素が混入するなどの理由

つの答案につき 3 名以上の採点者数が望まし

として継続中であるが、開発には困難を極めて

から、測定精度は客観式テストにはるかに及ば

いこと、採点者が 2 名では 0.6 程度まで落ちや

いる。

ない。さらに大規模テストにおける小論文問題

や信頼性に欠けることなどを明らかにした。さ

必然的に生じる採点結果のぶれの調整

の採点コストは莫大なものになるため、
JLF 試

らに Shibayama(2005)では採点者間の一貫性

 複数名の評価者が同一の答案を採点した場

験においては良質の問題とその解答、採点基準

を採点者ごとの採点の「甘い辛い」と「ばらつ

合に必ず生じる評価者間での得点のずれを、ど

しかしなが、以上の開発・事業化の過程で得

を大学院側に提供するにとどめて制度をスタ

き」を事後的に調整する手法を提案している。

のような方法で調整して、受験者の得点を決定

られた成果は、現在行われている新テストにお

ートさせた。

Maeda et al.(2006)や柴山(2006)で示されたよ

するかが問題となる。ひとつの方法としては、

ける様々な議論（たとえば南風原編（2018））

うに、この手法で事後調整すれば決定係数にし

例えば２名の評価者間での得点差が一定程度

の参考にもなると思われる。

制度発足後も、共通テストにおけるこの種の

32

らしている。
このように、結果としては、いかに工夫して
も現時点での技術水準では費用対効果比が改
善できないため、残念ながら小論文採点の事業
化は断念せざるを得なかった。
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て 0.69 から 0.75 への向上がみられた。

ら判断して、合理的にあり得ない、または、属

表1

共通受験者数・相関係数・対応づけ得点の信頼性係数
ρ(Y )

―等化法の開発経緯とその後の研究―

N

0.9

0.95

0.7

0.654

0.643

0.633

1,039

0.894

0.932

0.889

0.854

センター（英語）－TEAP（RL）

995

0.798

0.770

0.748

0.729

英検CSEスコア（RL）－TEAP（RL）

995

0.844

0.840

0.809

0.784

センター（英語）－英検CSEスコア（RL）

2.2 等化と合計の順番

1. はじめに

0.85

31,522

センター（英語）－GTEC（3技能）

佐藤 喜一
九州大学

r

GTEC CBT－TOEFL iBT

158

0.67

0.625

0.616

0.609

法科大学院入試のための適性試験は，2011

下位テストから構成されるテストを等化す

GTEC CBT－IELTS

273

0.82

0.802

0.776

0.754

年から法科大学院全国統一適性試験に一本化

る場合，
「合計得点による等化」と「下位テス

TOEFL iBT－IELTS

1,153

0.73

された．複数回受験の機会を受験者に担保す

ト得点による等化」が考えられる（佐藤・柴

るため，年2回（5～6月）の試験が実施され

山，2011）
．
「合計得点による等化」とは，下

た．両回のスコアを同一尺度上で比較できる

位テスト得点を合計したあと，合計得点を用

ように，年2回の試験は年度内で等化された．

いて等化する方法である．一方，
「下位テスト

本発表では，全国統一適性試験で培われた

得点による等化」とは，対応する下位テスト
を等化したあと，等化済み下位テスト得点を

適性試験における等化法の開発経緯を振り返

合計する方法である．どちらの方法が全国統

性係数，𝜌𝜌𝜌𝜌(𝑋𝑋𝑋𝑋, 𝑌𝑌𝑌𝑌 )はテストX, Yの得点間の相関

については，対応づけ得点の信頼性不足のた

知見や経験を社会に還元するため，全国統一
る．また，等化法の研究から発展した「対応

は，個々のテストの信頼性係数と同様に利用

等化法の開発では，シミュレーション研究

づけ得点の信頼性」という概念により，昨今

一適性試験に適しているのかが大きな関心事
の一つであった．

できる．

を通して「下位テスト得点による等化」を採

3.2 認定試験の対応づけ可能性

用するに至った．その後の研究では，認定試

一部の試験について，対応づけが可能かどう

果から，
「下位テスト得点による等化」を採用

かを評価する．

することとした．その理由は，
「下位テスト得
点による等化」の方が一定の誤差以下で等化

2. 等化法の開発経緯

が可能な得点の範囲が広かったからである．

2.1 「対応づけ」から「等化」へ

その後，実データによる検証でも，シミュレ
ーション結果の妥当性が確認された．

試験を等化する必要性が生じた．全国統一適
性試験は，論理・分析・長文・表現力セクシ

3. その後の研究

ョンの四つの下位テストから構成される．こ

3.1 対応づけ得点の信頼性

のうち，等化の対象となるのは，五肢択一方

応づけ得点𝑙𝑙𝑙𝑙𝑌𝑌𝑌𝑌 (𝑋𝑋𝑋𝑋)は，テストYの真の得点𝑇𝑇𝑇𝑇𝑌𝑌𝑌𝑌 を
テストXをテストYに対応づけする場合，対

精度よく捉えるべきである．この考えに基づ

等化デザインには，両回受験者を共通受験
者とする単一グループデザインを仮定した．

き，Sato and Shibayama（2018）は，
「対応

等化法には，2011年以前の対応づけと同じく

づけ得点の信頼性」
という概念を定式化した．

等パーセンタイル法を利用することとした．

対応づけに線形等化法を利用する場合，対応

等化による誤差の影響を受ける受験者を減ら

𝜌𝜌𝜌𝜌(𝑌𝑌𝑌𝑌 )
𝜌𝜌𝜌𝜌�𝑙𝑙𝑙𝑙𝑌𝑌𝑌𝑌 (𝑋𝑋𝑋𝑋)� =
1 + 2[𝜌𝜌𝜌𝜌(𝑌𝑌𝑌𝑌 ) − 𝜌𝜌𝜌𝜌(𝑋𝑋𝑋𝑋, 𝑌𝑌𝑌𝑌 )]

づけ得点の信頼性係数𝜌𝜌𝜌𝜌�𝑙𝑙𝑙𝑙𝑌𝑌𝑌𝑌 (𝑋𝑋𝑋𝑋)�は，

すため，受験者数が少ない回の試験を多い回
の試験に等化するというルールを設けた．
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と表される．ここで，𝜌𝜌𝜌𝜌(𝑌𝑌𝑌𝑌 )はテストYの信頼
係数である．0 ≤ 𝜌𝜌𝜌𝜌�𝑙𝑙𝑙𝑙𝑌𝑌𝑌𝑌 (𝑋𝑋𝑋𝑋)� ≤ 1であり，(1)式

佐藤・柴山（2011）のシミュレーション結

式の論理・分析・長文セクションである．

注：信頼性係数が0.7以上の値を太字で示した．センター（英語）は，筆記・リスニングの合計得点
を利用している．"RL"は，リーディングとリスニングの2技能の得点のみ利用したことを示してい
る．TOEFL iBTとIELTSのα係数は，0.95程度であることが報告されている．ρ(Y )＝テストYの信頼性
係数．

め，対応づけしない方がよいと判断できる．

の入試改革で注目されている英語認定試験の

2011年以降，年2回実施される同一仕様の

0.660

(1)

4. おわりに

センター試験（英語）と一部の英語認定試

験間に対応づけ得点の信頼性が不足する組み

験の組み合わせについて，対応づけ得点の信

合わせが存在することを示した．認定試験を

頼性係数の推定値を示す（表1）．共通受験者

スコアレベルで比較して利用するには，やは

数と相関係数は，各団体のホームページ等に

り何らかの根拠が示されるべきである．

公表されている値を用いた．(1)式による計算
のため，信頼性係数の値が公表されていない

文献

試験を含む場合，その値を0.85, 0.9, 0.95と仮

佐藤喜一・柴山 直（2011）．下位テストから構

定して対応づけ得点の信頼性係数を推定した．

成されるテスト間の等化におけるブートストラ

個々のテストの場合を参考に，意味ある対

ップ法を援用した等化の標準誤差の評価．

応づけには0.7以上の信頼性係数の値が必要

日本テスト学会誌，7(1)，85—98．
Yoshikazu Sato, & Tadashi Shibayama

だと仮定する．認定試験だけを考慮すると，

analysis

(2018,

CBT－IELTSについて，対応づけ得点の信頼

focused on reliability of linked scores.

性という観点では，対応づけ可能と判断でき

Paper presented at the annual meeting

る．しかしながら，英検CSEスコア（RL）－

of

TEAP（RL）については，4技能の結果でな

Measurement in Education, New York,

いことに注意が必要である．一方，GTEC

NY.
(ysato@artsci.kyushu-u.ac.jp)

CBT－TOEFL iBTとTOEFL iBT－IELTS
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法科大学院全国統一適性試験の歩み

実行委員会企画セッション：
ICT を活用した教育・学習支援システムが開く
新たな評価の可能性
9 月 8 日（土）	
  15:00～16:30	
  	
  152A

多面的な評価が要求されるプログラミング教育のアセスメント環境
礒津 政明
株式会社ソニー・グローバルエデュケーション

し、権限付与した第三者へ信頼性の高い情報開示を可能に

スコード」
「ユーザ同士のピアレビュー」など、多彩な評価

している[6]。システムの一部の成績証明書管理技術に関し

軸が考えられる。数値化しづらい基準があることから、創

ては、実際の商用環境で運用されている[7]。

作物への評価は、柔軟かつ動的に行うべきであり、作品そ
のものが持つデータ（属性情報）を加工しないで保持する

4.1 教育におけるオープンデータ

重要性は高い。作品に関連したあらゆるデータが、評価者

教育分野へのブロックチェーン技術適用の大きな優位性
2.2 ロボット・プログラミング学習キット

ば、データ保有者と評価・分析者が異なる場合でも、スマ

産業界の構造変化とともに、世界各国の教育カリキュラ

ログラミング学習キットとして、ソニー・グローバルエデ

ートコントラクトの認証を通した適切な参照権限管理によ

ムには、プログラミング科目が盛り込まれ、新しい時代の

ュケーションが開発した教育用ロボットである。少ない種

り、保有者の意思で自由にデータを第三者に開示し、オー

教育として注目を集めている。日本国内では、2020 年に施

類、形状のカラフルなブロックや電子パーツから構成され

行予定の小学校学習指導要領において、コンピュータに意

プンデータとしての活用が期待できる。図 2 はデータスト

るキットで、個性豊かな多彩なロボットが制作できること

アのシステム図であり、学習アプリケーションと評価・分

図した処理を行わせるための論理的思考力を身に付ける学

が特長である。
KOOV では、
限られた授業時間であっても、

析者サービスが異なる場合でも、共通の仕組みでデータス

習活動として、
「プログラミング的思考」が提案され、プロ

直感的な作業でアイデアを素早く形にできる。また、教育

トアへのアクセスを行う。データの性質により、保存先と

グラミング教育の大きな目的として認知されている。一方

機関向けパッケージの展開[3]により、学習塾や小中学校の

してブロックチェーンと従来型データベースを使い分け、

で、アセスメントを考慮したプログラミング的思考の定義

プログラミング教育現場での活用事例が増えている。

API によりハイブリッドなアクセスを可能にする。

が存在しないため、実証的な研究を通じてプログラミング

なる。

は、データの流動性を高められることにある 。言い換えれ

図 1 に示す KOOV は、創造力を育成するロボット・プ

図 3

5. おわりに

動的なアセスメント環境を想定すると、同じデータに対

的思考のアセスメント開発に取り組む動きもある[1]。
また、広義のプログラミング教育にある学習者の目的と
しては、
「正解が一つではない課題」に対する様々なアプロ
ーチを習得することであると考えられる。低年齢層向けの

自由制作コンテスト上位入賞作品

して、評価者ごとに異なる結果を与えることがありうる。

本稿では、２１世紀型スキルの一つの要素である「創造

柔軟な評価軸の設定のためには、特定ベンダーがデータを

性」に着目し、多面的な評価を行うためのアセスメント環

ロックインしない形で、データの自由な流通に耐えるシス

境のシステム構成を検討した。データ管理の観点でブロッ

テムを構築する必要がある。

クチェーン技術には優位性があり、データの可用性が高ま

プログラミング教育においては、プログラミング結果をロ

ることを示した。評価軸の観点では KOOV を題材に、創作

ボットの動作で視覚的に確認できる教育用ロボットキット

図 1

が、簡便で効率的な指導が行えることで人気の教材となっ

物に対する評価の現状と課題を紹介した。

KOOV - ロボット・プログラミング学習キット

動的で複雑な評価により、本来アセスメントが持つ信頼

3. 多面的な評価に向けた課題

ている。しかしながら、教育用ロボットキットの自由度が

性が薄れることになるが、多様性が尊重される社会環境で

プログラミングで育成する資質・能力の評価基準が提案

は、教育分野においても多面的な評価手法を考慮すること

しい。
複雑な課題に対するアプローチを評価するためには、

されているが[4]、文部科学省が示している「学びに向かう

は必然である。評価元となるデータを幅広く流通させるこ

より多面的で複数の評価軸により教育効果を測定する新し

力・人間性等」の能力を固定された評価軸の静的なアセス

とで、より多くの評価者や分析プログラムが介在し、納得

い形の動的なアセスメントが求められている。本稿では、

メントで測定することは難しい。つまり、環境によって前

感のある透明性の高い評価手法を醸成していく必要がある。

プログラミング教育における動的なアセスメントを実現す

提条件が変わることを想定し、データを動的に扱うことが

るための学習データ共有システムについて検討する。

できる新しい形のアセスメントが必要となる。動的なアセ

高いため、一側面からの静的なアセスメントでは評価が難

スメント環境を構築するために、a) 評価軸の設定、b) 評価

2. プログラミング教育

の根拠となる分析元データの収集、c) 評価のための大量の

従来のプログラミング教育といえば、コーディングが中

データ処理、の３つを課題として挙げる。本稿では特に a)

心的な存在であった。しかしながら、
「21 世紀型スキル」

評価軸の設定、に注目し、システム案を示す。動的な評価

「Computational Thinking」
「プログラミング的思考」といっ

の一例としては、国語の論述問題における解答の評価で、

た新しいキーワード群、また、教育用ロボットキットの普

論理性と情緒性のどちらを重視するか、
というものである。

及により、より能動的なスキルの育成として、小中学生向

4. 教育分野でのブロックチェーン技術の活用

けには特に広義での解釈がされるようになりつつある。
2.1 21 世紀型スキル

仮想通貨のネットワークインフラとして揺るぎない地位

大手 IT 企業を中心に国際団体が組織され、21 世紀に相

を確立したブロックチェーン技術が、
強固なセキュリティ、

応しいリテラシーとして、21 世紀型スキルが定義されてい

分散的なトランザクション、耐障害性の高いデータストレ

る[2]。21 世紀型スキルは、思考の方法、仕事の方法、仕事

ージとしての特長により、
様々な産業に展開されつつある。

のツール、社会生活の 4 分類で、計 10 項目のスキルにより

教育分野においては、学習履歴のポータビリティを実現す

構成される。特に、思考の方法（創造力、問題解決、等）
、

るスマートコントラクトに関する研究が行われている[5]。

仕事のツール（コミュニケーション、コラボレーション）

ソニーグループが開発したシステムは、教育分野での利
用が想定されるもので、改ざんが困難な形で事実情報を登

においては、プログラミング教育との関わりが深い。

録する機能と登録情報へのアクセスコントロール機能を有

図 2

参考文献

ブロックチェーンを利用したデータストアのシステム図

4.2 多様性を評価するシステム
データ系と評価・分析系は完全に分離した構造は、創作
物に対する評価をする際には特に有効であると考えられる。
KOOV では、アプリケーション内で定期的に自由制作コン
テストを実施し、特定のテーマに対してユーザが創作した
ロボットを投稿できる仕組みを持つ。ユーザ同士で、作品
に対して活発にコメントを書き込むことも行われていて、
人気の作品には言語を問わず 100 件以上のメッセージが付
くこともある。
図 3 は「音を楽しもう」というテーマを設定して実施し
た自由制作コンテストにおける上位入賞作品である。現在
は、運営者の主観により、
「デザイン」
「動き」
「新しさ」と
いった基準で審査を行っている。これ以外にも「作品の外
観・動作」「作者の紹介コメント」「動作プログラムのソー
i ブロックチェーン技術の本質的な役割は「価値の移転」にある。教育に関連するデータを
”価値”だと捉えれば、サービスからサービスへのスムーズな移転が実現することになる。

38

39

[1] “「プログラミング的思考力検査（小学生版）」の開発につ
いて”. (2017) 日本テスト学会第 15 回大会発表論文抄録集
[2] “Assessment and Teaching of 21st Century Skills: Methods and
Approach (Educational Assessment in an Information Age) “ .
ASIN: B00S16INZ4 https://www.amazon.com/dp/B00S16INZ4
[3] “ロボット・プログラミング学習キット「KOOV」 法人向
けパッケージ”. https://www.koov.io/enterprise
[4] “「小学校プログラミング教育必修化に向けて」”.(2018)
https://miraino-manabi.jp/assets/data/info/mirainomanabi_leaflet_2018.pdf
[5] “Connecting decentralized learning records: a blockchain based
learning analytics platform”. LAK’18, Proceedings of the 8th
International Conference on Learning Analytics and Knowledge
[6] “ブロックチェーン技術による教育データの認証・共有・権
限管理システムを開発”.(2017)
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/201708/17-071/
[7] “オンライン算数大会「世界算数（Global Math Challenge）」
を開催”.(2017)
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/201711/171106/index.html

実 行 委 員 会 企 画 セッション

実 行 委 員 会 企 画 セッション

1. はじめに

や分析プログラムを通して、作品の評価に収束することに

i

教育ビッグデータを活用した学習の個別最適化
本間達朗（ニュートンジャパン株式会社）
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本稿は近年日本でも注目され教育現場で普及が始まったアダプティブ・ラーニング（適応学習）
およびアダプティブ・ラーニングを提供する .QHZWRQ エンジンについて解説する．

１．アダプティブ・ラーニングの定義と種類
一般的な学習は，ある集団の学習者は同じ教材を同じ順序で学ぶことを前提としてきた．従
って理解の方法や速度が異なる学習者がいても，同じ内容・量・ペースで学習することにな
り，理解の速い学習者の学習意欲の低下や，全体のペースから取り残される学習者の存在が
課題になりやすい．これに対して個々の学習者の理解度に応じて学習内容を柔軟に変えるオ
ンライン学習の仕組みがアダプティブ・ラーニングである．アダプティブ・ラーニングは，
学習過程で収集された教育ビックデータを活用して個々の学習者の学習内容を動的に変更す
ることができるものであり，その点で，既知のセグメントや情報（学習者の年齢，テストの


．.QHZWRQ のアダプティブ・ラーニング

得点など）に基づく個別学習とは一線を画す．

.QHZWRQ エンジンは，まず「学習上の到達目的地点」に対して学習者のその時点の「理解の

その種類は「ルール型」と「アルゴリズム型」の大きく２種類ある（＜図 アダプティブ・

位置」を計算し「最適な学習の出発点」を示す．さらに学習者が問題を解き進めると，その

ラーニングの種類＞を参照）．「ルール型」は，個々の問題に対する正誤結果を受けて次の

正誤情報を基に次々と「最適な学習の道順」を判断して提示するので，学習の到達点 ; に向

問題の「場合分けルール」を設定する方法で，設定は精緻にできるが全ケースを予め決定し
固定するので，コース内容・問題変更の際の負荷が高い．「アルゴリズム型」は，学習者に
最適な学習の流れをリアルタイムに計算する方法で，大量の計算を行うコンピューター・リ
ソースは必要とするが，個々の問題に対する正誤情報を受けて次の学習内容を常にリアルタ
イムで動的に導き出すことができる．アルゴリズム型の一例として，.QHZWRQ のプラットフ
ォームについて次項で説明する。このエンジンは全世界  か国以上・ 社以上の提携パー
トナーの学習教材に活用され， 万人以上のユーザーに日々使われている>@．




＜図 アダプティブ・ラーニングの種類＞

かう最適な道順は A→X，B→X，A→C→X など個々に異なる．

.QHZWRQ の３つのサービス
.QHZWRQ を活用した学習教材の仕組みを図２．.QHZWRQ エンジンによるサービス提供方式
!に示す．上段は教育機関・出版社（パートナー）のオンライン学習教材の 8,，中段が各社
のシステムである．.QHZWRQ エンジンは下段に位置し，レコメンデーション，アナリティク
ス，コンテンツ・インサイトを提供する．
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これらのサービスを.QHZWRQ では２つのプロダクトで提供する
 .QHZWRQ$3, %% /06コンテンツを保有するパートナーが、$3, 経由して .QHZWRQ
エンジンを利用（コンテンツを問わない）
国の大学向けプロダクトとして展開

アダプティブ・ラーニングの効果
アダプティブ・ラーニングの効果検証事例もすでに多数ある．日本では &ODVVL 株式会社（株
式会社ベネッセ +' とソフトバンク株式会社の合弁会社）が提供する学校向け教材の実証実
験で，学力テストの得点や学習意欲向上の効果がみられた．



＜図 .QHZWRQ エンジンによるサービス提供方式＞




日本におけるアダプティブ・ラーニング
 アダプティブ・ラーニング機能は優れたオンライン学習教材の必要条件となり，民間の
(GWHFK 企業を中心とした学習プロダクトが数多く開発され，様々な教育機関やサービスで用

）レコメンデーション

いられるようになったよりよい学習体験や成果をもたらす教材は学習者指導者をはじめ

学習者に、学習時の理解度に基づいて最適な学習コンテンツ（教材や問題）をリアルタイム

教育に関わる全ての人々に今後もより強く求められるようになるだろう

で動的に提示する．.QHZWRQ は事前にパートナーの学習コンテンツを「学習目標」という単
位で分析・分類し関係性の定義づけを行う．これらの情報と運用開始後に $3, を介して収集
される膨大な量の学習者の学習活動データをリアルタイムに演算し，刻一刻と変化する個々
の学習者の理解度を把握することで、個々に最適なレコメンデーションを実現している．


参考文献


）アナリティクス
学習者の理解度や学習の進捗状況について，実績値および予測値を提示する．学習の進捗度

ニュートンジャパンホームページ KWWSVMDSDQNQHZWRQFRP



&ODVVL 株式会社による実証研究 KWWSVFODVVLMSLQIR



は，例えばあるテストを到達目的点として学習を進めている場合，学習途中の任意のタイミ



ングにおいて，その時点でテストを受けたと仮定した場合の得点予測や準備度判定などがで



きる．また学習者の母集団の中で，理解度が低くサポートが必要な学習者を特定することも



可能である．









）コンテンツ・インサイト
蓄積された学習履歴データに基づき，学習コンテンツ別の学習効果や学習者の理解度を識別
する力といった質の側面と，コンテンツの過不足やバランスといった量の側面を分析し，パ




ートナーにレポートを行う．これによりパートナーは，ビッグデータに基づいて科学的に学



習コンテンツを開発・改善することができる．
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 .QHZWRQ$OWD %& コンテンツ、8,8; を含め .QHZWRQ が提供 年  月現在米

中学・高校での &ODVVL「ｅポートフォリオ」実証結果
～キャリア教育・指導への寄与と生徒の主体性の変化～

生徒の主体性を育成するポートフォリオに関する研究結果
学校現場では，「大学入試での活用」と「入試の前の日常の主体性を育成するポートフォリオ」
の両面から「ｅポートフォリオ」が活用されている．生徒の入力内容の分析を目的とし，２つの
目の実証研究を行った．研究参加校  校・株式会社ベネッセコーポレーション・東京学芸大学森

○林部貴亮 &ODVVL 株式会社  


本康彦教授と行った「
「初等中等教育におけるｅポートフォリオを用いた学習・評価の共同研究会
議」の実証研究である．

&ODVVL の概要

この共同研究会議では，
「ｅポートフォリオと主体性の関係」をテーマに，以下の３つの仮説を

&ODVVL は，スマートデバイスを活用し，生徒の「自分で考えて学習する力・自学自習力」を育

設定し，学校現場とともに検証を行った．

み，先生方の業務負荷削減をサポートする「教育プラットフォームサービス」である． 年 

① 主体性が身についている生徒は，学力・学習習慣の向上に繋がっている

月から，株式会社ベネッセホールディングスとソフトバンク株式会社が共同で設立した合弁会社

② 主体性が身についている生徒は，気づき方や考えが深化する

&ODVVL 株式会社が提供している．

③ 学習・テスト・学校行事・部活・探究など，学校指導が生徒の主体性を育む

&ODVVL には，「生徒カルテ」「学習記録」「ポートフォリオ」といった生徒の学習・活動履歴を

 結果として，上記③の仮説を検証していく中で，
「生徒の振り返りの発言の評価基準」を仮設定

蓄積し，指導に活かす機能（総称して「ｅポートフォリオ」機能と呼ぶ）を備えており， 年

することができた．ｅポートフォリオにおける生徒の発言レベルの可視化とそれに伴う学校での

度は約  万人の中学・高校生に「ｅポートフォリオ」として利用されている．

指導ポイントが明らかになり，主体性を育成するｅポートフォリオの可能性が示唆された．

本原稿では，&ODVVL で実施した実証研究結果と現在行っている活用データ分析の内容を紹介す



る．

&ODVVL「ｅポートフォリオ」の実証研究   



現状取り組んでいる &ODVVL「ｅポートフォリオ」の活用分析

&ODVVL「ｅポートフォリオ」の実証研究   
テキストマイニングによる学習記録データの内容分析と指導力向上に向けた研究結果
学校現場では，教育の情報化を進め，教員の指導力向上を図ることが喫緊の課題とされている
ため，実証研究の１つ目として主に教員に対象を絞って行った．教員によって記録・蓄積された
学習記録データ（ｅポートフォリオデータ）を分析し，指導内容を対象化して振り返ることで，
学校の組織的な指導力向上を推進することを目的としたものである．
① 教員に対するｅポートフォリオの活用状況に関する質問紙調査…ｅポートフォリオを活用
することによる効果や有効性に対する，教員の意識を明らかにする
② 教員が生徒に関して記録した，自由記述データの内容分析…学習記録データから指導内容

上述の   の実証研究後，&ODVVL「ｅポートフォリオ」の活用校が多くなりユーザーデータ
も集まってきている．&ODVVL では実際の学校現場におけるｅポートフォリオのアクティビティデ
ータをベースに，学校指導における振り返りの重要性について，以下のテーマで検証する．
① 「生徒のｅポートフォリオ投稿数・投稿文字数」等のアクティビティとアセスメント結果
を分析し，成績・学習習慣の変動に対するｅポートフォリオの寄与を探る
② 「教員のｅポートフォリオの課題配信数・コメント数」等のアクティビティとアセスメン
ト結果を分析し，教員側の働きかけとｅポートフォリオの基礎を探る
③ 生徒同士のｅポートフォリオ上での相互評価が協働的思考力に結びついているかを探る
※検証結果については現在算出中である

が可視化され，学びのエビデンスとなることを示す
③ 教員に対して②の結果を提示した上での，指導改善に関するインタビュー調査…学びのエ
ビデンスを提示することで，指導力向上に向けた効果的な取組につながることを明らかに
する
&ODVVLを運用する高校において，教員が生徒について入力した自由記述データを，テキストマイ
ニングの手法を用いて分析し，進路指導における教員が有する指導の「ノウハウ」の存在を示し
た．そして，分析結果を基にして教員自身に指導内容を振り返ってもらうことで，情報共有によ
る指導効果や，進路指導を進める上での課題などが明らかとなり，学校の組織的な指導力向上に
向けた取組につながる可能性が示唆された．
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&ODVVL「ｅポートフォリオ」の実証研究   

一般セッション１：
テスト開発の新たな試み
9 月 9 日（日）	
  10：00～11:20	
  	
  152B

(iv) θ̂0 に対してフィッシャー情報量が最大と

○歌川 真一郎，尾崎 幸謙
筑波大学大学院ビジネス科学研究科

1

研究の背景と目的

ある。なお，θ は一様分布や標準正規分布を事前分

近年，文部科学省において大学入学共通テストや
学びの基礎診断など新たなテストの在り方が検討さ
れ，コンピュータを利用して行うテスト（Computer-

based testing：CBT），項目反応理論（Item response
theory：IRT）などにも言及されている。本研究で扱
う適応型テスト（Computerized adaptive testing：
一般的である。

CAT では，り少ない項目数で能力の測定が可能
であるが，例えば，一般社団法人教育のための科学
研究所が実施するリーディングスキルテストのよう
に，一度に複数の能力を測定する場合には相応の時
間がかかる。そこで，複数の能力をそれぞれ CAT
によって測定する状況において実施時間を減らし，
効率的にテストを実施するための統計的方法を考え
たい。Segall(1996) による多次元 CAT はその 1 つ
であるが，次の出題項目がどの能力を測定するもの
か定まらないことや，計算量が多いためにサーバへ
の負荷が大きいことが考えられ，これらの点につい
て改善の余地がある。

2

の θ̂ に対して適切な項目を項目プールから選択して
提示し，提示したすべての項目に対する反応から次

シミュレーションの設定

項目

研究方法

困 難 度 母 数 を U (−4, 4)，識 別 力 母 数 を

U (0.5, 1.5) から発生させ，300 項目の項目プー
ルを測定する能力の数だけ作成する。能力の数

本研究では，CAT により 1 回の受検で 2 つ以上

は 2 または 3 の場合を考える。各項目には 2 パ

の能力を順に測定する場合において，項目数をより
少なく，より短時間で受検を終了させるための統計
的方法を開発し，シミュレーション研究を行う。こ

ラメタロジスティックモデルを当てはめる。
真値

て，一定の相関をもつ多変量標準正規分布から

の方法は Segall(1996) とは異なり，各能力ごとの

発生させる。相関係数 r = 0.3，0.5，0.7 の 3

CAT を行うものである。また，多次元 IRT モデル
ではなく 1 次元の IRT モデルを用いており，計算
量はより少ないと考えられる。測定する能力が異な

受検者数 10,000 人分の各能力の真値につい

つの場合を比較する。
初期項目

るものであっても一般的に各能力間には相関がみら
れる。すでに測定した能力からある程度次の能力を
予測できるため，2 つ目以降の能力推定に，それ以
前の能力の推定値から得られる事前分布を用いるこ
とが基本的なアイデアである。

CAT の一般的なアルゴリズムは以下のとおりで
48

1 つ目の能力値の推定では，θ = −1，0，

1 にもっとも困難度母数が近い 3 項目を出題す

る。2 つ目以降の能力値の推定では，(i) 1 つ目
の能力値の推定同様 θ = −1，0，1 にもっとも
困難度母数が近い 3 項目を出題する場合，(ii)

θ̂0 − 0.5，θ̂0 ，θ̂0 + 0.5 にもっとも困難度母数が

近い 3 項目を出題する場合，(iii) θ̂0 にもっと

0.003

0.352

40

7.914

(iii)

0.002

0.354

41

6.967

(iv)

0.001

0.353

41

6.700

表2

相関係数 r = 0.5 の場合

Bias

RMSE

Bias> 1

項目数

るが，この方法を実際に適用する場合には，過

(i)

0.003

0.351

32

8.007

去に実施されたテストにおける各能力の推定値

(ii)

−0.000

0.357

39

7.672

0.003

0.355

40

6.691

0.000

0.357

43

6.374

(iii)
(iv)

表3

は上記の回帰モデルにおける予測誤差の分散の

(i)

推定値とする。

(ii)

項目選択基準

フィッシャー情報量基準（MFI）を

(iii)

用いる。
提示終了条件

(iv)

相関係数 r = 0.7 の場合

Bias

RMSE

Bias> 1

項目数

−0.004

0.355

32

8.026

−0.004

0.362

38

6.918

−0.001

0.360

40

5.955

0.001

0.357

41

5.688

θ の事後分布の標準偏差が 0.35 を
項目数の平均については，相関係数によらず (i)

下回ったら提示終了とする。

よりも (ii)，(iii) 及び (iv) の値の方が小さくなって

4

シミュレーションの結果と考察

おり，θ̂0 や θ̂0 を用いた事前分布を使った本方法に

表 1 から表 3 に，2 つの能力を測定した場合の

3

8.008

した θ̂ を説明変数とする回帰モデルによる予測

合では，N (θ̂, σ̂ 2 ) とする。ただし，ここで σ̂ 2

これを，一般的なアルゴリズムの場合と比較するこ
るのかを考える。

36

(ii)

記 (i) の場合では N (0, 1) とし，(ii)～(iv) の場

本研究では，1 つ目の能力測定については，上記

とにより，どれだけ提示項目数を減らすことができ

0.349

の能力値の推定及び 2 つ目の能力値の推定の上

能力の数だけ繰り返すことになる。

う点で，上述の一般的なアルゴリズムとは異なる。

−0.008

目提示を行う。ここで，θ̂0 はこれまでに推定

推定法 MAP 推定を用いる。事前分布は，1 つ目

る。複数の能力推定を行う場合には，この手続きを

布を構成し，ベイズ法によって推定値を求めるとい

項目数

(i)

を用いることになる。

たすべての項目に対する反応から最終的な θ̂ を求め

いて，それ以前の能力の推定値にもとづいて事前分

Bias> 1

える。初期項目以降は通常の CAT によって項

は，上記のシミュレーションデータを用いてい

値 θ の初期推定値 θ̂ を求める。次に，その時点で

と同じ手続きをとるが，2 つ目以降の能力測定につ

RMSE

なる 1 項目のみを提示する場合の 4 通りを考

は，この回帰モデルを構成するためのデータに

ず，初期項目を提示し，それに対する反応から能力

までこれを繰り返し，テストが終了したら，提示し

Bias

シミュレーション結果を，各能力値間の相関係数

よって項目を削減することができているといえる。
また，相関係数が高いほど削減数も大きくなってい

r = 0.3，0.5，0.7 ごとに示す。なお，表中の (i)～ ることが分かる。
(iv) は前述の初期項目における場合分けを示す。
ただし，表中の「Bias」は各 θ̂−θ の平均，
「RMSE」

5

期待される効果
受検者側には，テスト時間の短縮につながるた

は各 1/10000(θ̂ − θ)2 の正の平方根の和であり，

「Bias> 1」は各 θ̂ − θ が 1 より大きい値の受検者の め，疲労や集中力を保てなくなるなどの測定を妨げ
数，「項目数」は提示終了までの項目数の平均を表 る要因が与える影響を小さくし，十分に力を発揮で
きるようになるメリットがある。

したものである。
表 1 から表 3 より，Bias については十分小さ

一方，運用側には，提示する項目数が少なくなれ

く，RMSE は提示終了条件に依存していると考え

ば項目内容の暴露が低減されるため，項目プール

られる。

の維持・拡張の面で寄与する。また，限られた時間

また，各表の「Bias> 1」より，推定値と真値が 1
以上離れた受検者の数は全受検者 10,000 人に対し
て十分に小さい。(i)～(iv) について相関の違いによ
る傾向の変化もみられないことから，提案する方法
が従来の方法に比して Bias の大きな推定をしがち

で測定できるようになれば，使用できるシチュエー
ションが増えることも考えられる。
文献

Daniel O.Segal(1996) Multidimensional Adaptive
Testing. Psycometrika, 61(2), 331-354.

