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ごあいさつ

 
新型コロナウイルスの影響で、第 19 回大会がオンライン開催になりましたが、2022 年 4 月段

階で収束が見えない中、記念すべき第 20 回大会もオンラインで開催することになりました。会期

は 8 月 26 日（金）〜9 月 4 日（日）の 10 日間です。貴重な会員交流の場、研究成果発表の場

が 2 年連続でこのような形での開催となりましたが、大会実行委員会では万全の準備をして参りま

すので、ご寛恕いただければ幸いです。 
 新型コロナウイルスの流行が始まって 2 年ほど経ち、これまでテスト関係者、特に、運営に関

わっておられる会員の皆様は、その実施に向けてご苦労があったのではないかと存じます。公的試

験や企業などの採用試験などで、テストセンター形式などの集合形式で運営しておられるテスト関

係者の方々や、対面で面接を実施しておられたテスト関係者の方々は、そもそも人が集って実施で

きない状況が続く中、 感染症対策に追われたことと存じますし、大学入試では、オープンキャンパ

スのオンライン実施に始まり、試験当日の感染者、濃厚接触者の受験者への対応、また、大学院入試

では、留学生などが来日できない中、急遽、オンライン実施への切り替えにご苦労された関係者の方

も多かったのではないかと存じます。その中で、CBT などのこれまで実施に二の足を踏んでいたテ

スト実施方法についても、それを受け入れる風土や、デバイスの普及も進んできたのではないかと

拝察致します。コロナ禍に端を発した社会の変化ですが、テストを巡る状況については、隔世の感が

する次第です。こうした社会状況においては、テスト理論やテスト運営の観点から、日本テスト学会

としても会員の叡智を集めて情報を発信し、 学会のプレゼンスを高めていく絶好の機会であると考

えます。 そのような社会状況の中、本大会のメインテーマは、「学際的に課題解決するテスト学」で

す。テスト理論を専門にする会員を中心にテスト運営にも携わる様々なテスト関係者が集う本学会

の特性を活かして、現代テストが抱える課題の解決への方策を学際的に積み重ねることを目指す大

会としたいと思い ます。本大会では、3 つのシンポジウムが企画されています。1 つ目は、テスト

学会としては従来あまり取り上げられてこなかった、テスト項目の著作権と問題公開／非公開に関

するテーマで、公開シンポ ジウムを企画しました。2 つ目は、研究委員会が企画する学力テストの

本質を改めて見直すシンポジウ ムです。筆記テストは本当に「古い」のかという問いを出発点に、

「育成すべき資質・能力」を筆記による学力テストで評価するために、どのような工夫がなされてい

るのかについてご議論いただきます。3 つ目は、大会実行委員会が企画する、テスト学におけるオ

ープンサイエンスに関するシンポジウムです。 研究結果の再現性の低さや疑わしい研究実践

（QRPs：Questionable Research Practices）を巡る他研究領域の先進事例を伺いながら、テスト学

におけるオープンサイエンスのあり方についてご議論いただきます。これら 3 つのシンポジウムは

リアルタイムで、9 月 4 日（日）に開催されます。また、会期中の 10 日間、企画セッション（一

部を除く）、一般セッションは、オンデマンドで実施されます。 
本大会はオンライン大会となりますが、実行委員会としては、オンラインの特徴を活かし、これま

で テスト学会と縁のなかった人たちにもご参加頂き、テスト学の必要性を認識していただくことを

目指して、努力したいと考えています。ぜひ、テスト学会大会に参加していただくようお願い申し上

げます。 
日本テスト学会第 20 回大会実行委員長 

九州大学/大学入試センター 
木村拓也 
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大会日程

＜リアルタイム配信 ／ 月 日 日曜日＞

 
 大会特設 Web サイト 

9:00～11:30 
公開シンポジウム 

テスト項目の著作権及び問題公開/非公開を巡る問題 
（150 分） 

11:30～12:20 休憩（50 分） 

12:20～14:20 
研究委員会企画シンポジウム 

学力テストの本質を改めて見直す：伝統と継承と発展 
（120 分） 

14:20～14:30 休憩（10 分） 

14:30～16:10 
実行委員会企画シンポジウム 

テスト学におけるオープンサイエンス 
（100 分） 

16:10～16:20 休憩（10 分） 

16:20～18:00 
企画セッション 

共通テスト得点調整の仕組み 
（100 分） 

 
 
＜講演動画配信 ／ 月 日（金）〜 月 日（日）＞

 
 大会特設 Web サイト 

期間内 
随時視聴 

 
一般研究発表 1～5 
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大会へ参加される皆様へ 
 

 
 
 本大会は講講演演・・質質疑疑応応答答をを含含めめ全全ててオオンンラライインンで実施します。 

 
 シンポジウムと一部の企画セッションは Zoom ウェビナーを用いたリアルタイム配信として

実施し，その他のセッション（一般研究発表，実行委員会企画講演，一部の企画セッション）

は抄録原稿と講演動画を一定期間，大大会会特特設設 WWeebb ササイイトト上で公開するオンデマンド形式で実

施します（ただし，一般研究発表の講演動画掲載は発表者の任意です）。 
 

 
 各種日程は以下の通りです。 
    リアルタイム配信日 ： 年 月 日（日）

    抄録原稿・講演動画公開期間： 年 月 日（金）～ 月 日（日） 
 

 
総会 今大会では，総会を同日実施しません。 
 
懇親会 今大会では，懇親会を行いません。 
 
緊急連絡先  発表者の欠席等，急を要する連絡が必要な場合は，大会問い合わせ先メールアドレ

ス（jart2022@hes.kyushu-u.ac.jp）までお知らせください。 
 
発表賞推薦  大会発表賞の推薦を承ります。大会特設 Web サイトに入力フォームへのリンクを用

意します。ぜひ投票していただきますようお願いいたします。 
 
抄録集  大会終了後，大会特設 Web サイトに発表抄録集（PDF 版）をアップロードします。 
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一般研究発表：発表者の皆様へ

 
 
発表時間 抄録原稿を大会ウェブサイト上に 2022 年 8 月 26 日（金）〜 9 月 4 日（日）の 10

日間公開することで発表とします。なお，原稿は大会参加者のみが閲覧できる「大

会特設 Web サイト」にて公開されます。 
 
動画配信 希望者は抄録原稿に加えて講演動画も提出することが可能です。提出された動画は

大会特設 Web サイトにて，抄録原稿とともに大会参加者へ限定公開します。 
 
質疑応答 一般研究発表に関する質疑応答は，抄録原稿公開期間中にオンライン・非同期形式

で行います。 
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発表時間 抄録原稿を大会ウェブサイト上に 2022 年 8 月 26 日（金）〜 9 月 4 日（日）の 10

日間公開することで発表とします。なお，原稿は大会参加者のみが閲覧できる「大

会特設 Web サイト」にて公開されます。 
 
動画配信 希望者は抄録原稿に加えて講演動画も提出することが可能です。提出された動画は

大会特設 Web サイトにて，抄録原稿とともに大会参加者へ限定公開します。 
 
質疑応答 一般研究発表に関する質疑応答は，抄録原稿公開期間中にオンライン・非同期形式

で行います。 
 

 
公的なテストの運営において、テスト項目の著作権はさまざまなところで問題になる。1 つは、

素材文に対する著作権処理であり、もう 1 つは、テスト問題冊子の問題公開／非公開を巡る議論で

ある。従来、テスト学会ではあまり扱われてこなかったこの問題に、九州大学法学研究院教授で知

的財産法を専門とする小島立氏を基調講演にお迎えして公開シンポジウムを実施する。まず、企画

者の木村から、米国 ETS と教育産業の間で起こった裁判事例、日本におけるテスト問題冊子の問

題公開／非公開に関する判決事例などを紹介した上で、基調講演として、小島教授にテスト項目に

関する著作権の問題について、法律家の観点から整理いただく。続いて、若林昌子氏から、論文賞

を受賞された「日本におけるわが国の公的試験における試験問題公開の判断基準―情報公開制度に

おける事例―」を振り返っていただいた上で、その後の状況や所感をご披露いただく。また、寺尾

尚大氏から、この問題に関係する、項目反応理論によるテスト等化における項目パラメータドリフ

トの問題について先行研究事例を含めてご紹介いただく。以上、法律家及び様々なテスト関係者の

観点から、テスト項目の著作権及び問題公開／非公開を巡る問題を学際的に考えていく。 
 
企画・趣旨説明／木村 拓也（九州大学／大学入試センター）  
司会／林 篤裕（名古屋工業大学） 
 
基調講演者：小島 立（九州大学） 
 
話題提供者： 

若林 昌子（一般財団法人 知的財産研究教育財団） 
寺尾 尚大（大学入試センター） 

 
1. [趣旨説明]テスト項目の著作権及び問題公開／非公開を巡る問題 

―日米における試験情報開示の裁判事例― ··································································  
木村 拓也（九州大学／大学入試センター） 

 
2．英語入試問題作成における著作物の改変と教材等への二次利用 ········································  

小島 立（九州大学） 
 
3. 試験問題公開についての価値判断 

―情報公開制度の事例を基に― ·················································································  
若林 昌子（一般財団法人 知的財産研究教育財団） 

 
4. 項目パラメタドリフトの検出と原因の検討・共通尺度への影響 

—そのドリフトはどこから来てどこへ行くのか— ························································  
寺尾 尚大（大学入試センター） 

 
 
 

月 日（日） ～

公公開開シシンンポポジジウウムム

「テスト項目の著作権及び問題公開／非公開を巡る問題」

22

24

28

18
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GIGA スクール構想に基づく学校 ICT 環境の整備が急速に進む中、CBT や学習ログを活用した

学習評価が期待されるなど、学習評価の方法についても革新が進められている。また、多様な評価方

法の例としてパフォーマンス評価やポートフォリオ評価が挙げられることが多く、伝統的な筆記型

の学力テストは、ともすれば「古い」ものと受け取られてしまいがちである。しかし、深い理解や思

考力等を評価するために、筆記型の学力テストも発展を遂げてきた。また、初等中等教育の学校現場

では現在も、筆記型の学力テストが中心的に行われている。  こうした背景から本企画では、新しい

学習指導要領が、小学校で 2020 年度、中学校で 2021 年度から全面実施、高等学校では 2022 年度

入学生から年次進行で実施されることを踏まえ、新学習指導要領で示された「育成すべき資質・能

力」を筆記による学力テストで評価するために、どのような工夫がなされているのかについて、全国

学力・学習状況調査、大学入学共通テスト、標準学力テストの開発に関わる国内の実務家・研究者に

話題提供をしていただく。 
 
※発表抄録はありません。 
 
企画／研究委員会  
司会／鈴木 雅之（横浜国立大学）  
話題提供者： 

小野 賢志（大学入試センター） 
根木 厚（東京書籍株式会社） 
納富 涼子（応用教育研究所）ほか調整中  

指定討論者：石井 秀宗（名古屋大学） 
 
  

月 日（日） ～

研研究究委委員員会会企企画画シシンンポポジジウウムム

「学力テストの本質を改めて見直す：伝統の継承と発展」
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オープンサイエンスとは，コンピュータネットワークを活用して研究成果をオープンに

共有し，研究を効率よく発展させようとする試みである。近年，実証的研究を行っている

学問領域において，研究結果の再現性の低さや疑わしい研究実践（QRPs; Questionable 
Research Practices）が問題となっており，その解決策の一つとして研究におけるオープ

ンサイエンスへの対応がある。本学会においても，日本テスト学会誌にオープンサイエン

ス・バッジが導入され，オープンサイエンスへの対応が進んでいる。しかしながら，他方

でテスト学においてオープンサイエンスが十分に活用されているとはいえない現状もあ

る。そこで，テスト学におけるオープンサイエンスの活性化を促すため，本シンポジウム

の企画を行った。シンポジウムでは，オープンサイエンスを積極的に研究活動に取り入れ

ている研究者をお招きし，実践例を含めた話題を提供いただく。まず，岡田謙介先生か

ら，日本テスト学会誌・編集出版委員会委員長として日本テスト学会誌へのオープンサイ

エンス・バッジの導入した経緯や目的などについてお話しいただく。続いて，基礎心理学

においてオープンサイエンスの導入に積極的である山田祐樹先生から事前登録（プレレジ

ストレーション）の利点と課題についてお話しいただく。また，臨床心理学の領域におい

てオープンサイエンスの導入に積極的である国里愛彦先生からオープンデータ・オープン

マテリアルの活用と課題についてお話しいただく。最後に，テスト学におけるオープンサ

イエンスへの対応に関わる課題や今後の方向性について議論を行う。 
 
※発表抄録はありません。 
 
企画／第 20 回大会実行委員会 
司会／中村 知靖（九州大学）  
 
講演者： 

岡田 謙介（東京大学） 
山田 祐樹（九州大学） 
国里 愛彦（専修大学） 
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共通テストでは、地歴・公民・理科②において、20 点差以上の平均点差が生じたとき、また、そ

の平均点差が科目の難易差に基づくと判断されたとき、得点調整が行われ、平均点差を 15 点差まで

縮小する。本セッションでは、意外と知られていないであろう得点調整方法の実施条件と方法につ

いて解説するとともに、今後の共通テストにおいて直面したときに生じうる問題点と改良点を、さ

らには各個別大学や他の試験における選抜について議論を深めたい。 
 
企画／荘島 宏二郎（大学入試センター） 
司会／宮澤 芳光（大学入試センター） 
 
導入. 現行の得点調整方法 ····························································································  
宮澤 芳光（大学入試センター） 
 
1. 完全情報量最尤法を用いた周辺平均推定 ······································································  

荘島 宏二郎（大学入試センター） 
 

2. ランダムフォレストを用いた欠損補完による得点調整 ····················································  
石岡 恒憲（大学入試センター） 

 
3. 加算モデルによる分析 ······························································································  

前川眞一（大学入試センター） 
 
4. スタナインで科目差を見てみよう ···············································································  

橋本 貴充（大学入試センター） 
 
5. 令和 7 年度以降の大学入学共通テストの得点調整対象科目について ··································  

小野 賢志（大学入試センター） 
 

指定討論者/水田 正弘（統計数理研究所） 
 
  

月 日（日） ～

企企画画セセッッシショョンン

共通テスト得点調整の仕組み

36
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38

46

34
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月 （金）〜 月 日（日）

一一般般セセッッシショョンン

テストの開発と評価

 
  
1. Explainable Learners’ Knowledge Diagnosis by Incorporating Learner and Domain Modeling 

in Intelligent Tutoring Systems ··············································································  
Wenbin Gan（情報通信研究機構） 
Yuan Sun（国立情報学研究所） 

 
2. 語彙理解尺度項目作成ガイドラインの有効性の検討 ·······················································  

堂下 雄輝（ベネッセ教育総合研究所） 
渡邊 智也（ベネッセ教育総合研究所） 
 

3. 教科横断的に育成される思考力の総括的アセスメント項目の作成とその評価 ·······················  
渡邊 智也（ベネッセ教育総合研究所） 
小野塚 若菜（ベネッセ教育総合研究所） 
野澤 雄樹（ベネッセ教育総合研究所） 
 

4. ストレスチェックは何を測るのか ···············································································  
奥村 太一（滋賀大学） 
宮下 敏恵（上越教育大学） 
森 慶輔（足利大学） 
増井 晃（栃木県立岡本台病院） 
北島 正人（秋田大学） 
西村 昭徳（東京成徳大学） 

 
5. 心理尺度作成ガイドラインの開発 

―尺度作成の流れを踏まえての検討― ··········································································  
坪田 彩乃（名古屋大学） 
石井 秀宗（名古屋大学） 
荒井 清佳（大学入試センター） 
安永 和央（IPU・環太平洋大学） 
寺尾 尚大（大学入試センター） 
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月 （金）〜 月 日（日）
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1. 多次元項目反応理論を組み込んだ深層学習モデルに基づく小論文の観点別自動採点手法 ········  