ということはないといえる。
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CAT）も CBT に含まれ，IRT が用いられることが

相関係数 r = 0.3 の場合

値である。なお，本シミュレーションにおいて

布としたベイズ推定によって求めることとする。ま

の推定値 θ̂ を求める。項目提示の終了条件を満たす

表1

も困難度母数が近い 1 項目のみ出題する場合，

複数の能力を測定する適応型テストにおける効率化の方法

アトリビュートの補償・非補償関係を統合した認知診断モデルの

なアトリビュートをすべて習得しているにもかか

3．実データ解析

わらず誤答する確率であり，guessing パラメタ

3.1. 解析の設定

開発

𝑔𝑔% は，項目正答に不十分なアトリビュート習得

〇山口 一大 1,2，岡田 謙介 3
1 法政大学，2 日本学術振興会，3 東京大学
1．問題と目的

認知診断モデル（cognitive diagnostic models,
CDM; e.g., 山口・岡田, 2017）は学習者の学習改

実データには Examination for the Certificate

パタンであるにもかかわらず正答できる確率であ

of Proficiency in English（ECPE）を用いた 。

る。

ECPE データには，24 項目が含まれ，3 つのアト

一方，DINO モデルは，補償的な DINA モデル

リビュート（morphosyntactic rules, cohesive

れまでに提案されていない。本研究では，補償・

であり，理想反応の定義が異なっている。DINO

rules, lexical rules）が仮定されていた。24 項目

非補償モデルのうち，それぞれ代表的な DINO モ

モデルの理想反応は，

のうち 9 項目で，2 つのアトリビュートが必要で

デル（Templin & Henson, 2006）と DINA モデ

善を促す認知能力の強みや弱みを推定できる教育

ル（e.g., deterministic input noisy and gate

測定モデルである。CDM の開発は活発に行われ

model; Junker & Sijtsma，2001）に注目し，その

ており，これまでに提案されてきている主要な

ω$% = 1 −

>
;?2

1 − α$;

<1=

あった。
データ分析にはもとのデータセットから，

(5)

700 人をランダムサンプルして用いた。マルコフ
イテレーションのうち，前半半分をバーンインと

CDM は，テストの正答に必要な認知能力（アト

guessing パラメタは DINA モデルと(3) ，
(4)式と

提案し，実データへの適用結果を示す。詳細な結

同様に定義される。

して，のこり 1500 イテレーションをサンプルと

リビュート）が相互にどのように作用するのか，

果については当日報告する。

2.2. 提案モデルの定式化

して用いた。

その交互作用関係によって補償モデルと非補償モ

3.2. 混合パラメタの推定結果

DINA モデル，DINO モデルの定式化を踏まえ

デル分類できる（DiBello, Roussos, & Stout,

2．提案モデル

2006）
。補償モデルは，特定の能力が不足してい

2.1. DINA・DINO モデルの定式化
DINA モデルを焦点にあてた。DINA モデルの

る場合に他の能力が正答確率を補償することを想
定したモデルである。一方，非補償モデルは一つ

項目反応関数は

でも問題正答に必要な能力が不足した場合に極端

P(𝑥𝑥$% = 1|𝑠𝑠% , 𝑔𝑔% , η$% ) = 1 −

に正答確率が低下するモデルである。

/01 23/01
𝑠𝑠%
𝑔𝑔%

(1)

と定義される。𝑥𝑥$% は個人𝑖𝑖(= 1, ⋯ , 𝐼𝐼)の項目𝑗𝑗(=

これら補償・非補償モデルのうちどちらの種類

1, ⋯ , 𝐽𝐽)へ解答反応を示しており，1 を正答，0 を

に属するモデルを利用するのかは，データ分析に

誤答反応とする。さらに，理想反応η$% は

先立ってアトリビュートについての認知的な理論

η$% =

により決定される。こうした使用モデルの決定プ
ロセスは例えば，Jang (2009)の英語の読解力テス
トへの CDM の適用例に示されている。
しかし，アトリビュートの交互作用の関係を事
前に決定することは必ずしも容易ではない。例え
ば，Li, Hunter, and Lei (2015) は英語の読解力の
領域では，アトリビュートの交互作用が補償・非
補償の両方を支持する理論的な証拠があることを
議論している。また，数学テストでのモデル比較
の研究からも，同じテストに対して，補償・非補

>

<1=
α$;

(2)

以上から，補償・非補償モデルのどちらか一方

+ 1 − δ% 1 − 𝑠𝑠%F

23/01

J01

𝑔𝑔%F

で.104 であり，項目 E20 において最大の事後平

(6)

均.818 であった。それ以外の項目はそれらの間の

23J01

値を示した。この結果から，項目 E17 でのアトリ

と定義される。δ% は混合パラメタであり，0 から 1

ビュートの交互作用は補償的である一方，項目

までの値をとる。δ% が 1 に近いほどその項目での

E17 では非補償的であることが示唆された。
Table 1. 混合パラメタの推定結果

アトリビュートの交互作用は DINA モデル的で

あり，0 に近いほど DINO モデル的であると考え

Item

られる。このように，δ% によりその項目のアトリ

と定義される。α$; は個人𝑖𝑖の𝑘𝑘(= 1, ⋯ , 𝐾𝐾)番目の

メタ上付添字である“𝐴𝐴”と“𝑂𝑂”はそれぞれ DINA

E3

アトリビュートの習得状態(習得 = 1，
未習得 = 0)

モデルに由来するパラメタか，DINO モデルに由

であり，Q 行列の要素𝑞𝑞%; は項目𝑗𝑗に𝑘𝑘番目のアト

50

95%CI
,

.516

]

.679

[

.258

,

.978

]

E7

.453

[

.220

,

.731

]

来するかを示している。(6) 式は項目に２つ以上

E11

.554

[

.267

,

.845

]

リビュートが必要であれば 1，それ以外であれば

のアトリビュートが必要な場合に定義される。ア

0 を示している。つまり， (2)式は，個人𝑖𝑖のアト

トリビュートが正答に一つしか必要ではない項目

リビュート習得パタンが，項目𝑗𝑗に正答するための

では，アトリビュートの交互作用が存在せず，

能力を全て習得しているものである場合には

DINA モデルのパートと DINO モデルのパート

η$% = 1であり，1 つでも必要なアトリビュートが

パラメタの区別がつかないため，項目反応関数を

E12
E16
E17
E20
E21

.782
.520
.104
.818
.343

[
[
[
[
[

.521
.218
.006
.592
.144

,
,
,
,
,

.982
.833
.285
.987
.590

]
]
]
]
]

れる 2 種類の項目パラメタを

al., 2017）による，マルコフ連鎖モンテカルロ法

(3)

(1)式とした。

4．結論

パラメタの推定には Stan 言語 （Carpenter et

本研究で提案した H-CDM により，アトリビュ
ートの交互作用が補償的であるか非補償的である
か，定量的に表現可能となった。これにより，事
前にアトリビュートの交互作用についての仮定を
緩和できたと考えられる。

を用いた。

(4)

と定義する。slip パラメタ𝑠𝑠% は項目の正答に必要

補償モデルの両方の性質を考慮した，CDM はこ

Posterior
Mean
.278

.084

𝑔𝑔% = P 𝑥𝑥$% = 1 η$% = 0)

しくない可能性がある。しかしながら，補償・非

𝑔𝑔%E

[

𝑠𝑠% = P 𝑥𝑥$% = 0 η$% = 1),

のみを選択し，分析を行なうことは必ずしも好ま

/01

E1

けた項目反応確率として，slip・guessing と呼ば

（Yamaguchi & Okada, 2018）
。

= δ% 1 − 𝑠𝑠%E

定結果から，項目 E17 の事後平均が最小の値

ビュートの交互作用の傾向を定量化できる。パラ

;?2

欠けている場合η$% = 0となる。このη$% で条件付

償モデルの両方の適合がよいことが示されている

混合パラメタの推定結果を Table 1 に示した。推

て，
本研究で提案するH-CDM の項目反応関数は，
P 𝑥𝑥$% = 1|𝑠𝑠%E , 𝑔𝑔%E , 𝑠𝑠%F , 𝑔𝑔%F , 𝛿𝛿% , η$% , ω$%
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一般 セッション １

一般 セッション １

連鎖モンテカルロの設定として，
2 チェイン，
3000

混合モデルとして，Hybrid CDM（H-CDM）を

と定義される。DINO モデルの slip パラメタや

(96, に よ る 妥 当 性 検 証 
〇 繁 桝 算 男 1、 古 野 公 紀
1

慶應義塾大学

．結果的妥当性

2



2

は、

門としているものにとっては必須の知識であろう。ただし、この

EVSI = ∫ ∫ log𝑝𝑝(𝜃𝜃|𝑥𝑥)𝑝𝑝(𝜃𝜃|𝑥𝑥) 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑑𝑑 − ∫ log𝑝𝑝(𝜃𝜃|𝑥𝑥)𝑝𝑝(𝜃𝜃)𝑑𝑑 θ

二つの指標の持つ意味はかなり異なっている。この二つをテス
トが良いテストであるための二つの関門であるとしよう。信頼

θ ൏ 𝜃𝜃Ͳ 

望ましい結果

大学資源が活用されない 

結果１ 

結果  

有用な人材を逃す

やむを得ず 

結果３

結果４

帝京大学

)とするとき、その効用関数をlog 𝑝𝑝(𝜃𝜃|𝑥𝑥)とおく。このとき、(96,

標として、特に重要なのは信頼性と妥当性である。テスト学を専

準備が十分ではない受験生

θ ≥ 𝜃𝜃Ͳ 

合格

不合格

良い推定である 事前には事前分布p(θ)を報告せざるを得ない。

テストの望ましさは多様な観点から評価されるが、統計的指

合格させるべき受験生



= ∫ ∫ 𝑝𝑝(𝜃𝜃, 𝑥𝑥)log𝑝𝑝(𝜃𝜃|𝑥𝑥) 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

性が高いという条件は第  の関門である。信頼性が低いテスト
は使い物にならない。しかし、信頼性が高いだけでも使えない。



図  大学入試の決定状況の模式図

．シミュレーション
シミュレーションデータとして、 種類の真の値θの分布を
用意した。
D 母集団モデル１：正規分布 平均 、分散は、、、 
合分布、分散は  峰分布の場合と同じ。  
テスト得点ｘの表現モデルとして、  線形分割モデルと、

𝑝𝑝(𝜃𝜃, 𝑥𝑥)
= ∫ ∫ 𝑝𝑝(𝜃𝜃, 𝑥𝑥)log
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑝𝑝(𝜃𝜃)𝑝𝑝(𝑥𝑥)

測定対象θをどれだけ正確に測定しているかを評価する概念で

  項分布モデル型を用意した。

ある。しかし、現実にθの真の値が手に入るわけではないので、

となる。これは、シャノンの情報伝送度である。情報伝送度をテ

 線形分割モデル 上記の分布に従う正規分布にプラスし

その代替とテスト得点ｘとの相関を妥当性の評価値とすること

スト評価の指標にすることについては、芝  がシミュレー

て誤差の分布を加算したものの線形変換である。誤差の分散は、

で妥協することになる。テスト得点ｘが、ある理論を構成する構

ションによって詳しく吟味している。対数関数を事後分布の評

信頼性係数、、、 想定している。すなわち、

成概念θを測定するとき、θを含む理論が予測することを、テス

価にすることについては、公理論的な基盤を持ち、また、カルバ

ト得点ｘによって再現できるかどうかをチェックすることも妥

ッ クラ イブ ラー情 報量か らも 導か れる一 般的な 指標 であ り、

当性検証として認められている。

(96, については、テキストで紹介される程度の基礎知識に近い

本研究では、より直接的に、妥当性の指標を計算することを提

x = a + b(θ + ε)

𝑎𝑎 = 50, 𝑏𝑏 = 20; 𝑎𝑎 = 5, 𝑏𝑏 = 2; 𝑎𝑎 = 3, 𝑏𝑏 = 1 
θ~N(0,0.8), ε~N(0,0.2)

が 例えば、繁桝、 、(96, や、情報伝送度が実際にテスト

案する。テスト得点が、そのテストを使う目的の意思決定にどの

一般 セッション １

一般 セッション １

とが、妥当性を高める一つの条件でもある。妥当性は、テストの

図  線形分割モデルによる“正しい”決定の回数

E 母集団モデル２： 峰型正規分布 平均が、 と の混

− ∫ ∫ 𝑝𝑝(𝜃𝜃, 𝑥𝑥)log𝑝𝑝(𝜃𝜃) 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

第  の関門の妥当性が高いことが求められる。信頼性が高いこ



θ~N(0,0.7), ε~N(0,0.3)

の評価に使われている実践は見当たらないようである。

θ~N(0,0.5), ε~N(0,0.5)

程度役に立つかの指標である。このような妥当性の概念は、結果

なお、分布密度の対数関数は、スコアと呼ばれ、$,&',& や

このテスト得点を、 分割、 分割、 分割して、 点満

的妥当性（RXWFRPHYDOLGLW\）と呼ばれることがある。筆者は、

:$,& などによる統計モデル選択の基準の基となっている。モ

点のテスト得点、および、 段階、 段階の評価値とした。母

この指標は、「有効性」の指標として妥当性検証よりも一般的な

デル分布p(x|θ)の選択が、測定目標θとテスト得点 [ の関連付け

集団モデル２においては、正規分布の母平均を、μ RU

 段階、 段階の正しい決定の数を比較する。 峰性の正規分

枠組みで扱うほうが良いのではないかと思っている。

の良しあし、すなわち、妥当性の評価と重なる部分があることは

として発生し、あとの手続きは  峰性の場合と同様である。

布の場合、 の繰り返しにおいて、もっともよい決定結果を生

．(96,（([SHFWHG9DOXHIRU6DPSOH,QIRUPDWLRQ）

不思議ではないかもしれない。



じた回数は、 点満点テストが  回、 段階が  回であっ

．適用例

 前期の  種類の真値θをロジスティック変換し、正答確率π

た。この数字は、誤差の大きさを変えても変わらなかった。 項

本研究では、(96, を実践的な問題の解決に用いる。世間では、

を求める。さらに、 項分布に従って、 点満点のテスト得

分布モデルにおける場合は、 点満点が  回、 段階が  回

測定誤差が大きいテストにおいて、 点刻みの得点化に疑問を

点、 段階、および  段階の評価値を発生させる。すなわち、

であり、この数字は、線形分割モデルの場合と同様、誤差分散の

(96, 標本情報の期待価値 は、データｘによってもたらされ
る便益を定量化したものであり、次式で定義される。
EVSI = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑 ∫ ∫ 𝑢𝑢(𝑑𝑑, 𝜃𝜃)𝑝𝑝(𝜃𝜃|𝑥𝑥) 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑑𝑑 − ∫ 𝑢𝑢(𝑑𝑑, 𝜃𝜃)𝑝𝑝(𝜃𝜃)𝑑𝑑 θ 

持つ人が多いであろう。 年に発表された、文科省「大学入

ここで、𝑢𝑢(𝑑𝑑, 𝜃𝜃)は、代替案ｄと測定対象のθの関数で表される

試改革実行プラン」では、
「１点刻みではないレベル型の成績提供方

結果の効用、𝑝𝑝(𝜃𝜃)は事前分布、𝑝𝑝(𝜃𝜃|𝑥𝑥)は事後分布である。データ

式」 を提唱しているが、テスト学を専門にしている研究者でこれを

[ をテスト得点とし、テスト得点を得た後で意思決定をする場合

信じている人は少ないであろう。ここでは、大学入試をとりあげ、通

に予想される期待効用が、テスト得点を得る前に行う意思決定

常の学力テストの得点を段階評価する場合にどのようなことが起こ

によって予想される期待効用よりもどれだけ増加するかが、当

るかをシミュレーション研究によって検証する。

該の意思決定場面におけるテスト情報の価値を定めるものと考

  大学側が選抜資料としたい特性の真の得点をθとする。そして、大

えられる。

学側が望む最低基準点があるとして、それを𝜃𝜃０とする。この状況を

．他の指標との関連
特定の文脈に依拠せず、未知の値 パラメータや潜在変数 θ

図  で示す。

  項分布モデル

π=

値を変えても変わらなかった。いずれにせよ、 点満点の物差

1
 
1 + exp(−1.7(𝜃𝜃 + 𝜖𝜖)

しで得点が得られるならば、わざわざ精度を粗くすることを意
味する、 段階や  段階に分類する理由はないことを示唆して

x = binomial(n, π), (n = 100. 10, or5)

．シミュレーション結果

いる。
残された問題として、表現力の評価など、段階評価しか得られ

基準点を𝜃𝜃０ = 0とする。受験生を  名、合格者を  名とする

ない場合において、ベイズ階層モデルなどによる精度の高い推

合否判定をシミュレートし、図  の結果１と  を生じた、いわば、正

定を得るという場合にも、同じように、より細かい推定値がより

当化される決定をした度数を数える。 回の繰り返しのシミュレー

有用であるかどうかは興味深い課題である。

ションにおいて、正しい決定をした数の分布を、線形分割モデルの場

参考文献

合を図  に、 項分布モデルの場合を図  に示す。

繁桝算男   ベイズ統計入門 東大出版界

を知ることのみが目的であるとき、真の値θの推定のために、テ

なお、線形分割モデルによってテスト得点を発生した場合、

スト情報ｘを得た後では事後分布p(θ|x)を報告することが最も

同じ真の得点の分布のそれぞれにおいて、 点満点テスト、
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図   項モデルによる“正しい”決定の回数

芝祐順   心理テストの情報伝送度 心理学研究 9RO
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整数計画問題を用いた等質適応型テストの提案
○宮澤

(5) 上記の手順 (2) と (3),(4) を受検者の能力推定値の更新幅が一定値 ϵ 以下になるまで繰り返す．
提案手法では，露出数が最小になるように構成された項目集合から項目を選択するため，アイテムバンク
内の項目を満遍なく利用することができ，露出率を減少させると予想できる．

芳光*，植野 真臣**

東京学芸大学*，電気通信大学**

3

シミュレーション評価
本章では，提案手法の有効性を確認するために，シミュレーション実験により提案手法と従来の適応型テ

1

ストの性能を比較する．本実験では，提案手法と適応型テスト（CAT），項目露出数の偏りの問題を解決す

はじめに

る制約付き適応型テスト [8]．制約つき適応型テスト（CCAT）について比較を行う．

近年，Web 上でテストを実施する e テスティングの実用化が注目されている．e テスティングには，アイ
テムバンクと呼ばれるデータベースに項目を蓄積し，このアイテムバンクから受検者の能力に応じて項目
を選択する適応型テスト (Computerized adaptive testing;CAT) が特に注目されている (例えば，[1][2][3])．
適応型テストとは，受検者の項目への解答履歴から逐次的に能力を推定し，その能力に適した項目をアイ
テムバンクから選択するテスト出題戦略である．このように受検者の能力に応じて項目を逐次的に出題す
ることで，受検者の測定精度を減少させることなく，出題項目数や受検時間を軽減できる利点がある．しか
テムバンクの全ての項目を広く一様に活用することができない．特定の項目群の過度な露出は，受検者へ
の項目内容の暴露につながり，テストの信頼性の低下要因となりうる [4][5][6]．
この問題を解決するために，本研究では，特定の項目群の過度な露出を抑えつつ，同一の測定精度を保
ち，異なる項目を適応的に出題できる等質適応型テストを提案する．具体的には，1) 項目の露出数を最小
にしながら，2) テストの長さと 3) テスト間の測定精度が等質である適応型テストを提案する．

bi ∼ N (0, 1) からランダムに設定した．

• テストを 1000 回繰り返し，得られた出題パタンと回答履歴を用いて，次の指標に関する統計量を求め
た．a）各項目の露出数，b）適応型テストの長さ，c）異なる受検者に同一でない項目を出題した割合

（以降では異なる項目の割合と呼ぶ），d）測定精度の等質性
測定精度の等質性については，能力推定値の漸近的な標準誤差を受検者ごとに算出し，それらの値に関す
る標準偏差の逆数として評価する．
実験結果の表 1 から以下の特徴が示された．1) 項目の露出数の平均については，提案手法が最も少なかっ
た．2) テストの長さについては，提案手法が短かったことが確認できる．3) 受検者に出題したテスト間で
同一ではない項目の割合を表す「異なる項目の割合」を比較すると，提案手法が最も高い値を示したこと
がわかる．4) 測定精度の等質性は，情報量が高い一部の項目群を繰り返し出題している CAT が最も高かっ
た．提案手法は，フィッシャー情報について下限と上限を設けた項目集合から項目を選択しているため，測

本論では，シミュレーション実験により提案手法の有効性を示す．

2

• 1000 項目で構成されるアイテムバンクを生成する．このとき，各項目のパラメータ真値は ai ∼ U (0, 1)，

定精度の等質性は CAT に次いで高く，同一の測定精度を保てたことがわかる．

整数計画問題を用いた複数等質適応型テスト
整数計画問題を用いた複数等質適応型テストの項目選択手法を提案する．以下に本手法のアルゴリズム

適応型テスト手法
CAT
CCAT
提案手法

を示す．

(1) 受検者の能力値を初期化する
(2) 整数計画問題を用いて下記の最適化問題を解くことで，等質適応型テストに含まれる項目群を抽
出する．ここでは，整数計画問題を用いたテスト構成手法の一つである Adema[7] らの手法を拡張
し，目的関数に項目暴露数の最小化を組み込んだ最適化問題を提案する．k = 1, 2, …, K での θk に
おける情報量の下限は，rk とする．また，θk における情報量の上限は，sk として表す．θk にお
ける情報量は，I(θk ) と示す．また，項目 i の露出数を ei とする．アイテムバンクの項目 i = 1, …

, I における xi は，項目群に含まれることを示し，1 なら項目群に含まれることを表し，0 ならば
項目群に含まれないことを示す．

ただし，

Minimize y =
I
∑
i=I

I
∑
i=I

∑

e i xi

(1)

i=I

I(θk )xi ≥ rk , k = 1, 2, · · · , K

(2)

I(θk )xi ≤ sk , k = 1, 2, · · · , K

(3)

I
∑

xi = n(項目数)

(4)

i=I

(3) 抽出された項目群からフィッシャー情報量が最大となる項目をアイテムバンクから選択し，受検者
に出題する．

(4) 項目に対する正誤データとそれまでの解答履歴から受検者の能力推定値を更新する．
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表 1: 結果（平均と確固内が標準偏差）

露出数
21.3(82.5)
21.3(6.72)
9.62(8.69)

テストの長さ
21.2(2.38)
28.3(8.94)
9.62(2.41)

異なる項目の割合
0.663(0.28)
0.971(0.11)
0.982(0.04)

測定精度の等質性
28.7
1.07
10.1
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一般 セッション １

一般 セッション １

し，従来の適応型テストでは，能力が同等な受検者には同一の項目群が出題される可能性が高いため，アイ

シミュレーション実験については以下の通りである．

一般セッション２：
学習と測定
9 月 9 日（日）	
  10：00～11:20	
  	
  152C

項目反応理論に基づく等化を用いた児童の学力追跡分析
―マラウイの事例から―

の伸びを推定することを試みた。同じ生徒が異

われてきた東南部アフリカ諸国教育の質調査

なる学年時点で、共通項目を含む互いに異なる

6RXWKHUQ DQG (DVWHUQ $IULFD &RQVRUWLXP

種類のテスト版を受験するテストデザインと

IRU0RQLWRULQJ(GXFDWLRQDO4XDOLW\6$&(4

した。現地調査は二度実施しており、第一調査

である。3$6(& は、これまで三度実施されてお

は  年 ～ 月、第二次調査は  年 ～
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り、第一次調査と第二次調査は、学期の初めと

 月であった。
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終わりに同じ児童の学力を測る付加価値モデ

 調査に用いた学力テストは、研究者が現地の

ル 9DOXHDGGHGPRGHOV を採用しているが、第

教育関係者の支援を得て、作成した。学力テス

三次調査は、児童の学力を一度だけ測定する方

トは、英語と算数の  科目であった。どちらの






3$6(& 、 年から東南部アフリカ諸国で行
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たもの .XQMH HW DO  、 年に

法に変更され、横断データ &URVVVHFWLRQDO

試験も、マラウイの国家カリキュラムをもとに、

  年  月の国連サミットにおいて、

81,&() の支援により、北部  校、中部  校、

GDWD となった。一方、6$&0(4 は、児童の学力

教科書や過去の国家試験問題を参考に、問題を

年までに解決すべき課題として、持続可能な開

南部  校の合計  校の  年生にチェワ語、英

を一度だけ測定する方法を採用しており、横断

作成した。 年生は  科目とも各  問、 年生

発目標 6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW*RDOV6'*

語、算数、ライフスキルの学力調査を実施した

データである。横断データは、一時点の学力を

は各  問であった。第一次調査と第二次調査

ｓ が採択された。その中に、初等教育及び中

もの 富田 牟田 、そして、先に述べた

示しているだけであり、学力の伸びを示すこと

のテスト問題は、
 年生と  年生の英語  問、

等教育において、「適切かつ有効な学習成果を

6$&0(4 である。6$&0(4, は、 年から 

はできない。学力の伸びを示すには、同じ児童

算数  問、 年生と  年生の英語  問、算数

もたらす」とある。つまり、初等教育及び中等

年にかけて、6$&0(4,, は、 年から  年

の学力を複数回測定した縦断データ

 問は同じ問題とした。本テストを行う前に、

教育において、確実な学力の成果が求められて

にかけて、6$&0(4,,, は、 年に、小学校 

いる。しかし、多くの開発途上国において、こ

年生に読解力と計算力の学力調査を実施され

 国際比較の学力の他に、多くの国では、初等

 項目反応理論に基づく等化（個別推定，等化

の目標を到達することは非常に難しい状況で

ている +XQJLHWDO 。これらいずれ

教育や中等教育の修了時に、学力を測定する目

係数を用いた方法による）を用いて二度の調査

ある。

の学力調査においても、初等教育における児童

的の国家試験を実施している。しかし、国家試

テストの共通尺度化を行い、 年生から  年生、

 本研究の対象国である、マラウイ共和国（以

の学力は低く、学力の向上の必要性が強調され

験もまた、ある児童の学力を一時点で測定した

 年生から  年生の各児童と各学校の学力の伸

下、マラウイ）は、サブ・サハラアフリカ地域

ている。

ものである。また幾つかの国では、国内でカリ

びを推定し、分析を行った。

に位置する開発途上国で、初等教育における児

 また、マラウイの初等教育では、最終学年の

キュラム到達度などを明らかにするために、学

各テストの分析手順

童の基礎学力の習得に深刻な課題がある。

 年生に初等教育修了試験 3ULPDU\ 6FKRRO

力調査が実施されているが、これらもある児童

① 作成したテストの一次元性を確認した。

年にサブ・サハラアフリカ地域における  ヶ

/HDYLQJ&HUWLILFDWH([DPLQDWLRQ36/&( と

の一時的な学力を測定したものにすぎない。よ

② 各項目の回答を  値データに変換し、項目

国の小学校  年生に実施された東南部アフリ

呼ばれる国家試験が行われている。本試験の合

って、既存のデータを根拠に、開発途上国の学

反応理論を用いて、各項目の項目パラメタ

カ諸国教育の質調査（6RXWKHUQ DQG (DVWHUQ

格率は毎年約 ％前後であり、必ずしも高い

力の伸びを明らかにすることは難しい。

を推定した。

$IULFD

合格率とは言えない 0R(67 。

 このような開発途上国における学力調査の

学力の伸びの推定

(GXFDWLRQDO4XDOLW\6$&0(4）において、読

 本研究の目的は、マラウイの初等教育におけ

欠点を克服するために、本研究では、同じ児童

①  年生と  年生、 年生と  年生の共通項

解力は最下位、計算力は下から  番目であっ

る学力の向上のために、児童の学力を測定し、

の成績を測定して、学力の伸びを測定し、縦断

た。この結果を受けて、マラウイ教育省は児童

その変化を明らかにすることである。

データを作成することを試みた。例として、学

② 前項で推定した等化済み項目パラメタを

の学力の向上を課題としているものの、学力は

開発途上国における学力調査とその課題

力の向上の必要性が大きな課題となっている

用いて各児童の能力パラメタを推定し、

以前と低い水準のままである。

 開発途上国における学力調査は、 年代

マラウイを取り上げた。

年生と  年生、 年生と  年生の各児童の

 マラウイの初等教育において、これまで幾つ

から盛んに実施されてきた。例を挙げれば、

研究方法

能力パラメタを比較した。

かの学力調査が行われてきた。.XQMH らが 

 年から仏語圏アフリカ諸国で行われてい

 本研究は、マラウイの北部に位置するンカタ

③ 学校ごとに能力パラメタを比較した。

年に南西地区で小学校  校の  年生と  年

る教育システム分析プログラム 3Uogramme de’

ベイ県の公立小学校  校における  年生から

結果

生にチェワ語、英語、算数の学力調査を実施し

DQDO\VH V\VWèPV éGXFDWLIV GH OD &21)0(1

 年生  名、 年生から  年生  名の学力

&RQVRUWLXP

IRU

0RQLWRULQJ
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/RQJLWXGLQDOGDWD が必要である。

 校で予備テストを実施し、修正を行った。

目を手掛かりに，項目パラメタを等化した。


図  に英語テストの能力パラメタの推定結
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．研究の背景

果  年生→ 年生 、図  に算数テストの結果

 次に、各学校の結果を示す。図  に各学校

大幅に右に平行移動していることが読み取れ

 年生→ 年生 、図  に英語テストの結果 

の英語テストの伸び率  年生→ 年生 、図 

る。一方、図  では、ほとんど変化がないこと

年生→ 年生 、図  に算数テストの結果  年

に各学校の算数テストの伸び率  年生→6 年

が分かる。

生→ 年生 を示した。各々の伸びの平均値は

生 を示している。テストの伸び率は、学校ご



 であった。

とに異なり、大きなばらつきがあった。英語



 年生         年生

 年生         年生


のテストでは、一番伸び率の高い学校  と一

 年生         年生

番低い学校  の差は、 

図 学校  の算数テストの伸び  年生→ 年生 

で、大きかった マイナス成長は除く 。算数



テストでは、一番伸び率の高かった学校  と

  年生から  年生の学力の伸びの結果も、


低かった学校  の差は、 


年生から  年生と同様な結果が得られた。

 で、英語より大きかった。

図 学校  の英語テストの伸び  年生→ 年生 







．考察

図  英語テストの結果  年生→ 年生 

 年生         年生

 本研究では、同じ児童の学力を部分的に異な



る項目を用いて  度測定しすることで縦断デ

 年生         年生

ータを作成し、項目反応理論を用いて、各児童
の学力の伸びを推定することを試みた。結果、

図 学校  の英語テストの伸び  年生→ 年生 

要因について分析していきたい。特に，学校に



よって伸びがマイナスとなった要因について

図 各学校の英語テストの伸び率  年生→ 年生 

 次に、図  は算数テストの伸び率  年生→

はさらなる検討が必要であろう。



年生 が一番高かった学校  の度数分布の変



化を示している。一方、図  は一番伸び率が
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かった。今後、この伸び率の差に影響している

た学校  の度数分布の変化を示している。図 

図 学校  の算数テストの伸び  年生→ 年生 

では、 年生のグラフは  年生と比較すると、



関する研究-マラウイ共和国・MALP を事例として-.
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学校によって、伸び率が大きく異なることが分

Level1：個人レベル
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0𝑗𝑗 + 𝑏𝑏1 (𝑥𝑥2015𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑥𝑥̅2015.𝑗𝑗 ) +

英語の学力の伸びと動機づけの関係
マルチレベル共分散構造分析による検討

𝑏𝑏2 (𝑥𝑥2016𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑥𝑥̅2016.𝑗𝑗 ) + 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖

○夏目 泰秀 1,2, 尾崎 幸謙 2
1
日本英語検定協会, 2 筑波大学大学院
は学習動機の 2 要因モデルと英語学習における動機づ
け分類を記載している。
図 学習動機の  要因モデルと分類分け

１ 問題と目的

大

学習内容の
重要性
小

充実志向

訓練志向

実用志向

内容関与的動機

関係志向

自尊志向

報酬志向

内容分離的動機

小

賞罰の直接性

大

堀野・市川（1997）は生徒の学習動機づけ、学習方略
が、1 回のテストの成績にどのような影響を与えているの
かを研究対象にしており、一定期間の生徒の成長には
触れられていない。また、対象を高校としており中高での
比較や、学年間の比較や対象とする学校の環境の違い
は考慮されていない。
この研究の目的は、IRT で運用されたテストを利用し、
学校ごとの環境、学年を考慮した上で、伸びる生徒と、
伸びない生徒では、1 年前と試験実施年度に「学習動機
づけ」がどのように異なり「スコアの伸び」に影響を与えて
いるのかを明らかにし、英語の学力を伸ばすための指導
方法を探ることである。

３ 研究方法
2015 年～2016 年にかけて全国の公立中学校、公立
高校で実施されたテストと受験者が記入した英語学習へ
の動機づけ等に関するアンケートデータを分析対象とし
ている。このテストは、Reading と Listening の 2 技能を測
定する 45 分のテストである。スコアは IRT で算出されて
いるため、両年とも受験した受験者は年間での伸びを確
認することができる。スコアの伸びは学習時期によっても
異なるため、中学校では両年とも 11 月 1 日～11 月 30
日実施の学校、高校では両年とも 10 月 16 日～11 月 15
日実施の学校を対象とした。（各学年の受験者数は表 1
を参照のこと）また、表 2 に示した動機づけに関する 2015
年度の回答結果（𝑥𝑥2015 ）と 2016 年度の回答結果（𝑥𝑥2016 ）
を説明変数として使用し、マルチレベル共分散構造分析
にてスコア伸長（𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶）の影響を確認した。マルチレ
ベル共分散構造分析を用いることで、学校の影響と学校
内における個人の影響を分離して分析することが出来
る。
学校jの個人iのスコア伸長を𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 としたとき、個人
レベルと学校レベルのモデルは次のように表すことがで
きる。

２ 先行研究
市川（1995a）はこれまで教育心理学の中で話題とされ
てきた「内発的動機づけ」と「外発的動機づけ」という枠
組みを発展させた「学習動機の 2 要因モデル」を提唱し
ている。この中で充実志向‐訓練志向‐実用志向の 3 つ
は比較的相関が高く（r=.53～.65）、関係志向‐自尊志向
‐報酬志向の 3 つも比較的相関が高い（r=.52～.60)こと
から、学習動機は学習内容自体の意義が大きく、階層構
造を持っていると結論付けている。（市川（1995b））
堀野・市川（1997）は、学習動機の 2 要因モデルを高
校生の英語学習における学習動機に適用し、充実志向訓練志向‐実用志向を「内容関与的動機」、関係志向-自
尊志向-報酬志向を「内容分離的動機」と分類している。
その上で、堀野・市川（1997）は動機づけと学習方略、
成績の関連性を検討し、内容関与的動機づけは英単語
を同義語、反意語、類義語を合わせて覚えていく「体制
化方略」を通して、成績に寄与していることを示した。図 1
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中 1 から中 2 にかけては全体的に英語を学習するため
の動機をたくさん持たせることが伸びに繋がることが分か
った。中 1 時点では英語を使った仕事をしたいという動
機が有意に伸びにつながっていないことから、まだ将来
の英語を使った生活シーンを具体的に想像できていな
4 結果と考察
いと推測される。また、テストでいい点数を取りたいという
表  に分析対象と Reading（R）、Listening（L）の
動機づけも、難易度が少し高くなる中 2 から伸びに繋が
スコアの伸びに対する級内相関係数（ICC）を纏めて
ることがわかった。学校全体としては、英語が少し使える
いる。
ようになってきた中 2 で、日常触れる英語を理解したい、
表 分析対象と ,&&
海外旅行で使ってみたいなど活用場所を探す生徒が多
い学校の方が、そうでない学校よりも伸びていることが分
かった。
また、中 3 は中 2 時点の回答によらず中 3 時点の動機
 がスコアの伸びに影響があることが分かった。特にテスト
公立校が対象であることから、高校と比較し中学校の
でよい点を取りたい、受験に必要といった動機づけよりは、
学校間の差は Reading、Listening とも大きくない。それで
留学や仕事と言った動機づけのほうが伸びにつながって
も中 2 から中 3 の Reading の ICC は 0.084 と学校間の差
いる。これは、中 3 になると、英語を使った将来の生活シ
が大きくなっているのは、地域ごとの受験への意識の差
ーンを具体的に想像できてくるためと考えられる。
からくるのではないかと考えられる。
高校は学校全体で高 1 に動機づけを生徒にたくさん
中学と比較して高校の ICC が大きいのは、高 1 から大
持たせている学校のほうが伸びにつながっている。一方
学受験を意識して学習を進めている進学校と、高 2 ごろ
では、高 2 時点でテストや有利な就職を動機としている
から大学進学を意識し始める普通進学校、大学進学率
生徒が多い学校ほど伸びが小さい。目の前のテストや就
が低い普通校との違いではないかと考えられる。
職を意識させた取り組みよりも、受験やその先の生活に
表 2 は中学校の Reading スコアの伸びを目的変数とし、 意識をむけさるほうが伸びにはつながると考えられる。
各設問の 2015 年度、2016 年度の回答状況を説明変数
高 2 から高 3 にかけては、高 3 時点の動機づけが多い
としたときの標準化偏回帰係数である。
生徒が伸びている。学校全体としては学校のテストを動
表 2. 中学校 Reading の伸びに起因する項目
機とする生徒が多い学校ほど伸びが小さくなっている。
差し迫ってくる受験やその先の就職といった意識をしっ
かり持たせ英語に取り組ませることが学校の伸びにつな
がるのではないかと考える。
発表当日は、高校についても結果とともに詳細を説明
する。
[1]市川伸一 1995a 学習と教育の心理学 岩波書店
[2]堀野 緑、 市川 伸一 1997 高校生の英語学習に
おける学習動機と学習方略 教育心理学研究 Vol.
45 (1997) No. 2 p. 140-147
[3]市川伸一 1995b 6015 学習動機の構造と学習観と
の関連 第 37 回総会発表論文集 p. 177-
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近年日本では社会の急速なグローバル化の進展の中
で英語の必要性が高まっており、外国語を用いたコミュ
ニケーションを行う機会が格段に増えることを予想した教
育カリキュラムに移行している。しかし、現在私たちが英
語を日常的に使用する機会は限られており、現在と未来
のギャップは大きい。中学生・高校生は、将来の展望、
生活への意識、学年、学校環境などによって英語学習
への取り組み方が異なり、そして取り組み方の違いが、
英語テストの結果に影響を与えていると考えられる。
英語の学力に影響を与える要因を探る研究の多くは、
ある時点での英語テストの結果を対象としており、ある一
定期間の英語テストの伸びといった生徒の成長には触
れられていない。これまで一定期間の英語テストの伸び
が研究で扱われることが少ないのは、テスト間でのスコア
比較をすることが出来ないことが一因と考えられる。異な
るテスト間の比較をするための方法として、項目反応理
論（Item Response Theory; IRT）がある。IRT を用いたテ
ストで生徒の成長を測ることができれば、一定期間の英
語テストの伸びが分かり、英語の学力を伸ばすためにど
のような学習動機を持たせるよう指導したらよいかが見え
てくると考える。

𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 ~𝑁𝑁(0, 𝜎𝜎 2 )
𝛽𝛽0𝑗𝑗 ：切片、𝑏𝑏1 𝑏𝑏2 :傾き、 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 ：残差
Level2：学校レベル
𝛽𝛽0𝑗𝑗 = 𝛾𝛾00 + 𝛾𝛾01 𝑥𝑥̅2015.𝑗𝑗 + 𝛾𝛾02 𝑥𝑥̅2016.𝑗𝑗 + 𝑢𝑢0𝑗𝑗
𝑢𝑢0𝑗𝑗 ~𝑁𝑁(0, 𝜏𝜏00 )
𝛾𝛾00 ：切片、𝛾𝛾01 𝛾𝛾02 :傾き、𝑢𝑢0𝑗𝑗 :残差
個人レベルでは集団内平均中心化を施した 2015 年
度と 2016 年度の動機づけ項目への回答結果を説明変
数とした。また、学校レベルは各年度の回答結果の学校
平均を説明変数とした。

学力テストの結果をいかにして授業改善•学習改善につなげるか

という非常に抽象的なレベルでもなく、
「概念の意味理解がなされていない」といった中間レベル
の分析が効果的と考えられる。例えば、第１回の全国学力・学習力状況調査（以下、全国学テ）の
A問題には底辺と高さのみが与えられた典型的な平行四辺形の面積を求める問題が出題され、正答

植阪友理
東京大学大学院教育学研究科

率は90％を超えていたが、B問題には斜辺の情報も含む、地図の中の公園の面積を求める問題が出
され、ここでの正答率は40%をきっていた。この学テの結果は、
「平行四辺形の面積の出し方が理
解されていない」もしくは「応用問題が苦手である」と分析されがちであるが、
「平行四辺形の面

１．はじめに

積の公式をはじめとする、公式の成り立ちについての意味理解ができない可能性がある」や「学

近年、様々な学力テストが実施され、教育現場において活用されている。テストの中には、選
択式問題であっても単なる手続きのみならず、概念が深く理解されているのかを問うような良問
も数多く含まれるようになってきている。こうしたテストは、教師の授業改善や学習者の学習改
善を意図して実施されている。また学校現場では、実施された様々なテストの結果を分析し、そ
れをふまえた対策の立案が求められることが多くなっている。しかし、必ずしもテスト結果が授
業改善や学習改善につながっていないのが実態ではないだろうか。
本稿では、学力テストの結果が十分に授業改善に生かされない原因について、従来のテスト分
析のレベルや対策の立て方に問題があった可能性を指摘し、新たな分析の視点や対策の立て方に
ついて提案したい。さらにそうした分析を踏まえて、具体的にどのような実践が可能であるのか、
ても論じたい。

もできる。そうすることで、平行四辺形に限らず、様々な内容の意味理解を重視した授業設計を
考える可能性につながる。しかし、こうしたレベルでのテスト結果の分析は、多くの現場におい
てほとんど行われていない。
同じように、市販されている全国学力調査の中には、教科書の説明が十分に理解されているの
かといったことを問うような問題も含まれるようになってきているものの、それらの正答率は50
〜60％であるなど、必ずしも高くない。こうした実情は、教師は「なぜそのような公式になるの
か」
、
「どうしてそのような方法をとるのか」といった意味の説明を児童生徒に対して行なってい
るものの、説明のあとに続いているのは適用問題を解く活動であり、
「なぜ」にあたる部分を子ど
も自身が説明せよと授業中に問われることも、テストでも問われることもないという実態から発
生していると考えられる。子どもの学習がやり方の丸暗記になっており、意味が十分に理解され
ていないという切り口から考察してみると、授業での具体的な対策のあり方も見えてくる。

２．テスト結果が授業改善に生かされない原因①：テスト結果をどのように分析するか
学力テストが授業改善や学習改善につながらない理由は様々であろうが、その一つとして結果
の読み取り方にあるのではないだろうか。全国学力調査の結果を分析しようとする際、
「この領域
のこの問題ができない（例えば、反比例という概念が十分に獲得できていない）」といった具合に、
特定の領域の問題として捉えるか、
「このようなタイプの問題はできない（例、うちの子ども達は
応用問題が苦手である）
」などのように、非常に広く子どもの問題を捉えるかの両極端になること
が少なくない。これではなかなか学習改善につながらない。なぜならば、特定の概念（例えば、
反比例）が理解されていないと捉えた場合には、確かにその内容をよく指導するという指導方針
にはなるが、
（例えば全国学力状況調査のような場合）次回も同じような内容が出るとは限らない
からだ。また、そもそもテストが学習内容の全領域を網羅的に出されているわけではないので、
ある領域の内容が理解されていないことが明らかとなったとしても、
「偶然出された領域の中のこ
の内容が分かっていないことが明らかになった」ということにすぎない。学んだ全ての内容を網
羅的に把握するテストでもない限り、この問題ができていないという分析を行い、その内容を徹
底して指導しようという対策の立て方は、十分とは言えない。また、具体的な問題については言
及せず、
「うちの子どもたちは応用問題や記述式が苦手である」といった抽象度の高い分析を行い、
それに応じた対策を取ろうとすることも、効果的ではないだろう。子ども達はなぜ応用問題がで
きないのか、なぜ記述式ができていないのかという原因の分析が含まれていないため、結局どの
ように対応すればよいのか分からないことになってしまうからだ。

３．テスト結果が授業改善に生かされない原因②：対策をどのように立てるのか
テスト結果が授業改善に生かされない２つ目の理由は、その対策の立て方にあるのではないだ
ろうか。学校現場では、テスト結果を踏まえて、対策を教育委員会等に提出することを求められ
ることが多いため、レポートは数多く出されている。静岡県のある中学校では、基本的な内容の
定着については、それを補うための宿題（ドリル等）を課すという対策をとり、応用的な問題や
記述式の問題については、通常の教科の学習は従来通り行うが、時々、生徒のアウトプット活動
が多くある特別授業を行い、そうした力をつけるという計画を立てていた。このように、基本的
には通常の授業のやり方には変更を加えず、A対策として家庭学習や授業の前後の時間（朝学習や
放課後学習）で補い、B対策として特別授業を組んで対応する、という発想が一般的である。
これらの対策の立て方に共通しているのは、通常授業のやり方には変更をあまり加えないとい
う点である。しかし、現実に現在の指導のやり方の結果として学習内容の定着に課題が残ってい
るのであり、本来であるならば、通常の教科の授業法のやり方を改善していかなくてはいけない
だろう。筆者らのように「児童生徒が解き方の丸暗記に頼り、なぜそうするのかといった概念理
解が十分になされていない」ということを問題意識として持ち、それらが伝わるような授業設計
の工夫を考えるということを視野に入れるのであれば、通常の教科の授業の改善の可能性も生ま
れてくる。以下では、筆者らが行なっている「教えて考えさせる授業」
（例、[1][2]）ついて取り
上げ、この授業がテストで見られた問題を解決する手立てとなりうる可能性について、考察する。

一方、心理学的な知見を踏まえ、教授・学習に生かすための結果の分析のあり方を考えてみる
と、
「この問題ができない」という非常に具体的な分析ではなく、「このタイプの問題がでない」
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そのような実践を行うことで教師と学習者にどのような効果が得られるのか、その可能性につい

習内容の丸暗記やパターン学習に陥っており、概念理解ができない可能性がある」と捉えること

４．
「教えて考えさせる授業」による授業改善・学習改善

５．ある小学校での実践の事例とその効果

上述したように、もしテストで見られた問題を、学習者が学習内容を深く理解していないと捉

最後に、ある学校において筆者を含む研究者が実践にかかわり、
「教えて考えさせる授業」を取

えるのであれば、そうしたことを促す授業設計が必要となる。こうした設計の一つのヒントとな

り入れた事例とその効果について紹介する。詳細は深谷・植阪・太田・小泉・市川[4]を参照され

るが、
「教えて考えさせる授業」（例、[1][2]）である。

たい。この学校では、算数については小学校１年生から６年生までを「教えて考えさせる授業」

この授業法は、心理学を生かした個別学習相談である認知カウンセリングの実践を踏まえて提
案されている。学習者が、覚えたことをすぐ忘れてしまう、少しひねられるとすぐに解けなくな
る、時間をかけて学習しているにも関わらず学習成果に結びつかないなどの問題を抱える学習者
の相談に応じている。そうした学習者の多くは、学習内容の意味理解（深い理解）が十分ではな
く、その結果として覚えられない、応用がきかないといった問題が発生している。そこで、学習
内容の意味理解を重視するような学習方法や学習態度を育成し、学習上の悩みに対処してきた。
こうした発想を、通常の教科の学習に応用したのが、「教えて考えさせる授業」である。
授業は「教師からの説明」
「理解確認」
「理解深化」
「自己評価」の４段階から構成される。最初

を２年間に渡って実践した。この学校の元々の関心は、全国学力状況調査などの結果から学力の
２極化が激しく、学力が高い児童にとっても、学力が低い児童にとっても学びのある授業を保証
したいという思いがあった。学力が低い児童の問題点として、反復学習中心で、意味理解が達成
されていないという思いがあった。ただ、学力が高い児童であっても、なぜそのような公式を使
うのかなど深い理解には至っておらず、その結果として定型的な問題は解決できても、応用的な
問題となると対応できないという状況が発生していると分析した。その分析を踏まえ、
「教えて考
えさせる授業」を導入することで問題点を解決しようと考えたのである。実践開始当初は必ずし
もすぐに学校現場で意味理解を重視した授業実践というイメージが共有されたわけではないが、

と、
「なぜ」そのようになるのかという意味について、教師から教材教具等を工夫して丁寧に教え

協同的に指導案検討を行ったり、繰り返し研究授業を行ったりする中で、視点が共有されるよう

る。また、教科書には明示的には含まれていないが、学習者がつまずきそうな点については、補

になっていった。現在に至るまで４年間にわたり、
「教えて考えさせる授業」の実践と大学との連

う（例えば、
「底辺」は必ずしも下にないが底辺とかかれるために、間違いやすい）。教師から意

携が続いている。２年目までの成果を報告した論文[4]では、全国学テA、 Bのいずれにおいても

味理解を促されても、児童生徒は必ずしもそうした情報を取り入れるわけではなく、解き方ばか

向上が見られたことが報告されている（Figure 1参照）
。この時期には実践していなかった国語で

りに目が行くことも少なくない。そこで、
「理解確認」では、5-10 分程度の時間をかけ、教師が伝

はこうした効果は認められていないことから、集団が良かったわけではないことが分かる。また

えたかった意味の理解について、十分に伝わっているのかを、学習者に能動的に表現させて確か

分散が小さくなり、学力の２極化も抑えられていた。

める（なぜこの公式になるのかを、ペアでお互いに理解していない人に教えるつもりで説明させ

さらに、実践の前後で文章題を出題し、解決のための方略利用を分析したところ、図を使って

る。その上でいくつか典型的な平行四辺形の解き方を確認する等）。教師と同じ説明であっても自

問題解決に取り組む学習者が多いことが確認されている（問題冊子は２種類作り、カウンターバ

分で説明するとなると大変であることが少なくないが、
「分かったつもりになっても、説明できな

ランスを取っている）。学習者の問題解決方略の変容

い場合には、理解できていない」ということを知ってもらう。つまり、理解確認は、教師が学習

が見て取れる。さらに、実践の前後で、教師に指導案

者の理解を確認するのみならず、学習者本人が自分は分かっているのかを確認する場である。以
上の理解を踏まえて、15-20 分程度、
「理解深化」に取り組む。理解深化では、グループで、深く
理解していなければ解けない応用的問題、討論、一通りのことを聞いても間違うような課題等を
扱う（上述の全国学テの B 問題のような、情報過多問題を与えて解かせる／潰れた平行四辺形な
ど、非典型の平行四辺形の面積を求めさせる／情報が少ない平行四辺形を与えて自分では測り取
らせる／等積変形で求められる変わった図形を考えてもらうなど）。最後に「自己評価」として５
分程度、分かったことまだよく分かっていないことなどを記述させる。
この授業実践は、算数のみならず、国語、理科、社会、体育、英語、道徳など様々な教科の利用
可能である（具体例は[2]の指導案例を参照されたい）
。基本的には習得目標が明確な授業であれ
ば、いかなる学習にも適用することができる。また、学校によっては、授業で取り上げた意味理

を作成してもらう課題を実施している（課題は２種類
作り、カウンターバランスを取っている）。この指導
案課題の中で、意味理解を重視した教師の説明や、学
習者に意味理解を促す理解確認課題、つまずきを考慮
した理解深化課題などが全体として増加しているこ
とが確認されている。学習者の学習改善の背景には、
教師の授業改善が見られたことが示されている。テス
トの分析結果を授業改善につなげる一つの手がかり
になるのではないかと考えている。

(Figure 1は、深谷ら[4]からの転載)

解を、定期考査において問うという実践も行われている[3]（従来のような「六角形の内角の和は
何度ですか」という問題ではなく、
「六角形の内角の和は720度です。この理由を図に書き込みを
しながら説明しなさい」を出題）
。日々こうした授業を積み重ねることによって、意味理解を重視
する態度や、学習スキル、そして深い理解が身につく。また、学習者が適用問題を解くだけでな
く、自分で説明する機会も多くなり、かつ学んだ知識を応用させる問題に協同で取り組む機会も
多くなり、応用的な問題や記述が求められる課題にも対応しやすくなると考えられる。
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の 15 分程度の「教師からの説明」で、本時で最も獲得させたいこと（例えば、平行四辺形の公式）

ビジネス数学基礎における学習要因の検討
大森拓哉
多摩大学経営情報学部
1．概要

を予測する力。売り上げ推移予測や効率化、最

大学初年次におけるビジネス数学基礎の授

適化など。

業において、学習要素となる点を検討する。ビ

・表現力・・・情報をわかりやすく正確に伝え

ジネス数学基礎の授業は学期 15 回の授業であ

る力。適切なグラフの表現など。

図 6．表現力

図 2．把握力

るが、そこではビジネス数学検定試験の合格を

5．考察

目指している。ビジネス数学検定試験は、後述

 各要素において、期首において平均 4 問以上

の 5 要素で構成されているが、学期はじめ・中

の正答があった把握力については伸びがみら

間・期末の時点での検定試験において、能力が

れなかったが、正答率が半数以下だった分析力、

どう変化していくかを分析し、教育効果の検討

選択力、予測力、表現力については有意な伸び

を試みる。

がみられた（いずれも p<0.01）。特に分析力と

（数学検定協会ウェブサイトより）

表現力においては、解き方や知識としてのテク
図 3．分析力

2．ビジネス数学基礎における 5 つの要素

ニカルな内容が含まれており、高等学校までの

 公益財団法人 日本数学検定協会が実施する

3．本研究で対象とするデータ

数学の要素とはやや異なる、ビジネス現場での

ビジネス数学検定試験においては、以下の 5

 本研究では、大学初年次前期（半年）の授業

実用・応用場面の問題が設定されていることが

つの要素が設定され、各要素から同程度の数の

で実施した 3 回の検定試験におけるデータに

考えられる。

問題が出題される。ビジネス数学検定 3 級にお

ついて検討する。試験は、学期はじめ（期首）、

いては、総問 30、各要素から 6 問ずつ出題さ

中間、期末、に実施した。ケース総数は 406

要素分類とは対応しない結果が得られており、

れる（試験時間は 60 分）
。5 つの要素は以下の

であるが、受験者は、それぞれ期首 394、中間

今後は設定要素とデータから得られた因子と

とおりである。

357、期末 241 である。平均正答数は、それぞ

の関係を探り、授業において重点を置くべき個

れ期首 14.5、中間 18.2、期末 16.8 である。実

所を検討する予定である。

・把握力・・・物事の状況や特徴をつかむ力。

際の検定試験においては配点を施すが、本研究

表やグラフの読み取り、データ把握の基礎など。

では正答数を素点のまま扱う（満点 30）
。中間

売り上げシェア、割合、賃金計算など。

時点で合格した受講生（70 点以上）は期末試

・分析力・・・規則性や変化、相関性などを見

験を受講していないため、上位層が抜けたこと

抜く力。データの処理による情報の抽出。利率、

により、中間より期末の方が平均は下がる。

本データを因子分析したところ、必ずしも各

図 4．選択力

レート、税率計算など
・選択力・・・いくつかの事象から最適なもの

４．各要素における変化

を選ぶ力。複数の選択肢からの、データに基づ

 検定試験においては、5 つの各要素について

く意思決定。多肢選択、重みづけ、加重平均な

6 問ずつ設定されている。期首・中間試験につ

ど。

いて、各要素の正答数がどのように変化したか

・予測力・・・さまざまなデータをもとに未来

を以下に示す。
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図 5．予測力
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一般 セッション ２

一般 セッション ２

図 1．ビジネス数学に必要な 5 つの要素

一般セッション３：
テスト開発・運用の質向上
9 月 9 日（日）	
  12:40～14:20	
  	
  152B

上方カメラを用いたタブレット端末におけるタッチジェスチャ
による替え玉判別 (第３報：左手のジェスチャの場合)

防止を目的として認証精度を評価する。

出した。D タップはタップ間の高さも測定す

2.タブレット端末を用いた実験

る為、指がタブレットから一番離れた時の静

2.1 実験目的

止画も抽出した。抽出した静止画を使用し特

タブレット端末を利用した上方カメラによ

徴抽出を行った。Table 3-1 は本研究で使用し

る左手でのタッチジェスチャの認証精度を評

た特徴となっている。背景が白になっている

価する事を目的とする。

特徴は、1 回のジェスチャで 2 回抽出してい

2.2 実験方法

る物である。すべてのジェスチャで共通の特

 大学生 33 名を対象に実験を行った。タブレ

徴が 3 個、タップでは 6 個、D タップでは 17

小方ら[2]はタッチジェスチャのうちタッ

ット端末を左手で操作する際のタップ、D タ

個、ZI、 ZO では 18 個となっている。

企業が就職活動を行う学生相手に実施する

プを側方から撮影し、渡邉ら[3]は横フリック

ップ、ZI、ZO の動作をハイスピードカメラを

SPI 試験などでは、会場外で受験できる Web

と縦フリック、ズームアウトを側方から撮影

用いて上方から撮影した。一般にタブレット

テストが採用されている。しかし、重要度の

した場合の替え玉判別の精度を確かめ、手法

を操作する際には、利き手に関わらず、どち

高い試験では実施されていない。その理由と

の有効性を確認した。中村ら[4]は横フリック

らの手でも操作を行うことから、利き手によ

して、試験監督がおらず不正行為への対処が

と縦フリックを横方向と新たに上方向の 2 方

り被験者を選定することは行わなかった。被

困難と言う課題がある為である。

向から撮影を行いそれぞれ認証精度を確かめ

験者には各ジェスチャをそれぞれ 10 回ずつ

また、本人確認には免許証などで所有物認

た。中村らの実験では撮影する方向（横方向

行ってもらった。各タッチジェスチャの方法

証を行う事が多いが、本人確認後に替え玉に

と上方向）に関わらず認証精度はほとんど変

は Table 2-1 に示す。

入れ替わる可能性がある。これに対応するに

わらず有効であるという結果が得られた。村

は免許証などではなく、個人特有の特徴など

上ら[5]は、タブレット端末操作時のタップ・

から本人を継続的かつ透過的に判別する必要

ダブルタップ(D タップ)・ズームアウト(ZO)・

○渡邉大輔*，小方博之**，岩田駿空**，平澤友陽**，安田晶子**
*成蹊大学大学院理工学研究科，**成蹊大学理工学部
1.序論

1.3 先行研究

1.1 研究背景

Table 3-1 抽出した特徴
タップ
Dタップ
人差指の長さ 人差指の長さ
人差指の幅 人差指の幅
人差指の角度 人差指の角度
小指の角度 小指の角度
手の甲の幅 手の甲の幅
手の面積
手の面積
接している長さ 接している長さ
タブレットと
タブレットと
中指の距離 中指の距離
親指の有無 親指の有無
クリックの時間
クリックの高さ

Table 2-1 各タッチジェスチャの方法

Fig. 2-2の●を人差し指で軽く叩く
Fig. 2-2の●を人差し指で2回軽く叩く
Fig. 2-3の画像を親指と人差し指で拡大
Fig. 2-4の画像を親指と人差し指で縮小

9個

20個

親指の動いた時間
人差指の動いた距離
親指の動いた距離
人差指の速さ
親指の速さ
人差指と親指の
動いた比率
19個

3.2 特徴抽出の方法

性がある。ここではタブレット端末を用いた

ズームイン(ZI)を上方向から撮影し、各ジェス

受験において、不正行為の一つである替え玉

チャの手の特徴を抽出し、認証精度を評価し

 特徴抽出には GIMP2 と Open CV を利用

受験に着目する。

た。結果として、4 種類のタッチジェスチャ

して作成したプログラムの 2 つを使用した。

1.2 替え玉防止要件

で、k-最近傍法において 99％前後の認証率

 試験中に本人認証を行う為には以下の 4 要

を得ることが出来た。

件を満たす必要がある[1]。

上方カメラを利用した特徴抽出は解答者の

・継続性：認証が試験を通して継続的に

手の面積以外の特徴については GIMP2 を使
用して特徴抽出を行った。Fig. 3-1 にタップ
Fig. 2-2 実験画面(タップ、D タップ)