柴田 拓海（電気通信大学大学院） 
宇都 雅輝（電気通信大学大学院） 
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森 康久仁（千葉大学） 
石岡 恒憲（大学入試センター） 
須鎗 弘樹（千葉大学） 

 
3. CBT 英語リスニング問題における動画・音声の提示方法が 

困難度・識別力・解答時間に及ぼす影響 ·······································································  
寺尾 尚大（大学入試センター） 

 
4. GAN で合成した顔画像を用いた場合の目視による検出の検証 ··········································  
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平良 玲緒奈（成蹊大学） 
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―進路決定要因を中心に― ························································································  
林 如玉（東北大学大学院） 
倉元 直樹（東北大学） 

 
3. 数学基礎力テストにおける文科系学生と理科系学生の分析 ·············································  
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月 日（日） ～

公公開開シシンンポポジジウウムム

「テスト項目の著作権及び問題公開／非公開を巡る問題」



[趣趣旨旨説説明明]テテスストト項項⽬⽬のの著著作作権権及及びび問問題題公公開開／／⾮⾮公公開開をを巡巡るる問問題題  
----⽇⽇⽶⽶ににおおけけるる試試験験情情報報開開⽰⽰のの裁裁判判事事例例----  

 
⽊村拓也 

九州⼤学⼤学院⼈間環境学研究院／⼤学⼊試センター研究開発部 
 
 
1. 公開シンポジウムの趣旨と概要 

 
公的なテストの運営において、テスト項⽬の

マネジメントはさまざまなところで問題にな
る。1 つは、素材⽂に対する著作権処理であり、
もう 1 つは、テスト問題冊⼦の問題公開／⾮公
開を巡る議論である。従来、テスト学会ではあ
まり扱われてこなかったテスト項⽬の実施上
のマネジメントの問題に、九州⼤学法学研究院
教授で知的財産法を専⾨とする⼩島⽴⽒を基
調講演にお迎えして公開シンポジウムを実施
する。 

まず、企画者の⽊村から、⽶国 ETS と教育
産業の間で起こった裁判事例、⽇本におけるテ
スト問題冊⼦の問題公開／⾮公開に関する判
決事例などを紹介した上で、基調講演として、
⼩島教授にテスト項⽬に関する著作権の問題
について、「英語⼊試問題作成における著作物
の改変と教材等への⼆次利⽤」と題して、法律
家の観点から整理いただく。続いて、若林昌⼦
会員から、論⽂賞を受賞された「⽇本における
わが国の公的試験における試験問題公開の判
断基準―情報公開制度における事例―」を振り
返っていただいた上で、その後の状況や所感を
「試験問題公開についての価値判断̶情報公
開制度の事例を基に」と題して、ご披露いただ
く。また、寺尾尚⼤会員から、この問題に関係
する、項⽬反応理論によるテスト等化における
項⽬パラメータドリフトの問題について先⾏
研究事例を含めて、「項⽬パラメタドリフトの
検出と原因の検討・共通尺度への影響̶そのド
リフトはどこから来てどこへ⾏くのか」と題し
て、ご講演いただく。 

以上、法律家及び様々なテスト関係者の観点
から、テスト項⽬の著作権及び問題公開／⾮公
開を巡る問題を学際的に考えていく。 

2. 日本における試験情報開示の裁判事例 
 
我が国においても、テスト問題の開⽰が法律

上の問題になったことがある。A県の教職採⽤
試 験 に お け る 教職教養の 出 題 に お い て 、
1994(平成 6)年 10 ⽉ 6 ⽇に県情報公開条例の
規定に基づいて、平成 7年度公⽴学校教員採⽤
試験の教職教養の問題の⼀部と解答の開⽰請
求を⾏ったものである。それに対して、県教育
委員会は平成 6年 10⽉ 8 ⽇に開⽰が今後実施
する教員採⽤試験の適正な執⾏に著しい⽀障
をきたすとして、テストの継続実施の観点から、
⾮開⽰の決定を⾏ったことに対して、原告が
1994(平成 6)年 11 ⽉ 8 ⽇に異議申し⽴てを⾏
う。更に、A県教育委員会は、公⽂書開⽰審査
会に諮問し、その答申を受けて 1996(平成 8)年
1 ⽉ 25 ⽇に改めて棄却の決定を⾏ったが、原
告がその取り消しを求めて訴訟が起こされ、
1998(平成 10)年 3⽉ 31 ⽇に⾼知地⽅裁判所の
判決があり、1998(平成 10)年 10⽉ 24 ⽇に⾼松
⾼等裁判所の判決があり、最終的に、2002(平成
14)年 10 ⽉ 11 ⽇最⾼裁判所第⼆⼩法廷が上告
を棄却した。 

1999(平成 11)年「⾏政機関の保有する助法の
公開に関する法律」、いわゆる「情報公開法」
が制定された情報公開請求の流れと、1999(平
成 11)年 12⽉ 10 ⽇の教育職員養成審議会第三
次答申では、教育委員会が求める教員像を明ら
かにすると主に、採⽤選考の透明性を⾼めて、
公教育への信頼性を確保するために、学⼒試験
問題の公表、採⽤選考基準の公表を検討する必
要性が謳われたこともあり、試験情報が開⽰さ
れる⽅向に向かった。その根底には、「教員採
⽤の段階で教育委員会が求める教員像を、試験
問題を通して明⽰し、それに即した適格な教員
の確保を進めようとする考え⽅が⾼まってき
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ている」（伊津野 2002:13）という考えのように、
試験情報の開⽰が教員像の提⽰につながると
いう考え⽅が前提とされている。この⼀連の裁
判では、試験実施が情報公開によって著しく⽀
障が出るかが争われており、「各種の資格、採
⽤試験において、開⽰請求を待たず問題等を積
極的に公表するという動きが進む中で、教員採
⽤試験は誤問に対する批判をおそれて開⽰し
ないということに関して、なぜ A 県の教員採
⽤試験のみが特別であるのか、説得的な説明は
困難」（⼭⼝ 2002:129）と⾔われてきた。裁判
における論点は、範囲が狭く、また、全国各地
で⾏われる教員採⽤試験のようなテストでは、
⾃ずとして、類似問題が多くなるか、それを避
ける出題が⾮常に困難であることは容易に想
像がつく。ただ、裁判では、「出題可能な問題
には限界があり、過去に出題した問題と同じも
のを出題せざるをえないこともあり、従って、
問題の開⽰は好ましくない」（伊津野 2002:12）
という主張が認められなかったことは、CBT
の過去問題からパラメーターをとるタイプの
試験の今後の興隆を鑑みれば、テストの分野で
は CBT を軸にした新たな試験技術の開発に後
退を余儀なくされる判決であることは想像に
難くない。「本件⽂書を開⽰することによる批
判等の発⽣（⼀次的影響）とそれによる問題作
成者の負担増加（⼆次的影響）の発⽣は認めつ
つも、その結果⽣じると Y が主張する⼀般的
な審査問題作成の困難さ等の事態の発⽣（三次
的影響）は認めなかった」（⼩川 2001:246）と
⼩川(2001)が述べたように、⼀連の裁判の中で
唯⼀認められなかったのは、試験情報公開に伴
う試験実施の運営困難さであり、それが試験実
施に対する無理解から来るものなのか、はきち
んと吟味する必要がある。法律論としては、公
務員試験は「競争試験」、教員採⽤試験は「選
考試験」と法律上区分されており、「競争試験
は、受験結果の優劣から⼈の相違を明確にする
⽬的であるのに対し、選考試験は、むしろ必要
最⼩限の⼒能を確認することを⽬的とする」
（磯村 2004:891）ことから、選考試験であるこ
とを理由に、試験情報に重きが置かれず、教員
採⽤試験での試験実施の運営困難さに繋がら
ないということの論理構成のようにも⾒える。

「教員採⽤試験問題を情報公開の対象から除
外する理由を⾒つけ出すことに知恵を絞るよ
りも、むしろ公開にすることにより、教員採⽤
試験受験者に⾼⽔準の準備を促すように⽅針
を軌道修正する⽅が建設的であると判断され
る」（若井 2003:13）という意⾒にも代表される
ように、試験問題の公開ありきでこの問題が考
えられるのであれば、CBTの実施に向けては、
そのスタートから難題を背負っていると推察
される。 

 

3. 米国における試験情報開示の裁判事例 
 
⽇本に先駆けること 20年ほど前、⽶国でも
同様の議論を経験している。各州が情報公開の
要請を受け、⼤学⼊試等に利⽤される，標準テ
ストの問題・解答・採点⽅法・得点，その他の
テスト情報の開⽰を ETS などのテスト実施者
に義務づける法を制定すべきという機運が
1970年代後半に⾼まり、⼊試真相開⽰法（Truth 
in Testing Law）や試験者テスト法（Examining 
Examiners Law）と呼ばれ、ニューヨークで制定
されたものをニューヨーク州標準テスト法
(STA：Standardized Testing Act)と呼ぶ。 
この議論の始まりとして、Bersoff (1981)は、

1971 年の家族教育権とプライバシー法(Family 
Education Rights and Privacy Act：FERPA)の制定
の影響を挙げ、1976 年に制定された教育省が
管轄するプログラムのもとで公⾦を受け取っ
ている教育機関が、保護者に対して、⾃分の⼦
どもに直接関連する記録にアクセスし、それら
の記録に対して、聴聞会で異議を唱える機会が
を与えなければならないと規定したことであ
ると述べている(Bersoff 1981:1053)。争点は、こ
の開⽰記録に、テスト関係資料が含まれるかと
いう点である。テスト問題と解答だけでなく、
テストスコアや添削された答案⽤紙も公開す
るのか、ということは、テスト実施の運⽤に⼤
きく影響を与える。⼊試真相開⽰法（Truth in 
Testing Law）の 1つである、ニューヨーク州標
準テスト法では、テスト会社に対して、⼊学の
ための標準テストを受験者に公開し、受験⽣が
⾃分の採点されたテストと正解を⾒るように
定めるものであった(Bersoff 1981:1054)。こう
した流れを Bersoff (1981)は「消費者主義」
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(Consumerism)と呼ぶが、テスト情報の開⽰に
ついては、当時、憲法上と著作権上の争点が提
⽰されていた。Samuel(1981)によれば、「標準
テストの利点や⽤途について国⺠の議論を喚
起するだけでなく、以前は規制されていなかっ
た 業界を あ る程度監視す る こ と を ⽬ 的 」
(Samuel1981:180)として法律が制定されたと
述べている。背景には、⿊⼈などの有⾊⼈種に
対する教育クラスの選定や企業などでの採⽤
や昇進などに適性検査などの標準テストが⽤
いられたことに対する⼈種差別批判などが背
景にあるのだが、ニューヨーク州標準テスト法
に つ い て は 、 実際に 、 ⽶ 国医科⼤ 学協会
(AAMC)が、AAMC の財産権を保障なしに侵害
するという主張した。つまり、テスト情報の開
⽰を⾏うことで、テスト問題の再利⽤を妨げ、
テスト問題の予測精度を低下させることによ
り、テスト問題の価値を減じさせると主張した
のである。この法律論争の焦点は、規制の公益
性とそれが引き起こす悪影響のバランスを取
ることであり、問題を公開することによる不利
益よりも、受験者が公平に評価されるかどうか
の情報を社会が得ることの利益が上まるか否
かという点であった。実際に、「テスト問題の
開⽰は、毎年より多くの問題を⽤意しなければ
ならないことを意味するが、テスト期間は、常
に新しい問題セットを⽤意し、著作権を有して
いる。だが、問題が開⽰されても、過去の問題
の基礎となる概念は次のテストで再利⽤する
ことができるし、問題⾃体も⾔葉を変えれば再
利⽤できる」(Samuel1981:196)という考えに⽴
てば、試験実施機関の損害は限定的であると解
釈され、等化問題や実験問題についての開⽰が
法律から除外されたことから、それよりも、「テ
ストの妥当性と客観性に対する公共の利益を
図り、より良い、より正確な試験の開発を奨励
し、採点プロセスの正確性を保証する」(Samuel 
1981:190)という公共の利益の⽅が勝るとした
ことが、この法律論争の特徴的な点である。 

 

4. まとめ 

 
以上のように、⽇⽶両国での試験情報の開⽰

についての裁判事例とその論点を概観してき

たが、両国とも、試験実施機関の訴えが認めら
れてこなかったことに共通点が⾒られる。その
理由としては、試験情報、特に試験問題の開⽰
が、試験実施に際して⽀障をきたすという⽴論
の困難さにあると推察される。起こりうる未来
に対する想定の⽴証は、エビデンスがない分、
不利になることは容易に想像がつく。この点に
ついて、⼩川(2001)は、「情報を開⽰することに
よって、執⾏過程が妨害される、あるいは執⾏
のために必要な情報が得られなくなる旨の⽴
証をしなければいけない事になる」（⼩川
2001:244-5）とし、「開⽰・⾮開⽰が問題になっ
た場合に、裁判所の採⽤する判断枠組みとして、
事務事業遂⾏上⽀障が存在することについて
の主張・⽴証責任を実施機関側に課し、これを
⼗分に果たしていない場合には、開⽰を命じる
という枠組みをとっている」（⼩川 2001:244）
と述べ、実施機関側が抱える困難さを指摘して
いる。もし、仮に、試験実施機関が、⾃⾝の主
張を正当化していくためには、試験問題の開⽰
が試験実施に深刻な影響を与えるという⽴証
に必要なエビデンスを⽇頃から準備しておく
必要があるだろう。また、情報公開の権利と、
公開されると侵害される受験⽣の利益につい
ての⽐較検討も今後、必要であろう。⽶国では
ETS が試験問題公開について裁判で争い、例外
を認めさせている経緯があるが、我が国では、
今後、そうした議論が成熟することが求められ
ていくだろう。 
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1 
 

英語入試問題作成における著作物の改変と教材等への二次利用 
 

小島 立 
九州大学大学院法学研究院 

 

1 本報告の目的 

英語入試問題の作成では、適切な難易度や分量に設定するため、出題に用いられる英文（以下、
「出題英文」という）がしばしば原文から改変されている。英語入試問題を教材等に利用（いわ
ゆる「二次利用」）する場合には、出題英文が著作権法の保護対象（著作物）であるため、出版社、
予備校等の二次利用を行う者（以下、「二次利用者」）は、出題英文の原文の著作者・著作権者（い
わゆる「権利者」1）の許諾を得なくてはならない。二次利用における権利者との交渉コストはか
なり大きいと言われており、出題英文の原文の改変が交渉コストを増大させている可能性もある。 
本報告では、英語入試問題の作成において出題英文が改変されている現状を踏まえ、教材等へ

の二次利用に関する著作権の課題を指摘するとともに、現状を改善するための方策を模索したい。 

2 本報告の問題意識 

わが国の入試（以下では主に大学入試を念頭に置く）では、英語が入試科目として課されるこ
とが多い。英語入試問題では、一定量の英文を素材として設問が作られることが一般的であるが、
出題英文を出題担当者（通常は大学教員）が自ら執筆することは（少なくとも現状では）現実的
ではなく、第三者の執筆した英文が出題に用いられることが多い。また、入試問題を作成する際
には、適切な単語レベルや分量に収めるために出題英文の改変が行われることも珍しくない 2。 
出題英文は、著作権法の保護対象である著作物（著作権法 2 条 1 項 1 号）と評価されるはずで

あるが、入試問題の出題については著作権が制限されるため（著作権法 36 条 1 項）、著作権の問
題は顕在化しにくい。しかし、出題された入試問題を参考書や問題集等の教材に二次利用する場
合には上記の著作権の制限は適用されないため、出版社、受験予備校等の二次利用者は、出題英