の抽出特徴を示す。手の面積は渡辺ら[6]のプ
ログラムを使用して抽出した。

利き手に依らず対応できる利点がある為、そ
の検証を行うことが村上ら[5]の研究目的の 1

行えると言う事
・透化性：認証が試験の妨げにならない事

つではあったが、右手のタッチジェスチャの

・同一性：解答者と受験者が同一であるか

認証精度を確かめるだけにとどまった。
1.5 研究目的

確認できる事
・耐攻撃性：故意にシステムを破る事が十分

タブレット端末の操作は利き手によらずど

困難である事

ちらの手でも操作することもある。そこで本

  
Fig. 2-3 実験画面(ZI) 

Fig. 2-4 実験画面(ZO)

3.判別方法
3.1 使用した特徴

本研究ではこれらの要件を満たす生体認証を

研究では、まだ調査の行われていない左手で

個人を判別する為に上方カメラで撮影した

用いる。

のタップ、ダブルタップ(D タップ)、ズームイ

動画データから VideoPad を使い、各ジェス

ン(ZI)、ズームアウト(ZO)で試験時の替え玉

チャの動作開始時と動作終了時の静止画を抽

72

Fig. 3-1 タップの抽出特徴
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一般 セッション ３

一般 セッション ３

タップ
Dタップ
㼆㻵
㼆㻻

ZI、ZO
人差指の長さ
人差指の幅
人差指の座標(X,Y)
親指の座標(X,Y)
手の面積
グーかパーか
人差指の動いた時間

3.3 分析方法

Table 4-2 再現率(yes)

 ロジスティック回帰分析(LR)、3 層パーセ

㻸㻾
㻟㻸㻼
㻾㻲
タップ
㻣㻟㻚㻢㻟
㻤㻣㻚㻡㻥
㻥㻟㻚㻜㻠
Dタップ
㻢㻡㻚㻜㻟
㻤㻟㻚㻜㻤
㻥㻡㻚㻟㻡
㼆㻵
㻣㻞㻚㻥㻥
㻤㻠㻚㻟㻠
㻥㻥㻚㻠㻥
㼆㻻
㻢㻢㻚㻣㻡
㻣㻥㻚㻥㻜
㻥㻥㻚㻞㻞
㼗㻺㻺㻔㼗㻩㻝㻕 㼗㻺㻺㻔㼗㻩㻟㻕 㼗㻺㻺㻔㼗㻩㻡㻕
タップ
㻥㻠㻚㻣㻢
㻥㻡㻚㻝㻢
㻥㻠㻚㻣㻤
Dタップ
㻥㻠㻚㻟㻤
㻥㻠㻚㻥㻟
㻥㻠㻚㻡㻝
㼆㻵
㻥㻞㻚㻞㻞
㻥㻟㻚㻢㻥
㻥㻟㻚㻣㻝
㼆㻻
㻥㻡㻚㻢㻟
㻥㻡㻚㻟㻝
㻥㻠㻚㻟㻠

プトロン(3LP)、k-最近傍法(kNN)、ランダム
フォレスト(RF) で分析を行った。k-最近傍法
は k の値(1,3,5)を変えて分析した。
3.4 評価方法
評価方法には F-measure(F 値)を用いた。
分析結果と真の結果の関係をまとめた物が
Table 3-2 になる。

Table 4-3 適合率(no)

Table 3-2 分析結果と真の結果の関係

fp：偽陽性（False Positive）

㻸㻾
㻟㻸㻼
㻾㻲
タップ
㻥㻥㻚㻠㻝
㻥㻥㻚㻣㻥
㻥㻥㻚㻜㻤
Dタップ
㻥㻥㻚㻡㻝
㻥㻥㻚㻤㻜
㻥㻥㻚㻞㻠
㼆㻵
㻥㻥㻚㻡㻡
㻥㻥㻚㻢㻤
㻥㻥㻚㻝㻡
㼆㻻
㻥㻥㻚㻡㻝
㻥㻥㻚㻣㻣
㻥㻥㻚㻝㻥
㼗㻺㻺㻔㼗㻩㻝㻕 㼗㻺㻺㻔㼗㻩㻟㻕 㼗㻺㻺㻔㼗㻩㻡㻕
タップ
㻥㻥㻚㻤㻟
㻥㻥㻚㻣㻤
㻥㻥㻚㻣㻡
Dタップ
㻥㻥㻚㻤㻠
㻥㻥㻚㻣㻥
㻥㻥㻚㻣㻣
㼆㻵
㻥㻥㻚㻣㻠
㻥㻥㻚㻣㻞
㻥㻥㻚㻡㻡
㼆㻻
㻥㻥㻚㻤㻠
㻥㻥㻚㻣㻤
㻥㻥㻚㻣㻡

tn：真陰性（True Negative）

Table 4-4 再現率(no)

tp：真陽性（True Positive）
fn：偽陰性（False Negative）

F 値は Table 3-2 の tp、fn、fp、tn から求め
ることができ、(1)~(5)式で求まる。
一般 セッション ３

tp

適合率(yes) =

tp+fp

再現率(yes) =

tp+fn

F 値(yes) =
F 値(no) =
F値=

tp

tn

 (1)

tn

 (2)

、適合率(no) =

fn+tn

、再現率(no) =

fp+tn

2∗適合率(yes)∗再現率(yes)
適合率(yes)＋再現率(yes)

 (3)

Table 4-5 F 値(%)
㻸㻾
㻟㻸㻼
㻾㻲
タップ
㻥㻤㻚㻡㻣
㻥㻥㻚㻟㻤
㻥㻤㻚㻤㻟
Dタップ
㻥㻤㻚㻝㻞
㻥㻥㻚㻞㻟
㻥㻥㻚㻜㻡
㼆㻵
㻥㻤㻚㻡㻠
㻥㻥㻚㻝㻠
㻥㻥㻚㻜㻡
㼆㻻
㻥㻤㻚㻞㻝
㻥㻤㻚㻥㻤
㻥㻥㻚㻝㻜
㼗㻺㻺㻔㼗㻩㻝㻕 㼗㻺㻺㻔㼗㻩㻟㻕 㼗㻺㻺㻔㼗㻩㻡㻕
タップ
㻥㻥㻚㻢㻣
㻥㻥㻚㻢㻟
㻥㻥㻚㻡㻣
Dタップ
㻥㻥㻚㻢㻠
㻥㻥㻚㻢㻟
㻥㻥㻚㻡㻢
㼆㻵
㻥㻥㻚㻡㻜
㻥㻥㻚㻡㻝
㻥㻥㻚㻟㻞
㼆㻻
㻥㻥㻚㻢㻥
㻥㻥㻚㻢㻝
㻥㻥㻚㻡㻠

2∗適合率(no)∗再現率(no)
適合率(no)＋再現率(no)

 (4)

{F 値(yes)∗(tp+fn)+F 値(no)∗(fn+tn)}
(tp+fn+fn+tn)

 (5)

Table 4-1 適合率(yes)
㻸㻾
㻟㻸㻼
㻾㻲
㻤㻝㻚㻞㻝
㻥㻟㻚㻟㻟
㻣㻜㻚㻟㻜
㻤㻠㻚㻡㻡
㻥㻟㻚㻢㻠
㻣㻡㻚㻠㻡
㻤㻡㻚㻣㻢
㻤㻥㻚㻣㻜
㻣㻞㻚㻠㻞
㻤㻡㻚㻜㻜
㻥㻞㻚㻤㻝
㻣㻠㻚㻢㻥
㼗㻺㻺㻔㼗㻩㻝㻕 㼗㻺㻺㻔㼗㻩㻟㻕 㼗㻺㻺㻔㼗㻩㻡㻕
タップ
㻥㻠㻚㻡㻡
㻥㻟㻚㻜㻟
㻥㻝㻚㻤㻞
Dタップ
㻥㻠㻚㻤㻡
㻥㻟㻚㻟㻟
㻥㻞㻚㻠㻞
㼆㻵
㻥㻝㻚㻤㻞
㻥㻜㻚㻥㻝
㻤㻡㻚㻠㻡
㼆㻻
㻥㻡㻚㻜㻜
㻥㻟㻚㻝㻟
㻥㻞㻚㻝㻥

タップ
Dタップ
㼆㻵
㼆㻻
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が得られた。これらの結果から、左手でのタ

Table 4-1 から Table 4-4 は yes と no の場

ッチジェスチャの認証精度は十分であるとい

合の適合率と再現率の平均値である。Yes の

え、左手のジェスチャに関しても替え玉受験

場合、適合率はロジスティック回帰分析とラ

を防止することができると考えられる。

ンダムフォレスト、再現率はロジスティック

謝辞 本研究は JSPS 科学研究費補助金基盤

回帰分析と 3 層パーセプトロンが低い値とな

(B) 17H02000 の助成を受けた。

った。No の場合、適合率、再現率で低い値を
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いたタブレット端末におけるタッチジェスチ

の試験時の替え玉防止を目的とした認証精度

ャによる替え玉判別(第 2 報：フリック以外の

を評価することであった。被験者 33 人に対し

ジェスチャの場合)」日本テスト学会第 15 回

4 つのジェスチャを各 10 試行ずつ行ってもら

大会，2017

い、タップでは 9 個、D タップでは 20 個、

[6]渡邉・小方「タブレット端末におけるタッ

ZO、ZI ではそれぞれ 19 個の特徴を抽出した。

プ画像を用いた本人認証での特徴抽出の自動

1 名を除外した 32 人について 4 つの分析方法

化」日本テスト学会第 15 回大会，2017

4.実験結果・考察

で分析した結果、タップは k-最近傍法(k=1)

4.1 実験結果

で 99.67%、D タップは k-最近傍法(k=1)で

ZO のみ人差し指のほとんどがカメラに写

99.64%、ZI は k-最近傍法(k=3)で 99.51%、

らず、特徴抽出が困難な被験者が 1 人いた為

ZO は k-最近傍法(k=1)で 99.69%と高い F 値
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除外し、残りの 32 人について分析を行った。

眼球運動特性を利用した

図 4 予備実験の判別率(2 時間おき)

それぞれの分析結果から得られた判別率を
示す。

聴覚利用型不正行為検出回避における訓練の影響
○平松健太¹，中村祐文¹，小方博之²，安田晶子²
¹成蹊大学大学院，²成蹊大学
1. はじめに

妙になり、有効性が損なわれる可能性がある。
図 5 予備実験の判別率(24 時間おき)

そこで訓練を重ねた場合でも不正行為を有

インターネットの発達により、企業側が就
職活動を行う学生の学力を測定する際に

効に判別できるのかを検証することを今回

SPI や CAB、玉手箱など、会場外で受験で

の実験の目的とする。

きるオンライン上での試験が採用されてい

2.3. 実験方法

る。しかし、資格試験など重要度の高い試験

図 1 予備実験の判別率(1 時間おき)
本実験では視聴覚共に健常な大学生 9 名
（男性 8 名、女性 1 名）を被験者として、後

初めに実験をするにあたり影響の出やす

述の①、②の条件で実験を行った。予備実験

い訓練の時間間隔の見当をつけることにし

の結果に基づき 1 セットの間を 2 時間空けて

た。視聴覚共に健常な大学生 2 名（男性 2

計 10 セットの実験を 1 日あたり 3 セットも

ため、不正行為の確認ができず、公平性・信

名）を被験者として、後述の①、②の条件で

しくは 4 セット行ってもらい、3 日間連続で

頼性に問題があることが挙げられる。不正行

予備実験を行った。①の実験 1 回と②の実験

実験に参加してもらった。

為の防止は公正なオンライン試験を実施す

1 回を 1 セットとして、被験者 1 には 1 時間

る上での解決すべき問題である。

おき、2 時間おき、72 時間おきで各 3 セッ

には会場外受験は導入されていない。
その理由として試験時に監督者がいない

図 2 予備実験の判別率(48 時間おき)

① 読解条件（通常の受験を想定した条件）
論文[1]と同様の条件で、PC 上に 200 文字

2. 聴覚利用型不正行為の防止

おき、48 時間おきで各 3 セットずつ予備実

程度の読みやすい文章を表示し、その文章を

2.1. 研究背景

験を行い、結果を分析した。

黙読するよう被験者に指示する。図 6 は表示

分析の結果より 2 時間おきと 24 時間おき

受験者が小型のワイヤレスイヤホンを使用

される文章の例である。読み終わったら文章
に対する 4 択の問題を解く。

するなどの聴覚利用型の不正行為を行った場

の時間間隔では判別率に顕著な低下が見ら

合、その発見は監督者がいても困難である。ま

れた。そこで、この 2 つの間隔時間に関して

して、オンライン試験でカメラなどを用いて発

被験者 1 には 2 時間おきで、被験者 2 には

被験者が課題に真面目に取り組んでいるか

見しようとした場合はより一層の困難が予想

24 時間おきで追加検証を行い、最初の検証

を確認するためであり、本人の学力を測定す

される。そこで視認に頼らない聴覚利用型不

と最後の検証の判別率の低下割合を比較し

正行為の防止手段が必要となる。

た際、2 時間おきの低下割合が 0.0142、24

2.2. 研究目的

時間おきの低下割合が 0.0002 だったこと、

我々は聴覚利用型の不正行為を検出する

また 2 時間おきの場合に全般的な低下傾向

ために、目の動きをアイトラッカで記録し、

がみられたことにより、本実験の間隔時間に

その特徴量から判別する方法を提案してい

は 2 時間を採用した。図 1 から図 3 に追加

る[1]。しかし、[1]で指摘したように、眼球

検証を行わなかった 1 時間おき、48 時間お

運動に着目することが不正行為判別に有効

き、72 時間おきの、図 4 及び図 5 には、追

であっても、事前に訓練を重ねると偽装が巧

加検証を行った 2 時間おきと 24 時間おきの、

76

なお、ここで 4 択の問題を解かせるのは、

図 3 予備実験の判別率(72 時間おき)

るためではない。

図 6 表示される文章の例
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トずつ、被験者 2 には 1 時間おき、24 時間

表 2 読解問題の特徴量
② 聴取条件（聴覚利用型不正行為を想定し

聴取問題の特徴量
停留の回数
時間の総和
時間の平均値
時間の標準偏差

た条件）
イヤホンを装着してもらい、そこから流れ
る課題音声を聴き、その課題音声と同時に、
PC 上に表示される課題音声とは無関係な文

図 9 実験環境（内部）

問題1
76
22090
290.7
184.2

問題2
72
18663
259.2
177.7

問題3
91
21754
239.1
141.4

2.6. 分析方法

章に対して、なるべく①と同じ速度で読んで

表 1 及び表 2 の各問題の眼球運動の特徴量

いるふりをしてもらう。その際、音声が終了
する前に文章を読み終えたら、再び文章の先

を用いて論文[1]においてロジスティック回

頭に戻り読んだふりをする。音声が終了した

帰分析で得られた判別式、

らその課題音声に対する 4 択の問題を解く。

logit(p) = 4.8327 − 0.0125 ∗ 𝑥𝑥1 − 0.0153 ∗ 𝑥𝑥2

2.4. 実験環境

を用いて、読解／聴取条件と判定される確率
を求めた。
（𝑥𝑥1 ：停留時間の平均値[msec]、

実験をしている際に被験者に周囲の影
図 10 ディスプレイ

響が及ばず、実験課題に集中して取り組める

𝑥𝑥2 ：停留時間の標準偏差[msec]）
2.7. 分析結果

ように、人の出入りの少ない実験室において
図 7、図 8、図 9 のような壁に囲われた実験

各実験の 1 回目と 10 回目のデータを対象

環境を用意した。

別率は 72.2%であり、その際の聴取受入率

が課題文を読むための 20.1 型ディスプレ

55.6%という結果になり、判別率は大きく下

33.3%となり、10 回目の実験では判別率は

がった。一方で EER は 1 回目が 29.6%であ

本研究では実験で記録した眼球運動のデ

55.6%、FAR も 55.6%、FRR は 33.3%とな

るのに対し、10 回目は 33.3%となり低下は

ータから[1]で有効とされた停留時間の平均

り、FAR の増加及び判別率の低下が見られ

あまり大きくない。したがって、回避訓練に

値と標準偏差の 2 つの特徴量を 9 名の被験者

た。ロジスティック回帰分析で得られた判別

効果があるのかはっきりしない。現状では判

の実験データから抽出した。各被験者の「停

式で閾値を設けたときの、実験 1 回目の FAR

別率自体が十分に高くなく、実験参加者数も

留時間の平均値と標準偏差」のデータの平均

と FRR を図 12 に、10 回目の FAR と FRR

あまり多くない。また、アイトラッカの装置

値と標準偏差について、表 1 に読解問題の、

を図 13 に示す。図 12 より 1 回目の実験で

を更新し、異なる条件でデータを取得したこ

表 2 に聴取問題のデータを示す。

は閾値が約 0.47 の時に等価エラー率（EER）

とで影響が生じた可能性もある。より信頼性

が 29.6%となった。図 13 より 10 回目の実

のある結果を出すには実験を継続して行っ

験では閾値が約 0.60 の時に EER が 33.3%

ていく必要があると考えられる。

となった。

謝辞 本研究は JSPS 科学研究費補助金基盤

2.8. 聴覚不正行為の防止に関する考察・結

(B) 17H02000 の助成を受けた。

2.5. 使用した特徴量

11 に示す被験者の眼球運動を記録するた
めのアイトラッカ（トビー・テクノロジー
Tobii Pro X3-120）を用いた。

表 1 読解問題の特徴量

被験者（左）

図8

実験者（右）

読解問題の特徴量
停留の回数
時間の総和
時間の平均値
時間の標準偏差

問題1
96
18808
195.9
101.8

問題2
97
20505
211.4
119.9

問題3
105
21589
205.6
141.9

論今回の実験で、10 回の不正行為の練習を
重ねてもらったところ、1 回目の実験では判

参考文献

別率が 72.22%、10 回目の実験では判別率が

[1] 小方 博之, 赤間 操, 鈴木 聡「アイト
ラッカによる試験時の聴覚利用型不正行為
判別」データ分析の理論と応用, Vol. 6, No. 1,
pp. 127-139, 2017.
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（FAR）は 22.2%、読解拒否率（FRR）は

図 11 アイトラッカ

イ（iiyama 社 ProLite B2006WS-B）、図

図7

図 13 閾値と FAR・FRR（実験 10 回目）

に分析を行ったところ、1 回目の実験では判

また使用機材には、図 10 に示す被験者

社

図 12 閾値と FAR・FRR（実験 1 回目）

Head-Mounted Display を利用した
視覚利用型不正行為防止法の提案

用いた試験用紙をFig. 1に示す。試験は、通常

う意見や、反対に、視界がある程度制限されるこ

の検査法に則り、練習と5分間の休憩を除き前半

とでむしろ集中できたという意見が挙がった。よ

と後半に15分間ずつ、計30分間行った。

って、試験のパフォーマンス自体に影響はなくて
も、AR 装置の装着によって心理的な面では影響
が生じていた可能性が示唆された。

(第２報：強化現実感装置着用時の影響)

4. おわりに
AR 装置装着時と非装着時において、試験を受

○豊田大樹*、小方博之**、安田晶子**

験する際に差異が生じるのかどうか確認するこ

*成蹊大学大学院理工学研究科、**成蹊大学理工学部

とを目的とした実験を行ったが、U 検定よる p 値
の値は、有意水準を 5%とすると、回答数・正答

1. はじめに
1.1

Fig. 1

装着して試験を実施する場合、試験結果自体に
影響を及ぼすことが懸念される。豊田ら [6]で

背景

2-3

率共に有意な差がみられなかった。

内田クレぺリン検査試験用紙

現状では実験参加者10人による暫定的な結果

実験方法

自宅受験のような会場外での試験は、地方や

は、HMDにSony社のPlay Station VRを使用し

海外などに在住し会場への移動に困難が伴う受

簡単な試験におけるHMDの装着時と非装着時の

田クレペリン検査を行い、それぞれの結果を集

験者にとって非常に有用なものとなる。しか

成績を比較したところ、有意差がみられた。こ

計した。AR装置にはMicrosoft社のHoloLensを

し、会場外受験においては監督者が不在の状況

れにはHMDの重さやHMDを通して提供される

用いた。試験による疲労を考慮し、2回の実験は

本実験の実施にあたりご援助を頂いた成蹊大

となるため、不正行為の横行が懸念される。そ

映像などが生み出す現実環境との違いに対する

別日に行った。AR装置装着での試験の際は、休

学理工学部の高山英士氏と三澤紘平氏に感謝し

こで、その不正行為をいかに検出・防止するか

違和感が関係すると考えられる。

憩の間もAR装置を外さないこととした。

ます。

が問題となる。不正行為は、替え玉受験のよう

1.2

AR装置の装着状態と非装着状態において、内

であり、今後はより多くの実験参加者を募り、デ
ータを収集していく。
謝辞

3. 結果・考察
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究がみられない。しかし視覚利用型不正行為
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防止を目的に Head-Mounted Display を装着さ
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2. AR装置装着時と非装着時の比較実験

須でなく、実行の敷居が低いとみられ、検出・
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防止に最も注力すべき課題と考えられる。

試験内容

そこで我々は、仮想現実感(VR)技術を利用し

試験の課題には、内田クレペリン検査を使用

て受験者への視覚情報入力を制限することで視

した。この検査は、1分間1桁の数字の足し算を

覚利用型不正行為を防止する手法を提案した

行い、その答えの1の位を記入する、という作業

[5]。しかし、Head-Mounted Display(HMD)を

を繰り返し行う。実際に内田クレペリン検査に

80

実験参加者から、AR 装置の装着に伴う違和感、
具体的には AR 装置の重さや疲労を感じたとい

81
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に受験者が本人ではない場合と本人の場合に大

削除

一般化

1.00

1.00

英語文章の要点を把握する問題における錯乱枝の選択率

1.00

正答

正答

正答

必要な要素の不足

具体的な記述の置き換え不足

一面的な記述

重要でない情報の混入

—能力群別にみた実証的検討—

統合

不適切な一般化

筆者の意図とのズレ
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0.75

選
択 0.50
率

選
択 0.50
率

選
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率
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問題と目的

統合) を考慮して，段落中の情報の取捨選択に焦点
を当てる「削除問題」，段落中の具体例やエピソー

英語文章中にある各段落の要点を把握すること

ドをより上位の表現へ置き換えることに焦点を当て

は，英語を第二言語とする学習者 (L2 学習者) の

る「一般化問題」，段落中の筆者の意図に沿ったト

効率的な読解を促す重要なスキルである．英語教

0.00

低

ピック・センテンスの産出に焦点を当てる統合問題

育の分野では，英語文章の要点を把握するような

中
受検者の能力群

高

0.00

低

中
受検者の能力群

高

低

中
受検者の能力群

高

を作成した．削除問題では，類似する内容が複数回

読み方が読解能力の中でも重要なスキルである点

Figure 1 削除問題・一般化問題・統合問題のトレースライン

述べられていたり，要約に必要のない記述が多く含

について指摘されているものの (e.g., Karbalaei &

まれている段落を選定した．一般化問題では，具体

Rajyashree, 2010; Oded & Walters, 2001; Zhao &
Hirvela, 2015)，こうしたスキルを測定するための

例が多く列挙されているような段落を選定した．統
合問題では，その段落の記述内容を代表する文がな

テスト項目に関する教育測定学的な検討は，十分に

題につき削除問題・一般化問題・統合問題が各 1 項

Kintsch & van Dijk, 1978) における認知過程を意

目ずつ含まれるようなデザインとした．

識して作成した要約問題の解答データを踏まえ，受
検者の誤答の特徴を明らかにしている．例えば，段
落中の情報の取捨選択 (削除) では，重要でない情報
を含める，要約に必要な要素を欠くなどの特徴が示
されている．本研究では，英語文章の要約の際に生
じる誤答を反映させた錯乱枝を作成し，選択率につ

法

もにオッズ比が大きかったが，必要な要素の不足錯

項目分析

乱枝ほど大きなオッズ比は得られなかった．

共通項目 3 項目，実験項目 18 項目に対する項目

一般化問題

具体的な記述の置き換え不足錯乱

上記 3 種類の各テスト項目では，正答選択枝 1

分析を行った．第 1 問・第 2 問全体として，.20～.50

つ，錯乱枝 2 つの 3 枝選択とし，各認知過程の誤答

枝 に 関 し て は ，能 力 低 群 ― 中 群 間 の オ ッ ズ 比 が

程度の範囲に正答率が収まっており，正答選択枝に

の特徴 (寺尾・石井，印刷中) のうち 2 つを抽出した

小 さ く (OR = 1.910, 95%CI = [1.012, 3.608])，

関する点双列相関係数は.20 を上回っていた．また，

上で，それぞれの錯乱枝と誤答の特徴を 1 対 1 対応

能力中群―高群間のオッズ比が相対的に大きい

選択率が.05 を下回るような錯乱枝は見られず，点

させた．削除問題では，要約文として必要な要素の

(OR = 6.077, 95%CI = [3.223, 11.458]) と い う

双列相関係数についてもおおむね負の値を示してい

一部のみが記述されている「必要な要素の不足錯乱

結果が得られた．また，不適切な一般化錯乱枝に

た．ただし，一部の錯乱枝において点双列相関係数

枝」
，必要な要素がすべて含まれ，かつ重要でない情

関 し て も 同 様 の 傾 向 が 確 認 さ れ ，能 力 低 群 ― 中

が 0 に近い値をとっていたものも見られた．

報も含まれている「重要でない情報の混入錯乱枝」

群間のオッズ比は小さく (OR = 2.149, 95%CI =

錯乱枝の選択率に関する検討

[1.125, 4.107])，能力中群―高群間のオッズ比は大き
かった (OR = 5.755, 95%CI = [2.958, 11.195])．

を作成した．一般化問題では，具体例やエピソード

削除問題・一般化問題・統合問題のトレースライ

などをそのまま書き写した「具体的な記述の置き換

ンを Figure 1 に示した．なお，本研究では，各認知

愛知県の大学に通う学生 414 名 (女性 346 名，男

え不足錯乱枝」，具体例やエピソードの置き換えは

過程を割り当てたテスト項目でのそれぞれの錯乱枝

性 68 名) を受検者とした．受検者は全員，英語を第

なされているが，その一般化表現が適切でない「不

の選択率の全体的な特徴について，英語文章の違い

二言語とする者であった．

適切な一般化錯乱枝」を作成した．統合問題では，

を含み込んだ上で把握することが主眼であるため，

材料

筆者の意図を一面的に記述した「一面的な記述錯乱

同一の認知過程を割り当てたテスト項目であれば，

枝」
，筆者の意図から逸脱した記述を含む「筆者の意

能 力 低 群 ― 中 群 間 の オ ッ ズ 比 が 大 き く (OR =
3.433, 95%CI = [1.783, 6.610])，能力中群―高群
間 の オ ッ ズ 比 は 相 対 的 に 小 さ か っ た (OR =
1.990, 95%CI = [1.135, 3.488])．筆者の意図との

解答データを結合して分析を行った．

ズレ錯乱枝も同様に，能力低群―中群間でオッズ比

受検者

大学の入学試験として使用された英語文章 7 題を
使用し，このうち 1 題を共通項目，残りの 6 題を英

図とのズレ錯乱枝」を作成した．

語文章の要点把握問題（実験項目）とした．

テスト冊子

統合問題

一面的な記述錯乱枝に関しては，

以降では，削除問題・一般化問題・統合問題におけ

が大きく (OR = 4.038, 95%CI = [2.067, 7.892])，

る各錯乱枝の選択状況を能力群別に検討するため，

能力中群―高群間では相対的にオッズ比が小さかっ

本研究では，第 1 問 (3 項目)・第 2 問 (3 項目) の

正答選択枝の選択率に対する各錯乱枝のオッズを能

大問 2 問から構成されるテスト冊子を 6 種類作成し

た (OR = 2.346, 95%CI = [1.251, 4.398])．

力群ごとに算出し，そのオッズを能力群間で比較す

力を測る多枝選択式項目を，英語文章 1 題につき 3

た．第 1 問では，6 種類すべてのテスト冊子に共通

考察

るようなオッズ比およびその信頼区間について検討

項目ずつ，英語文章 6 題で計 18 項目を作成した．

の英語文章読解項目を収録し，第 2 問では，英語文

を行った．

作成された項目ではすべて，設問で指定された段落

章要点把握問題 6 題のいずれか 1 題を各テスト冊子

の要約文を選択枝として提示し，その段落の要約文
として適切なものを選ぶよう求めた．

実験項目の作成
本研究の実験項目として，英語文章の要点把握能

削除問題

要約の際の誤答を踏まえて作成された錯乱枝はす
べて，より低い能力水準にある群で選択率が高く，

必要な要素の不足錯乱枝に関して

に割り当てた．

高い能力水準の群では選択率が低いという結果が示

は ，能 力 低 群 ― 中 群 間 (OR = 4.709, 95%CI =

手続き

された．要約問題で抽出された誤答の特徴を錯乱枝
に反映させるという方法により，能力群間で選択率
れた．

本研究では，寺尾・石井 (印刷中) の設問設定にな

受検者には，6 種類のテスト冊子のうち 1 種類を

[2.396, 9.255])，能 力 中 群 ― 高 群 間 (OR =
4.318, 95%CI = [2.241, 8.321]) と も に オ ッ ズ 比

らい，要約の際の 3 つのプロセス (削除・一般化・

割り当て，第 1 問・第 2 問の計 6 項目を 30 分間で

が 大 き く ，能 力 群 間 で 選 択 率 の 差 が 大 き い 錯 乱

が異なるような錯乱枝を作成できる可能性が示唆さ

枝 で あ る こ と が 示 さ れ た ．ま た ，重 要 で な い 情

82
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いて能力群別に検討することを目的とする．

(OR = 3.526, 95%CI = [1.750, 7.104])，能力中群
―高群間 (OR = 2.707, 95%CI = [1.493, 4.908]) と

結果と考察

基準で要点把握を求める段落を選定し，英語文章 1

寺尾・石井 (印刷中) では，文章要約のモデル (e.g.,

報 の 混 入 錯 乱 枝 に 関 し て も ，能 力 低 群 ― 中 群 間

解答するよう求めた．

い (明示的でない) 段落を選定した．上記のような

なされていないのが現状である．

方

0.00

多肢選択式試験問題における選択肢数の試験問題品質への影響：㻌
選択肢数 㻟 と 㻠 の実験的比較（再訪）
㻌
上松㻌 慮生㻌
プロメトリック株式会社㻌
㻌
㻌
㻝㻚㻌 はじめに㻌

㻞㻚㻌 選択肢数に関する先行研究㻌
 上松（2017）でも報告したとおり、多肢
選択式問題の選択肢数についてのガイドラ
インは歴史的に、可能な限りたくさんの選択
肢を準備するというルールから、必ずしも多
ければよいというわけではなく 3 つの選択
肢で十分であると選択肢数を限定するもの

84

㻟㻚㻌 選択肢数に関する実験㻌
3.1. 実験の概要
 本研究では、上松（2017）において見つ
かった不備を修正したうえで新たに、
「A 試
験 更新試験監督官認定テスト更新試験」を
使用した実験を設計し、多肢選択形式の試験
問題において選択肢数が 3 つと 4 つの場合で、
試験問題品質にどのような影響があるかを
検証した。削除する選択肢の選定は、SME
による判断に基づいて実施された。
 実験の被験者として社内のテストセンタ
ースタッフをランダムに 2 グループに分け、
内容は同一だが選択肢数が異なる試験問題
に解答してもらった。なお、この試験に合格
しないと A 試験のテストセンター業務に従
事できないため、比較的ハイステークスな試
験であるといえる。