                                                      
1 本稿の「権利者」とは、著作者 and/or 著作権者を指す。著作者（著作権法 2 条 1 項 2 号）とは、著作物（著作
権法 2 条 1 項 1 号）を創作する者であり、著作権（著作権法 21 条～同 28 条）と著作者人格権（著作権法 18 条～
同 20 条）という異なる 2 種類の権利を有する（著作権法 17 条 1 項）。著作権は財産権であり、譲渡可能であるか
ら（著作権法 61 条 1 項）、著作者が常に有するとは限らない（例えば、著作者の死後に遺族が故人の著作権を相
続する形で著作権者となることは珍しくない）。著作者人格権は一身に専属し、かつ、譲渡できないため（著作権
法 59 条）、著作者人格権である公表権（著作権法 18 条）、氏名表示権（著作権法 19 条）および同一性保持権（著
作権法 20 条）については、著作者のみがそれらの権利を行使しうる（なお、著作者の死後には遺族が一定の権利
行使をなしうる（著作権法 60 条および同 116 条）が、その詳細については紙幅の都合上、割愛する）。 
2 研伸館「強者の戦略第 74 回――原典との比較から見えてくるもの」（2019 年 6 月 21 日）〔https://tsuwamono.
kenshinkan.net/way/pdf/19english_01.pdf〕（2022 年 7 月 3 日確認） 

公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

— 22 —



1 
 

英語入試問題作成における著作物の改変と教材等への二次利用 
 

小島 立 
九州大学大学院法学研究院 

 

1 本報告の目的 

英語入試問題の作成では、適切な難易度や分量に設定するため、出題に用いられる英文（以下、
「出題英文」という）がしばしば原文から改変されている。英語入試問題を教材等に利用（いわ
ゆる「二次利用」）する場合には、出題英文が著作権法の保護対象（著作物）であるため、出版社、
予備校等の二次利用を行う者（以下、「二次利用者」）は、出題英文の原文の著作者・著作権者（い
わゆる「権利者」1）の許諾を得なくてはならない。二次利用における権利者との交渉コストはか
なり大きいと言われており、出題英文の原文の改変が交渉コストを増大させている可能性もある。 
本報告では、英語入試問題の作成において出題英文が改変されている現状を踏まえ、教材等へ

の二次利用に関する著作権の課題を指摘するとともに、現状を改善するための方策を模索したい。 

2 本報告の問題意識 

わが国の入試（以下では主に大学入試を念頭に置く）では、英語が入試科目として課されるこ
とが多い。英語入試問題では、一定量の英文を素材として設問が作られることが一般的であるが、
出題英文を出題担当者（通常は大学教員）が自ら執筆することは（少なくとも現状では）現実的
ではなく、第三者の執筆した英文が出題に用いられることが多い。また、入試問題を作成する際
には、適切な単語レベルや分量に収めるために出題英文の改変が行われることも珍しくない 2。 
出題英文は、著作権法の保護対象である著作物（著作権法 2 条 1 項 1 号）と評価されるはずで

あるが、入試問題の出題については著作権が制限されるため（著作権法 36 条 1 項）、著作権の問
題は顕在化しにくい。しかし、出題された入試問題を参考書や問題集等の教材に二次利用する場
合には上記の著作権の制限は適用されないため、出版社、受験予備校等の二次利用者は、出題英

                                                      
1 本稿の「権利者」とは、著作者 and/or 著作権者を指す。著作者（著作権法 2 条 1 項 2 号）とは、著作物（著作
権法 2 条 1 項 1 号）を創作する者であり、著作権（著作権法 21 条～同 28 条）と著作者人格権（著作権法 18 条～
同 20 条）という異なる 2 種類の権利を有する（著作権法 17 条 1 項）。著作権は財産権であり、譲渡可能であるか
ら（著作権法 61 条 1 項）、著作者が常に有するとは限らない（例えば、著作者の死後に遺族が故人の著作権を相
続する形で著作権者となることは珍しくない）。著作者人格権は一身に専属し、かつ、譲渡できないため（著作権
法 59 条）、著作者人格権である公表権（著作権法 18 条）、氏名表示権（著作権法 19 条）および同一性保持権（著
作権法 20 条）については、著作者のみがそれらの権利を行使しうる（なお、著作者の死後には遺族が一定の権利
行使をなしうる（著作権法 60 条および同 116 条）が、その詳細については紙幅の都合上、割愛する）。 
2 研伸館「強者の戦略第 74 回――原典との比較から見えてくるもの」（2019 年 6 月 21 日）〔https://tsuwamono.
kenshinkan.net/way/pdf/19english_01.pdf〕（2022 年 7 月 3 日確認） 

2 
 

文の原文の権利者から許諾を得なくてはならない。二次利用における出題英文の権利者との交渉
には、金銭、時間、権利者の探索等を含めて相当のコストを要しているとも言われており、出題
英文の原文が改変されていることが交渉コストを増大させる一因になっている可能性もある。 

3 本報告の検討対象 

本報告は、英語入試問題の作成において出題英文が改変されている現状を踏まえつつ、その必
要性と許容性について考察するとともに、英語入試問題の二次利用における著作権に関する課題
をどのように克服すべきかということについて検討したい。本報告の手順は以下のとおりである。 
第 1 に、報告者自身の経験を踏まえつつ、英語入試問題の作成過程において、出題英文の原文

を改変する必要性と許容性について検討する。本報告は、出題を担当する大学教員の置かれた状
況や入試問題に求められる様々な要請などに鑑みると、いわゆる「受験英語」の水準に照らして
適切な入試問題を出題するために出題英文の原文を改変することはやむを得ないと考えている。 
第 2 に、英語入試問題の二次利用における著作権に関する課題について考察する。入試問題の

出題者（一般的には大学）と異なり、二次利用者は出版社、受験予備校等が想定される。二次利
用者には入試問題の出題に関する著作権の制限（著作権法 36 条）は適用されないため、出題英文
の原文の権利者から二次利用についての許諾を得ることが必要となるが、本報告では、その許諾
を得る上での問題点について検討する。検討の結果、入試で用いられる文章が英文であるため、
海外の権利者やそのエージェントと交渉しなくてはならないことが交渉コストの増大につながっ
ている可能性があり、二次利用者が許諾を得るために悪戦苦闘している実態が見えてきた。 
第 3 に、上記の入試問題の作成過程と入試問題の二次利用の現状を踏まえ、それらにおける著

作権の課題をいかに克服すべきかということについて検討する。本報告では、初めに著作権法の
中の様々なツールを用いて妥当な問題解決を図る努力を試みる。もっとも、英語入試問題の作成
および二次利用を取り巻く環境を観察すると、そこでの著作権に関する課題を著作権制度の枠内
のみで解決することは難しい。なぜならば、英語入試問題に関する著作権の課題は、わが国の入
学制度という社会制度や文化教育政策に関する問題の一断面の現れと思われるからである。 

4 結語 

今後しばらくは、現状の入試制度が大きく姿を変えずに続くかもしれず、そうであれば、英語
入試問題作成において出題英文の原文を改変する必要性を正面から認めるとともに、教材等への
二次利用をより円滑に進められるための著作権制度の制度設計を行うことが喫緊の課題である。
もっとも、いわゆる「英語民間試験」や「多様な入試制度」などの広がりに見られるように、中長
期的には、「全国一律」「大規模」な入試ではなく、ICT 等を活用する形で、より受験者にカスタ
マイズした入試（例えば、年間を通じた受験、在宅受験など）が実施されていくことも予想され
る。そうなれば、将来的には、大学が入試問題を出題することを念頭に置いている現在の著作権
の権利制限規定では対応できない事態が生じるかもしれない。今後のわが国の入試のあり方に著
作権制度が迅速に対応していくためにも、入試制度と著作権制度の関係者の間で対話と相互理解
を深めていくことが今こそ求められている。 
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________________________________________ 
本内容は著者の個人的見解であって，所属機関の見解や立場とは無関係である. 

試験問題公開についての価値判断 
－情報公開制度の事例を基に－ 
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１１．．ははじじめめにに 
わが国では，試験実施後には試験問題を広く一般に公開する実務がなされており，わが国の試

験制度の特徴の一つとして挙げられている(石塚, 2003; 前川, 2003; 柴山,2008)．大学入試センタ

ー試験や各大学の入学試験問題，国家試験については，ウェブサイトに掲載されているものも多

い．特に近年においては，テストについての説明責任や透明性の担保を求められるようになって

きており，社会的に影響力の大きい試験ほど，信頼性確保のための情報公開の一環として，試験

問題を公開することが求められる傾向にある． 
一方で，試験実施後に試験問題を広く一般に公開するか，それとも非公開にするかの判断（試

験問題公開の判断）は，テストの制度設計と密接に関係する視点である．それは，試験問題公開

の判断は，試験問題を一度だけ用いるのか繰り返し用いるのか，という試験問題の利用の仕方に

依存し，試験問題の利用の仕方の区別がテストの基本設計に大きな影響を与えるからである(日本

テスト学会，2007)．つまり，実施後に試験問題を公開している試験では，初出の試験問題を使用

する必要があり，試験問題開発のコストが増加する，試験の共通尺度化が難しく，結果的に各回

の合否基準を一定に保つことが困難になるなどの懸念があるからである(日本テスト学会，2007)． 
しかしながら，試験問題公開の判断は，最終的にテストの制度設計における基本要件に大きな

影響を与えるにもかかわらず，テストの制度設計と関係していることについては，教育評価や心

理測定などのテストの専門家以外にはあまり知られていないと考えられる．それは，試験問題公

開の判断に影響する要因が一つだけではなく，様々な考えがあり，さらに相互に関係しているこ

とも判断を難しくしていると考えられる． 

２２．．試試験験問問題題公公開開のの判判断断基基準準－－情情報報公公開開制制度度ににおおけけるる事事例例－－ 
２．１ ２０１５年までの事例 

著者らは，試験問題公開の判断について，様々な考えがある状況においても，試験問題公開に

ついて判断するための基準（試験問題公開の判断基準）を得ることを目的とし，わが国の公的試

験の例として，情報公開制度において試験問題を対象とした複数の事例について，試験問題を開

示又は不開示とした検討経緯や判断した理由を調査し，俯瞰して考察した(若林・杉光, 2016)． 
具体的には，総務省の「情報公開・個人情報保護関係 答申・判決データベース」を用いて，

情報公開制度における開示決定等に対して不服申立てがなされた事案のうち，試験問題に関する

答申を抽出した． 
その結果，「情報公開・個人情報保護審査会」の答申 11,183 件（2015 年 10 月 27 日現在）の

うち，次の(i)及び(ii)に該当するものは，803 件であった． 
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(i) 「答申種別」が「行政機関／情報公開法」又は「独立行政法人等／情報公開法」であるもの 
(ii) 「異議申立人の主張の要旨」及び「諮問庁の説明の要旨」及び「審査会の判断の理由」に

おいて，用語に「問題」又は「試験」又は「検定」又は「資格」を一つ以上含むもの 
これら 803 件の答申において，「事件名」を参照して，人に対する試験と判断できたもの 183

件のうち，さらに「本件対象文書」を参照して，対象が試験問題と判断できたもの 15 件を調査

対象とした． 
調査対象の答申において，「審査会の結論」を開示又は不開示の最終的な判断として，また，

「審査会の判断の理由」のうち，特に「開示（又は不開示）決定の妥当性」を判断した理由とし

て，それぞれ参照したところ，情報公開制度においては，次の５つの観点が得られた． 
(1) 試験問題公開による透明性確保の必要度 
(2) 試験問題の再利用度 
(3) 試験問題を活用した試験対策の許容度 
(4) 試験問題開発の労力増加の受容度 
(5) 試験問題の情報管理度 
これらの観点は，試験問題の開発者や試験の実施者，受験者や受験予定者，さらには試験の利

用者や管理者などの立場（試験に関わる立場）や試験制度において重要視するもの（試験に対す

る価値観）の違いによって判断が異なるものといえ，試験問題公開の判断基準の１例になると考

えられた． 

２．２ ２０１５年以降の事例 
今回，２０１５年以降の事例についても，総務省の「情報公開・個人情報保護関係 答申・判

決データベース」を用いて，２．１と同様に，情報公開制度における開示決定等に対して不服申

立てがなされた事案のうち，試験問題に関する答申を抽出した． 
その結果，「情報公開・個人情報保護審査会」の答申 17763 件（2022 年 5 月 8 日現在）のうち，

２．１の(i)及び(ii)に該当するものの中から，２．１で対象にしたものを除いたものは，207 件で

あった．「事件名」を参照して，人に対する試験と判断できたもの 51 件のうち，さらに「本件

対象文書」を参照して，対象が試験問題と判断できたものは 12 件であった． 
12 件について「審査会の結論」としては，すべての事例において，試験問題について「不開示

決定は妥当【不開示】」としていた．但し，このうちの１件においては，該当試験問題のうちの

一部の問題については，既にウェブサイトで公開されていて常時閲覧できる状態になっているこ

と理由に，「開示すべき【開示】」としていた． 
そしてこれら 12 件の事例における「審査会の判断の理由」について，２．１で得られた５つ

の観点で検証を行ったところ，(1) 試験問題公開による透明性確保の必要度に言及しているもの

が６件，(2) 試験問題の再利用度に言及しているものが６件，(3) 試験問題を活用した試験対策の

許容度に言及しているものが６件，(5) 試験問題の情報管理度に言及しているものが６件あった

（但し，１事例で複数の観点に言及しているものがある）．一方，(4) 試験問題開発の労力増加の

受容度については，明確に言及している事例は見当たらなかった． 
また，最終的に判断に最も影響したと思われる観点を挙げた場合に，(2) 試験問題の再利用度

を理由としているものが６件と最も多く，次いで，(1) 試験問題公開による透明性確保の必要度，

と，(3) 試験問題を活用した試験対策の許容度を理由にしているものが，それぞれ２件であった． 
よって，２．１で得られた観点のうち，(1),(2),(3)及び(5)については，引き続き判断基準となり

得ていることが分かった．一方で，（2）については，そもそもの非開示の理由になり得ていな
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いという可能性も含め，近年の情報公開制度の事例においては，試験問題公開の判断基準として

は議論検討はされていなかった． 

３３．．試試験験問問題題公公開開をを求求めめるる理理由由  
２．では，情報公開制度における開示決定等に対して不服申立てがなされた事案のうち，試験

問題に関する答申について，「審査会の判断の理由」における開示決定等の妥当性について検討

した内容を参照し，試験問題公開の判断基準として述べた．この場合，試験問題に関する答申に

おいては，不開示情報に該当するか否かの議論であり，不開示とする妥当性について説明してい

るものである． 
一方で，当該制度においては，まず文書についての開示請求がなされることから，該当文書が

試験問題である場合には，開示を求める理由があると考えられる．答申においては，「審査請求

人の主張の要旨」における「審査請求の理由」で述べられていることが多い．その理由は，その

１事例における審査請求人の主張に過ぎないものではあるが，その一方で，試験問題公開を求め

る理由を示しているものでもあると考えられる． 
そこで，２．の調査対象の答申における「審査請求の理由」について考察を行う．なお「審査

請求の理由」においては，「不開示の決定」の取消しを求めることから，不開示が妥当ではない

という点についての主張も見受けられたが，ここでは，試験問題の開示を求める理由の記載があ

る場合についてのみ参照した． 
その結果，審査請求人の主張としては，以下のものが挙げられた． 
 

（1）透明性の確保するため 
試験が公正に行われていたかどうかを検証することができる，一方で試験問題を公開しない場

合，ミスや不正が隠蔽されると主張するもの 
（2）テストの出題内容の検証，分析するため 
試験問題として適切か否か，出題内容や傾向を分析する，また，公開されることによる試験問

題の質の向上への期待を主張するもの 
（3）受験対策をするため 
受験者が試験対策をするために必要，基本的な内容ならば周知していることは適切である旨主

張するもの 
（4）学習教材として使用するため 
試験問題を閲覧することにより，内容の重要なポイントを理解することができる，内容の重要

部分を体系立てて把握できる，内容の全体像をより深く理解することができる，さらにはそれら

を知識として理解，習得することの意義を主張するもの 
（5）テストの普及啓蒙や広報活動の一環となるため 
試験問題を公開することによって，そのテストの意義やどのような人材を求めているかを理解

すること，テストに合格するなどした人の能力や資格の位置づけを知らしめること，さらにはテ

ストを実施している機関の諸活動の内容を説明することができると主張するもの 
（6）実質的に公開されている実態があるため 
試験問題を実施後に回収していない，完全ではないものの関係者間で情報共有されている，イ

ンターネット上で取引されている，業者により再現されている，また実施機関の発行ではないが

書籍として市販されているなど実質的に非公開とはなっていない実態があると主張するもの 
（7）公平性担保のため 
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. 

 

試験問題を公開しない場合，情報格差により不平等が生じる，問題作成者間の公正な競争が確

保できなくなると主張するもの 
（8）受験者の権利であるため 
受験者は，試験問題を取得する権利があると主張するもの 

（9）他の試験でも公開をしているため 
実施機関が実施している他の試験では試験問題が公開されている，同様の分野の別の試験では

試験問題が公開されていると主張するもの 
（10）自己採点のため 
受験者による自己採点に必要性を主張するもの 
 
上記の中には，審査請求人の誤解と思われる主張や，審査会の検討においても，その妥当性が

認められなかったものが含まれている．しかし，試験問題公開を求める理由にはなり得ると考え

られる． 

４４．．おおわわりりにに 
ここまで，情報公開制度において試験問題を対象とした複数の事例に基づいて，試験問題公開

の判断基準及び試験問題公開を求める理由について述べてきた．情報公開制度における事例では，

同じ事例に対して，開示請求をしてその開示決定等に対しての不服申立てをした審査請求人と，

不開示決定をした諮問庁とでは，試験問題公開に関する立場が異なり，テストに求めるものの価

値観に違いがあると考えられる．それぞれの事例においては，審査会の判断により一旦の結論は

出ているが，本質的には，柴山(2008)が指摘している通り，「テスティング技術上の合理性を優

先するのか，試験を受ける側の知る権利を優先するのかの立場，ひいては価値観の違いであり，

きわめて難しい問題」であり，立場の違いによる価値観の違いが解消したものではないと考えら

れる． 
ここでは，立場の異なる主張を比較することができるための１例として，情報公開制度におけ

る事例を取り上げ，これまであまり言及されていなかった，試験問題公開を求める理由について

も言及した．これは，試験問題公開の判断をする上では，テストの開発者，実施者のみならず，

利用者や受験者の価値観も尊重する必要があると考えたためである．価値観の違いを認識し，そ

の違いをどのように解消していくのかが，今後試験問題公開の判断をする上で重要であると考え

られる．それはすなわち，「テスト活動がもつべき条件としての手続の公平性，透明性，そして

その道具として使われるテストの品質保証であり，それを裏付けるためのデータ（証拠）の開示

と受験者に対する説明責任である」（日本テスト学会，2007）ことに通じると考える． 

引引用用文文献献 
石塚智一 (2003) 我が国における伝統的試験と標準化された試験 日本行動計量学会大会発表論

文抄録集，31, 286-289. 
前川眞一 (2003) テストの標準化について 日本行動計量学会大会発表論文抄録集，31, 290-293. 
日本テスト学会（編） (2007) テスト・スタンダード 日本のテストの将来に向けて 金子書房. 
柴山直 (2008) 日本のテスト文化について 人事試験研究，(208), 2-13. 
若林昌子・杉光一成 (2016). わが国の公的試験における試験問題公開の判断基準 －情報公開制度

における事例－ 日本テスト学会誌，12(1)，19-35. 
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項目パラメタドリフトの検出と原因の検討・共通尺度への影響
—そのドリフトはどこから来てどこへ行くのか—

寺尾尚大
大学入試センター研究開発部

項目反応理論のモデルを適用し，潜在特性尺度
θ 上で表示される受検者個人の能力推定値 θ̂i を
得たいとき，あらかじめ推定しておいた項目パラ
メタの値を既知として議論を進める。このとき，
項目パラメタの推定時点と当該のテスト実施時点
の間で値に大きな変化がないという前提に立って
いる。この前提は，項目パラメタの不変性 (item
parameter invariance)と呼ばれる。
特定のテスト回に閉じた複数フォームの等化・
対応づけなど，項目パラメタの推定時点と能力値
の推定時点が同一であれば，項目パラメタの時間
的不変性は特に問題にならない。一方，予備調査
や過去の実施回における項目パラメタの推定結果
を，時間をおいて本番のテスト回や他の実施回で
能力値推定に利用する場合には，項目パラメタの
時間的不変性が満たされていることを確認する必
要がある。
具体的には，テスト項目をしばらくの間繰り返
し出題するうちに，テスト項目の内容の変化やカ
リキュラムの改訂，項目漏洩や露出回数の増加な
どが起こると，推定時点と比べてテスト項目の困
難度や識別力が変化する可能性がある。時点間で
項目の困難度や識別力の値に標本変動の大きさ
を超える差異がみられる場合，項目パラメタドリ
フト (item parameter drift, IPD)が生じている。
能力推定の前提である項目パラメタの不変性が阻
害されている状況では，項目パラメタの値を固定
して得られた能力推定値も妥当でないものになり
うる。
本稿では，項目パラメタドリフトに関する理論
的背景と分析事例を紹介し，項目パラメタドリフ
トの影響範囲や影響の大きさについて概観しなが
ら，シンポジウムのテーマのひとつであるテスト
項目の公開・非公開，およびその法的問題につい
ての多面的な考察に寄与したい。

項目パラメタドリフトの概要と検出方法
まず，項目パラメタドリフトの現象について簡
潔に説明する。例えば，2パラメタロジスティッ
クモデル (2PLM)の項目特性関数は，

P(θi|aj, bj) =
1

1 + exp(−Daj(θi − bj))

のように表現され，項目特性に関するパラメタと
して困難度 bj，識別力 aj を含む。運用上，Rasch
モデルや 2PLM がよく適用されることも相まっ
て，多くの先行研究では主として困難度 bj・識別
力 aj のドリフトが取り上げられ，これに対して
3PLM の当て推量パラメタ cj もあわせて検討対
象としたものはごくわずかである。本稿でも，項
目困難度および識別力パラメタのドリフトを主と
して取り上げることとする。なお，受検者の能力
分布の変化 (construct shift)については，ここで
は取り上げない。
項目パラメタドリフトは，教育測定学において
長らく重要な研究テーマと認識されており，研
究知見もすでに膨大に蓄積されている。項目パラ
メタドリフトの種類に初めて言及したであろう
Mislevy (1982)，項目パラメタの時間的不変性を
踏まえて能力に関する推論の必要性を提唱した
Goldstein (1983)を皮切りにして，実際のテスト
データに基づく分析，ドリフト検出手法の開発と
評価，ドリフトの方向性や等化方法との関連の検
討など，さまざまな観点から研究知見が提供され
てきた。
実のところ，項目パラメタドリフトは，特異項
目機能 (Differential Item Functioning, DIF) の
特殊ケースとして理解されている。特異項目機
能の分析では，受検者の所属集団の違いが，項目
への応答や項目パラメタ，項目特性曲線に及ぼす
影響の大きさを検討する。項目パラメタドリフト
の分析では，所属集団の違いを取り上げる代わり
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項目パラメタドリフトの検出と原因の検討・共通尺度への影響
—そのドリフトはどこから来てどこへ行くのか—

寺尾尚大
大学入試センター研究開発部

項目反応理論のモデルを適用し，潜在特性尺度
θ 上で表示される受検者個人の能力推定値 θ̂i を
得たいとき，あらかじめ推定しておいた項目パラ
メタの値を既知として議論を進める。このとき，
項目パラメタの推定時点と当該のテスト実施時点
の間で値に大きな変化がないという前提に立って
いる。この前提は，項目パラメタの不変性 (item
parameter invariance)と呼ばれる。
特定のテスト回に閉じた複数フォームの等化・
対応づけなど，項目パラメタの推定時点と能力値
の推定時点が同一であれば，項目パラメタの時間
的不変性は特に問題にならない。一方，予備調査
や過去の実施回における項目パラメタの推定結果
を，時間をおいて本番のテスト回や他の実施回で
能力値推定に利用する場合には，項目パラメタの
時間的不変性が満たされていることを確認する必
要がある。
具体的には，テスト項目をしばらくの間繰り返
し出題するうちに，テスト項目の内容の変化やカ
リキュラムの改訂，項目漏洩や露出回数の増加な
どが起こると，推定時点と比べてテスト項目の困
難度や識別力が変化する可能性がある。時点間で
項目の困難度や識別力の値に標本変動の大きさ
を超える差異がみられる場合，項目パラメタドリ
フト (item parameter drift, IPD)が生じている。
能力推定の前提である項目パラメタの不変性が阻
害されている状況では，項目パラメタの値を固定
して得られた能力推定値も妥当でないものになり
うる。
本稿では，項目パラメタドリフトに関する理論
的背景と分析事例を紹介し，項目パラメタドリフ
トの影響範囲や影響の大きさについて概観しなが
ら，シンポジウムのテーマのひとつであるテスト
項目の公開・非公開，およびその法的問題につい
ての多面的な考察に寄与したい。

項目パラメタドリフトの概要と検出方法
まず，項目パラメタドリフトの現象について簡
潔に説明する。例えば，2パラメタロジスティッ
クモデル (2PLM)の項目特性関数は，

P(θi|aj, bj) =
1

1 + exp(−Daj(θi − bj))

のように表現され，項目特性に関するパラメタと
して困難度 bj，識別力 aj を含む。運用上，Rasch
モデルや 2PLM がよく適用されることも相まっ
て，多くの先行研究では主として困難度 bj・識別
力 aj のドリフトが取り上げられ，これに対して
3PLM の当て推量パラメタ cj もあわせて検討対
象としたものはごくわずかである。本稿でも，項
目困難度および識別力パラメタのドリフトを主と
して取り上げることとする。なお，受検者の能力
分布の変化 (construct shift)については，ここで
は取り上げない。
項目パラメタドリフトは，教育測定学において
長らく重要な研究テーマと認識されており，研
究知見もすでに膨大に蓄積されている。項目パラ
メタドリフトの種類に初めて言及したであろう
Mislevy (1982)，項目パラメタの時間的不変性を
踏まえて能力に関する推論の必要性を提唱した
Goldstein (1983)を皮切りにして，実際のテスト
データに基づく分析，ドリフト検出手法の開発と
評価，ドリフトの方向性や等化方法との関連の検
討など，さまざまな観点から研究知見が提供され
てきた。
実のところ，項目パラメタドリフトは，特異項
目機能 (Differential Item Functioning, DIF) の
特殊ケースとして理解されている。特異項目機
能の分析では，受検者の所属集団の違いが，項目
への応答や項目パラメタ，項目特性曲線に及ぼす
影響の大きさを検討する。項目パラメタドリフト
の分析では，所属集団の違いを取り上げる代わり

に，テストの実施回の違いを取り上げることにな
る。異なる実施回でテスト項目を繰り返し使用し
た場合，受検者が同じ項目に二度以上解答するこ
とは想定されていないため，受検者集団は互いに
独立であると見なして分析を進めることとなる。
このことを利用して，項目パラメタドリフトの
検出手法として，特異項目機能の分析手法がその
まま応用できるケースも多々ある。実際，古典的
な分析としてよく用いられる Mantel-Haentzel
法やロジスティック回帰分析は，項目パラメタ
ドリフトの検出の初手としても十分機能する。ま
た，項目反応モデルを適用した分析としてよく用
いられる尤度比検定や Lord の χ2 統計量，項目
特性曲線間の面積を求める Rajuの方法なども有
効である。
一方で，国内では項目反応理論に基づく尺度化
事例が海外と比べて少ないこともあり，項目パラ
メタドリフトを表題に掲げて行われた研究は，並
木・川端 (2019) に限定される。特異項目機能の
分析に関する国内の精力的な研究動向 (e.g.,熊谷,
2012；野口・熊谷・脇田・和田, 2007)と比べると，
方法・実践の両面で項目パラメタの時間的不変性
を精緻に捉える需要が国内になかったことも窺い
知れる。

ドリフトの原因と方向性
項目パラメタドリフトが生じる主な原因には，
主に二つのものが挙げられる。一つは，カリキュ
ラムの改訂や項目内容の時間的変化など，測定
内容や項目に関わるドリフトであり，もう一つ
は，項目の漏洩・露出回数の増加，不正行為な
ど，テストセキュリティに深く関わるドリフト
である (Haladyna & Rodriguez, 2013)。これと
あわせて，特に困難度パラメタのドリフトの仕
方が一方向 (unidirectional)であるか双方向 (bi-
directional)であるかについても，注意深く検討
を要する (Han, Wells, & Sireci, 2012)。
カリキュラムの改訂や項目内容の時間的な変化
が原因となるドリフトは，基本的に項目の難易度
を高める方向・低める方向の両方が考えられる。
例えば，漢字テストにおいて「忖度」の読みを解
答させる問題が出題された場合，漢字能力の分布
には変化がない下では，メディア等で頻繁に取り

上げられる前の困難度は高く，取り上げられた後
の困難度は低くなっていることが想像される。ま
た，項目識別力についても両方向のドリフトが考
えられ，ホットトピックを含む項目では測定した
い能力が高くなくても正答できる等の理由から識
別力が低下することもあるだろうし，カリキュラ
ムの改訂により一層尺度への関連が高まって識別
力が向上することもあると思われる。
他方，本セッションのテーマに関連する項目漏
洩・露出によるドリフトの場合，受検者同士でテ
スト項目の内容が共有され，項目困難度が低くな
ることが考えられる。また，能力水準の低い受検
者が不適切に正答することとなり，項目識別力も
低下する方向となる。項目パラメタのドリフト検
出においては，突然易しくなったり，識別力が下
がったりしている項目がないか，常に目を光らせ
ておく必要がある。

ドリフトの影響範囲
項目パラメタに大きなドリフトが見られた場
合，推定への影響が強く懸念される。ここでは，
能力値と等化係数の二側面から，推定への影響を
概観する。
第一に，項目パラメタドリフトの影響で，能力
値の推定が歪められてしまうことが考えられる。
意外なことに，ドリフトが能力推定値に及ぼす
影響を検討した初期の研究では，能力値への影
響が限定的であるという知見が説得的であった。
Wells, Subkoviak & Serlin (2002) は，項目数・
サンプルサイズ・ドリフトの種類などを操作し，
シミュレーション実験により能力推定値への影響
を検討したところ，その影響はごくわずかであっ
たことを報告している。この研究では 2PLM を
適用しているが，実際の運用において Raschモデ
ルや 2PLM などの倹約的なモデルを適用してい
るからこそ，多少項目パラメタの推定値がドリフ
トしてもその影響が吸収されるのかもしれない。
一方，近年の研究では，Raschモデルを用いた小
サンプルサイズでの尺度化で，基準とするテスト
回よりも項目困難度が高くなった場合に，能力値
に基づく合否判定 (pass-fail decisions)への影響
も指摘されている (Kopp & Jones, 2020)。
第二に，等化係数への影響が考えられる。もし，
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異なるテスト回のチェイン等化 (chain equating)
を実施する場合，項目パラメタドリフトが生じ
ていると，等化係数の推定値にも影響を及ぼし
うる。Han et al. (2012) は，困難度パラメタの
ドリフトの方向性と等化方法 (Mean-Mean 法，
Mean-Sigma法，Stocking-Lord法)に着目して
等化係数への影響を確認している。等化係数の
うち傾き K (原著では Aと表記)について興味深
い結果が報告されており，Mean-Mean法では中
程度のドリフトが含まれていてもある程度頑健
に推定できていたのに対し，Mean-Sigma 法や
Stocking-Lord法では項目パラメタドリフトの影
響を少なからず受けていたことが示されている。
チェイン等化を繰り返した場合には，ドリフトの
影響から来る等化係数のズレも累積していく危険
性がある点に留意が必要であると言える。項目パ
ラメタドリフトの観点も考慮した等化方法の選択
が，安定的な尺度構成の命運を握るだろう。
なお，項目パラメタドリフトは，得点の解釈基
準にも大きな影響を及ぼしうる。特に，困難度パ
ラメタの高低を解釈基準に反映させた standard
setting を実施している場合には，ドリフトの影
響を念入りに確認する必要がある。