3.2. 実験デザイン
 図 1 にあるように、本研究は同一の内容で
選択肢数の異なる試験問題を両方のグルー
プに解答させたことが特徴となっている。ま
た、共通問題を一定数準備することにより、
版間の受験者層の平均的な能力の違いにつ
いても考察できるよう配慮した。

A版
0.90
0.87
0.89

MCQ(3)
MCQ(4)
合計

B版
0.89
0.86
0.88
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平均点（SD）
α係数
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 多肢選択式問題作成にあたっては、高品質
な試験問題作成のための作問ルール（ガイド
ライン）が多数の団体・研究者から提唱され、
まとめられてきた（Haladyna & Downing,
1989a; Haladyna & Rodriguez, 2013;
Rodriguez, 2016）
。しかし、これらのルール
には必ずしも実証的なエビデンスがあるわ
けではなく、試験問題作成の専門家による合
意によって制定されているルールも多く存
在している（Haladyna & Downing, 1989b;
Haladyna & Rodriguez, 2013; Rodriguez,
2016）。そういった中で、最適な選択肢の数
に関するルールは、Rodriguez（2005）でも
指摘されているように、繰り返し実証研究が
なされ、エビデンスレベルの高いルールが制
定されている。ただし、これは英米の文脈に
おいてであり、これがすなわち日本にも当て
はまるわけではない可能性がある（荒井,
2015）。
 本研究では、この領域での研究成果の蓄積
を目標として実施した選択肢数に関する実
証実験（上松, 2017）の分析で得られた結果
を再検討し、新たな実験を設定することによ
り選択肢削除の影響をより精緻に分析した。

へと変遷してきた。また、Rodriguez（2016）
は、選択肢の数よりもそれらの品質のほうが
重要である点を強調しており、上松（2017）
では選択肢の品質に着目して選択肢数と試
験問題品質の関係についての分析を実施し
た。結果として、機能していない選択肢の割
合は選択肢数 3 の試験問題のほうが少なく、
概ね先行研究と同様の傾向が得られたが、試
験問題によっては期待される結果とは異な
る結果となっていた。この理由として、試験
問題の選択肢が完全に独立しておらず、ある
選択肢を削除することによって他の選択肢
が正解、あるいは、不正解であることのヒン
トとなってしまう関係性にあったことがわ
かった。

表 ：共通問題の通過率

一般セッション４：
IRT の適応と改善
9 月 9 日（日）	
  12:40～14:20	
  	
  152C

多肢選択式項目に対する項目反応モデル不適合の影響

TCC を示す．

ラメータをすべて等しくし，単一母集団の場合

真値の TCC は３PLM のため，
θが小さい時，

を考える．

当て推量に漸近しており，その他の推定値は，

本研究で用いる３PLM は式（１）で表され

○加藤 嘉浩

野澤 雄樹

ベネッセ教育総合研究所

１．はじめに

に必要な能力による正答であっても偶然正答

近年，テストの国際標準 ISO 規格(ISO/IEC

とみなされる．

2007)で定義される e テスティングが世界的に

４．項目に正答するために必要な能力による正

普及しつつある．本邦では，大学入試での活用

答か偶然正答か識別ができない．

が検討されている民間の英語４技能試験や医

上記の問題から，多肢選択式項目に２PLM

療系大学間共用試験などの大規模テストが挙

を 用 い る こ と が 多 い （ Robin Frédéric and

げられる．これらのテストは、項目反応理論

Bejar Isaac and Liang Longjuan et.al.,2016）．

（Item Response Theory, IRT）を基に運用さ

しかし，多肢選択式項目である以上，当て推量

れており，採点や分析の観点から多肢選択式項

の影響を考慮しなくてよいことにはならない．

目が用いられることが多い．

そこで，本研究では，当て推量のある項目に２

多肢選択式項目は，正答がわからなくとも回

PLM 適用時にどのような条件で項目パラメー

答が可能なため，受検者の能力が正答に必要な

る．𝑃𝑃𝑗𝑗 は項目 j における能力値𝜃𝜃の受検者の正

２PLM を用いているため，能力値が小さくな

難度パラメータ，𝑐𝑐𝑗𝑗 は当て推量パラメータを示

さい母集団のため，最も当て推量の影響を受け

は，常にD = 1.7とした．

い値に近づいている．

答確率を示し，𝑎𝑎𝑗𝑗 は識別力パラメータ，𝑏𝑏𝑗𝑗 は困

るにつれ 0 に漸近する．Low は，能力値が小

す．𝑐𝑐𝑗𝑗 = 0のとき２PLM と一致する．本研究で

るため，能力値が小さい時，0 よりも少し大き

𝑃𝑃𝑗𝑗 (𝜃𝜃)

= 𝑐𝑐𝑗𝑗 + (1 − 𝑐𝑐𝑗𝑗 )

能力値が大きい時，能力分布がテスト版と同
1

1 + exp (−𝐷𝐷𝑎𝑎𝑗𝑗 (𝜃𝜃 − 𝑏𝑏𝑗𝑗 ))

程度以上の母集団（Middle，High）は，当て

(1)

推量の影響を受けにくいため，真値に近づいた

 シミュレーションの設定は，項目数J = 30，

結果となっている．しかし，Low は，真値やそ

すべての項目パラメータを𝑎𝑎𝑗𝑗 = 0.0，𝑏𝑏𝑗𝑗 = 0.0，

の他の母集団の結果とは大きく異なる結果と

1.0
（High）
の 3 通りの反応データを生成した．

0.8 である．これは，当て推量の影響を受けた

当 て 推 量 𝑐𝑐𝑗𝑗 = 0.0 と し ， 母 集 団 の 能 力 分 布

θ ~N(μ, 1.0)とし，μを-1.0
（Low），0.0（Middle），
2

2

なった．例えば，TCC の値が 25 のとき，Low
の能力値は約 1.5，真値，Middle，High は約
結果と考えられる．ここから，当て推量のある

タを推定すれば，能力値への影響を小さくでき

N(μ, 𝜎𝜎 )は平均μ，分散𝜎𝜎 の正規分布を示す．サ

ンプル数は 10000 とした．項目パラメータを

項目の項目パラメータ推定には，テスト版と同

能力よりも低い場合に偶然正答が増加すると

るかをシミュレーションにより検討する．実際

推定は，BILOG-MG（Du，2003）を事前分布

等以上の能力分布の母集団を用いる方が適当

考えられる．偶然正答が多い項目に２パラメー

の運用場面を考えたとき，分析者が操作可能な

は設定せず用いた．真値と各母集団のテスト特

と考えられる．また，能力値推定においても，

タ ・ ロ ジ ス テ ィ ッ ク モ デ ル （ 2 Parameter

条件は，モデルや推定手法（事前分布の設定な

性曲線（Test Characteristic Curve，TCC）を

上記の条件で推定した項目パラメータを用い

Logistic Model，2PLM）を適用すると，項目

ど）の選定や母集団の能力分布を統制すること

式（２）から算出し図 1 に示す．

た方が，能力値への影響が少なくなると考えら

の識別力と困難度の推定値は真値より低くな

などが考えられる．今回は，母集団の能力分布

る（張, 2009）
．そのため，偶然正答を考慮した

を統制し，項目パラメータ推定および能力値推

れる．次節において，能力値への影響について

𝐽𝐽

TCC(θ) = ∑ 𝑃𝑃𝑗𝑗 (𝜃𝜃) (2)

分析する．

𝑗𝑗=1

定は事前分布を仮定しない．事前分布を仮定す

3 パラメータ・ロジスティックモデル（3

るためには，対象の性質を熟知している必要が

Parameter Logistic Model, ３PLM）の利用が

あり，３PLM を基にした反応データに対して

 ここでは，実際のテスト運用場面を想定

考えられるが，以下のような問題が指摘されて

２PLM を適用した場合の性質が不明なため，

し，当て推量のある項目の項目パラメータ推

いる（張, 2009）
．

母集団の能力分布のみ統制することとした．統

定時の母集団の能力分布が，能力値の推定値

１．項目パラメータの推定精度が不安定であり，

制する能力分布は，テストの難易度と比べて高

へどのような影響があるかを分析する．実際

精度向上のためには多くのサンプルが必要に

め（High）
，同等（Middle）
，低め（Low）の場

のテスト運用時には，テストを施行する前

なる．

合を考える．

に，既存項目や新規項目の項目パラメータを

２．２．研究２（本分析）

推定するための事前テストを実施する．そし

２．識別力や困難度が当て推量に敏感である．
識別力と困難度が小さくなる（大きくなる）
．

２．シミュレーション
２．１．研究１（予備分析）

３．能力値が低い被験者の項目正答確率が当て

 予備分析として，母集団の能力分布による差

図 1 は，縦軸は TCC，横軸は能力値，実線

却する．そのため，項目パラメータ推定用と

推量に漸近し０にならず，項目に正答するため

異を確認するため，真値の３PLM の各項目パ

は真値，各破線は能力分布が異なる母集団の

能力値推定用の反応データをそれぞれ独立に

例えば，当て推量が大きいとき（小さいとき）
，
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て，確定した項目パラメータを用いテストを
施行し，受験者の能力値を推定し，結果を返
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パラメータ（当て推量，guessing）を導入した

生成した．また，テストデザインを以下のよ

Middle，High の 3 通りの推定結果が 100 通

うに設定した．テスト版を 2 種類用意し，各

り得られ，その結果を用いて，各θのサンプル

テスト版を X，Y とする．それぞれ共通の項

数 1000 の反応データに対して能力値を推定

目数を 12，版独自の項目数を 24 とし，各版

したため，縦軸は推定値𝜃𝜃̂と真値θの差の中央

は 36，全体で 60 項目とした．反応データが

値の中央値を示す．エラーバーは，標準偏差

現実的なパターンとなるように(Kolen and

を用いている．差が 0 に近い方がより真値に

Brennan, 2014)を参考にし，３PLM の項目j

近い推定結果である．

のパラメータを以下のように設定した．

 図 2 より，テスト版 X の結果から，テスト

𝑎𝑎𝑗𝑗 ~N(0.8,0.3)，𝑏𝑏𝑗𝑗 ~N(0.5,1.0)，

版 X は𝜃𝜃𝑌𝑌 の種類によって推定値と真値の差に

変化はほとんど生じなかった．テスト版 X の

𝑐𝑐𝑗𝑗 ~Beta(5.0,25)，X の受検者の能力分布𝜃𝜃𝑋𝑋 を
𝜃𝜃𝑋𝑋 ~N(0.0,1.0)，Y の受験者の能力分布𝜃𝜃𝑌𝑌 を

受検者の能力分布を変化させていないこと

𝜃𝜃𝑌𝑌 ~N(μ, 1.0)とし，μを Low（μ = −1.0）
，

Middle（μ = 0.0）
，High（μ = 1.0）の 3 通り

ト版 Y の反応データを使用しているが，その

設定した．Betaはベータ分布を示す．各テス

影響が微々たるものであったと考えられる．

ト版のサンプル数を 10000 とした．項目パラ

メータを 100 通り生成し，母集団の能力分布

テスト版 Y の結果から，𝜃𝜃𝑌𝑌 が Middle，

High のとき，真値との差が小さい結果となっ

𝜃𝜃𝑌𝑌 毎に項目パラメータ推定用の反応データを

た．−1.0 ≤ 𝜃𝜃のとき，𝜃𝜃𝑌𝑌 が Low，Middle，

と，共通項目の項目パラメータ推定時にテス

High の順に，真値との差が小さくなるように

生成した．

３．まとめ
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したがって，当て推量のある項目に対して

では，２．１節と同様に，BILOG-MG

Kolen, M.J., and Brennan, R.L. (2004).

項目の局所依存性の違いが潜在特性推定値へ及ぼす影響
○坪田 彩乃
名古屋大学大学院教育発達科学研究科

1 問題と目的

2 方法
2.1 想定するテストモデル
受検者の人数 N は，200,500,1000 名の 3 パタン
を想定した。テストに用いる項目数 n は 10,20,40
項目の 3 パタンとした。テスト項目について，項
目間の局所独立性を仮定できるテスト (LI)，項目

92

θ1∗ は測定したい潜在特性値 (真値) を表し，θ2∗ は
依存性を及ぼす別次元の特性値を表す。θitemt は
θ1∗ と θ2∗ の重みづけ和によってできた項目 t に
おける見かけの特性値を表す。また，wtt は測定
したい潜在特性値に対する項目 t の重みづけを，
wtitemt は依存性を及ぼす別次元の特性値に対す

る重みづけを表している。また局所依存性の強度
は，wtitemt により与えられる。本研究では Chen
& Thissen(1997) に倣い，強依存条件において
N (0.71, 0.1)，中依存条件において N (0.6, 0.1)，
弱依存条件において N (0.4, 0.1) とした。
2.2 シミュレーションの手続き
Step1 受検者の潜在特性値の真値 θi と依存性
を及ぼす別次元の特性値 θ2∗ を標準正規分布
N (0, 1) より発生させた。
Step2 項目識別力と項目困難度を発生させた。
項目識別力は，a = U (0.2, 1.6) を用いた。項
目困難度は，b = N (0, 1) を用いた。
Step3 LI の項目の正答確率 ¶(thetai ) ならびに，
ULD の項目の正答確率を P (θitemt ) を算出
した。
Step4 回答パタン作成のための一様分布 U (0, 1)
に基づき，Step3 で求めた確率に応じて回答
パタン行列を作成した。また，局所依存性を
もつテストでは，依存性をもつ項目群 T を
一塊のテストレットとして扱うために，テス
トレットごとに正答数を数えることでテスト
レット回答パタン行列も作成した。
Step5 発生させた回答パタンを用いて項目パラ
メタ値の推定を行い，その推定値を用いて潜
在特性値 θˆi の推定を行った。
Step6 全ての条件について，Step1～5 を 100 回
行った。

3 結果と考察
全体の傾向として，N が大きくなるほど，そし
て n が多くなるほど推定の精度は高まった。ま
た，局所依存性の強度による差はそれぞれの条
件間でほとんどみられなかった。紙面の都合上，
N=500 のときの Bias, RM SE, corθ を図 1～6
に示した。
まず，項目数ならびに依存項目群の数による影
響について検討する。T = 2, 5 のいずれの場合
も，項目数が増えるほど，また，T = 5 よりも
T = 2 の方が，RM SE は 0 に近づき，corθ は
1 に近づいた。しかし，LI と比較をすると，corθ
は項目数が多くなるほど LI と同程度になったの
に対し，RM SE は LI よりも大きいままであっ
た。これらのことから，項目数を増やすほど，ま
た，依存の項目群が小さいほど潜在特性の真値と
推定値の間での線形性を保てるが，一貫して一定
程度の差が生じるといえる。
次に，選択するモデルによる影響について検討
する。テストレットモデルでは，ULD に 2PLM
を適用した場合に比べて，n = 10, 20 のときは
RM SE の値は小さくなった。一方，n = 40 で

は 2PLM の方が値が小さい条件もあった。また，
テストレットの長さによらず，項目数が大きく
なるほど corθ は大きくなったが，LI や ULD に
2PLM を適用した場合よりも小さかった。
これらのことから，項目間の依存性が ULD に
よるものであるとき，局所独立性を仮定して潜在
特性値を推定すると，線形性は保たれる一方，一
定の誤差が生じることが明らかとなった。今後
は，これらの誤差の大きさが実用水準を大きく下
回っているのかについて，実際のテスト場面を想
定しつつ検討する必要があるだろう。
また，本研究ではテストレットを用いたとき，
テストレットの長さによらず，また局所依存性の
強度によらず，2PLM を適用した場合に比べて低
い推定精度を示すことがあった。これは山野井・
泉・山田 (2014) に反する結果である。しかし，テ
ストレットを用いるテストでは，一つの英文中に
複数の項目が存在するような SLD による依存性
をもつこともある。そのため，テストレットモデ
ルを用いたときの結果について，項目の依存性の
性質が影響しているのかを明らかにするために
も，SLD との比較をする必要がある。

図1

T=2,Bias の平均

図2

T=2,RMSE の平均

図 3 T=2, 真値と推定値の相関
の平均

図4

T=5,Bias の平均

図5

T=5,RMSE の平均

図 6 T=5, 真値と推定値の相関
の平均
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IRT に基づくテストを作成・実施・分析する
と き ，局 所 独 立 性 (Local Independence) の 仮
定 (Lord & Novick, 1968) が 満 た さ れ る 必 要
が あ る 。Thissen, Bender, Chen, Hayashi, &
Wiesen (1992) は，局所依存性を SLD(surface
local dependence) と ULD(underlying local dependence) に大別している。SLD とは，一方の項
目に誤答すると他方の項目にも誤答するなど，項
目間に直接的ないし間接的に作用する局所依存性
である。ULD とは，測定しているものとは別の
潜在特性を背後に想定できる局所依存性である。
項目間に局所依存性が生じているかを検討する
最も一般的な方法として，Q3 を用いることが考
えられる。しかし，Chen & Thissen (1997) によ
ると，ULD による局所依存性を Q3 では検出で
きないことがあった。そのため，項目に局所依存
性が生じているテストに対してもそれを考慮しな
いまま項目パラメタや潜在特性値を推定するケー
スも生じるだろう。
ところで，Sireci, Thissen, & Wainer (1991)，
Lee (2000)，登藤 (2012) では，局所依存性を生じ
ている項目について局所独立性を仮定しても，能
力値の推定には系統的な影響を及ぼさないことが
確認されている。また，山野井・泉・山田 (2014)
では，一定の条件下であれば局所依存性を考慮す
るテストレットモデルと遜色ない結果であるとし
ている。
そこで本研究では，項目間に ULD を持つテス
トについて，局所独立性を仮定する 2PLM を当
てはめたときと，依存性を考慮したテストレット
モデルを当てはめたときについて，局所独立性を
仮定できる項目と遜色ないレベルで潜在特性を推
定できる条件についてシミュレーションを用いて
検討する。

間に局所依存性をもつテスト (ULD) を想定した。
ULD テストでは，項目の局所依存性について，そ
の強度により更に 3 パタンを想定した。
依存性をもつ項目群 T は，T = 2, 5 を 1 セッ
トとした。依存性は Chen & Thissen (1997) を
参考に，項目数 T について以下の式を利用した。

 

θitem1
wt1 wtitem1
[
]
 θitem2   wt2 wtitem2  θ∗
1




..
..

 =  ...
 θ2∗
.
.
wtT wtitemT
θitemT

なお，潜在特性の推定値と真値との差を検討す
るための指標として，Chen & Wang (2007)，登
藤 (2010) を参考にして，Bias, RM SE, corθ を
用いた。

学力テストの IRT 垂直尺度化に適したサンプル数と尺度調整法の検討

 学年独自項目と隣接学年共通項目のパラメ

シミュレーションの条件を表し，例えば CC_15

タとして，識別力は logX~N(-0.5, 0.3)となる対

は CC で項目数 15 の条件を意味する。

数正規乱数を，困難度は集団の能力分布と同じ
〇澁谷拓巳  柴山 直

分布から得た乱数を使用する。尺度化テスト項

（東北大学大学院教育学研究科）

目のパラメタは，識別力は logX~N(-1, 0.5)とな

1.00

0.75

． 問題と目的
習熟度や相対評価に依らず，個人の学力の伸
びを評価するためには，従来用いられてきた学

想定した条件下でのシミュレーション実験の

分布から得た乱数を使用する。項目数は 1 テス

もと、この 2 種類の尺度調整法のパフォーマン

トあたり 15 項目，30 項目，60 項目の 3 種類を

ス比較をおこなった結果を報告する。

設定した。

力テスト得点を，学期や学年をまたいで比較可

RMSE

る対数正規乱数を，困難度は区間[-3, 3]の一様

0.50

0.25

（3）項目反応データ

0.00
CC_15

能なものにする必要がある。IRT 垂直尺度化

2．手続

 乱数発生させた能力・項目パラメタを 2PL モ

（Vertical Scaling, Kolen & Brennan, 2014; 澁谷・

 能力パラメタと項目パラメタの乱数を発生

デルの項目特性関数に代入し，正答確率を得た。

柴山 2017）は，異なる学年で実施される単一

させ，そこから項目反応パタンを生成し，SC お

同時に，区間[0, 1]の一様乱数をひとつ発生さ

教科・複数の学力テストを共通尺度化し，その

よび CC で項目パラメタを推定する。推定した

せ，「正答確率≧一様乱数」となった場合には

テスト得点を比較可能にする手法である。

項目パラメタ（予測）と項目反応パタン生成に

正答反応（1）を，それ以外は誤答反応（0）を

 垂直尺度化に特有のデータ収集デザインと

用いた乱数（真値）との誤差を，RMSE（root

項目反応データとした。
パラメタ推定方法

SC_60

図 1 識別力パラメタ
6

2

項目パラメタ推定方法は EM アルゴリズム

すべての分析には R を使用し，
項目パラメタ，

全学年共通の項目と，隣接する学年のみと共通

等化係数の推定には自作の関数を用いた。

を用いた周辺最尤推定法を採用し，前川（1991）

する項目の 2 種類の共通項目が用いられる。

シミュレーションデータの生成方法

を参考に多母集団モデルに対応するように推

 Kim & Cohen (1998) や Hanson & Beguin

 受検者数 3 通り×項目数 3 通りの，合計 9 つ

定プログラムを R で作成した。CC では，G1 の

(2002)，Karkee et al. (2003)が採用した共通項目

の条件でデータを 100 回生成した。

事前分布のパラメタを平均 0，標準偏差 1 に固

デザイン（Common Item design）とは異なり，

（1）受検者集団

定してパラメタを推定した。SC では，G1 を平

5 つの能力水準が異なる母集団を想定し，各

均 0，標準偏差 1 の基準集団とし，G2 から逐

に重要となる全学年共通の項目が用いられて

集団を便宜上 G1～G5 とする。各集団の能力分

次等化をおこなった。逐次等化の際，等化先の

いるのが特徴である。

布はそれぞれ N(0, 1), N(0.4, 0.81), N(0.8, 0.64),

パラメタと等化前のパラメタを等化係数で変

 垂直尺度化にはいくつかの尺度調整

N(1.2, 0.49), N(1.6, 0.36)の正規分布を仮定した。

換したパラメタの平均を計算して，等化後の共

（calibration）法が存在し，データ分析の負担や

受検者数は一学年あたり 400 人，1,000 人，

通項目パラメタとした。

推定結果にかかわる重要な選択肢である。代表

10,000 人の 3 種類を設定し，R の正規乱数発生

的 な 方 法 と し て 独 立 尺 度 調 整 法 （ Separate

関数を用いて能力パラメタ乱数を得た。

（Stocking & Lord, 1983）を用いた。項目パラ

Calibration, SC）と同時尺度調整法（Concurrent

（2）項目パラメタ

メタ推定段階で推定不能になるか，全問正解・

Calibration, CC）が挙げられる。Young & Tong

 一学年が受検するテストに配置される項目

不正解の項目を含むようなデータセットは，破

(2016) は，いくつかの研究結果を総括して，SC

は，尺度化テスト項目，学年独自項目，隣接学

棄して再度乱数発生からやり直した。

の方が安全な選択肢であると結論づけている。

年共通項目の 3 種類である。ただし，学年独自

しかし，この結論は尺度化テストデザインにも

項目は G1 と G5 にしか配置されず，
G2～G4 は

3．結果と考察

当てはまるとは限らない。

下位・上位集団との共通項目の両方を含む。

 ここでは，受検者数 1000 人の識別力と困難

0
CC_15

CC_30

CC_60
SC_15
condition

SC_30

SC_60

図 2 困難度パラメタ

SC よりも CC の方が項目パラメタの復元の
精度は高かった。特に，項目数が少ない条件で
は CC の方が RMSE のばらつきが小さく，安
定した推定をおこなえることが分かった。この
結果は，IRT モデルの仮定が守られている状況
では CC が推奨されるという Kolen & Brennan
(2014) の主張とも一致する。

SC の等化係数推定には Stocking-Lord の方法

今後は多次元 IRT モデルから生成した反応
データを用いて同様のシミュレーションをお
こなったり，実データによる検証を深めたりす
る必要がある。
謝辞 本研究は -636 科研費 + の助成を受け
ました。また，実験計画やプログラム作成にあたり東
北大学大学院教育学研究科の熊谷龍一准教授にご助言

度パラメタの比較のみを例として示す。横軸は

をいただきました。深く感謝申し上げます。
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垂直尺度全体での学力の変化を意味づける際

94

SC_30

4

と呼ばれるデザインがある。このデザインでは

そこで本発表では尺度化テストデザインを

CC_60
SC_15
condition

RMSE

して尺度化テストデザイン（Scaling Test design） mean squared error）等の指標を元に確認する。

CC_30

パフォーマンス評価における多次元項目反応モデル
○八木嵩大 ∗
∗

1

電気通信大学情報理工学部,

∗∗

電気通信大学大学院情報理工学研究科

はじめに

タを仮定する．ここで，受験者 i ∈ {1, · · · , I} のパ
フォーマンスに対するレビュアー r ∈ {1, · · · , R}
の評価項目 j ∈ {1, · · · , J} の評点を xijr とすると
き，データ U = {xijr |xijr ∈ {−1, 1, · · · , K}}(j =
1, · · · , J, i = 1, · · · , I, r = 1, · · · , R) と定義で
きる．ここで，{1, · · · , K} は評価カテゴリの集合
を表し，xijr = −1 は欠測データを表す．
通常の項目反応モデルはこのような多相データ
に対して直接には適用できない．この問題を解決
するために，レビュアーパラメータを加えた項目
反応モデルが近年多数提案されている [3]．例えば，
Uto and Ueno[1] は段階反応モデルにレビュアーパ
ラメータを付与したモデルを提案している．このモ
デルでは，受験者 i のパフォーマンスに関してレビュ
アー r が評価項目 j について評点 k ∈ {1, · · · , K}
を与える確率 Pijrk を次式で定義する．

 ∗
Pijrk =


∗
∗
Pijrk = Pijrk−1
− Pijrk

1
1+exp [−αj αr (θi −bjk −ϵr )]
∗
Pijr0 = 1
∗
PijrK
=0

(1)

k = 1, · · · , K − 1

ここで，θi は受験者 i の能力パラメータ，αj は評
価項目 j の識別力パラメータ，bjk は評価項目 j に
おいて評点 k を得るための困難度を表す．ただし，
bj1 < bj2 < · · · < bjK−1 とする．また，αr はレ
ビュアー r の評価の一貫性，ϵr はレビュアー r の
評価の厳しさを表す．また，パラメータの識別性
のために αr=1 = 1，ϵ1 = 0 を仮定している．
このような項目反応モデルでは，素点平均など
の単純な得点化手法と比べて，高精度な能力測定
を実現できることが報告されている [1]．しかし，1
章で述べたように，このモデルは能力の一次元性
を仮定しており，多次元尺度を想定した評価場面
には適用できない．
他方で，能力の多次元性を仮定した項目反応理
論として，多次元項目反応モデルが知られている．
本研究で扱うような多値データを扱う多次元項目
反応モデルとして，多次元段階反応モデルが知ら
れている．このモデルでは，受験者 i が項目 j にお
いて評点 k を得る確率 Pijk を次式で定義している．

項目反応モデル

項目反応理論は，コンピュータ・テスティングの
普及とともに，近年様々な分野で実用化が進めら
れている数理モデルを用いたテスト理論の一つで
ある．一般的な項目反応モデルで扱うデータは受
験者のテスト項目への回答であり，
「受験者」×「テ
スト項目」の 2 相データとなる．これに対し，本研
究では，パフォーマンス評価データ U として「受
験者」×「評価項目」×「レビュアー」の 3 相デー

 ∗
Pijk =

96

∗
∗
Pijk = Pijk−1
− Pijk
∑L 1

1+exp [−(
∗ =1
Pij0
∗
PijK
=0

l=1

αjl θil −βjk )]

(2)

k = 1, · · · , K − 1

3

4

本章では，実データ適用を通して，提案モデルの
有効性を評価する．パフォーマンス評価の実デー
タを収集するために，本研究では次の被験者実験
を行った．1）あるテーマを題材としたエッセイを
34 名の受験者に執筆させた．2）レビュアー 5 人に
表 1 のルーブリック 1[2] および 6+1 トレイツ TM
に基づいたルーブリック 2 を用いて採点を行わせ
た．表 1 のルーブリックは，評価項目 1 と評価項
目 2 が「問題解決力」，項目 3 から項目 5 が「論理
的思考力」を測定していると想定されている [2]．
本研究では，このデータに対して提案モデルを
適用する．提案モデルを利用するためには事前に
次元数を決定する必要がある．そこで，本研究で
は因子分析に基づくスクリープロットを用いて次
元数を決定する．ただし，因子分析では本研究で
扱うような 3 相データを利用できないため，レビュ
アー得点の代表値として最頻値を用いることで「受
験者」×「評価項目」の 2 相データに変換して因
子分析を適用した．因子分析では一般に，固有値
が 1 を下回る直前の次元数を最適値として採用す
る．ルーブリック 1 に関して最適な能力の次元数
は L = 2 となり，ルーブリック 1 作成者の想定し
た下位尺度数と適合した．また，ルーブリック 2 に
関しても最適な能力の次元数は L = 2 となった．

提案モデル

提案モデルは，多次元段階反応モデルにレビュ
アー特性パラメータを付与したモデルとして定式
化する．提案モデルでは，受験者 i のパフォーマ
ンスに関してレビュアー r が評価項目 j について
評点 k を与える確率 Pijrk を次式で定義する．

 ∗
Pijrk =

∗
∗
Pijrk = Pijrk−1
− Pijrk
∑L 1

1+exp [−αr (

P∗ = 1
 ijr0
∗
=0
PijrK

l=1

αjl θil −βjk −ϵr )]

評価実験

(3)
k = 1, · · · , K − 1

4.1

パラメータの推定例

ここでは，ルーブリックごとに得られた実デー
タに提案モデルを適用して得られたパラメータ推
定値の解釈を行う．モデルのパラメータ推定には
MCMC を用いた．推定方法については [4] を参照
されたい．得られたパラメータ推定値を表 3，表 4，
図 4.1 に示す．
まず，表 3，表 4 の評価項目の識別力に着目する
と項目間・次元間で異なる特徴があることがわか
る．これらの解釈については，次節で尺度の解釈と
して説明する．次に，表 3，表 4 の評価項目の多次
元困難度を比較すると，これらも項目間で差異が
あることがわかる．例えば，ルーブリック 1 におい
ては，項目 4 の「対立意見の検討」の MDIFFj1 が
最も高い．これは最低点を取る確率が他の項目よ
り高いことを意味しており，対立意見の生成が受
験者にとって難易度が高いことを示唆している．ま
た，項目 3 の「根拠と事実」は MDIFFj3 がもっと
も高く，最高点を取ることが難しいことがわかる．
根拠を提示しない受験者は少ないが，その信頼性
は十分に示せていないことを示唆している．ルー