分析事例
項目パラメタドリフトの分析例として，ここで
は代表的な 3つの事例を取り上げる。

Bock, Muraki, Pfeiffenberger (1988) は，実
データを用いて項目パラメタドリフトの検討を
行った先駆的な事例を提示している。College
Boardの物理テスト (the College Board Physics
Achievement Test)を題材とし，いくつかの項目
において困難度がドリフトしていたこと，識別
力のドリフトが見られなかったことを報告して
いる。さらに，項目パラメタドリフトの様相とカ
リキュラムの特徴を関連づけた分析も先進的で
ある。

Wu, Li, Ng, & Zumbo (2006) は，1995 年・
1999年・2003年に実施された TIMSS (Trends in
International Mathematics and Science Study)
のデータを用い，シンガポールと米国の中学 2年
生の数学を題材に，項目パラメタドリフトに関
する分析を実施した。ロジスティック回帰分析を

行い，合計得点を統制した上で，調査実施時期の
主効果，合計得点と調査実施時期の交互作用の検
討を行っている。結果として，どの項目において
も，項目パラメタドリフトは確認されなかった。
大規模な学力調査に基づく貴重な分析結果を提供
している一方で，特にドリフトの原因については
考察されていない。

Park, Lee, Xing (2016)は，TIMSSの中学 2年
生・数学のデータを分析対象としているが，1999
年・2003年・2007年の米国のデータのみを使用
し，潜在クラスの発想を導入している点におい
て，Wu et al. (2006)とは異なる視座からの分析
結果を提供している。実際，特定の潜在クラスに
おいて，3回分の項目識別力パラメタが乱高下し
ていた。合計得点ベースの分析だけでは見えてこ
ないドリフトの検出に成功していると言える。こ
ちらも，ドリフトの原因については考察されてい
ない。

ドリフト検出時の対応
無視できない大きさの項目パラメタドリフトが
生じた場合には，何らかの対応が求められる。ド
リフト検出時の理想的な対応は，その項目を使用
しないことである。項目パラメタを再推定するに
せよ，一時的にその項目は出題の第一線から退く
こととなる。項目パラメタドリフトの原因が項目
漏洩であると推測されるときには，項目パラメタ
を再推定して利用することが難しく，実質的には
使用中止の一択となる。
こうして見ると，項目パラメタドリフトを多様
な方法で丁寧に検出しようとする割に，最終的な
判断はとてもシンプルであるとも言える。Han
et al. (2012)によれば，実際のところ事態はそれ
ほど単純ではないようである。どの程度の大きさ
のドリフトが検出されれば出題を見合わせるの
か，パラメタのドリフトが共通項目に生じていた
場合の項目数との兼ね合い，ドリフトの原因や方
向性に応じてどういった対応策を取るのか等，実
務上悩みの種となりそうな事項が多くあるように
思われる。他の資料も突き合わせてドリフトの原
因を探ることはもちろん，そのテストで選抜や合
否のカットポイントがある場合には，その付近で
のドリフトのみに焦点化して検討するのも一案だ
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異なるテスト回のチェイン等化 (chain equating)
を実施する場合，項目パラメタドリフトが生じ
ていると，等化係数の推定値にも影響を及ぼし
うる。Han et al. (2012) は，困難度パラメタの
ドリフトの方向性と等化方法 (Mean-Mean 法，
Mean-Sigma法，Stocking-Lord法)に着目して
等化係数への影響を確認している。等化係数の
うち傾き K (原著では Aと表記)について興味深
い結果が報告されており，Mean-Mean法では中
程度のドリフトが含まれていてもある程度頑健
に推定できていたのに対し，Mean-Sigma 法や
Stocking-Lord法では項目パラメタドリフトの影
響を少なからず受けていたことが示されている。
チェイン等化を繰り返した場合には，ドリフトの
影響から来る等化係数のズレも累積していく危険
性がある点に留意が必要であると言える。項目パ
ラメタドリフトの観点も考慮した等化方法の選択
が，安定的な尺度構成の命運を握るだろう。
なお，項目パラメタドリフトは，得点の解釈基
準にも大きな影響を及ぼしうる。特に，困難度パ
ラメタの高低を解釈基準に反映させた standard
setting を実施している場合には，ドリフトの影
響を念入りに確認する必要がある。

分析事例
項目パラメタドリフトの分析例として，ここで
は代表的な 3つの事例を取り上げる。

Bock, Muraki, Pfeiffenberger (1988) は，実
データを用いて項目パラメタドリフトの検討を
行った先駆的な事例を提示している。College
Boardの物理テスト (the College Board Physics
Achievement Test)を題材とし，いくつかの項目
において困難度がドリフトしていたこと，識別
力のドリフトが見られなかったことを報告して
いる。さらに，項目パラメタドリフトの様相とカ
リキュラムの特徴を関連づけた分析も先進的で
ある。

Wu, Li, Ng, & Zumbo (2006) は，1995 年・
1999年・2003年に実施された TIMSS (Trends in
International Mathematics and Science Study)
のデータを用い，シンガポールと米国の中学 2年
生の数学を題材に，項目パラメタドリフトに関
する分析を実施した。ロジスティック回帰分析を

行い，合計得点を統制した上で，調査実施時期の
主効果，合計得点と調査実施時期の交互作用の検
討を行っている。結果として，どの項目において
も，項目パラメタドリフトは確認されなかった。
大規模な学力調査に基づく貴重な分析結果を提供
している一方で，特にドリフトの原因については
考察されていない。

Park, Lee, Xing (2016)は，TIMSSの中学 2年
生・数学のデータを分析対象としているが，1999
年・2003年・2007年の米国のデータのみを使用
し，潜在クラスの発想を導入している点におい
て，Wu et al. (2006)とは異なる視座からの分析
結果を提供している。実際，特定の潜在クラスに
おいて，3回分の項目識別力パラメタが乱高下し
ていた。合計得点ベースの分析だけでは見えてこ
ないドリフトの検出に成功していると言える。こ
ちらも，ドリフトの原因については考察されてい
ない。

ドリフト検出時の対応
無視できない大きさの項目パラメタドリフトが
生じた場合には，何らかの対応が求められる。ド
リフト検出時の理想的な対応は，その項目を使用
しないことである。項目パラメタを再推定するに
せよ，一時的にその項目は出題の第一線から退く
こととなる。項目パラメタドリフトの原因が項目
漏洩であると推測されるときには，項目パラメタ
を再推定して利用することが難しく，実質的には
使用中止の一択となる。
こうして見ると，項目パラメタドリフトを多様
な方法で丁寧に検出しようとする割に，最終的な
判断はとてもシンプルであるとも言える。Han
et al. (2012)によれば，実際のところ事態はそれ
ほど単純ではないようである。どの程度の大きさ
のドリフトが検出されれば出題を見合わせるの
か，パラメタのドリフトが共通項目に生じていた
場合の項目数との兼ね合い，ドリフトの原因や方
向性に応じてどういった対応策を取るのか等，実
務上悩みの種となりそうな事項が多くあるように
思われる。他の資料も突き合わせてドリフトの原
因を探ることはもちろん，そのテストで選抜や合
否のカットポイントがある場合には，その付近で
のドリフトのみに焦点化して検討するのも一案だ

と思われる。
最近登場した発想ではないが，online cali-

bration の考え方に立つ研究者もいる。実際，
Makransky & Glas (2010) では，過去の全テス
ト回のデータを累積的に用いて項目パラメタを毎
回推定する方法が提案されている。テストの目的
にもよるが，Fink, Born, Spoden, & Frey (2018)
は，こうした大胆な方法を取った場合，同一の項
目に対して毎回異なる推定値を用いることとな
り，同一尺度上での能力値の比較を困難にするば
かりか，ハイステークスなテストでは法的な問題
に発展する危険性も指摘している。項目パラメタ
ドリフトに敏感になりすぎて，共通尺度を常に浮
動させることも適切ではなく，固定的な同一尺度
上で能力について議論することの利点を失わな
い，バランスのよい判断が求められる。

おわりに
項目の非公開が比較的認められやすいテストで
あっても，項目パラメタの時間的不変性の仮定を
満たせないケースがあったことは，極めて重要な
知見である。項目を非公開にして統計的な管理が
行える状況であっても安心はできず，不断のパラ
メタ管理が要求されることも，テスト関係者で共
有すべき事項である。また，時間的変化も含めた
さまざまな局外要因を取り除き，受検者の能力の
みについて推論することの難しさを改めて痛感さ
せられる。
最後に，本稿は，すでに項目反応理論を適用し
て安定的・継続的に運用されている試験・テスト
へのアンチテーゼではないことを付言しておきた
い。国内において，項目反応理論を用いてパラメ
タの管理を実施されている方々の並々ならぬご尽
力には，最大の敬意を表したい。また，項目パラ
メタドリフトに関する本稿の整理には，テスト項
目の初出主義を促進する意図はまったくない。項
目パラメタの時間的不変性について思いを致すこ
との重要性を話題提供するものである。
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「共通テスト得点調整の仕組み」



完全情報最尤法を用いた周辺平均推定 
 

〇荘島 宏二郎（大学入試センター） 

 

 

１１  ははじじめめにに  

大学入学共通テスト（以下，共通テスト）では，6教科31科目が用意されているが，科目選

択は各受験者に任されている。1科目しか受験しない者から，最大で9科目まで受験する者まで

科目選択パタンは実に様々である。その中で，以下の科目集合 
地理歴史：世界史 B，日本史 B，地理 B 
公民  ：現代社会，倫理，政治・経済 
理科② ：物理，化学，生物，地学 

は，科目の難易差が著しい場合に，得点調整対象科目が行われる。得点調整を実施する条件

は，平均点差が 20 点以上生じ，かつ，それが試験問題の難易差に基づくものと認められる

場合である。 
 しかし，実際には平均点差には，科目選択者集団の学力差も混入しているため，純粋に科

目の難易差を見積もるには，学力差を何らかの手法を用いて除去する必要がある。荘島ら

(2022)は，R3 年度公民 3 科目に対して，傾向スコア（Rosenbaum & Rubin, 1983; 吉村・

荘島, 2004）を用いて共変量調整を行った結果，学力差を除去したときの平均点差が 15 点ほ

どであると推算した。 
 本研究では，同じ R3 年度において実際に得点調整が行われ理科②について，完全情報最

尤法(full-information maximum likelihood, FIML; Arbuckle, 1996)を用いた周辺平均推定

を行う。FIML は，端的に言えば，欠測パタンごとに多母集団を設定し，対応する母数には

全て等値の制約をかけて最尤推定法を行うことである。 
 
２２  分分析析対対象象デデーータタ 
 本研究で用いるデータは，R3 年度中間集計データ（大学入試センター, 2021）である。表

1 は，理科②について抜粋した結果である。また，表 2 は，分析に投入した科目である。な

お，受験者数が 1 万人に満たない科目は得点調整対象外となるため，地学はこの基準を満た

せず，得点調整対象とならなかった。 

 

表 1 理科②の中間結果(235,267 人)     表 2 分析に使用する科目（18 科目） 
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３３  分分析析  

FIML を用いて分析するにあたり，2 つの仮定を課す。1 つは多変量正規性であり，ここで

は 18 変量正規分布を考える。もう 1 つはランダム欠測(missing at random, MAR)である。表

1 より，約 23 万人の受験者がいるが，全員が全科目を選択するわけではないので，データに

は，非常に複雑な欠測パタンが観察される。MAR は，欠測したかどうかが，欠測データに依

存しない（観測データのみに依存する）という仮定である。2 つの仮定ともに，厳密には成

立しない仮定であるが，FIML を行う上では必要である。分析結果を表 3 に示す。発表にて詳

細を説明する。 

表 3 FIML による分析結果 

 

 

参参考考文文献献  

Arbuckle, J. L. (1996). Full information estimation in the presence of incomplete data. In 
G. A. Marcoulides & R. E. Schumacker (Eds.), Advanced structural equation modeling. 
Lawrence Erlbaum Associates, Inc. (pp. 243–277) 

大学入試センター (2021) 令和 3 年度大学入学共通テスト(1 月 16 日・17 日)平均点等一覧(中
間集計)」大学入試センター 
(https://www.dnc.ac.jp/albums/abm.php?f=abm00040200.pdf&n=【HP】中間集計 .pdf) 
(2021 年 8 月 8 日) 

Rosenbaum, P. R. & Rubin, D. B. (1983) The central role of the propensity score in 
observational studies for causal effects. Biometrika, 7700, 41–55. 

荘島宏二郎・橋本貴充・宮澤芳光・石岡恒憲・前川眞一 (2022) 傾向スコアを用いた令和 3
年度共通テスト公民科目間差の試算 大学入試研究ジャーナル, 3322, 122–129. 

吉村宰・荘島宏⼆郎 (2004) 本追モニター調査の結果を利⽤した傾向スコア加重法による本追試
験間の難易度⽐較, ⼤学⼊試センター研究紀要, 3333, 19‒28. 
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ランダムフォレストを用いた欠測補完による得点調整 
 

〇石岡 恒憲（大学入試センター） 

 

 

１１  ははじじめめにに  

ランダムフォレストはBreiman(2001)によ
って提案された集団学習による分類や回帰の

ためのモデル構築の一手法であるが，欠測値

補完のための手法としても有効である。ラン

ダムフォレストによる欠測値補完は以下の手

順で行う。 

１）連続量に対してはクラスjにおける全
ての変量のメディアン（中央値）をとりその

値に置き換える。カテゴリカル変量に対して

はクラスjにおける最頻値で置き換える。この
置き換えは埋め込み(fills)と呼ばれる。 

２）この粗い不正確な補完値を用いて，分

類木や回帰木を成長させ，データ間の近似度

行列を作成する。 

３）いまデータ行列をx(n, m)（n:ケース，
m:変数)で表し，これが連続値をとるべき欠測
値であるとする。このときm番目の変数の値
を，このn番目のケースと(m番目の変数の値
が）非欠測である他のケースとの近似度によ

って重み付けた平均で埋める。欠測値がカテ

ゴリカル変量のときには非欠測値の最頻値を

埋める。 

４）新しく埋めた値を用いて，もう一度分

類木や回帰木を作る操作を繰り返す。また新

しい埋め込み値を用いて繰り返す。Breiman &
Cutler (2010)によれば経験上，4～6回の繰り返
しで十分であるとしている。より詳細な説明

については石岡(2011)を参照されたい。 

この手法をセンター試験における理科や社

会科の欠測データ補完に適用する場合に大別

して 2つの考え方がある。 
α．被説明変数として適当と思われる外的

変数を入れる。理科②においては数学 I と英
語（筆記とリスニング）の合計点とする。外

的変数の与えられていない者は解析の対象か

ら外す。すなわち，外的変数の欠測値補完は

行わない。この場合，外的変数は連続量とな

るから，外的変数への回帰モデルとして欠測

値補完が行われることを意味する。 
β．欠測値補完がデータ間距離に基づいて

実施されることに注目すれば，恣意的な外的

変数を導入することをせずに，理科②におけ

る 2 科目同時受験者のみを解析の対象とし，
それら受験者の非受験科目である欠測値を補

完する。 
αおよびβのいずれにおいても，理科②の

全受験者を対象としてはいないことに注意す

る。βの方法においては，理科②の 2科目受
験者のみを対象とするため，平均的な受験者

に比べ得点は高めにでる傾向がある。本稿で

は実例を用いた結果を報告し、考察する。 
２２  分分析析対対象象デデーータタ 
 本研究で用いる理科②データは，中間集計

データ（大学入試センター, 2021）である。 
αの回帰による方法では数学 I と英語（筆記
とリスニング）を受験し，かつ理科②を受験

している者とする。81,894名。 
  βの方法では理科②の 2科目同時受験者を
対象とする。66,023名。 
３３  令令和和３３年年度度デデーータタをを用用いいたた結結果果  

αの回帰による方法：欠測値補完前，およ

び補完後の各科目の平均，および四分位点の

変化は表 1の通り。 
表 1:欠測値補間前と後の平均，および四分

位点の変化（αの回帰による方法，81,894名） 
  物物理理  化化学学  生生物物  

平平均均  59.18→56.77 53.15→49.70 74.01→76.57 

00%%  0→0 0→0 0→0 

2255%%  45→41.5 36→31.8  63→68.1 

5500%%  60→56.3 53→47.5 78→80.5 

7755%%  74→72.0 70→66.0 89→89.1 

110000%%  100→100 100→100 100→100 
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ランダムフォレストを用いた欠測補完による得点調整 
 

〇石岡 恒憲（大学入試センター） 

 

 

１１  ははじじめめにに  

ランダムフォレストはBreiman(2001)によ
って提案された集団学習による分類や回帰の

ためのモデル構築の一手法であるが，欠測値

補完のための手法としても有効である。ラン

ダムフォレストによる欠測値補完は以下の手

順で行う。 

１）連続量に対してはクラスjにおける全
ての変量のメディアン（中央値）をとりその

値に置き換える。カテゴリカル変量に対して

はクラスjにおける最頻値で置き換える。この
置き換えは埋め込み(fills)と呼ばれる。 

２）この粗い不正確な補完値を用いて，分

類木や回帰木を成長させ，データ間の近似度

行列を作成する。 

３）いまデータ行列をx(n, m)（n:ケース，
m:変数)で表し，これが連続値をとるべき欠測
値であるとする。このときm番目の変数の値
を，このn番目のケースと(m番目の変数の値
が）非欠測である他のケースとの近似度によ

って重み付けた平均で埋める。欠測値がカテ

ゴリカル変量のときには非欠測値の最頻値を

埋める。 

４）新しく埋めた値を用いて，もう一度分

類木や回帰木を作る操作を繰り返す。また新

しい埋め込み値を用いて繰り返す。Breiman &
Cutler (2010)によれば経験上，4～6回の繰り返
しで十分であるとしている。より詳細な説明

については石岡(2011)を参照されたい。 

この手法をセンター試験における理科や社

会科の欠測データ補完に適用する場合に大別

して 2つの考え方がある。 
α．被説明変数として適当と思われる外的

変数を入れる。理科②においては数学 I と英
語（筆記とリスニング）の合計点とする。外

的変数の与えられていない者は解析の対象か

ら外す。すなわち，外的変数の欠測値補完は

行わない。この場合，外的変数は連続量とな

るから，外的変数への回帰モデルとして欠測

値補完が行われることを意味する。 
β．欠測値補完がデータ間距離に基づいて

実施されることに注目すれば，恣意的な外的

変数を導入することをせずに，理科②におけ

る 2 科目同時受験者のみを解析の対象とし，
それら受験者の非受験科目である欠測値を補

完する。 
αおよびβのいずれにおいても，理科②の

全受験者を対象としてはいないことに注意す

る。βの方法においては，理科②の 2科目受
験者のみを対象とするため，平均的な受験者

に比べ得点は高めにでる傾向がある。本稿で

は実例を用いた結果を報告し、考察する。 
２２  分分析析対対象象デデーータタ 
 本研究で用いる理科②データは，中間集計

データ（大学入試センター, 2021）である。 
αの回帰による方法では数学 I と英語（筆記
とリスニング）を受験し，かつ理科②を受験

している者とする。81,894名。 
  βの方法では理科②の 2科目同時受験者を
対象とする。66,023名。 
３３  令令和和３３年年度度デデーータタをを用用いいたた結結果果  

αの回帰による方法：欠測値補完前，およ

び補完後の各科目の平均，および四分位点の

変化は表 1の通り。 
表 1:欠測値補間前と後の平均，および四分

位点の変化（αの回帰による方法，81,894名） 
  物物理理  化化学学  生生物物  

平平均均  59.18→56.77 53.15→49.70 74.01→76.57 

00%%  0→0 0→0 0→0 

2255%%  45→41.5 36→31.8  63→68.1 

5500%%  60→56.3 53→47.5 78→80.5 

7755%%  74→72.0 70→66.0 89→89.1 

110000%%  100→100 100→100 100→100 

欠測補完後の最大平均点差は生物と化学の

間の(20.86→)26.87点に拡大される。 

βの方法： 2科目同時受験者のデータの近
さによる方法：欠測補完前，および補完後の

各科目の平均，および四分位点の変化は表 2
の通り。αの方法とは対象データが異なって

いることに注意されたい。 
表 2：欠測値補間前と後の平均，および四

分位点の変化（βの理科②の 2科目同時受験
者のデータ近さによる方法，66,023名） 
  物物理理  化化学学  生生物物  

平平均均  61.35→59.52 54.24→54.12 77.38→72.82 

00%%  0→0 0→0 0→0 

2255%%  47→44 37→37  68→60 

5500%%  62→60 55→54 82→78 

7755%%  76→76 71→71 90→88.7 

110000%%  100→100 100→100 100→100 

注）α,βのいずれにおいても，欠測補間の R
ライブラリー RfImpute に含まれる関数
missForest の 実 行 時 の パ ラ メ ー タ は ，
maxiter=5, ntree=50とした。 

欠測補完後の最大平均点差は生物と化学の

間の(23.14→)18.70点に縮小される。βの対
象者は，理科②の 2 科目受験者であるから，
平均的な受験者に比べ，一般に高得点である。

易しい科目（この場合，生物）においては分

布が右に歪むために，高得点である場合に科

目間得点差はより大きく出る傾向がある。こ

のために 23.14 点もの得点差が生じていた。
この得点差がβの方法では，むしろ縮小され

た。その理由として以下が考えられる。１つ

目は欠測率が全体で 50％と大きいことであ
る。すなわち理科②の 2科目受験者を対象と
するため，最大でも 2科目しか受験できない。
また，補完方法も影響する。RF では，まず
は欠測値をメディアンで埋め，順次，データ

の近似度に応じて修正する。このため，欠測

率が多い，すなわち被験者の桁違いに少ない

地学では，ほとんどの欠測データがメディア

ンで補完され，また地学は他の理科との相関

が少ないので，結果として，地学のメディア

ンである 45 点付近でかなりのデータが補完
されてしまう。生物もまた欠測率の多い科目

である。2 科目受験者のほとんどが物理・化
学の組み合わせであるからである。このため，

多くの生物の欠測値が最初はメディアンで補

完されるものの，生物の非真面目受験者（す

なわち生物のペア科目の得点は高い一方で生

物のスコアは低い）の影響を受けて，生物の

欠測値がメディアンより低い補完値が与えら

れる。この生物における欠測の多さも補完に

よる平均点の低下を招く。そもそも，理科②

の 2科目同時受験者は１科目受験者に比べ理
科の成績はよく，理科②の 2科目同時受験者
のデータのみから，１科目受験者も含めた全

体の平均得点差を論じようとしたことに（β

の方法は）無理があったかもしれない。 
４４  若若干干のの考考察察 

RF は暗黙的には MAR の仮定を置いてい
る。分布形についての仮定はない。この方法

による欠測値「補完」は科目メディアンを初

期値とし，最大値と最小値との範囲内におけ

る数値「補間」である。このため，線形モデ

ルが抱える予測値がマイナスになったり満点

を超えたりする危険は一切ない。設定する仮

定は他の方法に比べ緩やかであるといってよ

い。また補完という考え方は理解が容易であ

る。ただ繰り返し計算であるために，乱数の

初期値の設定や収束判定の設定（繰り返し数

の上限を含む），RFにおける木の数などの恣
意的なパラメータは確かにある。もちろん，

これらパラメータ設定は RF に限った話では
ないが，その妥当性についての検討は場合に

よっては必要かもしれない。 
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加加算算モモデデルルにによよるる分分析析

前川眞一（大学入試センター）

1 大大学学入入学学共共通通テテスストトのの理理科科 2⃝ののデデーータタのの構構造造
共通１次試験ならびにセンター試験においては、理科の選択科目の選択パタンとして様々なものが用いられ

てきたが、平成 24 年度以降のセンター試験や大学入学共通テストの理科 2⃝の場合は、受験生は任意の一科目
もしくは任意の２科目の試験を受験することが可能となっている。本節では、これらの理科の選択科目の組み

合わせにより、G1:物理と化学を選択した受験生群、G2: 物理と生物を選択した受験生群、G3:化学と生物を

選択した受験生群、G4:物理のみ選択した受験生群、G5:化学のみ選択した受験生群、G6:生物のみ選択した受

験生群の互いに背反な 6 つの選択科目群を定義し分析を行うが、中間集計時点における各選択科目群ごとの

人数と平均点を 表 1 に示した。ただし、選択科目群と区別をするために、Phys, Chem, Bio でそれぞれ物

理、化学、生物の各選択科目を表している。なお、表中、「・」で示されている部分は定義上欠測となっている

が、観測された全てのデータを用いて計算された各科目の平均点を最下行に示した。これが公表されている各

科目の平均点に対応するものであり、その最大平均点差が、Bio と Chem の間の 20.34 点であった。

表 1 データの構造と観測された平均点

平均点

選択科目群 受験者数 Phys Chem Bio

G1:物理-化学 50584 61.47 55.78 ・

G2:物理-生物 339 49.12 ・ 69.55

G3:化学-生物 14592 ・ 48.95 77.71

G4:物理 11170 47.49 ・ ・

G5:化学 7835 ・ 40.74 ・

G6:生物 8412 ・ ・ 65.37

観測された平均点 58.89 52.80 73.14

2 加加算算モモデデルル

本節では、 表 1 に示された選択科目群 g の選択科目 j の平均点を ygj , g = 1, 2, . . . , 6, j = 1, 2, 3 で、ま

た各群の人数を ng, g = 1, 2, . . . , 6 で表すが、xij を個人 ı の科目 j の得点とすれば、各群は互いに背反であ

るため

ygj =
1

ng

∑
i∈g

xij

である。ただし、i ∈ g は第 g 群に属する個人を表す。

加算モデルでは、この平均点が選択科目群の学力の効果と選択科目のテストの易しさの効果の和で表現され

ると考え、

ygj = µ+ αg + βj + egj (1)
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加加算算モモデデルルにによよるる分分析析

前川眞一（大学入試センター）

1 大大学学入入学学共共通通テテスストトのの理理科科 2⃝ののデデーータタのの構構造造
共通１次試験ならびにセンター試験においては、理科の選択科目の選択パタンとして様々なものが用いられ

てきたが、平成 24 年度以降のセンター試験や大学入学共通テストの理科 2⃝の場合は、受験生は任意の一科目
もしくは任意の２科目の試験を受験することが可能となっている。本節では、これらの理科の選択科目の組み

合わせにより、G1:物理と化学を選択した受験生群、G2: 物理と生物を選択した受験生群、G3:化学と生物を

選択した受験生群、G4:物理のみ選択した受験生群、G5:化学のみ選択した受験生群、G6:生物のみ選択した受

験生群の互いに背反な 6 つの選択科目群を定義し分析を行うが、中間集計時点における各選択科目群ごとの

人数と平均点を 表 1 に示した。ただし、選択科目群と区別をするために、Phys, Chem, Bio でそれぞれ物

理、化学、生物の各選択科目を表している。なお、表中、「・」で示されている部分は定義上欠測となっている

が、観測された全てのデータを用いて計算された各科目の平均点を最下行に示した。これが公表されている各

科目の平均点に対応するものであり、その最大平均点差が、Bio と Chem の間の 20.34 点であった。

表 1 データの構造と観測された平均点

平均点

選択科目群 受験者数 Phys Chem Bio

G1:物理-化学 50584 61.47 55.78 ・

G2:物理-生物 339 49.12 ・ 69.55

G3:化学-生物 14592 ・ 48.95 77.71

G4:物理 11170 47.49 ・ ・

G5:化学 7835 ・ 40.74 ・

G6:生物 8412 ・ ・ 65.37

観測された平均点 58.89 52.80 73.14

2 加加算算モモデデルル

本節では、 表 1 に示された選択科目群 g の選択科目 j の平均点を ygj , g = 1, 2, . . . , 6, j = 1, 2, 3 で、ま

た各群の人数を ng, g = 1, 2, . . . , 6 で表すが、xij を個人 ı の科目 j の得点とすれば、各群は互いに背反であ

るため

ygj =
1

ng

∑
i∈g

xij

である。ただし、i ∈ g は第 g 群に属する個人を表す。

加算モデルでは、この平均点が選択科目群の学力の効果と選択科目のテストの易しさの効果の和で表現され

ると考え、

ygj = µ+ αg + βj + egj (1)

というモデルを考えるが、これは、交互作用の無い２元配置の分散分析モデルに他ならないため線型モデル

y = Xβ + e

の形で書ける。ただし、y は ygj を縦に並べた 6× 1 のベクトル、X は選択科目群と選択科目のテストの組

み合わせを示す 6 × 10 のデザイン行列、β はモデルの母数 (µ, αg, g = 1, 2, . . . , 6,βj , j = 1, 2, 3) を縦に並

べた 7× 1 のベクトル、そして e は残差ベクトルである。したがって、W を ng を対角行列に持つ重み行列

として、重み付き最小２乗基準

RSS = (y − �y)′W (y − �y) = (y −Xβ)′W (y −Xβ)

=
6∑

g=1

ng

3∑
j=1

(ygj − (µ+ αg + βj))
2

(2)

を最小とするような母数を推定することが出来る。ただ、上記のモデルは母数が加算的不定性を持つため、こ

のままではデザイン行列の階数が落ちしまうため、母数に以下の制約

6∑
g=1

αg =
3∑

j=1

βj = 0 (3)

を置いた解を求めるが、この解は、一般逆行列を用いた一つの解

�β(∗)
= (X ′WX)

–
X ′Wy (4)

から、各母数が制約条件を満たすように定数を引いたものとして得られる。なお、選択科目が 3 科目の場合は

制約を考慮すると母数の数が 5 となるが、このことは 1 科目のみを選択した群のデータを用いなくても、G1

群から G3 群までの 6 つの平均値を利用するだけで解が得られることを示している。なお、加算モデルは、清

水 (1981,1983,1987) により提案されたモデルを前川 (2001a) が発展させたものである。

上記の設定で加算モデルに依る分析を行うことは可能であるが、ある特定の選択科目群の人数が極端に少

ないような場合には、上記の制約条件を課しても安定した最小２乗解を得られにくい様な状況が考えられ

る。そのような場合には、他教科のテストの成績を補助的に利用して選択科目群の学力を推定することが

考えられる。いま、A 個の他教科の成績を利用するとして、yga で第 g 番目の選択科目群におけるテスト

a, a = 3 + 1, 3 + 2, . . . , 3 +A, の平均点を表せば、

yga = µ+ αg + βa + ega, a = 3 + 1, 3 + 2, . . . , 3 +A

という形で加算モデルを拡張することが出来、

RSS2 =
6∑

g=1

ng

3+A∑
j=1

(ygj − (µ+ αg + βj))
2

を最小とするような (3) 式 を満たす母数を求めることが出来る。この場合、データは選択科目群の数 × A

だけ増えるが、選択科目群の数は変わらないため、α の数は増えず、 β の数が A 個増えるのみであるため、

安定した解が得られると期待される。

いずれの場合にも、これらのモデルの母数の推定値 �β が得られた後には、もしも全員が全ての教科のテス
トを受験していた場合の予想平均点を

yj =
1∑6

g=1 ng

6∑
g=1

∑
i∈g

(
�µ+ �αg + �βj

)