ここで，αjl は評価項目 j の l 次元目の能力に対す
る識別力を，βjk は評価項目 j において評点 k を
得るための困難度を表す．ただし，βj1 < βj2 <
· · · < βjK−1 とする．また，多次元識別力および多
次元困難度はそれぞれ MDISCj ，MDIFFjk で表せ
る．ただし，モデルの識別性のために，αr=0 = 1，
ϵ0 = 0 を仮定する．
提案モデルでは，3 相データから，レビュアーの
特性を考慮して多次元の能力尺度を仮定した能力
測定を行うことができる．さらに，評価項目の識
別力パラメータ αj を項目の内容と合わせて分析
することで，個々の次元がどのような能力を測定
しているかを解釈することができる．例えば，あ
る次元 l に着目して識別力を比較したとき評価項
目 j と評価項目 j ′ の値が突出して高かった場合，l
次元は評価項目 j と j ′ に共通する尺度を測定して
いると解釈できる．評価項目間の共通性は評価項
目 j と j ′ の内容から解釈する．反対に，ある項目
j に着目したときどの次元の識別力が高いかを分
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近年，大学入試や人事考課，教育評価などの様々
な評価場面において，受験者の実践的かつ高次な能
力の測定を目指すパフォーマンス評価が注目され
ている [1]．パフォーマンス評価の問題として，受
験者の能力測定精度がレビュアーの特性に依存す
る点が指摘されてきた．この問題を解決する手法
の一つとして，レビュアーの特性を表すパラメー
タを付与した項目反応モデルが近年多数提案され
ている [3]．これらのモデルではレビュアーの特性
を考慮して受験者の能力を推定できるため，素点
平均などの単純な得点化手法と比べて，高精度な
測定能力を実現できることが報告されている [1]．
他方，これらの項目反応モデルでは，測定対象
の能力に一次元性を仮定している．しかし，実際
のパフォーマンス評価では，測定対象の能力に複
数の下位尺度を仮定して，複数の評価項目を用い
て採点が行われることがある．一次元性を仮定し
たモデルでは，このような場合に，複数の下位尺
度を想定した能力測定を行うことができないとい
う問題がある．
以上の問題を解決するために，本研究では，パ
フォーマンス評価における測定対象能力に多次元
性を仮定した新たな項目反応モデルを提案する．具
体的には，補償型多次元項目反応モデルにレビュ
アーの特性パラメータを付与したモデルを提案す
る．提案モデルの特徴は以下のとおりである．1）
各評価項目の内容とパラメータ値を分析すること
で，個々の項目が測定している能力尺度を解釈で
きる．2）評価項目とレビュアーの特性を考慮した
多次元尺度での能力測定を行うことができる．ま
た，本研究では，実データ実験により提案モデル
の有効性を示す．

2

宇都雅輝 ∗∗

析することで，その項目がどのような尺度を測定
しているかを分析できる．

ここで，L は能力の次元数，θil は受験者 i の l ∈
{1, · · · , L} 次元目の能力，αjl は項目 j の l 次元目
の能力に対する識別力を表す．また，βjk は項目 j
において評点 k を得るための困難度を表す．ただ
し，βj1 < βj2 < · · · < βjK−1 とする．なお，多
次元段階反応モデルにおける βjk は各次元の識別
力 αjl と交絡するため，一般的な項目困難度とは
解釈が異なる．そのため，困難度は，多次元困難
βjk
度 MDIFFjk = MDISC
として解釈することが一
j
√∑
L
2
般的である．ここで，MDISCj =
l=1 αjl は多
次元識別力と呼ばれ，項目の識別力を総合的に評
価する指標とみなせる．
このようなモデルを用いることで，多次元の能
力尺度を仮定した能力測定が可能となる．しかし，
既存の多次元項目反応モデルは 2 相データへの適
用を仮定しており，本研究で扱う 3 相データには
適用できない．そこで本研究では，多次元項目反
応モデルにレビュアー特性パラメータを付与した
新たなモデルを提案する．

表 1: ルーブリック 1

評点

項目 1：背景と問題（与
えられたテーマから自
分で問題を設定する）

項目 2：主張と結論（設
定した問題に対し，展
開してきた自分の主張
を関連づけながら結論
を導く）

項目 3：根拠と事実（主
張を支える根拠を述べ，
根拠の真実性を立証す
る事実を明らかにする）

項目 4：対立意見の検
討（自分の主張と対立
する意見を取り上げ，
それに対して論駁を行
う）

項目 5：全体構成（問題
の設定から結論にいたる
過程を論理的に組み立て
表現する）

4

与えられたテーマか
ら問題を設定し，論ず
る意義も含め，その問
題を取り上げた理由や
背景について述べてい
る．
与えられたテーマから
問題を設定し，その問
題を取り上げた理由や
背景について述べてい
る．

設定した問題に対し，展
開してきた自分の主張
を関連づけながら，結
論を導いている．結論
は一般論にとどまらず，
独自性を有している．
設定した問題に対し，展
開してきた自分の主張
を関連づけながら，結
論を導いている．

自分の主張の根拠が述
べられており，かつ根
拠の真実性を立証する
信頼できる複数の事実・
データが示されている．

自分の主張と対立する
いくつかの意見を取り
上げ，それらすべてに
対して論駁 (問題点の
指摘) を行っている．
自分の主張と対立する
少なくとも一つの意見
を取り上げ，それに対
して論駁 (問題点の指
摘) を行っている．

問題の設定から結論にい
たる論理的な組み立て，
記述の順序，パラグラフ
の接続が整っている．概
要は本文の内容を的確に
要約している．
問題の設定から結論にい
たる論理的な組み立て，
記述の順序，パラグラフ
の接続がおおむね整って
いる．

与えられたテーマか
ら問題を設定している
が，その問題を取り上
げた理由や背景の内容
が不十分である．
2 未満の水準

結論は述べられている
が，展開してきた自分
の主張との関連づけが
不十分である．

自分の主張と対立する
意見を取り上げている
が，それに対して論駁
（問題点の指摘）がな
されていない．
2 未満の水準

問題の設定から結論にい
たるアウトラインはたど
れるが，記述の順序やパ
ラグラフの接続に難点の
ある箇所が散見される．
2 未満の水準

3

2

1
評点

項目 6：アイデア
（構想―内容，起
承転結，主題）

3

2

1

2 未満の水準

自分の主張の根拠が述
べられており，かつ根拠
の真実性を立証する信
頼できる事実・データ
が少なくとも一つ示さ
れている．
自分の主張の根拠は述
べられているが，根拠
の真実性を立証する信
頼できる事実・データが
明らかにされていない．
2 未満の水準

表 2: ルーブリック 2

項目 8：ボイス（表現―
文章の調子，文体，意
図，話りかける相手）

項目 9：ワード・
チョイス（言葉
の選択―使われ
ている言葉と言
い回しの的確さ）

項目 10：センテン
ス・フルーエンシー
(文章の流暢さ―正
確さ，リズム，流
れ)

焦点が絞られてお
り，意図が明瞭に
伝わってくる．読
み手の関心を逸ら
ない．逸話及びデ
ィテールが主題を
肉付けしている

中核をなす考えあ
るいは主題を強調
し，際立たせる構
成になっている．
読み手の関心を引
く情報の並べ方，
構成，提示を採用
し，一気に読ませ
る．

個性的かつ魅力的，人
を思わず惹き込む手
法で，読み手に直接話
りかけている．話りか
ける相手と意図を意識
し，さらには尊重して
文章を書いている．

言葉が意図した
メッセ ー ジ を ，
興味深く，自然
にかつ正確に伝
えている．力強
く，魅力のある
言葉を使用して
いる．

流れ，リズム，抑
揚ともに心地よい．
センテンスの組み
立てが良く，バラ
エ ティー に 富 み ，
しっかりとした構
造であるため．思
わず声に出して読
みたくなる．

トピックの範囲を
限定するようにな
ってきたが，その
展開の仕方があり
ふれている，ある
いは，総括的で焦
点が絞られていな
い．
現時点ではまだ，
明確な意図あるい
は主題がない．デ
ィテールが概略だ
けあるいは欠けて
いるため，推測で
しか文章の趣旨を
理解できない

構成がある程度し
っかりしていて，
読み手はあまり混
乱せずに本文を読
み進むことができ
る．

書き手は誠実だが，自
分のすべてを注ぎ込ん
でいないという印象を
受ける．その結果，面
白く，あるいは，好印
象さえ与えるものの，
人を惹き込むことがで
きない．
書き手は，トピックや
話りかける相手に無関
心あるいはこれとかな
り距離を置いているよ
うに思える．

あまり力強さは
ないものの，言
い回しに問題は
ない．普通のこ
とば使いをして
いるので，書き
手の意図が理解
しやすい
語彙が極めて少
ないため，意図
を伝える言葉を
探すのに悪戦苦
闘している

明確な方向感覚が
ない．見解やディ
テール，事象がば
らばら，またはば
ったり撃ぎ合わし
たという印象を受
ける．構成がある
とは思えない．

項目 11：コンペンション (文
法―技術的な正確さ)

書き手が一般的な文法 (例え
ばスペリングや句読点，大文
字，語法，慣用句，段落分け)
をよく理解していることがわ
かる．また，文法を効果的に
使い，より読みやすい文章に
している．エラーがほとんど
ないため，ほんの少し手を加
えるだけで，すぐに刊行でき
るといったケースが多い．
一定のビートが感
限られた範囲の一般的な文法
じられるが，音楽
を適度に使いこなせることが
的というよりは楽
わかる．文法を上手く使って，
しいあるいはビジ
読みやすくしている部分もあ
ネスライク，流れ
る反面，文法上の誤りが興味
るというよりは機
を削ぎ，読みにくくしている
械的な傾向にある． 部分もある．
読んである程度理
解するためには，
読み手はかなりの
訓練を積む必要が
ある．

スペリングや句読点，大文字，
慣用句，語法，段落分けの誤
りが多く，読み手の興味を削
ぎ，文章を読みづらいものに
している．

表 4: ルーブリック 2 での項目パラメータ推定例

表 3: ルーブリック 1 での項目パラメータ推定例
項目 1

項目 2

項目 3

項目 4

項目 5

項目 6

項目 7

項目 8

項目 9

項目 10

項目 11

αjl=1

1.061

1.025

0.447

0.535

1.092

αjl=1

1.253

0.941

1.180

0.813

0.714

0.708

αjl=2

0.552

0.714

1.279

0.582

1.063

αjl=2

0.527

0.505

0.588

0.919

1.074

1.095

MDISCj

1.196

1.249

1.355

0.791

1.524

MDISCj

1.359

1.068

1.318

1.227

1.290

1.304

MDIFFjk=1

-3.567

-3.132

-2.746

-1.977

-2.582

MDIFFjk=1

-2.027

-1.878

-1.960

-2.213

-1.802

-2.081

MDIFFjk=2

-1.097

-0.669

0.476

-0.230

-0.458

MDIFFjk=2

0.828

1.478

1.380

2.086

2.460

0.978

MDIFFjk=3

1.350

1.595

2.219

2.336

2.047

一貫性パラメータに差異があることが確認できた．

ブリック 2 に関しても項目間で差異が見受けられ
た．また，レビュアーパラメータに関しては，レ
ビュアーによって評価の厳しさパラメータや評価の

4.2

尺度の解釈

ここでは，表 3，表 4 の評価項目の識別力パラ
メータに基づいて，尺度の解釈を行う．まず，表 3
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4.3

多次元能力の推定

次に，図 4.1 に基づき，受験者の能力について
述べる．どちらの図からも，対角線上から離れた
点が存在しているのが見受けられる．能力の一次
元性を仮定したモデルでは，このような下位尺度
ごとの推定は実現できないが，提案モデルでは能
力の多次元を導入したことにより，複数の能力尺
度を項目とレビュアーの特性を考慮して推定する
ことが可能となる．
ただし，本実験では，能力推定の標準誤差が平
均で約 0.6 と比較的高かった．これを改善するため
には，受験者に対する評価データ数を増やす必要
がある．今回は受験者がひとつの課題だけを解い
た場合を想定したモデルとしたが，実際には複数
の課題を解く場合が一般的である．そのため，課
題の相を加えた 4 相モデルを多次元モデルに拡張
することが，能力測定の精度の改善に有効である
と考えられる．

図 1: 能力パラメータ推定例
（左：ルーブリック 1，右：ルーブリック 2）
に関して解釈を行う．
次元 l = 1 に着目すると項目 1 と項目 2 の値が
相対的に大きいことがわかる．上述のとおり，項
目 1 と項目 2 は「問題解決力」を測定していると
仮定している [2]，提案モデルの次元 l = 1 は，こ
れと対応する能力尺度を示していると解釈できる．
次元 l = 2 に着目すると，項目 3 の値が大きい
ことがわかる．項目 3 は「論理的思考力」のうち
「根拠と事実」の検討に関する能力を測定するもの
である．松下ら [2] は，項目 4 と項目 5 も「論理的
思考力」の測定項目と想定していたが，本分析で
はこれらは明らかな尺度を構成しなかった．この
理由について考察する．
まず，項目 4 は全体として識別力が低い（多次
元困難度 MDIFFj1 が高い）ことがわかる．これ
は，前節で述べたようにこの項目は難易度が高い
ため，低得点を取る確率が極端に高く，能力を適
切に識別できなかったためと解釈できる．この理
由の一つとして，エッセイの分量が 400 文字程度
と短く，対立意見を引き出すのが難しかったこと
が考えられる．反対に項目 5 は識別力が両次元で
高くなっていることがわかる．表 1 の内容を精査
すると，この項目は，
「論理的思考力」と「問題解
決力」のどちらとも類似する内容となっているこ
とが読み取れる．例えば，
「問題の設定から結論ま
で導く」という点に着目すると「問題解決力」に
類似し，
「論理的に組み立て表現する」に着目する
と「論理的思考力」と類似した項目と解釈できる．
次に表 4 に関して解釈を行う．次元 l = 1 に着
目すると項目 6，7，8 の値が大きいことがわかる．
表 2 の内容を精査すると，文章の論理を構成する
能力を測定していると解釈することができる．項
目 8 に関しては，読み手を意識して論述している
かどうかを評価しているが，今回の推定結果より，
読み手を意識しているかどうかは文章の構成能力
にかかわっていると解釈できる．
次元 l = 2 に着目すると項目 10 と項目 11 の値
が大きいことがわかる．これらを表 2 の内容と照
らし合わせると，文章表現力を測定していると推

5

まとめと今後の課題

本研究では，パフォーマンス評価において，測
定対象の能力に多次元性を仮定した新たなモデル
を提案した．さらに，実データ実験により提案モ
デルの有効性を示した．本実験ではルーブリック
ごとにパラメータ推定を行ったため評価項目数が
少なく，推定された次元数も少なかった．しかし，
2 つのルーブリックから得られた実データを同時
に推定すると評価項目数に対する次元数が大きく
なってしまい，パラメータの解釈が困難になって
しまった．そのため，今後は多数の細目評価項目に
よる採点データに対して提案モデルを適用し，そ
の有効性を検証していきたい．
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一般 セッション ４

一般 セッション ４

項目 7：オーガニ
ゼーション（構成
―中味の組み立
て）

測できる．
項目 9 に関しては，顕著な値ではないものの，文
章の読みやすさを表す次元 l = 2 の値が高く，文
章の表現力を測定していると解釈できる．

一般セッション５：
入学者選抜
9 月 9 日（日）	
  14:40～16:00	
  	
  152B

センター試験（世界史）問題の解答に関する
アンケート調査の実施と結果について

(%)

○荒井清佳
大学入試センター研究開発部

1. はじめに

調査に使用した問題は，センター試験（世
界史）の過去問の中から選び出した問題であ

「大学入学共通テスト実施方針」
（文部科学

省，2017）では，マークシート式問題につい

る。試験問題評価委員会報告書に“良い問題で

て「次期学習指導要領の方向性を踏まえ、各

ある”等と記載されている問題を抽出し，さら

教科・科目の特質に応じ、より思考力・判断

に，歴史学科の大学教員に依頼して，
「歴史的

力・表現力を重視した作問となるよう見直し

思考力」を測る問題の例として総合的に適切

を図る。
」とされており，特に地理歴史・公民

な問題を選定してもらった。出題した問題は

については，その強化が求められている。

中問単位で 4 問で，そのうち思考力を測る問

思考力等を評価する問題は，現行の大学入

題と想定しているのは第 1 問問 2，第 2 問問

試センター試験（以下，
「センター試験」とい

1，第 3 問問 2，第 4 問問 2 であり，地図やグ

う）においても出題されている。例えば，平

ラフなどを使用した問題である。

成 29 年度センター試験「世界史 B」の問題作
成時の基本方針の一つには「⑷学習指導要

アンケートでは，各問の各選択肢や空欄等

領・教科書に沿った基礎的・基本的内容を中

について，
「正誤の判断を行ったかどうか」，

心としつつも、思考力を問う問題の作成に努

「
（判断を行った場合）知識・理解をもとにす

めた。
」とある（大学入試センター，2017）。

ぐに判断したか，それとも自分なりに考えて

では，
「思考力を問う」と評価されている問

判断したか」を尋ね，該当する選択肢に○を

題を受験生は実際に思考力を用いて解答して

付けてもらった。

いるであろうか。本研究は，調査参加者に問
題の解き方に関するアンケート調査を実施

調査参加者がセンター試験の地理歴史の試

ているかを概観することを目的とする。

験時間に選択した科目，および文系・理系別
の内訳を表 1 に示す。

2. 調査について
モニター調査の実験枠で実施した。実施日は

2018 年 1 月 21 日，調査参加者は都内 8 つの
国公立大学の大学 1 年生 333 名であった。

理系

世界史Ｂ

49

20

地理Ｂあるいは日本史 B

92

172

141

192

計

2.1 調査の構成

3. 結果

まず，世界史の問題に解答してもらい，続

3.1 調査用の問題の成績

いてアンケートに回答してもらった。
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8.7 点，世界史非選択者は 7.0 点であった。

として平均点を計算したところ，約 7.4 点で

アンケートの回答について，回答の割合を

あった。

表 3 に示す。
「思考」の割合は，世界史選択者
では 36.0％，世界史非選択者では 37.1％と同

3.2 アンケートの回答

程度であったが，世界史選択者では「暗記」

「知識・理解をもとにすぐに判断した」場

の回答の割合が，世界史非選択者では「判断

合を“暗記”，
「自分なりに考えて判断した」場

せず」の回答の割合が相対的に高かった。

合を“思考”，
「正誤の判断を行わなかった」場

表 3 回答の割合（世界史選択別）

合を“判断せず”と単純化して集計した。
各参加者は，全部で 49 の選択肢等について

世界史
選択者
世界史
非選択者

回答したので，合わせて 333（参加者）×49
（選択肢等の数）個の回答が得られた。その
回答の割合を表 2 に示す。
「判断せず」の割合
が半数弱（45.6％）と多かった。

16.1 %

表 2 回答の割合（全体）
思考

36.9 %

判断せず
45.6 %

暗記

思考

判断せず

その
他

32.2%

36.0%

30.6%

1.3%

12.0%

37.1%

49.5%

1.4%

4. 考察
アンケートの回答では，半数弱の 45.6%が

その他

「判断せず」であった。これは，調査である

1.4 %

こと，また世界史選択者が少なかったためで

また，小問ごとにみた回答の割合を図 1 に

あると考えられる。しかし，小問ごとに見る

示す。思考力を測る問題と想定している問題

と，思考力問題，即ち，地図やグラフなどの
問題については，世界史を選択していなくて

に対し，それ以外の問題では「判断せず」の

も，何かしらを自分で考えて解答しようとし

割合が高かった。

ている傾向が見られた。
アンケートの回答と問題の正答率の関係な

3.3 世界史選択者と非選択者との違い

ど，その他の詳しい分析結果や考察について

地理歴史の試験時間に世界史 B を選択した
「世界史選択者」69 名と地理 B あるいは日本

は当日発表する。

史 B を選択した「世界史非選択者」264 名と

※本研究は JSPS 科研費 JP18K03085 の助成を

に分けて同様の分析を行った。

受けたものです。
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文系

選択した科目

小問を 1 点とし，全部で 14 点満点のテスト

では「思考」という回答の割合が高かったの

表 1 調査参加者の内訳

調査は，平成 30 年度大学入試センター試験

調査用問題の平均点は，世界史選択者は

問題は，小問単位では 14 問である。1 つの

暗記

2.2 調査参加者について

し，どのようにセンター試験の問題が解かれ

図 1 小問ごとの回答の割合（全体）

面接試験における直感評定とビッグファイブ尺度の
統合的検討と AO 入試への適用
森

一将*, 橋本 貴充**, 大江
*
文教大学, **帝京大学

朋子**

1. はじめに
本研究では、面接試験における直感評定と主要な性格検査の 1 つであるビッグファイル
尺度と学力の関係や評定者による傾向の違いを明らかにし、これを総合的に検討する。ま
た、同時にこれにより AO 入試などにおける面接試験の新しい適用方式についても検討す
る。

3. 基礎的な結果
本節では行った基礎的な結果について示す。該当者は８９名であった。図１に当該科目
の担当教員（中堅教員）と外部教員（中堅教員）が行った直感評定（受講理由と志望動機）と
事前テスト、事後テストの得点の散布図・ヒストグラムを示し、表１に直感評定と事前評価の相
関を示す。
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図１直感評定（意気込み、志望動機）と事前テスト・事後テストの散布図・ヒストグラム
表１直感評定と事前テスト、事後テストの相関
意気込み 1

意気込み 2

志望動機 1

志望動機 2

事後ﾃｽﾄ得点

意気込み 1

1

意気込み 2

0.614**

1

志望動機 1

0.471**

0.525**

1

志望動機 2

0.504**

0.573**

0.807**

1

事後ﾃｽﾄ得点

0.212*

0.279**

0.021

0.146

1

事前ﾃｽﾄ得点

0.086

0.068

-0.095

-0.026

0.419

事前ﾃｽﾄ得点

1

詳しい分析の結果や考察については当日発表する。
参考文献
Gigerenzer, G., & Gaissmaier, D. (2011). Heuristic decision making, Annual
Review of Psychology, 62, 451–482.
Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. New York: Farrar, Straus and
Giroux.
※本研究は科学研究費・基盤 C・16K01058「AO 方式選抜に対応した合否判定支援システムの開発」(研
究代表者 森一将)の支援を受けている。
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2. 研究の概要と手続き
201７年 4-7 月にある私立大学の基礎統計科目を対象に以下のような手順でデータを収集
した。
① 基礎統計科目の初回の授業において，「科目の受講理由」と「科目を受講するにあたっ
ての意気込み」を記述するよう求めた。同時に 10 項目ビッグファイブ尺度による検査を
行った。
② その後，統計に関する事前テストを抜き打ちで実施し，科目履修時の統計学力を測定
した。
③ 次にこの質問と回答を１種の面接試験とみなして、①で得られた各学生の自由記述を 2
名の教員が読み，各学生の受講理由と意欲を評定した。
④ 教員の評定の結果と、別途行った学力試験(小テスト)の結果を比較することで、入試選
抜における面接試験評定と学力の関係を作りだし、入試選抜における面接試験に重要
な役割を占める直感評定と学力試験の関係や評定者による傾向の違い（評定のばらつ
きや偏り）を統合的に評価した。
⑤ 加えて期末においても直感評定の結果と事後テストの結果を比較して、疑似的に AO
選抜（面接試験）と入学後の成績という関係を作りだし、評価を行った。
これらの結果を基に、AO 入試や推薦入試などで用いられる面接試験への性格の影響や、
面接試験を妥当性高く受験者の能力を評定するための評価の素データの評価方法につい
て議論する。

東北大学のＡＯ入試における「自己採点利用方式」に対する高校側の意見
〇倉元直樹 1，宮本友弘 1 ，泉毅 1
1 東北大学

一般 セッション ５
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校側の意見を収集することとした。本稿はその調査結果
の分析に基づくものである。
目的
調査主体は東北大学入試センター。以下の３点に関わ
る高校側の意見を収集することを目的で行われた。

2

(1) 新共通テスト導入に伴う日程変更に対応したＡＯ入
試Ⅲ期第 1 次選考における「自己採点利用方式」の
採用について
(2) 認定試験の活用に関する国大協基本方針について
(3) 新共通テストにおける記述式問題の活用について
方法
3
3.1 調査対象，調査方法
過去４年間のデータに基づき，東北大学に志願者，合格
者を多数輩出する高等学校等 269 校を対象に質問紙調査
を行った。調査票は A4 判両面 1 枚で，内容は上記 (1) に
関連する項目が４項目，(2) 及び (3) に関連する項目が
各１項目であり，主だった項目に自由記述欄を設けた。そ
れに加えて，(1) に関する自由記述のみの項目を２項目加
えた。実施方法は郵送調査である。校長宛に東北大学入試
センター長名で依頼し，状況を熟知した教員が回答を記
入することを求めた。なお，入試センター長を通じて本調
査が研究倫理審査の対象外であることを確認している。
3.2 分析方法
本稿では主として自己採点利用方式に関する質問の自
由記述部分について分析を行った。調査には６か所の自
由記述記入欄が設けられており，そのうちの４か所が自
己採点利用方式に関わる質問である。まず，記入された意
見の概要を内容に鑑みていくつかのカテゴリーに分類し
た。さらに，多くの回答に共通するキーワードや概念を取
り出し，各回答がそれらを含んでいるか否か判定を行っ
た。意見のカテゴリー分類は第１著者が行ったものを 3
名の共同研究者で確認した。キーワードは 3 名で合議し
て分類，判定したものを最終的に第１著者が再確認した。
上記の手続きで数量化された自由記述に関する分析に
際しては，クロス表の対応分析，ないしは，多重クロス表
の多重対応分析を用いることとした。

表 1. Q2_3 自己採点利用方式への賛否の分類
1. AOⅢ期の存続希望（AO 入試の理念等）

37 (20.7%)

2. AOⅢ期の存続希望（共通試験への信頼）

10 (5.6%)

3. AOⅢ期の存続希望（自己採点問題なし）

30 (16.8%)

4. AOⅢ期の存続希望（自己採点不安）

28 (15.6%)

5. どちらとも言えない

8 (4.5%)

6. AO 入試必要（それ以外の方法）

17 (9.5%)

7. AOⅢ期廃止希望（不正申告誘発）

12 (6.7%)

8. AOⅢ期廃止希望（不公平，正確さに懸念）

35 (19.6%)

9. AO 入試廃止希望（AO 入試自体に疑念）
合計

表 2. Q2_4 自己採点が不正確な東北大学受験者の分類
1. （条件を付ければ）不正申告の懸念なし

19 (10.9%)

2. 実情からあまり問題なし，やむを得ない

12 (6.9%)

3. 東北大学受験層に問題なし

6 (3.5%)

4. 多少のミスはある

45 (26.0%)

6. 不正申告の懸念が少しある

22 (12.7%)

7. かなりの程度のミスがある

41 (23.7%)

8. 不正申告の懸念がかなりある

28 (16.2%)

合計

173 (100..0%)

表 3. Q2_5 自己採点のための大学からのサポートの分類
1. 自己採点利用反対，他の選抜方法の提案

11 (6.8%)

2. ない，思いつかない，不可能，難しい

51 (31.7%)

3. わからない，判断できない，不明

6 (3.7%)

4. 高校側，受験生の責任，サポート不要

13 (8.1%)

5. 倍率基準の緩和/廃止，選考方法の工夫

15 (9.3%)

6. 小問ごとの入力，入力サイトの開設等

10 (6.2%)

7. ペナルティ/ミスによる不合格者救済

19 (11.8%)

8. 制度の周知徹底/合格基準明示/情報提供

26 (16.1%)

9. 不正申告/ミスはなくせない

10 (6.2%)

合計

161 (100..0%)

表 4. Q2_6 ＡＯⅢ期の在り方についての要望の分類
2. AO 入試は廃止すべき

8 (6.1%)

3. AOⅡ期への統合

6 (4.5%)

4. 出願時期前倒し，書類等の第１次選考
5. 実施時期見直し（上記以外）

23 (17.4%)
9 (6.8%)

6. 第１次倍率緩和/廃止，選考方法の工夫

34 (25.8%)

7. 自己採点利用方式容認/現状維持要望

37 (28.0%)

8. 新しい AO 入試の考案

5 (3.8%)

9. その他

10 (7.6%)
合計

132 (100..0%)

4.3 キーワード・概念
最初に自己採点利用方式への賛否に関わる「Q2_3」の
自由記述について分類カテゴリーを定め，そこから一部
削除，ないしは追加する形で他の項目の自由記述につい
てキーワード・概念の有無について判定を行った。少数の
回答のみに現れたキーワード・概念については，分析には
採用しなかった。
各キーワード・概念の上位概念は「A. 評価・態度」
「B.
選抜方法」
「C. 入試の意義付け」
「D. リスク」
「E. 大学へ
のサポート」
「F. 実施可能性」である。各自由記述におけ

2 (1.1%)
179 (100..0%)
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問題
新しい大学入試制度の導入が平成 33 年度入試からに
も関わらず，未だにその骨格が固まっていない。不確実な
状況の下，各個別大学は意思決定を迫られている。制度改
革の中心は，英語４技能の測定を目的とした民間の資格・
検定試験の活用，大学入試センター試験（以下，
「センタ
ー試験」と表記する）に代わる共通テストへの記述式問題
の導入，いわゆる「主体性」の評価ということになる。
2017 年 7 月 13 日公表の実施方針
（文部科学省，
2017）
では「各大学は，認定試験の活用や，個別試験により英語
４技能を総合的に評価するよう努める（p.9）
」ことを求め
られ，大学入学共通テスト（以下，
「新共通テスト」と表
記する）については「大学が指定した教科・科目について
は，全ての問の結果の活用を求める（p.10）
」となってい
る。いわゆる主体性の評価は「調査書や志願者本人が記載
する資料等の積極的な活用を促す（p.48）
」となっている。
それぞれが重要な問題だが，東北大学においては，さら
に固有の問題が生じている。それは，記述式を含む新共通
テストの成績提供時期を「現行の１月末から２月初旬頃
の設定から，記述式問題のプレテスト等を踏まえ，１週間
程度遅らせる方向で検討する（p.31）
」とされたことによ
る。ＡＯ入試Ⅲ期（以下「ＡＯⅢ期」と表記する）の「日
程問題」が生じたのである。センター試験を第１次選考に
利用するＡＯⅢ期は余裕のない厳しい日程で運営されて
いる。新共通テストの成績提供が１週間遅れると，東北大
学では現行方式によるＡＯⅢ期の実施が不可能となる
（倉元，2018）
。そこで，新共通テストの自己採点を利用
してＡＯⅢ期の第 1 次選考を実施するアイデアが浮上し
た（以下，
「自己採点利用方式」と呼ぶ）
。
自己採点とは，受験者自身が自ら記録しておいた解答
のメモに基づき，受験後に発表される正解及び配点によ
って，自分の成績を推定することをさす。センター試験制
度の下では出願先の最終決定に欠かすべからざる仕組み
となっており，概ね正確な自己採点が行われていること
を前提に現在の出願日程が成り立っている（内田他，
2018）
。自己採点そのものはセンター試験の受験者が通常
行っている行為であり，自己採点利用方式は受験者に新
たな負担を強いるものではない。しかし，第 1 次選考と
は言え，選抜に利用することについては議論が生じよう。
そこで，東北大学入試センターはこの問題について高
1

4
結果
4.1 概要
調査結果の概要は以下のとおりである。
調査設計段階の全志願者数基準で８割近く，ＡＯⅢ期
合格者数で９割以上がカバーされた。218 校から回答が
あり，返送率は単純集計で 81.0% に達した。まず，東北
大学のＡＯⅢ期に対する知識と関心の程度について４段
階評定で質問した。結果は「よく知っている」が 50.9%,
「ある程度知っている」が 43.6%（Q2_1）
，
「強い関心が
ある」が 60.9%，
「ある程度関心がある」が 21.4%（Q2_2）
となり，総じて知識があり，関心が高い層が回答していた。
第２次選考はセンターから提供される実際の成績に基
づいて行われることなどを説明したうえで，自己採点利
用方式に対する意見を求めた。選択肢は「導入もやむを得
ない（容認）
」と自己採点利用方式を導入なら「ＡＯⅢ期
を廃止すべき（廃止）
」の二者択一とした。結果は前者が
58.5%，後者が 41.6%であった（Ｑ2_3）
。自己採点の不正
確さについては，導入予定の記述式は除外し「自己採点結
果の申告が不正確な東北大学受験者」で始まる３つの選
択肢を設けた。
「ほとんど存在しない」13.8%，
「少数は存
在する」が 68.2%，
「相当数存在する」が 15.2%であった
（Q2_4）
。この他，
「自己採点を正確に申告するために大
学がサポートできること（Q2_5）
」
「ＡＯⅢ期の在り方に
ついての要望（Q2_6）
」について自由記述で記入を求めた。
英語認定試験を一般入試の全受験者に課すという国大
協の基本方針に対する賛否について尋ねた（Q3）
。
「賛成」
が 8.3%，
「やむをえない」が 49.5%，
「反対」が 42.1%で
あった。新共通テストの記述式問題について，選抜でどの
程度活用するべきかを尋ねた
（Q4）
「
。とても重視」
が 5.7%，
「どちらとも言えない」が 55.1%「あまり重視してほし
くない」が 39.3%であった（以上，倉元・長濱，2018）
。
4.2 自由記述の分類
自由記述のカテゴリー分類結果は表 1～４に示す。