=

∑6
g=1 ng�αg∑6
g=1 ng

+ �βj (5)
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という形で計算することが出来るため、この値を用いて選択科目群の能力差を補正した選択科目の平均点の大

小を議論することが可能となる。

3 結結果果

表 2 に、他教科のテスト（これを共変量もしくはアンカーテストと呼ぶ場合がある）として A1:国語 (Jpn)、

数学１ (Math)，英語リーディング (Eng)の３科目、A2:数学１ (Math)と英語リーディング (Eng)の２科目、

A3:数学１ (Math)のみ、A4:英語リーディング (Eng)のみ、A5:国語 (Jpn)のみを用いた場合の予想平均点、

ならびに A6:共変量が無い場合の予想平均点をを示した。ただし、各テストの満点が 100 点になるように調

整し、該当するアンカーテストを全て受験している受験生のデータのみを分析対象とした。従って、表 1 よ

りも各 ng が減少している。

この表より、いずれの場合にも、予想平均点の間の最大平均点差は約 27 点前後となり、選択科目群の学力

差を補正した場合の純粋にテストの難易度のみを反映した平均点差は、表 2 に示された観測された平均点差

よりも大きなものであったことが分かる。

アンカーテストとして何を用いるか（もしくは何も用いないか）の選択は難しい課題であるが、常識的に

は、理科と関係の深いと考えられる数学１や英語リーディングを用いるというのが妥当であろう。本稿では、

数学１と英語リーディングに加えて、理科とはあまり関係の無さそうな国語のテストをアンカーに用いた例を

示したが、理科の選択科目の場合、アンカーテストととして数学１を用いた場合には、物理と他教科を選択し

た群の学力が高めに推定され、その影響で物理のテストの易しさが低めに（難しめに）推定される傾向があ

り、逆に、国語を用いた場合には、生物と他教科を選択した群の学力が高めに推定され、その影響で、生物の

テストの易しさが低めに（難しめに）推定される傾向がある。また、これらの影響の相互作用が (5) 式 を通

して予想平均点に作用していると考えられるが、このように極端な場合を含めても、アンカーテストの違いに

よる最大平均点差の最大差は 3.65 点であった。

表 2 加算モデルにより推定された全体の平均点

平均点

共変量 Phys Chem Bio 最大平均点差

A1:Math & Jpn & Eng 58.55 52.49 80.37 27.88

A2:Math & Eng, 56.11 50.16 79.15 28.99

A3:Math 55.53 50.02 80.24 30.22

A4:Eng 56.25 49.92 77.55 27.63

A5:Jpn 58.58 52.18 78.75 26.57

A6:共変量無し 55.69 49.97 78.67 28.70

最大差 3.05 2.57 2.82 3.65

4 考考察察

加算モデルは、前節に示したとおり、選択科目群という複数の母集団を考え、そこで観測される１変量（１

科目選択群）もしくは２変量（２科目選択群）のテスト得点の母平均を、加算的な構造を仮定しながら重み付
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示したが、理科の選択科目の場合、アンカーテストととして数学１を用いた場合には、物理と他教科を選択し

た群の学力が高めに推定され、その影響で物理のテストの易しさが低めに（難しめに）推定される傾向があ

り、逆に、国語を用いた場合には、生物と他教科を選択した群の学力が高めに推定され、その影響で、生物の

テストの易しさが低めに（難しめに）推定される傾向がある。また、これらの影響の相互作用が (5) 式 を通

して予想平均点に作用していると考えられるが、このように極端な場合を含めても、アンカーテストの違いに

よる最大平均点差の最大差は 3.65 点であった。

表 2 加算モデルにより推定された全体の平均点

平均点

共変量 Phys Chem Bio 最大平均点差

A1:Math & Jpn & Eng 58.55 52.49 80.37 27.88

A2:Math & Eng, 56.11 50.16 79.15 28.99

A3:Math 55.53 50.02 80.24 30.22

A4:Eng 56.25 49.92 77.55 27.63

A5:Jpn 58.58 52.18 78.75 26.57

A6:共変量無し 55.69 49.97 78.67 28.70

最大差 3.05 2.57 2.82 3.65

4 考考察察

加算モデルは、前節に示したとおり、選択科目群という複数の母集団を考え、そこで観測される１変量（１

科目選択群）もしくは２変量（２科目選択群）のテスト得点の母平均を、加算的な構造を仮定しながら重み付

き最小２乗法で推定するモデルである。したがって、特定の欠測メカニズムや特定の誤差分布を仮定している

わけでは無いが最小２乗法を用いる段階で、標本平均の標準誤差の斉一性を暗黙のうちに仮定していると考え

られ、 (5) 式 の予測得点を導く過程で誤差の不偏性が仮定されている。また、現状では、観測された群ごと

の平均点をデータとしてそれに加算モデルを当てはめるという立て付けのため、各群におけるテスト得点の分

散や共分散の情報を利用することは無いが、この点は、例えば、観測されるテスト得点に

xij = µj + αg + βj + eij , eij ∼ N(0, σ2
gj), i ∈ g (6)

の様なモデルを考え最尤解等の、もう少し洗練された方法で解を求めることも可能であろう。

しかし、本稿で示した加算モデルの利点は計算の簡便さにあり、表 1 の形のデータが集まれば瞬時に予測

平均点を算出することが出来るという実用面での利点を持つ。また、理科のように、多くの受験生が２科目を

選択する場合、敢えてアンカーテストを用いること無く、その教科内で閉じた形での分析が可能となり、アン

カーテストの選択という悩ましい問題を避けて通ることが出来ることも利点である。

最後に、前川 (2020a,b) は、センター試験の複数年のデータを分析した結果、加算モデルで推定された選

択科目群の学力 (αg) の大小関係はほぼ安定しており、選択科目の易しさ (βj) は毎年変動することを示して

いる。
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スタナインで科目差を見てみよう 
 

橋本 貴充 
（大学入試センター 研究開発部） 

 
 

1 はじめに 

 大学入試センターでは、平成 10年度の大学入試センター試験（以下、「センター試験」とする。）
以降、受験者の多い一部の選択科目間で、「原則として 20 点以上の平均点差が生じ、これが試験
問題の難易差に基づくものと認められる場合」 (大学入試センター, 2021, p.52) に、分位点差縮
小法 (真弓・村上・白旗・吉村・前川, 1999) による得点調整を実施してきた。一方、大学入学共
通テスト（以下、「共通テスト」とする。）では、科目別の得点のほかに、分位点により受験者を 9
段階に分けるスタナイン (stanine; Angoff, 1984) という方式で計算された段階を公表している。
本発表では、得点調整対象科目で、平均点差のほかに、スタナインで科目差を見てみた結果を報
告する。 

2 スタナインとは 

 共通テストの受験案内によると、スタナインとは「分位点による区分法の一つであり、受験者
を得点順におおよそ 4、7、12、17、20、17、7、4%の群に分割し、科目別得点を得点の低い方か
ら順に 1から 9の 9段階に換算する方式」 (大学入試センター, 2021, p.53) である。素得点の度
数分布が、例えば 90 点台の多い左に長く裾を引く分布だったとしても、低得点の多い右に長く裾
を引く分布だったとしても、換算後の得点の相対度数は、理論的には図 1 のような分布になるは

 
図 1 スタナインの相対度数分布（実際にはこのとおりにはならない） 
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ずである。すなわち、スタナインは、素得点を等百分位法で変換し、平均が 5、標準偏差が 2に正
規化した得点を、等間隔な切断点用いて離散化したもの (前川, 2019) といえる。ただし、共通テ
ストの得点は 0 点から満点までの離散の値しかとらないため、実際に計算されたスタナインの相
対度数分布は、図 1 に近いものとなるが必ずしも完全には一致しない (前川, 2021)。 

3 スタナインの科目差 

 表 1～3 は、2022（令和 4）年度共通テストにおける、得点調整対象科目の本試験の、スタナイ
ンの下限得点（この得点以上であればそのスタナインになる点）である。 
 

表 1 
令和 4 年度地理歴史のスタナイン下限 

スタナイン 日本史 B 地理 B 世界史 B 
9 84 84 97 
8 76 79 92 
7 67 72 85 
6 57 65 75 
5 47 56 60 
4 38 46 47 
3 32 37 36 
2 25 29 29 
1 0 0 0 

平均点 52.81 58.99 65.83 
 

表 2 
令和 4 年度公民のスタナイン下限 

スタナイン 政治・経済 現代社会 倫理 
9 83 85 88 
8 77 80 84 
7 69 74 78 
6 62 66 70 
5 53 58 60 
4 45 49 50 
3 37 40 41 
2 28 30 31 
1 0 0 0 

平均点 56.77 60.84 63.29 
 

 
表 3 

令和 4 年度理科②のスタナイン下限 
 スタナイン 化学 生物 地学 物理  
 9 85 81 93 93  
 8 75 72 83 85  
 7 65 62 69 77  
 6 52 53 56 67  
 5 39 43 44 55  
 4 30 35 36 45  
 3 23 27 29 35  
 2 17 20 23 27  
 1 0 0 0 0  
 平均点 47.63 48.81 52.72 60.72  
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 地理歴史の得点調整対象科目では、日本史 B と世界史 B の平均点差が 13.02 点であった。表 1
より、上側 23%点（スタナイン 7の下限）および上側 40%点（スタナイン 6 の下限）を比較する
と 18 点の差があることがわかる。同様に、公民では、政治・経済と倫理の平均点差が 6.52 点で
あるが、上側 23%点（スタナイン 7 の下限）を比較すると 9 点の差があり（表 2）、理科②では、
化学と物理の平均点差が 13.09 点であるが、上側 60%点（スタナイン 5 の下限）では 16 点の差
がある（表 3）。 
 スタナインの下限得点の順序は、どのスタナインでも同じというわけではない。理科②の平均
点は、化学＜生物＜地学＜物理 の順であったが、スタナイン 9、8、7 で下限の得点を比較すると、
生物＜化学＜地学＜物理 の順になっている。科目の全受験者の場合と、上位層に限定した場合と
で、得点の上下の挙動が異なりえることに注意が必要である。 

4 スタナインと累積相対度数 

 前節ではスタナインの境界点を議論した。実際には、境界点から次のスタナインの境界点未満
まで、複数の素得点に対して同じスタナインが付与される。図 2 は、令和 4 年度共通テストの地
理歴史各科目（得点調整対象）の、素得点とスタナインの対応を図示したものである。縦軸のス
タナインは、累積相対度数の 0、0.04、0.11、0.23、…に対応させることができる。したがって、
このグラフは累積相対度数分布とほぼ同様に解釈できる。前川 (2021) は、スタナインを用いて
素得点の度数分布を推測することを試みている。 

5 まとめ 

 第 3 節では、あるスタナインの下限となる得点を比較することで、科目間の差異を検討した。
これは、特定の分位点差で科目を比較していることに他ならない。 
 図 3 は、仮想的な 2 科目の累積相対度数分布と、図 2 のようにスタナイン化したものである。
累積相対度数分布の①水平方向の差（分位点差）、②垂直方向の差（パーセント順位差）、それに

 
図 2 令和 4年度の地理歴史の得点調整対象科目の素得点とスタナイン 
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 地理歴史の得点調整対象科目では、日本史 B と世界史 B の平均点差が 13.02 点であった。表 1
より、上側 23%点（スタナイン 7の下限）および上側 40%点（スタナイン 6 の下限）を比較する
と 18 点の差があることがわかる。同様に、公民では、政治・経済と倫理の平均点差が 6.52 点で
あるが、上側 23%点（スタナイン 7 の下限）を比較すると 9 点の差があり（表 2）、理科②では、
化学と物理の平均点差が 13.09 点であるが、上側 60%点（スタナイン 5 の下限）では 16 点の差
がある（表 3）。 
 スタナインの下限得点の順序は、どのスタナインでも同じというわけではない。理科②の平均
点は、化学＜生物＜地学＜物理 の順であったが、スタナイン 9、8、7 で下限の得点を比較すると、
生物＜化学＜地学＜物理 の順になっている。科目の全受験者の場合と、上位層に限定した場合と
で、得点の上下の挙動が異なりえることに注意が必要である。 

4 スタナインと累積相対度数 

 前節ではスタナインの境界点を議論した。実際には、境界点から次のスタナインの境界点未満
まで、複数の素得点に対して同じスタナインが付与される。図 2 は、令和 4 年度共通テストの地
理歴史各科目（得点調整対象）の、素得点とスタナインの対応を図示したものである。縦軸のス
タナインは、累積相対度数の 0、0.04、0.11、0.23、…に対応させることができる。したがって、
このグラフは累積相対度数分布とほぼ同様に解釈できる。前川 (2021) は、スタナインを用いて
素得点の度数分布を推測することを試みている。 

5 まとめ 

 第 3 節では、あるスタナインの下限となる得点を比較することで、科目間の差異を検討した。
これは、特定の分位点差で科目を比較していることに他ならない。 
 図 3 は、仮想的な 2 科目の累積相対度数分布と、図 2 のようにスタナイン化したものである。
累積相対度数分布の①水平方向の差（分位点差）、②垂直方向の差（パーセント順位差）、それに

 
図 2 令和 4年度の地理歴史の得点調整対象科目の素得点とスタナイン 
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加え③累積相対度数を離散化したときの水平方向の差（スタナインの下限値の差）は、いずれも
科目間の差異を検討する際の指標となり得る。 
 また、これらを解消する操作が得点調整であるが、学力差を考慮しない場合、すべての科目の
得点を同一の分布に変換する得点調整案も考えられる。その場合、どのような分布に合わせるの
かを考えることが必要である。得点を下げないことにこだわるならば、最も高得点の科目に合わ
せるのも一案であるが、それにこだわらないのであれば、全ての科目の累積相対度数分布を、例
えば N(50, 102)の累積分布関数に合わせることも一案である (これは正規化偏差値を求めている
ことになる)。この流れでいうと、スタナイン化は、全ての得点を離散化された N(5, 22) に合わせ
る得点調整であるということもできる。 
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令和 7 年度以降の大学入学共通テストの 

得点調整対象科目について 
 

〇小野 賢志（大学入試センター試験企画部） 

 