るキーワード・カテゴリー出現頻度を表 5～8 に示す。

表 7. Q2_5 自己採点のための大学からのサポート（頻度）

表 5. Q2_3 自己採点利用方式への賛否（頻度）
a1. 効用/評価

29 (16.2%)

a2. やむなし

27 (15.1%)

a3. 懸念なし

23 (12.8%)

a4. 懸念あり

78 (43.6%)

a5. 拒否

33 (18.4%)

b1. センター/共通試験/正確

55 (30.7%)

b2. ＡＯ入試

73 (40.8%)

b3. 自己採点

98 (54.7%)

b4. 第 1 次選考

49 (27.4%)

b5. 最終合否/第２次選考

a3. 懸念なし

14 (8.7%)

a4. 懸念あり

41 (25.5%)

b1. センター/共通試験/正確

38 (23.6%)

b3. 自己採点

52 (32.3%)

b4. 第 1 次選考

28 (17.4%)

b5. 最終合否/第２次選考

38 (23.6%)

b6. 手続き/周知の工夫

77 (47.8%)

B6-1. 周知徹底/情報提供

35 (21.7%)

B6-2. 自己採点サポートシステム

12 (7.5%)

B6-3. ペナルティ

24 (14.9%)

B6-4. 救済/合格緩和

14 (8.7%)

25 (14.0%)

B6-5. 基準点/誤差範囲

20 (12.4%)

b6. 手続き/周知の工夫

32 (17.9%)

b7. 定員変更/制度変更/記述式

12 (7.5%)

b7. 定員変更/制度変更/記述式

29 (16.2%)

c5. 受験機会/希望者/高校生/受験生

18 (11.2%)

b8. 日程問題

16 (8.9%)

c6. 受験戦略/進学指導/高校教員

25 (15.5%)

c1. 理念/学生像

21 (11.7%)

d2. ミス/不正確

27 (16.8%)

c2. 東北大学

24 (13.4%)

d3. 不正

19 (11.8%)

c3. 学力担保

15 (8.4%)

E1. 解決不能/実施困難

26 (16.1%)

c4. 多面的評価/多様性

13 (7.3%)

E2. アドバイスなし/困難

61 (37.9%)

c5. 受験機会/希望者/高校生/受験生

34 (19.0%)

c6. 受験戦略/進学指導/高校教員

20 (11.2%)

c7. 継続希望

48 (26.8%)

d1. 公平性/正当性

39 (21.8%)

d2. ミス/不正確

51 (28.5%)

d3. 不正

28 (15.6%)

表 8. Q2_6 ＡＯⅢ期の在り方についての要望（頻度）

表 6. Q2_4 自己採点が不正確な東北大学受験者（頻度）

a3. 懸念なし

16 (12.1%)

a4. 懸念あり

25 (18.9%)

b1. センター/共通試験/正確

57 (43.2%)

b2. ＡＯ入試

56 (42.4%)

b3. 自己採点

17 (12.9%)

b4. 第 1 次選考

46 (34.8%)

54 (31.2%)

b5. 最終合否/第２次選考

29 (22.0%)

a4. 懸念あり

138 (79.8%)

b6. 手続き/周知の工夫

57 (43.2%)

a5. 拒否

49 (28.3%)

B6-4. 救済/合格緩和

21 (15.9%)

b1. センター/共通試験/正確

85 (49.1%)

B6-5. 基準点/誤差範囲

13 (9.8%)

b3. 自己採点

26 (15.0%)

b4. 第 1 次選考

34 (19.7%)

b5. 最終合否/第２次選考

12 (6.9%)

b6. 手続き/周知の工夫

25 (14.5%)

c2. 東北大学

51 (29.5%)

c5. 受験機会/希望者/高校生/受験生

20 (11.6%)

c6. 受験戦略/進学指導/高校教員

13 (7.5%)

d1. 公平性/正当性

114 (65.9%)

d2. ミス/不正確

83 (48.0%)

d3. 不正

54 (31.2%)

B6-6. 書類審査/面接
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図３は第１軸と第３軸で図示することとした。

図３. Q2_5 自己採点への大学からのサポート（対応分析）

図１．Q2_3 自己採点利用方式への賛否（対応分析）
図１の右上がＡＯⅢ期「廃止」
，左下が「存続」と解釈
できる。
「１．存続（理念）
」は受験生や指導に影響を与え，
多様性や学力担保を図る東北大学の理念から自己採点利
用もやむなしとしたうえで存続希望としたように見える。
「３．存続（問題なし）
」は手続きの工夫とセットである。

図 4. Q2_6 ＡＯⅢ期への要望（対応分析）

23 (17.4%)

b7. 定員変更/制度変更/記述式

48 (36.4%)

b8. 日程問題

58 (43.9%)

B9. 記述式

12 (9.1%)

c1. 理念/学生像

11 (8.3%)

c2. 東北大学

15 (11.4%)

c5. 受験機会/希望者/高校生/受験生

43 (32.6%)

c6. 受験戦略/進学指導/高校教員

24 (18.2%)

c7. 継続希望

20 (15.2%)

d1. 公平性/正当性

10 (7,6%)

F1. 不可能/廃止

11 (8.3%)

F2. 負担

28 (21.2%)

必ずしも判然とはしていないが，あくまでも反対，アド
バイスはないとする回答は受験生，共通テスト等に言及
していたが，
「６．周知徹底」
「７．ペナルティ」といった
カテゴリーに集約されるような具体的なアドバイスを挙
げていた回答も多数見られた。
図４も図 3 と同じ理由で第３軸を縦軸に採用した。

「２．ＡＯ入試廃止」はとにかく拒否の姿勢である。一
方，様々な要望が寄せられていたが，残念ながら多くは過
去に検討して，すでに断念した方針でもあった。
図 2．Q2_4 自己採点が不正確な東北大学受験者
（多重対応分析）

結語
2018 年 7 月 26 日に東北大学入試センターウェブサイ
トで「ＡＯⅢ期継続」方針が予告された。原則第 1 次選
考廃止となったが，必要な場合は自己採点利用方式が採
用される。改革の設計が細部に渡って配慮されていない
ことの被害だが，工夫するしかない。高校側にも様々な見
解がある。混乱を最小限にするには丁寧に説明し，意見を
聴取するプロセスは個別大学として必須と言えるだろう。

5

図２は Q2_4 の３つの選択肢と自由記述の関係につい
て多重対応分析を行った結果である。
「１．ほとんどいな
い」は，最終合否の手続きに言及し，懸念なしと答えた様
子が見て取れる。
「２．少数存在」は自己採点にミスと懸
念，指導体制などに触れていた。
第２軸が少数の変数の値が極端で図が見にくいため，
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一般 セッション ５

一般 セッション ５

a3. 懸念なし

4.4 対応分析結果
図 1～図 4 それぞれの質問項目の自由記述分類と出現
キーワードに「私立」
「合格者数 20 名以上」
「ＡＯⅢ期合
格者数３名以上」
「東北地方」の４変数を加えて分割表に
した上で対応分析を行った結果ないしは選択肢を変数に
加えて多重対応分析を行った結果である。

女子高校生における学力に関する自己評価バイアスと受験行動の関連
〇宮本 友弘 1，相良 順子 2
1

東北大学，2 聖徳大学

1．問題
学業的自己概念(Academic Self-Concept，以下，
ASC)とは，
「数学が得意だ」といった，個人の学業に
対する自己評価である．それ自体が重要な結果変数
であると同時に，他の望ましい心理的，行動的結果
を促進する重要な媒介変数とされる(外山，2008).
しかし，相良他(2015)の女子高校生を対象にした調
査によれば，英語において，成績に比してASCを過小
に評価する場合，自己価値や達成動機が低下する傾
向が示唆された．こうしたASCのバイアスは，適応面
や学習面だけでなく，進路面にも影響するのであろ
うか．本研究では，大学受験に焦点を当て，ASCのバ
イアスとの関連性について検討する．

2.4．学力の指標
毎年 3 月（1 年時は入学直前）に実施するベネッ
セのスタディーサポートの国語，数学，英語の成績
（全国を基準とした偏差値．以下，SS）
．
3. 結果と考察
3.1. 入試の状況
調査対象者の理系・文系による受けた入試の種類別
の人数は，表1の通りとなった．理系・文系にかかわ
らず，AO・推薦の受験者が8割を越えた．
表1 入試種別（人）
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AO・推薦
74
149

計
89
182

3.2. 縦断データの処理
各教科のSSとASC，ならびに自己価値の3年分のデ
ータについて因子分析を行ったところ，全て1因子構
造と判断され，また，α係数は，0.737～0.943の範
囲にあった．以上から，分析には，3年間の平均値を
使用することとした．
3.3. SSとASCの様相
各教科のSSとASCの相関を求めると(表2)，SSどう
しは，いずれも有意な正の相関がみられ，強さは中
程度以上であった．一方，ASCどうしでは，国語と数
学でのみ有意な負の相関がみられ，強さは弱かった．
これらの結果は， Marsh(1986)の理論（I/Eモデル)
から予想される結果とほぼ一致した．SSとASCの相関
は，いずれも有意な正の相関がみられた．一般に0.3
前後とされるが，それよりは強かった．
3.4. ASCと自己価値の関連
理系・文系ごとに，各教科のSSとASCを独立変数，
自己価値を従属変数にして重回帰分析を行った．理
系では英語，文系では国語，英語において有意な重
回帰式が得られた(表3)．いずれもASCの正のβが有
意であった．すなわち，SSが同水準ならば，ASCが高
い（低い）ほど，自己価値が高く（低く）なり，ASC

表 2 各教科の SS と ASC の相関
①
②
①国語 SS
1
②数学 SS
.629**
1
③英語 SS
.777**
.719**
④国語 ASC
.323**
-.135**
**
⑤数学 ASC
.046
.491**
**
.215**
⑥英語 ASC
.263
**
*
p<.01
p<.05
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③

④

1
.031**
.070**
.512**

表 3 重回帰分析の結果（自己価値）
理系・英語
文系・国語
文系・英語
β
β
β
SS
-.197**
.006**
.035**
ASC
.523**
.335**
.213**
2
**
**
R
.181
.114
.054**
**
*
p<.01
p<.05
β：標準偏回帰係数

1
-.218**
.095**

⑤

M

SD

1
.028**

47.97
47.74
48.77
2.76
2.41
2.41

9.32
9.25
10.47
0.93
1.14
1.07

表 4 重回帰分析の結果（受験校の難易度）
文系・国語
文系・数学
文系・英語
β
β
β
SS
.430**
.350**
.406**
ASC
-.175**
-.282**
-.083**
2
**
**
R
.150
.131
.139**
**
*
p<.01
p<.05
β：標準偏回帰係数

表 5 ロジスティック回帰分析の結果（入試の種類）
理系・国語
文系・国語
B
オッズ比
B
オッズ比
SS
0.093**
1.098
0.171**
1.187
ASC
0.252**
1.286
0.018**
1.018
**
*
p<.01
p<.05
B:偏回帰係数
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文系・数学
B
オッズ比
0.153**
1.165
-0.744**
0.475

文系・英語
B
オッズ比
0.149**
1.161
0.019**
1.019

一般 セッション ５

一般 セッション ５

2．方法
2.1. 調査対象
私立女子高校201X 年度入学者178 名及び翌年度入
学者 160 名．なお，分析では欠損値により有効デー
タ数に変動があった．
2.2. 手続き
ASC と自己価値については毎年 7 月に，受験行動
については卒業年度の 3 月に担任を通じて質問紙を
実施した．学力の指標には毎年実施されている標準
学力テストの結果を利用した。なお，本研究は第二
著者の所属機関の倫理委員会の承認を得て実施した。
2.3．質問紙
(1)ASC 国語，数学，英語について「どのくらい得
意か」を 5 件法で尋ねた．
(2)自己価値 櫻井(1992)の児童用コンピテンス尺
度の下位尺度，自己価値（10 項目，4 件法）を使用．
(3)受験行動 次の 3 つの質問を用意した．
①受験校の難易度 自分の成績からみてどのくらい
の難しさであったかを 4 件法で回答．
②自己決定の程度 受験校の決定に自分の意見と他
の人の意見のどちらの割合が大きかったかに対し
て，5 件法で回答．
③入試の種類 一般，AO，推薦から選択．

理系
文系

一般
15
33

難しい結果であるが，数学と国語のASCには負の相関
があり(表2)，数学のASCが低下すると国語のASCが高
まることによって一般入試の受験が促されるのかも
しれない．
以上，理系のサンプルサイズ等，課題も残ったが，
女子高校生においてASCのバイアスが，受験行動に影
響する可能性が見出された．

のバイアスが影響することが示唆された．理系・文
系にかかわらず英語でみられたことは，相良他
(2015)の結果と一致するものであった．
3.5. ASCと受験行動の関連
前節3.4.と同様に，理系・文系ごとに，各教科の
SSとASCを独立変数，受験に関する変数をそれぞれ従
属変数にして分析を行った．なお，自己決定では有
意な重回帰式は得られなかった．受験先の自己決定
にASCは影響しないことがうかがえた．
受験校の難易度を従属変数にした重回帰分析の結
果，文系の3つの教科で有意な回帰式が得られた（表
4）
．このうち，ASCのβが有意であったのは国語と数
学で，ともに負であった．両科目では，SSが同水準
ならば，ASCが高い（低い）ほど，志望校の難易度を
低く（高く）評価する傾向にあり，ASCのバイアスが
影響することが示唆された．
入試の種類については，一般入試を1，AO・推薦を
0にして，ロジスティック回帰分析を行った．理系で
は国語，文系では全3教科でモデルが有意であった．
いずれも，SSが正の寄与を示しており，客観的な成
績が良いほど一般入試を受ける傾向にあった．また，
文系の数学でのみ，ASCの負の寄与が有意であった．
SSが同水準ならば，数学のASCが高い（低い）ほど，
一般入試を受けない（受ける）傾向にある．解釈が

一般セッション６：
自動採点・自動評価
9 月 9 日（日）	
  14:40～16:00	
  	
  152C

ライティング能力を推定する項目反応トピックモデルの提案と
エッセイ自動評価への応用
○宇都雅輝 ∗1

4

電気通信大学大学院情報理工学研究科

1

∗1

験により提案モデルの有効性を示す．

はじめに
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2

データ

本研究では，J 人の受験者 J = {1, · · · , J} が
I 個の論述式課題 I = {1, · · · , I} に回答し，R 人
の評価者集団 R = {1, · · · , R} がそれらを分担し
て採点する場合を考える．採点は K 段階カテゴリ
K = {1, · · · , K} で行われるとする．課題 i ∈ I に
対する受験者 j ∈ J の文章を eij で表し，文章 eij
に対する評価者 r の評点を Uijr とすると，評価デー
タは U = {Uijr ∈ K ∪ {−1} | i ∈ I, j ∈ J , r ∈ R}
と定義できる．Uijr = −1 は欠測データを表す．
また，文章集合 E = {eij | i ∈ I, j ∈ J } に含
まれる語彙集合を V = {1, · · · , V } とすると，文
章 eij 内の単語系列は Wij = {Wijn ∈ V | n =
{1, · · · , Nij }} で定義できる．ここで，Wijn は文
章 eij 内の n 番目の語彙を表し，Nij は eij 内の単
語数を表す．
本研究の目的は，これらの評価データと文章デー
タから，個々の受験者の能力を高精度に推定する
ことである．このために本研究では項目反応理論
とトピックモデルを用いる．

3

評価者母数を付与した項目反応理論

項目反応理論（Item Response Theory: IRT）
は数理モデルを用いたテスト理論のひとつである．
IRT では，受験者のテスト項目への反応を，受験
者の能力と項目の特性値（困難度や識別力など）で
定義される確率モデルで表現する．一般的な IRT
モデルでは，テスト項目に対する受験者の正誤を
データとして扱うが，近年では本研究で扱うよう
な受験者 × 課題 × 評価者の 3 相の評価データ U
に適用できる IRT モデルが多数提案されている．
例えば，宇都・植野のモデル [5] では，課題 i に
対する受験者 j の文章に評価者 r が評点 k を与え
る確率 Pijrk を次式で定義する．
∑k
exp m=1 [αr αi (θj − βi − βr − drm )]
Pijrk = ∑K
∑l
l=1 exp
m=1 [αr αi (θj − βi − βr − drm )]
(1)
ここで，θj は受験者 j の能力，αi は課題 i の識
別力，αr は評価者 r の一貫性，βi は課題 i の困
難度，βr は評価者 r の厳しさ，drk は評価カテゴ
リ k に対する評価者 r の厳しさを表す．ただし，
∑I
パラメータの識別性のために， i=1 log αi = 0，
∑I
∑K
i=1 log βi = 0，dr1 = 0，
k=2 drk = 0 を仮定
する．

トピックモデル

トピックモデルは，個々の文章が複数の潜在的
な話題 (トピック) で構成され，各単語はその文章
のトピック分布に依存して生起すると仮定したモ
デルである．本研究では，高精度なトピックモデ
ルとして知られる潜在ディリクレ配分法（Latent
Dirichlet Allocation: LDA）を用いる．
ここで，トピック数を T とし，文章 eij におけ
るトピック分布を多項分布 ψij = {ψij1 , · · · , ψijT }
（ψijt は eij におけるトピック t の生起確率），ト
ピック t ∈ T = {1, · · · , T } における単語分布を多
項分布 ϕt = {ϕt1 , · · · , ϕtV }（ϕtv はトピック t に
おける語彙 v の生起確率）で表すとする．このと
き，LDA では文章 eij 内の単語系列 Wij の生起確
∏Nij ∑T
率が，P (Wij , Zij ) = n=1
t=1 p(Wijn | Zijn =
t, ϕt )p(Zijn = t | ψij ) に従うと仮定する．ここで，
Zijn ∈ T は Wijn に対応するトピックを表す．
LDA によって推定されるトピック分布は，各文
章の特性を T 次元に縮約して表現していると解釈
できる．そこで，本研究では，LDA のトピック分
布を IRT の能力値に反映させることを考える．

5

提案モデル

\ijn

に基づいてサンプリングすることで求める．また，
提案モデルでは，このように推定された能力値を
所与として未採点文章の期待得点を求めることで，
文章の自動評価も可能である．具体的には，文章
∑R
∑K
eij の期待得点 Ûij は r=1 R1 k=1 k · Pijrk で求
められる．

(2)

5.1

ここで，σ02 は能力値の分散を表し，一般に 1.0
が用いられる．また，ω = {ω1 , · · · , ωT } は能力
推定値に対する各トピックの重みを表し，Z̄j =
{Z̄j1 , · · · , Z̄jT } は受験者 j の文章集合の経験トピッ
ク分布を平均 0，分散 1 に正規化したベクトルを
表す．ここで，Z̄jt ∈ Z̄j は次式で表される．

Z̄jt =

∑I

i=1

∑Nij

n=1

δ(Zijn , t)

i=1

Nij

∑I

文章の内容的な特徴のみでなく，能力値の予測に
も寄与するように学習される．
以上の特徴から，提案モデルでは，評価データの
みを利用する項目反応理論に比べて能力測定精度
が改善されると期待できる．また，採点データが与
えられていない受験者の能力を，文章情報のみを
用いて推定することも可能である．具体的には，受
[
]
験者 j の能力推定値は E p(θj |ω, Z̄j , σ02 ) = ω · Z̄j
で求めることができる．このとき，トピック Zj
は，事前に推定された語彙分布 ϕ を所与として，
文章中の各語彙に対応するトピックを
( p(Zijn =
)

t|Wijn , W \ijn , Z \ijn , ϕ) ∝ ϕt,Wijn · Nijt + η

提案モデルでは，項目反応理論における受験者
の能力値 θj の推定値が，その受験者の執筆した文
章のトピック分布に依存すると考えることで，テ
キストの内容を能力値に反映する．具体的には，式
（1）における能力 θj の分布として次式を考える．

θj ∼ N (ω Z̄j , σ02 )

図 1: 提案モデルのグラフィカルモデル

(3)

なお，δ(a, b) は二つの値 a と b が一致するとき 1，
そうでないとき 0 をとる関数とする．
式 (2) から明らかなように，提案モデルでは，文
章のトピック分布から予測した能力値を，IRT の
能力値 θj の事前分布に反映している．このとき，
式 (2) の重み ω によって，トピック分布と能力値
との対応関係が学習される．さらに，トピック分
布と能力値の関係をモデル化したことで，提案モ
デルのトピック分布 ψ は，通常の LDA と異なり，
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本研究では，提案モデルのパラメータ推定法とし
て，メトロポリスヘイスティングスと周辺化ギブス
サンプリングを組み合わせた手法を提案する．図中
の τ∗ は，添字に対応するパラメータの事前分布のパ
ラメータ（ハイパーパラメータ）であり，η と γ はそ
れぞれトピック分布 ψ と単語分布 ϕ のハイパーパラ
メータを表す．この手法では，トピック分布 ψ と単
語分布 ϕ を周辺化し，Z ，ξ = {αi , βi , αr , βr , d}，
θ = {θ1 , · · · , θJ }，ω をそれぞれの事後分布からサ
ンプリングする．このときパラメータの完全事後
分布は，提案モデルのグラフィカルモデル（図 1）
を元に次のように展開できる．
∫ ∫
g(θ, ξ, Z, ψ, ϕ, ω|U , W )dψ, dϕ

∝ P (W , Z)p(U |θ, ξ)p(θ|ω, Z)g(αi |ταi )g(βi |τb )
g(αr |ταr )g(βr |τε )g(d|τd )g(ω|τω )

(4)

一般 セッション ６

一般 セッション ６

近年，論理的思考力や批判的思考力などの高次
の能力を測定する手法の一つとして論述式テスト
が注目されている [1, 2, 3]．しかし，論述式テスト
では，得られる評点が評価者や課題の特性に強く
依存し，これが受験者の能力測定精度の低下要因
となることが問題とされてきた (e.g., [3, 4, 5, 6])．
この問題を解決する手法の一つとして，近年，評
価者と課題の特性パラメータを付与した項目反応
モデルが多数提案されている [3, 7]．これらの項目
反応モデルでは評価者と課題の特性を考慮して受
験者の能力を推定できるため，素点の合計や平均
といった単純な得点化法に比べて高精度な能力測
定が実現できる [3, 4, 5]．
しかし，これらのモデルを用いても，評価対象
あたりの評価者数が少ない場合には高精度な能力
測定は難しい．論述式テストの採点では，評価者の
負担や運営コストを削減するために，評価対象あ
たりの評価者数は少ないことが一般的である．し
たがって，このような場合の能力測定精度の改善
は重要な課題といえる．
そこで本研究では，評価データに加え，受験者
が執筆した文章の内容を能力測定の補助情報とし
て利用できる項目反応トピックモデルを提案する．
具体的には，潜在ディリクレ配分法を用いて各受
験者が執筆した文章のトピック分布を推定し，そ
れを評価者パラメータを付与した項目反応モデル
における受験者の能力値に反映するモデルを提案
する．提案モデルでは，トピック分布と能力値の
関係をモデル化することで，トピック分布を能力
推定値に反映できる．また，提案モデルのトピッ
ク分布は，文章の内容的な特徴を表現するだけで
なく，能力値の予測にも寄与するように学習され
る．提案モデルの利点は次の通りである．1）評価
点のみでなく，文章の特徴も考慮して能力値が推
定されるため，評価者が少ない場合の能力測定精
度を改善できる．2）採点データが存在しない受験
者の能力を，その受験者が執筆した文章のみから
推定できる．3）文章情報から推定した受験者の能
力を所与として，未採点文章の期待得点を項目反
応理論に基づいて推定できる．
本研究では，提案モデルのパラメータ推定手法
として，周辺化ギブスサンプリングとメトロポリ
スヘイスティングスを組み合わせたマルコフ連鎖
モンテカルロアルゴリズムを提案し，実データ実

本研究のアイディアは，このモデルにおける受
験者の能力 θj の推定に，評価データだけでなく，
受験者が執筆した文章の内容も利用する点にある．
このために，本研究ではトピックモデルを用いる．

ここで，g(∗|τ∗ ) を各パラメータの事前分布を表し，
∏J ∏I ∏R ∏K
yijrk
p(U |θ, ξ) =
j=1
i=1
r=1
k=1 (Pijrk )
（yijrk は Uijr = k のとき 1，それ以外で 0 をと
る変数）とする．
W \ijn = W \{Wijn }，Z \ijn = Z\{Zijn } とす
ると，トピック Zijn のサンプリングに用いる条件
付き事後分布は次式で与えられる．

p(Zijn = t|Wijn , W \ijn , Z \ijn , θ, ξ, ω)
\ijn
)
Ntv + γ ( \ijn
∝ \ijn
· Nijt + η p(θj |ω, Z)
Nt
+Vγ

図 2: トピック数別の対数周辺尤度

(5)

\ijn

ここで，Ntv は文章 eij の n 番目の語彙を除いた
とき，語彙 v にトピック k が割り当てられた個数
\ijn
を表し，Nijt は文章 eij の n 番目の語彙を除外し
たときの文章内のトピック t の個数を表す．また，
∑V
\ijn
\ijn
Nt
= v=1 Ntv を表す．
課題・評価者パラメータ ξ ，能力値 θ ，重みパラ
メータ ω のサンプリングには，メトロポリスヘイ
スティングス with ギブス (e.g., [4]) を用いる．
また，周辺消去したパラメータは，得られたト
ピック Z を用いて次式で求められる．
Ntv + γ
Nijt + η
ϕtv = ∑V
, ψijt = ∑T
v=1 Ntv + V γ
t=1 Nijt + T η

ここで，Nijt は文章 eij に含まれるトピック t の数を
表し，Ntv はトピック t が割り当てられた語彙 v の数
∑T
∑V
を示す．また，Nij = t=1 Nijt ，Nt = v=1 Ntv ．
提案アルゴリズムでは，以上の手順を繰り返し，
得られたサンプルの期待値を点推定値とする．詳
細は [8] を参照されたい．

6

評価実験

ここでは，実データ適用を通して提案モデルの
有効性を評価する．本実験では，34 名の大学生と
大学院生に対して，4 つのライティング課題を行わ
せ，各課題に対して提出された文章を 10 名の評価
者に採点させたデータを用いる．なお，ライティ
ング課題は，National Assessment of Educational
Progress（NAEP）の 2002 年と 2007 年で出題さ
れた課題を日本語に翻訳したものであり，専門知
識や特別な事前知識を必要としない内容を選択し
た．評価は NAEP grade 12[9] に基づいて作成し
た 5 段階カテゴリの評価基準を用いて行わせた．

6.1

情報量基準に基づくモデル評価

6.2

評価者が少ない場合の能力測定精度

次に，提案モデルによる能力測定精度の評価実
験を行う．ここでは，トピック数 T を [1, 20] の区
間で変化させながら次の手順の実験を行った．1）
実データを用いて MCMC によるパラメータ推定
を行なった．2）各受験者に n ∈ {1, 2} 名の評価者
をランダムに割り当て，割り当てがなされていな
いデータを欠測させた．3）このデータを用いて，
各学習者の能力を再推定した．このとき，能力値
以外のパラメータとトピック割り当ては，手順 1）
で得られた値を所与とした．4）手順 3）で推定さ
れた能力値と手順 1）で推定された能力値との平均
平方二乗誤差（Root Mean Square Error: RMSE）
を計算した．5）手順 2）～4）を 10 回繰り返し，
RMSE の平均を求めた．
実験結果を図 3 に示す．図中の One Rater と
Two Raters のプロットが，それぞれ評価者が 1 名
と 2 名のときの誤差を表す．実験結果から，通常
の項目反応モデル（T = 1 の場合）に比べて，提
案モデルの誤差が大幅に低下していることがわか
る．また，提案モデルでは，評価者 1 名で，通常の
項目反応モデルにおける評価者 2 名分と同程度ま
で誤差が低減している．これは提案モデルが，文
章内容の特徴を能力測定値に適切に反映できたた
めと考えられる．この結果から，対象物あたりの
評価者数が少ないとき，提案モデルが能力測定精
度の改善に有効であることが示された．

6.3

未評価の受験者の能力測定精度

ここでは，評価データが与えられていない受験
者の能力推定の精度について評価する．このため
に，本研究では，次の手順の実験を行なった．1）実
データを用いて MCMC によるパラメータ推定を
行なった．2）推定されたパラメータ ω とトピック
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図 4: 評点予測誤差の評価結果

図 3: 能力推定値の RMSE

[
]
割り当て Zj を所与として θ̂j = E p(θj |ω, Z̄j , σ02 )
を求め，手順 1）で推定された能力値との RMSE
を計算した．
実験結果を図 3 の「No Raters」のプロットとし
て示した．図 3 から，提案モデルでは，文章情報の
みを用いた場合でも，通常の項目反応理論におけ
る評価者 2 名のときと近い精度を達成したことが
わかる．これは，トピック分布が能力値の予測に
寄与するように学習されたためと解釈できる．こ
の結果から，提案モデルでは，評価データが与え
られていない場合でも妥当な能力測定が可能であ
ることが示された．
6.4

するために，受験者が執筆した文章の内容を能力
測定の補助情報として利用できる項目反応トピッ
クモデルを提案した．また，提案モデルのパラメー
タ推定手法として MCMC アルゴリズムによるベ
イズ推定法を提案した．さらに，実データ実験によ
り，提案モデルが能力測定の精度改善に有効であ
り，未採点文章を持つ受験者の能力推定とその文
章の得点予測について，2 名の評価者で採点を行う
場合と同程度の精度を達成できることがわかった．

参考文献

未採点文章の得点予測精度

本節では，提案モデルを用いた未採点文章の得
点予測の性能評価を行う．このために，次の手順
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このデータを用いて，まず情報量基準に基づ
くモデル比較により提案モデルの性能を評価し
た．ここでは，トピック数 T を [1, 20] の区間で
変化させながら，実データを用いて提案モデル
の情報量基準を求めた．ここで，T = 1 は通
常の項目反応モデルと一致する点に注意された
い．情報量基準には近似的に求めた対数周辺尤
度を用い，各パラメータの事前分布は先行研究
[5, 10] に合わせ，log αi ∼ N (0.1, 0.4), log αr ∼

N (0.0, 0.5), βi , βr , drk , ωt θj ∼ N (0.0, 1.0), η =
1/T, γ = 1/V T, σ0 = 1.0 とした．語彙集合には，
ストップワードを除去した名詞，動詞，形容詞，接
続詞，副詞を用いた．
実験結果を図 2 に示す．実験結果から，通常の
項目反応モデルに比べて，提案モデルが高い情報
量基準値を示し，T = 5 程度で十分に高い基準値
を達成したことがわかる．

テキスト化された英語口頭試験結果の自動採点：
SVMと回帰木アルゴリズムの比較
1Blue

佐野 真 1，Doris Luft Baker2，Akihito Kamata2
Lab，みずほフィナンシャルグループ，2Southern Methodist University

1. はじめに
英語学習者の口頭による解答を分析することは，
学習者による内容理解，およびその語彙力と言語
スキルの向上を支援する上で非常に重要である．
しかしながら，リサーチ・アシスタントが口頭試験
結果を文字に起こし，採点する現行の手法は多
大な労力・時間を要するとともに信頼性にも課題
が残る．この研究では，米国在住の英語を第一言
語としないヒスパニック系の小学校 2 年生を対象と
して，その英語口頭試験結果に対する自動採点
システムを開発・評価するとともに，SVM と回帰木
を用いた採点アルゴリズムの精度を比較すること
を目的とする．
2. 方法
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3. 結果
3.1 SVM と回帰木の比較
抽出された 27 の言語的特徴（紙面の都合上こ
こでは詳細な説明は行わない）を用いて，解答分
類のために SVM と回帰木 (TBR) が適用された．
アルゴリズム別 (SVM または TBR)，問題別（定
義または文作成），そして試験別（事前テストまた
は事後テスト）に，4 分割交差検定を実施した．表
1 に分類の評価結果を示す．アルゴリズム別の再
現率 (Recall)，適合率 (Precision)，F 値 (FMeasure)，カッパ係数 (Kappa) を比較すると
大きな違いはみられない．しかし 2 次の重み
(quadratic weights) 付きカッパ係数 (QWK)
は大きく異なり，問題別，試験別に比べても常に
回帰木が SVM を上回っている．
3.2 回帰木の視覚化
図 1 に回帰木の例を示す．これは定義問題の
表 1. 自動採点結果の評価指標
SVM
Index

定義問題

文作成問題

事前テスト 事後テスト

事前テスト 事後テスト

Recall

0.92

0.86

0.90

0.81

Precision

0.91

0.85

0.89

0.82

F-Measure

0.92

0.85

0.89

0.81

Kappa

0.65

0.65

0.65

0.64

QWK

0.70

0.71

0.68

0.73

TBR
Index

定義問題

文作成問題

事前テスト 事後テスト

事前テスト 事後テスト

Recall

0.91

0.84

0.90

0.82

Precision

0.91

0.86

0.91

0.83

F-Measure

0.91

0.85

0.90

0.82

Kappa

0.63

0.64

0.68

0.66

QWK

0.74

0.77

0.76

0.77

スコア・スケール上で，その平均スコアに対応する
箇所に配置されている．
通常の回帰木には横軸のスコア・スケールがな
く，特定のノードについての正例は常に右側に，
負例は常に左側に配置される．しかしながら，ここ
で示す PLIMAC (Sano, 2015; Sano 2016) に
より生成された回帰木には，横軸のスコア・スケー
ルがあり，正例/負例が常に右/左に来るとは限ら
ない．正例/負例の平均スコアがスケール上の下
位/上位に位置すべきものであれば，そのノードは
左/右に配置される．図 1 に示す，最も右に位置す
る葉ノード “1.91:56” を例にとると，その解答群
の Lemma Word Frq SD （解答ごと頻度情報の
標準偏差）の値はすべて 131395.0109 未満の負
例 で あ る こ と か ら ， 親 ノ ー ド (Lemma
Word_Frq_SD:131395.0109) の左側から始ま
っているが，平均スコアはスケール上右側の 1.96
であるこのことから，そのエッジは左上から右下に
伸びている．このように回帰木を表示することで，
各言語的特徴量が，どのように解答群の平均スコ
アに寄与したのかを視覚的に確認できる．
各葉ノードに含まれる解答群の最終スコアは，
その平均値を四捨五入により整数変換したものが
用いられる．たとえば，先に示した図 1 の最も右に
位置する葉ノードの解答群では，56 の解答群の
スコア平均は 1.91 であり，これらの解答群の最終
スコアはすべて 2 となる．
この回帰木においては，オーバーフィッティン
グを避けるために枝刈りの機能が設けられている．
共通する親ノードを持つ，オーバーフィッティング
している子ノードが枝刈り（統合）されるのは，枝刈
りにより増加する尤離度が，閾値の定める許容範
囲内のときである．ここでは尤離度の閾値はデー
タ・セットに関わらず一定の 5.0 としている．
3.3 回帰木を用いることの長所
分類精度の高さに加え，回帰木を用いることの
長所は次の 2 点である．(a) 言語的特徴が採点
にどのように寄与したのかを視覚化された分類プ
ロセスにより確認できること，(b) 尤離度の閾値を
設定することで特定のトレーニング・セットに対す
るオーバフィッティングを避ける枝刈りができること．
特に (a) については，採点の過程でどのような
構成概念が見出されたかを理解する助けとなる．
たとえば図 1 において，第 4 階層中間付近にある
ノ ー ド Count_Match_w_Hypo_Question: 1.0
は，3 回の一連の分割後に見出された言語的特
徴であるが，この子ノードに含まれる解答の値が
1.0 以上であれば，より上位のスコア・グループに

119

一般 セッション ６

一般 セッション ６

研究対象となるデータは，米国教育省
Institute of Education Sciences (IES) からの
研究助成金による英語語彙に関するプロジェクト
から収集されたもので，学校教育における語彙に
関して，ヒスパニック系の小学校 2 年生から収集さ
れた 13,471 件の試験解答である．被験者は対象
となる単語の定義と，その単語を用いた文を作成
して，口頭で解答した．結果として，定義問題と文
作成問題についての 2 種類の解答データセットが
得られた．また試験は教育介入の前後で実施さ
れ，それぞれ事前テストと事後テストの 2 つのデー
タセットが得られ，都合 4 つのデータセットに分け
られている．
人手によりテキスト化（文字起こし）された解答
に対して，PLIMAC (Sano, 2015; Sano 2016)
を用いた自動採点システムにより，自然言語処理
が施され，言語的特徴が抽出された．この言語的
特徴を入力として，SVM と回帰木を用いた教師
あり学習器により，0-2 （定義問題）あるいは 0-3
（文作成問題）のスコアに分類された．この教師あ
り学習器では，解答の言語的特徴と，ルーブリック
をもとに手動採点された結果との関係性を自動抽
出し，各解答がスコア・クラスに分類された．
解答の分類に先立ち，モデルのトレーニングが
必要となるため，ランダムにサンプリングされた各
データセットの 3/4 をトレーニングに，残りの 1/4 を
自動採点とその結果の評価に用いた．SVM では，

Python による機械学習ツールキット scikit-learn
(Pedregosa et al., 2011) の LinearSVC モデ
ルを採用した．scikit-learn は非線形のものも含
めて，複数の SVM モデルがあるが，学習にかか
る時間が回帰木と同等であることから，ここでは線
形カーネルモデルを採用した．回帰木について
は Classification And Regression Tree
(CART)アルゴリズム(Sheehan, 1997) を用いた．

事前テストにおける 4 分交差検定から得られたモ
デルの 1 つである．これらの言語的特徴は，入力
とされた 27 の特徴からアルゴリズムにより自動選
定されたものである．この分類結果は，トレーニン
グ・サンプルの手動採点結果の分散の 69.25%を
説明するものである（Adjusted R2 による）．
回帰木が生成されるプロセスにおいては，まず
初めに，根ノードにおいて，全解答を 2 つのグル
ープに分けることで，その手動採点結果の分散を
最大限に説明し得る最良の分割が行われる．ここ
で は ， そ の 分 割 の 閾 値 は PMI (Pointwise
Mutual Information) Bigram Mean = 1.116 と
なっている．ここで， PMI とは，連続する単語の
共起確率と，その単語が個々に出現する確率の
積との比率であり，その値が高いほど，連語として
出現する確率が，個々の単語として出現する確率
に比して高いことを示す．またここで示す値は，生
徒の解答から抽出された 2 連語の PMI の平均値
である． この左側の子ノードには，PMI Bigram
Mean が 1.116 未満の解答が含まれ，右側の子
ノードには PMI Bigram Mean が 1.116 以上の
解答が含まれる．つまり，PMI Bigram Mean が
1.116 以上であれば，その解答は，それ以外の解
答よりも高い採点結果を得ることが期待され，スコ
アのスケールとして置かれた図上横軸の右寄りに
配置される．この左側の子ノードについて，次の
分割（第 2 階層のノード）においては Count
Match with Correct Answer = 1.0 が閾値とな
っており，さらに Lemma Word Frq Mean =
33283.0 （さらにその左の子ノード），および，同
11607.6 （右の子ノード）が閾値となっている．こ
れらの子ノードについても，根ノードと同様の仕組
みで解答の 2 分割が行われる．ここで，Count
Match with Correct Answer は，予め与えられ
た正答となる解答例と，生徒の解答との単語の一
致数を表し，Lemma Word Frq Mean は，生徒
の解答に含まれる個々の単語を辞書の見出し語
(Lemma) に 変 換 し た 上 で ， The Open
American National Corpus (Reppen, Ide, &
Suderman, 2005) を検索した結果得られる頻度
情報の，解答ごとの平均値である．
図 1 において，葉ノードは，そこに含まれる解答
群の最終分類結果であり，解答群に対する手動
採点結果の平均スコアと，そこに含まれる解答の
数がコロン“：”の後に表示されている．たとえば，
図 1 の最も左に位置する葉ノードの値は 0.00:
2341 であり，これは葉ノードに含まれる解答群に
は 2341 の解答が含まれており，その平均スコア
は 0.00 であることを示す．また葉ノードは横軸の
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この研究では，語彙に関する英語口頭試験結
果をテキスト化したものに対する自動採点におい
て，SVMおよび回帰木という2つの解答分類アル
ゴリズムの比較を行った．結果，回帰木のQWK
は0.74 ～0.77，SVMのQWKは0.68～0.73であ
り，回帰木がより良い分類性能を示した．また回帰
木は，分類の過程を視覚的に確認することができ，
言語的特徴がどのようにスコアに寄与したのかに
ついての示唆を与える．このことは，生徒が英語
語彙を使って口頭または記述により自らの考えを
表す上で，教師が教示方法を検討するための大
きな助けとなることが期待される．昨今，自然言語
処理を取り入れた機械学習の進歩は目覚ましく，
今後，深層学習の適用も含め，自動採点の精度
向上と共に，最新の手法を如何に可視化して，構
成概念の検討にまで役立てることができるかにい
ついて，検討を進めていきたい．

Chong, M., Specia, L., & Mitkov, R. (2010)
Using Natural Language Processing for
Automatic Detection of Plagiarism. In

（連絡先：mack.sano@gmail.com）

4. まとめと今後の課題
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図 1. 定義問題における回帰木の視覚化結果の例（事前テスト）

分類される．ここで，Count Match with Hypo
Question は，生徒の解答に含まれる単語の下位
語と，問題が対象としている単語との一致数であり，
この言語的特徴量と，手動採点結果との相関係
数は 0.363 である．参考までに，最大の相関を示
すのは PMI Trigram Max （生徒の解答から抽
出された 3 連語の PMI の最大値）の 0.706，また
最小の相関は Question Lemma Word Frq （問
題が対象としている単語の頻度情報）の 0.021 で
あり，0.363 という値は決して高くはない．しかしな
がら，主成分分析結果が示す第 3 主成分におけ
る Count Match with Hypo Question の主成分
負荷量は，最大値の 0.7865 であり，言語的特徴
の主要な一面を持っていることは明らかである．
回帰木は，この重要な側面を，自動的かつ視覚
的に表している．ここで 1 例を挙げると，問題が対
象としている単語の 1 つ “pressure” について，
定義問題に対する事前テストにおける生徒の解
答として，“When you push something” というも
のがある．この解答の Count Match with Hypo
Question は 1.0 である．なぜなら “pressure”
は，PLIMAC (Sano, 2015; Sano 2016) により
Wordnet から検索された，生徒の解答に含まれ
る単語 “push” の下位語と一致するためである．
この生徒の解答と，問題が対象としている単語の
間にある上位語/下位語の関係は，生徒が解答を
構成する上でのセマンティック・ネットワーク
(Kintsch, 1998) に関わる構成概念との関係を
示唆するものである．

大学入学共通テストへ向けた記述式問題の採点支援システムの提案

1
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図 2 シーケンスアライメントの例
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1. はじめに
2020 年度から始まる大学入学共通テストには記述
式問題が導入される予定であり，採点には多大なコ
ストがかかることが予想されている．こうした背景
をもとに，採点コストの削減，つまり人間が採点す
る問題数を減らすことを目的として，日本語記述式
問題の自動採点を行う採点支援システムを提案する．
近年の記述式問題の採点に関する研究として，ニ
ューラルネットワークを用いて，採点済みの解答デ
ータをもとに二人目の採点者として正解不正解の分
類を行う研究[1]や，独自の採点基準をもとに，採点
者に予想点数を提示する採点支援システムの研究[2]
がある．しかし，採点済みのデータが必要であり，
一度人間が採点する必要があるといった問題や，あ
くまで予想点数を提示するだけであり，人間が採点
する問題数は変わらないといった問題がある．
本システムでは，学習データセットを必要とせず，
1 人目の採点者として機能する高精度な採点を行う．
解答と正答の文字列を解析し比較を行い，自動で正
解不正解の判断ができる問題のみ自動的に採点する．
確実に正解不正解の判定ができる解答を自動的に採
点し，確実な判断ができないものを人手による採点
とすることで，信頼性の高いシステムを目指す．
2. 採点システム
提案する採点支援システムについて，2.1 節ではシ
ステム構成について，2.2 節以降では採点アルゴリズ
ムについて述べる．
2.1 システム構成
システムの構成図を図 1 に示す．あらかじめ設定
された解答条件やキーフレーズ等の採点基準をもと
に自動採点を行う．自動採点部分により正解不正解
の判断ができない場合，手動採点に移行する．デジ
タル化された文字列データを入力とし，正解・不正
解の２値を結果として出力する．
システムの初期設定として，問題の必須ワード，
文字数制限，適切な文末の品詞，キーフレーズ等の
採点基準を設定する．キーフレーズとは，解答を構
成する，意味的なまとまりを持つ短い文章のことで
ある．
2.2 採点済み解答データ・解答条件の確認
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シーケンスアライメントにより抜き出された非共
通部分について，表記揺れの補正と類義語の置換を
行う．単純な文字列の比較では，同一の単語であっ
ても漢字とひらがなのように表記が異なる場合に正
しく採点を行うことができない．また，「人」と
「人間」のように，同じ意味を持つ単語についても
表記が異なるため正しく採点を行うことができない．
そこで本システムでは，読み方や単語の意味カテ
ゴリに着目して同一の単語であるかどうかを判断す
ることで表記方法に依存しない採点を行う．

図１

システム構成図

比較し，同一の場合即座に正解不正解の判断を行い，
採点を終了する．
採点を行う解答データに対して，必須ワードが全
て含まれているか，文字数制限が満たされているか，
文末の品詞が適切なものであるかなど，設定した解
答条件が全て満たされているかを確認する．文末の
品詞の確認では，穴埋め形式の記述式問題において，
続く文章と自然に繋がるために文末の単語が適切な
品詞になっているかを調べる．これらの解答条件が
満たされていない場合，即座に不正解と判断する．
2.3 キーフレーズとの比較
解答文とキーフレーズの比較を行うために，シー
ケンスアライメントを行う．本システムでは，シー
ケン スアライメ ントアルゴ リズム の 1 つ であ る
Needleman-Wunsch Algorithm[3]を用いる．このアル
ゴリズムは 2 つの配列において，一致する文字数を
最大にし，不一致の数が最小になるようスコア関数
を用いて配列を並び替えることで最適な配列を得る．
採点を行う解答文と各キーフレーズについて形態
素解析を行った後にシーケンスアライメントを行う
ことで，解答文とキーフレーズとの共通部分・非共
通部分を抽出することができる．その様子を図 2 に
示す．これにより，単語の並びに着目して解答文と
キーフレーズとの一致率を計算し，設定されている
いくつかのキーフレーズの中から最も類似した文章
を選択することや，非共通部分について単語の意味
レベルまで考慮した比較を行うことができる．

3. 実験
提案する自動採点システムを用いて行なった実験
について，3.1 節では実験設定について，3.2 節では
実験結果について述べる．
3.1 実験設定
以下の 2 種類の問題について採点を行う．
大学入学共通テストと同様の形式の千葉県公立
高校入試の社会科の記述式問題 4 問
2. 平成 29 年 11 月に行われた大学入学共通テスト
の導入に向けた試行調査の 国語の問 1,2
1 については，４問それぞれ中学三年生を中心に集
めた 68 の解答データを用いる．2 については，正答
を５つ設定し，その正答をもとに語順をランダムに
入れ替えた解答を各問 500 文生成し，解答データと
して用いる．
評価の指標として，自動採点率と採点精度を算出
する．自動採点率は，全解答文のうち自動採点を行
なった解答の割合を表し，採点精度は，自動採点を
行なった解答のうち正しく採点できている解答の割
合を表す．

1.

3.2 実験結果
実験結果を表 1，表２に示す．
表 1 採点結果(高校入試)
問1 問2 問3 問4
自動採点率
採点精度
表2

39.7
100

39.7
100

39.7
100

42.3
100

採点結果(大学入学共通テスト)
問1
問2

自動採点率
採点精度

99.6
100
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in the amino acid sequence of two proteins.” Journal of
Molecular Biology, 48, pp.443-453 (1970)

平均

50.0
100

4. おわりに
本稿では，大学入学共通テストに記述式問題が導
入されることを背景として，自動で正解不正解の判
断ができる問題を自動的に採点することで，日本語
記述式問題の採点支援を行うシステムを提案した．
実験の結果，100%の精度で解答を自動採点すること
ができ，採点にかかるコスト削減に繋がることを確
認できた．従来の自動採点及び採点支援の手法と比
較すると，学習データを必要とせず，一人目の採点
者として機能し，人間の採点する問題数を削減する
ことができている点において優位性があると考えら
れる．
今後の展望として，人間が解答を行なった大規模
な解答データでの評価が挙げられる．今回は人間が
解答を行なった小規模な解答と，生成された明らか
な不正解文を多く含む解答を対象として実験を行な
ったが，実際の試験では正解不正解の判断が難しい
解答が多数出現することが予想されるため，そのよ
うな解答についても正しく採点が行えるかを評価す
る必要がある．採点精度や自動採点率の向上が期待
できる提案手法に関しても満足な検証が行えていな
いため，大学入学共通テストでの使用を考えると，
数万～数十万の解答データでの検証が望ましい．

98.2
100
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正解不正解の結果に基づいて蓄積された採点済み
解答データと，新たに採点をおこなう解答データを

2.4 表記揺れの補正・類義語の置換

表 1,2 より，全ての問題に対して採点精度は 100%
であり，誤った採点をすることなく信頼性の高い採
点が行えていることが分かる．表１から，人手によ
り解かれた解答については，平均 42.3%を自動採点
可能であることが分かる．高校入試の問題だけでは
解答数が各 68 と少ないため，ランダムに語順を並び
替えて生成された明らかな不正解文を多く含む解答
に対しても有効であるかを検証したが，表 2 のよう
に，100%の精度で約 99%の解答を自動的に採点でき
ており，信頼性の高いシステムであることが分かる．

エッセイおよび論述解答試験採点に関する最近の話題と
自動採点にむけた現在の技術水準
1

1

2

3

〇石岡恒憲 ,劉東岳 ,峯恒憲
大学入試センター,2 学研教育総合研究所,3 九州大学

受験のための追加料に見合わない」としてい
る

[10]

ある。一つは Exact Match（EM:完全一致率）で

。ポートフォリオ的評価法が入学者選抜の

他方は F1 スコアである。EM では用意された正

現場で普及すれば，大規模に実施される共通テ

解(Ground truth answers)に完全に一致した確

ストのエッセイは，もはや不要となるのかもし

率を表す。F1 スコアは情報検索で良く用いられ

れない。

る指標で，正確率と再現率の調和平均である。

2.2

調和平均は「逆数の平均の逆数」で表されるが，

アリババの AI が読解力テストで人間を超

える（2018 年 1 月）

算術平均に比べ両方とも高くないと高い値が

[4]

１

はじめに

エッセイ」を要求しない傾向（2018 年 7 月）

人工知能（AI）が将棋より難しいとされる囲

入学競争の激しい大学でも，たとえばコロン

碁で世界トップレベルのプロ棋士を撃破 [1]した

ビア大学やコーネル大学，マサチューセッツ工

り，「ロボットは東大に入れるか」プロジェク

科大学，ペンシルベニア大学などは数年前から，

ト（東ロボ）では模試で 5 教科総合偏差値 57.1

入学者選抜の審査要件から SAT と ACT のエッセ

[2]

[6]

この手のニュース は，単に見だしに踊らさ

得られないという性質をもつ。このため「如何

れることなく，その意味するところを客観的に

にゴミ（不正解）を含まずに正解を漏れなく答

とらえることが必要である。そのために

えたか」を示す指標として使われる。
スタンフォード大学の SQuAD のサイト [12]には

（1） どのようなテストセットを使って評価さ

アリババだけでなく多くの会社や研究機関の

れたのか
（2） クイズとはどこが違うのか

EM や F1 スコアが掲載されている。データセッ

を獲得 したり，アメリカでは IBM ワトソン研

イ部分のスコアを除外している 。カレッジカ

（3） 評価基準はなにか

ト v1.1 に対する性能評価をみると人間のスコ

究所の AI がクイズ番組で歴代のチャンピオン 2

ウンセラーや高等教育の専門家は以前からラ

といった観点から説明する。

アは

名に圧勝したといったニュース は，広く一般

イティングスコアを測定するエッセイは大学

（1）このシステムの性能を測定するコンペで

市民に知られ，AI ブームは留まることを知らな

での成功と強くは相関しないと指摘し，ペンシ

用いたのはスタンフォード質問応答データセ

い。そんな中，今年（2018 年）1 月 16 日に「ア

ルベニア大学の入学部長であるエリック・ファ

ット(SQuAD)

リババの AI，読解力テストで人間を超える」と

ーダ氏は 2015 年の声明でエッセイを「弱い予

ィキペディアから作成し，500 以上の記事，10

いったセンセーショナルなニュース が飛び込

測(weaker predictive power)」と評していた [7]。

万以上の質問応答のペアから構成されている。

んできた。また今年の 4 月 17 日には理化学研

今年 3 月にハーバード大学が 2019 年入学申

たとえば「ランキンサイクル (Rankine cycle；

である。２位にグーグルブレイン&カーネギー

究所革新知能統合研究センター自然言語理解

請より SAT/ACT エッセイ部分のスコア提出は不

以下，補足：ボイラと蒸気タービンを主たる構

メロン大学（アメリカ）のシステム QANet，３

のに続いて，残り全

成要素とする熱機関の理論サイクル；イギリス

位に HIT and iFLYTEK Research（中国・北京）

する AI 技術を開発したとの報道がされた 。も

てのアイビーリーグ校，シカゴ大学，スタンフ

の工学者ウィリアム・ランキンに由来)はしば

のシステム Hybrid AoA Reader 他がランクされ

はや AI が文章を理解し，この技術を用いれば

ォード大学，ミシガン大学，デューク大学など

しば何と呼ばれますか？」という問いに対して， ている。アリババのシステム（SLQA+）はもは

[3]

[4]

チームの乾らが，国語の記述問題を採点・添削

要との判断を公表した

[5]

[6,7]

[8]

[11]

EM:82.304

F1:91.221

で，現在（2018 年７月１１日時点）のトップは

である。クラウドワーカーがウ

（アリババではなく）YUANFUDAO research NLP
（中国・北京）のシステム MARS で，性能は
EM:83.982

F1:89.796

センター試験の後継であるところの「大学入学

が相次いで同様の声明を発表した 。この数か

「カルノーサイクル(Carnot cycle）」を答える

や５番目，実質８位のランクである。進歩の速

共通テスト」（新テスト）での記述採点ができ

月間で，アメリカ高等教育の頂点を構成する入

ものである。答えの長さは最大で 15 ワードで，

さに驚くばかりであるが，ただこれら AI は EM

るのではないかと思われてい る方も少なくな

学難易度の高い大学の多くが，入学希望者に対

解答（正解）は一つに限らない。

では人間を超えているが，F1 スコアでは未だ超

かっただろう。新テストでは記述問題の導入が

して共通テストのエッセイ部分を要求しない

（2）求められる解答は日付（例えば：19 October

えていない。このコンペでは 15 ワード以内の

予定され，50 万近い受験生の記述解答を採点し

方向に，一斉に舵を切ったことになる。

1512，以下同じ），数値(12)，人名(Thomas Coke），

比較的短い単語や句レベルの解答が求められ

なくてはならない。自動採点は採点のコストを

無論これは、これらの大学が入学審査の過程

地 名 ・ 国 名 (Germany ）， 実 在 す る も の (ABC

ているが，それでも（世界中の有名な研究機関

大幅に減らし，また人による採点のバラツキを

で学生のライティングスキルを重視していな

Sports)な ど の 他 ， 一 般 的 な 名 詞 句 (property

が精力的に研究を進めていても）人間超えはな

減らすことができる。ミスの無さ，公平性とい

いことを意味しない。例えばプリンストン大学

damage) や 副 詞 (quietly ）， 形 容 詞 句

かなか難しいようである。もっと長い文レベル

った立場からも自動採点が望まれていること

は入学希望者に対し，高校時代に（英語か歴史

(second-largest），動詞句(returned to Earth)

でも解答できるようになれば，実用的に公的な

は間違いがない。

のクラスで）書いた評価済みのレポートの提出

や節(to avoid trivialization)などが含まれ

試験でも採用されるかもしれない。

[9]

を要求する 。National Center for Fair & Open

ている。通常のクイズ解答は，解答タイプが数

2.3

向けた最近の話題を取り上げ，著者らなりの解

Testing の公教育ディレクターであるボブ・シ

値や人名，地名・国名などの固有名詞が多く，

題を自動採点

説し，また現在の技術水準について論考する。

ェーファー氏によれば，現在の ACT/SAT のライ

それに比べ今回の解答の範囲が広いこと が指

ティングテストの形式は「対策で型にはまった

摘できる。その意味で，より一般的な「質問応

タイプの問題が出題される。

回答を助長する（encourage coaching-driven,

答」に対応しているといってよいだろう。



写真描写問題

formulaic responses）」ものであり「 エッセイ

（3）評価基準としては異なった２つの指標が



E メール作成問題

２

最近の話題

2.1 アメリカの大学入試では、「共通テストの

124

TOEIC ライティングテストが写真描写問

TOEIC ライティングテストでは以下の３つの
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本稿ではエッセイや論述解答の自動採点に

2001 年前期の問題は「エジプトが文明の発祥以

あたり 4 題，５年分の計 20 件とあまりに小さ

評価を容易にするために TOEIC ライティングテ

これらについては機械によって採点 されるこ

来，いかなる歴史的展開をとげてきたかを(１)

いことに加えて，人間の評価（教師データ）採

ストや東大２次試験世界史で使われているよ

[13]

エジプトに到来した側の関心や進出に至った

点が 0 点であることが多く，コンペとして適切

うな語彙指定は自動採点には有効だろう。

に記載されてある。このうち「E メール作成問

背景，(２）進出をうけたエジプト側がとった

であるとは言い難いが，残差二乗和基準で我々

参考文献

題」と「意見を記述する問題」については，い

政策や行動，の両方の側面を考えながら概観せ

がトップであった。横浜国立大（森研究室）の

わゆるエッセイタイプの問題として e-rater が

よ。」というものである。そして以下の８つの

チームも良い成績を収めた。

採点すること（採点ロジックについては著者ら

語（アクティウムの海戦，イスラム教，オスマ

2.5 東北大などの研究グループが AI で採点 シ

[14]を参照）が知られているが，短文記述式回

ン帝国，サラディン，ナイル川，ナセル，ナポ

ステム開発（2018 年 6 月 29 日）

答であるところの「写真描写問題」に自動採点

レオン，ムハンマド・アリー）が指定されてい

が行われていることはさほど知られていない

る。この問題を 18 行（30 字/行×18 行＝540 字）

入試でセンター試験に代わる新たな記述式の

と思われたので，今回紹介することとする。

で回答する。この語彙指定のおかげで，用語を

問題を含むテストが始まるのを前に，国語の記

TOEIC ライティングテストのサンプル問題は， 時系列に並べ替え，「ナイル川」から「古代エ

述問題を採点できる人工知能のシステムを東



意見を記述する問題

とがテスト開発元である ETS の Web ページ

TOEIC Program の運営を行っている国際ビジネ

NHK 仙台放送局「てれまさむね」にて，
「大学

ジプト文明」を，「アクティウムの海戦」から

北大学などの研究グループが開発」したとの放

「ローマとの関係」を，「イスラム教」「サラデ

映がされた。国語問題を 76％の精度で採点でき

記載されている。図１にその例を示すが，写真

ィン」から「イスラム教への改宗やカイロ建設，

るとしている。大量の採点済みデータ（教師デ

の絵を見て airport terminal と so の指定さ

アイユーブ朝のサラディンによる十字軍撃破」

ータ）をもとにディープラーニングで学習させ

れた２語を用いて写真の内容を描写する。

等（以下省略）を書くことができる。もっとも

たとしている。技術的な論文が現時点で公開さ

“ There are so many cars parked at the

論述問題では，「題意を正しく把握し，聞かれ

れておらず，その評価はここでは差し控えたい。

スコミュニケーション協会の Web ページ

[15]

に

airport.”と解答すると満点の３点が得られる。 たことに適切に答える」ことが大切であり，問
題のタイプによっては主要求だけでなく，リー
ド文の読み込みによる出題者の意図の把握が
重要になる場合もある。
さて NTCIR (エンティサイル)は国立情報学研
究所が主催する「情報検索，質問応答，要約，
テキストマイニング，機械翻訳」などの技術に
ついて，その情報基盤を共有しながら研究を進
図１：TOEIC ライティング写真描写問題 [15]
（airport terminal / so の２語を指定）

め，検証，比較評価する国際的な競争型のプロ

写真描写問題を含む TOEIC ライティングの設問

1998 年から，概ね 1 年半を 1 サイクルとし，昨

数と採点基準は文献[15]にあるが，これによる

年（2017 年）は第 13 回が開催され９つのタス

と写真描写問題で求める観点は きわめてシン

クが設定された。著者らのグループは，このう

プルで，文法と写真との関連性のみである。こ

ち，実世界質問応答を目指す QA-Lab3 に参加し，

れを可能とするのは２語の語彙指定のおかげ

前述の東大２次試験・世界史の論述問題につい

だと思われる。語彙指定があるために内容の正

て解答の自動作成と自動評価について競った。

確性や妥当性の評価を単にその語彙が含まれ

参加したのは国立高雄応用科技大，横浜国立大，

ているか否かに置きかえることができる。

淡江大，名古屋大，京都大，早稲田大，カーネ

2.4

ギーメロン大（2 チーム），慶應義塾，DG Lab，

国 立情 報学研 究所が 主催 す る NTCIR-13

ジェクトである [16]。NTCIR ワークショップは，

DNC+九州大の 11 チームである。我々（DNC+九

答の作成とその評価を競った(2017 年 12 月)

州大）は自動評価のみの参加であったが，20 点

語彙指定という観点から言えば，東大の２次

満点の採点において 20 解答中 17 の解答が正解

試験の世界史の問題はそうである。 たとえば

と 3 点差に収まった [17]。評価データ数が１課題

126

おわりに
センター試験に代わる新たな 共通テストで

国語に記述問題が採用されることから，記述問
題の自動採点や採点支援システムへの研究開
発の動きが急である。この手のシステム開発に
は大別して２つのアプローチがある。


教師学習（採点済みデータ）を使う



教師学習をせずに採点表（ルーブリック）を
もとに採点する

もちろん，教師学習を行う場合でももとの採点
データは採点表に基づくだろうし，採点表をも
とに採点を行った場合でもその結果に機械学
習をかけてその推定値とのズレを測り，そのズ
レが大きい場合に再採点を行うといったアプ
ローチは現実的であるから，両者をわけること
は重要でないかもしれない。ただ，教師学習に
基づき採点を行うためには大量の採点済みデ
ータが必要で大規模試験でしか適用できない
だろう。一方，採点表ベースの方法は小規模な
試験に適用可能である。両方法の利点や適用の
場に応じた使い分けが必要になるかもしれな
い。また表現の揺れの幅を防ぎ，回答の妥当性
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QALab-3 で東大 2 次世界史 500－600 字論述の解

３
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