１１  ははじじめめにに 
令和 7 年度大学入学者選抜に係る大学入学

共通テスト（以下，「令和７年度共通テスト」

という）は，令和 4 年度高等学校入学者から

適用されている，新学習指導要領（平成 30
年 3 月告示）に基づき実施される。 

新学習指導要領では，後述のように従来得

点調整対象となっていた教科において，科目

構成が大きく変わった部分がある。また，令

和 7 年度においては，旧学習指導要領（平成

21 年 3 月告示）履修者が選択可能な経過措置

問題も出題する。 
大学入試センターでは，令和 7 年度共通テ

ストの得点調整の在り方について，得点調整

検討委員会における検討を行い，令和 3 年 12
得点調整対象科目（図１）とその考え方を示

した。以下，公表内容の趣旨を概説する。 

２２  基基本本的的なな考考ええ方方 
令和 7 年度共通テストにおける得点調整の

対象教科・科目を検討するに当たっては，こ

れまでの得点調整の基本的な目的を引き継ぐ

こととしている。すなわち，教育課程上の各

科目の位置付けを踏まえた上で，同一教科の

選択科目のうち， 試験問題の難易差により

平均点差が大きく開くことで，合否等に多大

な影響を及ぼすことが予想される科目間は，

従来どおり得点調整の対象とすることが必要

と考えた。  
また，令和７年度共通テストで経過措置科

目を出題する教科（地理歴史，公民，数学①，

数学②，情報）についても，新教育課程科目

と経過措置科目との間で，試験問題の難易差

により得点差が大きく開くことで，合否等に

多大な影響を及ぼし，新教育課程履修者と現

行の教育課程履修者との間で不公平感や混乱

等が生じるおそれがある科目間は，得点調整

の対象とすることとした。具体的な対象科目

は図１の通り。 

３３  令令和和７７年年度度以以降降のの得得点点調調整整対対象象科科目目 

（（１１））地地理理歴歴史史，，公公民民 
地理歴史では，必履修科目に選択科目を組

み合わせた『地理総合，地理探究』『歴史総

合，日本史探究』『歴史総合，世界史探究』

が対象となる。令和 7 年度共通テストでは，

これら３科目に加え，経過措置として出題さ

れる科目のうち，現在対象科目となっている

４単位科目（B 科目）を含めた計６科目が調

整対象科目となる。 
公民でも同様に，『公共，倫理』と『公共，

政治・経済』の２科目が得点調整対象となる。

令和７年度共通テストでは地理歴史同様に新

旧６科目が得点調整対象科目となる。なお，

『旧倫理，旧政治・経済』については，令和

７年度経過措置の際に限り，得点調整対象科

目に含まれる。 

（（２２））新新旧旧科科目目間間のの得得点点調調整整 
数学①の『数学Ⅰ，数学 A』と『旧数学Ⅰ，

旧数学 A』，『数学Ⅱ，数学 B，数学 C』と『旧

数学Ⅱ，旧数学 B，旧数学 C』を，それぞれ

得点調整の対象とする。 

（（３３））『『情情報報ⅠⅠ』』のの出出題題とと経経過過措措置置 
新しく出題科目に加わる『情報Ⅰ』につい

ては，旧学習指導要領で「社会と情報」「情報

の科学」いずれの履修者でも対応可能な経過

措置科目『旧情報』を出題する。 

『旧情報』の出題については，文部科学省

が設置する「大学入学者選抜協議会」におい

て大学関係団体，高等学校団体等の意見を踏

まえ検討された。 
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旧数学 A』，『数学Ⅱ，数学 B，数学 C』と『旧

数学Ⅱ，旧数学 B，旧数学 C』を，それぞれ

得点調整の対象とする。 

（（３３））『『情情報報ⅠⅠ』』のの出出題題とと経経過過措措置置 
新しく出題科目に加わる『情報Ⅰ』につい

ては，旧学習指導要領で「社会と情報」「情報

の科学」いずれの履修者でも対応可能な経過

措置科目『旧情報』を出題する。 

『旧情報』の出題については，文部科学省

が設置する「大学入学者選抜協議会」におい

て大学関係団体，高等学校団体等の意見を踏

まえ検討された。 

新教育課程の「情報Ⅰ」と現行の教育課程

の「社会と情報」「情報の科学」とでは，目標，

内容等が大きく異なること，前年度までは共

通テストの試験科目として課されることのな

かった科目が出題されることなど，従来の経

過措置とは異なる点がある。既卒者，卒業見

込み者の双方に配慮し，以下の点などを踏ま

えた上で，既卒者のうち希望する者に選択可

能な経過措置を行うことが適当とされた。 

〇大学入試センターにおいて（経過措置科目

を）得点調整の対象とするかどうか及び対

象とする場合の方法について，専門家の意

見を聞いて検討する。 

〇問題を出題する各大学は，アドミッショ

ン・ポリシーに基づき，『情報Ⅰ』の扱いも

含め，令和７年度からの 共通テストの利

用科目について早期に決定し公表する。出

題に当たっては，その考え方について明確

にするよう努める。 
〇各高等学校は，『情報Ⅰ』の経過措置問題が

出題されることについて，生徒への周知に

努める。 
大学入試センターでは，これを踏まえて得

点調整検討委員会において得点調整科目につ

いて議論し，『情報Ⅰ』と『旧情報』は得点

調整対象科目とすることとした。 

なお，地理歴史，公民，情報（『旧情報』

を含む）の各試験科目は，本番に近い形の試

作問題を令和４年度中に公表する予定である。 

４４  今今後後のの検検討討  
 大学入試センターでは得点調整対象科目を

公表したが，具体の調整条件，方法について

は，引き続き検討することとしており，関係

者の意見を伺いながら決定していく。 

 令和７年度共通テストに関する決定事項等

は，大学入試センターホームページ上で随時

更新していく予定である。 
https://www.dnc.ac.jp/kyotsu/shiken_jouho
u/r7ikou.html 
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図 1 令和７年度共通テスト（新教育課程）における得点調整対象科目 
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1. Introduction 

The creation of tests based on the cognitive diagnostic assessment (CDA) has gained popularity recently, 
offering diagnostic data that can be utilized to enhance classroom teaching and learning. This task, also known 
as learner knowledge diagnosis (LKD) [1,2,3,5,6], is designed to evaluate student's knowledge in order to reveal 
their cognitive strengths and deficiencies. Based on this diagnostic information, further adaptive tutoring can be 
individually provided to optimize human learning.  

Item response theory (IRT) based assessments [1], providing uni- or low-dimensional values to represent 
the general proficiency of learners, have been widely used in practical assessment because of their simplicity and 
interpretability. Deterministic inputs, noisy “and” gate model (DINA) [7] model describes a test taker using a 
latent binary vector that indicates if he has mastered the knowledge needed to solve the item. These models have 
achieved great success and are generally used in independent assessments at some time points (i.e., performing 
LKD from a static perspective). However, learners’ knowledge construction process is not static, but evolves 
over time, because learners learn and forget over time [5]. 

This dynamic evolution of learner knowledge is especially explicit in intelligent tutoring systems (ITSs). 
With the popularity of online learning in recent years, increasingly many ITSs become available to learners. In 
general, these platforms enable learners to acquire knowledge in the process of a series of individualized learning 
activities (e.g., exercise solving) that accommodate learners with different needs and knowledge proficiencies. 
To timely capture the evolution of learner knowledge, the dynamic LKD is of great importance to these ITSs for 
the purpose of providing adaptive tutoring services. Meanwhile, given the popularity of a growing number of 
online educational platforms, a large number of learning logs can be collected for the purpose of building 
advanced models for dynamic LKD. Nevertheless, discovering learners’ latent knowledge state from the learning 
logs in an ITS is a rather challenging task, as human knowledge construction is a dynamic procedure and their 
knowledge is constantly evolving. Moreover, the knowledge attainment can be affected by many factors from 
both the learners and the learning domains.  

Considering the wide usage of online learning systems by large numbers of learners, the dynamic LKD 
task also needs to meet the requirements of large-scale assessment and interpretability to explain the diagnosed 
results. The existing studies have explored this task and proposed effective approaches in the direction of 
knowledge tracing (KT). KT models, such as the deep knowledge tracing (DKT) [2] and dynamic key-value 
memory network (DKVMN) [3], capture the evolution of student knowledge using the black-box deep neural 
networks. Although these existing models have obtained substantial improvement in terms of model performance, 
they are either designed for static scenarios (e.g., IRT and DINA) or find it difficult to explain the results (e.g., 
DKT and DKVMN). To solve these issues, we propose herein a novel model, called the Explainable Dynamic 
LKD (EDLKD), to develop learner performance, and hence, dynamically diagnose and trace the evolution of 
each learner’s knowledge proficiency during the exercising activities. The EDLKD model incorporates both 
learner and domain modeling and unifies the strengths of the neural network to enhance the representation of the 
knowledge states, as well as the interpretability of IRT to explain learner performance. It can not only output the 
learners’ knowledge proficiencies in a multi-granularity manner but also output the item characteristics to better 
model the learner performance. 
2. Methodology 

The framework of the EDLKD model is shown in Figure 1. After inputting the learners’ exercise records, 
the EDLKD model begins to perform the learner performance modeling on these records from consecutive  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Framework of the proposed EDLKD model. 
timestamps. Specifically, the model conducts a diagnosis assessment from two inter-connected aspects: domain 
modeling and learning process modeling. Domain modeling studies the factors within a domain of items that may 
affect the leaner performance, and learning process modeling considers a learner’s real learning process. Our 
model establishes these two aspects because a learner’s performance on items is highly related to his/her previous 
learning process, as well as the items he/she has interacted with [5]. We perform domain modeling from three 
aspects: cognitive item difficulty, item discrimination, and knowledge interaction. The former two are features 
related to each item (as considered in IRT). The knowledge interaction models the interaction effect between 
different skills in the defined domain. Moreover, the learning process is modeled by considering the learners’ 
dynamic learning and forgetting procedures. The evolution of the learners’ knowledge proficiencies and the item 
characteristics can be obtained after performing the dynamic LKD. Coarse- and fine-granularity proficiencies 
can both be obtained, providing a more delicate proof for further adaptive services. Furthermore, the cognitive 
item difficulty and discrimination for each learner on each item at the current timestamp are obtained, making it 
possible to delve deep into the causality between the learner performance and his/her proficiency and item 
characteristics. The pipeline for conducting LKD using the proposed model is shown in Figure 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2. The pipeline of the proposed model for learner knowledge diagnosis. 

2.1 Domain modeling 
Cognitive item difficulty: Different from the traditional item-oriented difficulty, we use the term 

“Cognitive Item Difficulty” to model the learner-oriented item difficulty in the dynamic learning process based 
on the learners’ current cognition (i.e., their current knowledge built during the exercising solving procedure). 
The learners’ incorrect interactions in the previous exercise records are exploited as an indicator for measuring 
the cognitive difficulty of items. If a learner makes more mistakes on a specific item, the more difficulty the item 
is to the learner.  

Item Discrimination: The item discrimination describes how well an item can differentiate learners who 
have mastered the involved skills from those who have not. The discrimination highly depends on the item itself 
and the skills involved in the item. Here we calculate the item discrimination from the skills corresponding to the 
item. We specifically use the the skill embeddings in the key memory (Figure 2) to obtain the item discrimination.  
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as learner knowledge diagnosis (LKD) [1,2,3,5,6], is designed to evaluate student's knowledge in order to reveal 
their cognitive strengths and deficiencies. Based on this diagnostic information, further adaptive tutoring can be 
individually provided to optimize human learning.  

Item response theory (IRT) based assessments [1], providing uni- or low-dimensional values to represent 
the general proficiency of learners, have been widely used in practical assessment because of their simplicity and 
interpretability. Deterministic inputs, noisy “and” gate model (DINA) [7] model describes a test taker using a 
latent binary vector that indicates if he has mastered the knowledge needed to solve the item. These models have 
achieved great success and are generally used in independent assessments at some time points (i.e., performing 
LKD from a static perspective). However, learners’ knowledge construction process is not static, but evolves 
over time, because learners learn and forget over time [5]. 

This dynamic evolution of learner knowledge is especially explicit in intelligent tutoring systems (ITSs). 
With the popularity of online learning in recent years, increasingly many ITSs become available to learners. In 
general, these platforms enable learners to acquire knowledge in the process of a series of individualized learning 
activities (e.g., exercise solving) that accommodate learners with different needs and knowledge proficiencies. 
To timely capture the evolution of learner knowledge, the dynamic LKD is of great importance to these ITSs for 
the purpose of providing adaptive tutoring services. Meanwhile, given the popularity of a growing number of 
online educational platforms, a large number of learning logs can be collected for the purpose of building 
advanced models for dynamic LKD. Nevertheless, discovering learners’ latent knowledge state from the learning 
logs in an ITS is a rather challenging task, as human knowledge construction is a dynamic procedure and their 
knowledge is constantly evolving. Moreover, the knowledge attainment can be affected by many factors from 
both the learners and the learning domains.  

Considering the wide usage of online learning systems by large numbers of learners, the dynamic LKD 
task also needs to meet the requirements of large-scale assessment and interpretability to explain the diagnosed 
results. The existing studies have explored this task and proposed effective approaches in the direction of 
knowledge tracing (KT). KT models, such as the deep knowledge tracing (DKT) [2] and dynamic key-value 
memory network (DKVMN) [3], capture the evolution of student knowledge using the black-box deep neural 
networks. Although these existing models have obtained substantial improvement in terms of model performance, 
they are either designed for static scenarios (e.g., IRT and DINA) or find it difficult to explain the results (e.g., 
DKT and DKVMN). To solve these issues, we propose herein a novel model, called the Explainable Dynamic 
LKD (EDLKD), to develop learner performance, and hence, dynamically diagnose and trace the evolution of 
each learner’s knowledge proficiency during the exercising activities. The EDLKD model incorporates both 
learner and domain modeling and unifies the strengths of the neural network to enhance the representation of the 
knowledge states, as well as the interpretability of IRT to explain learner performance. It can not only output the 
learners’ knowledge proficiencies in a multi-granularity manner but also output the item characteristics to better 
model the learner performance. 
2. Methodology 

The framework of the EDLKD model is shown in Figure 1. After inputting the learners’ exercise records, 
the EDLKD model begins to perform the learner performance modeling on these records from consecutive  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Framework of the proposed EDLKD model. 
timestamps. Specifically, the model conducts a diagnosis assessment from two inter-connected aspects: domain 
modeling and learning process modeling. Domain modeling studies the factors within a domain of items that may 
affect the leaner performance, and learning process modeling considers a learner’s real learning process. Our 
model establishes these two aspects because a learner’s performance on items is highly related to his/her previous 
learning process, as well as the items he/she has interacted with [5]. We perform domain modeling from three 
aspects: cognitive item difficulty, item discrimination, and knowledge interaction. The former two are features 
related to each item (as considered in IRT). The knowledge interaction models the interaction effect between 
different skills in the defined domain. Moreover, the learning process is modeled by considering the learners’ 
dynamic learning and forgetting procedures. The evolution of the learners’ knowledge proficiencies and the item 
characteristics can be obtained after performing the dynamic LKD. Coarse- and fine-granularity proficiencies 
can both be obtained, providing a more delicate proof for further adaptive services. Furthermore, the cognitive 
item difficulty and discrimination for each learner on each item at the current timestamp are obtained, making it 
possible to delve deep into the causality between the learner performance and his/her proficiency and item 
characteristics. The pipeline for conducting LKD using the proposed model is shown in Figure 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2. The pipeline of the proposed model for learner knowledge diagnosis. 

2.1 Domain modeling 
Cognitive item difficulty: Different from the traditional item-oriented difficulty, we use the term 

“Cognitive Item Difficulty” to model the learner-oriented item difficulty in the dynamic learning process based 
on the learners’ current cognition (i.e., their current knowledge built during the exercising solving procedure). 
The learners’ incorrect interactions in the previous exercise records are exploited as an indicator for measuring 
the cognitive difficulty of items. If a learner makes more mistakes on a specific item, the more difficulty the item 
is to the learner.  

Item Discrimination: The item discrimination describes how well an item can differentiate learners who 
have mastered the involved skills from those who have not. The discrimination highly depends on the item itself 
and the skills involved in the item. Here we calculate the item discrimination from the skills corresponding to the 
item. We specifically use the the skill embeddings in the key memory (Figure 2) to obtain the item discrimination.  
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Knowledge Interaction: The knowledge interaction captures the long-term dependencies in the exercising 
sequence to model the influence of a previous experience to the current item. Our model evaluates the knowledge 
interaction based on a knowledge interaction matrix M and the latest previous H items. M is a symmetric matrix, 
in which each element represents the inter-impact of a pair of skills. In our implementation, we first randomly 
initialize this matrix and then update it during the model training process.  
2.2 Learner Modeling 

Learner modeling considers the learners’ dynamic learning and forgetting procedures. Following [3], we 
use a key-value memory to trace the evolution of learners’ knowledge proficiencies over time for a large-scale 
assessment. The key-value memory is a pair of external memory for storing paired parameters in the model [5]. 
The key memory is a static matrix for storing all embedded underlying skills while the value memory is a dynamic 
matrix for recording a learner’s knowledge proficiency of the corresponding skills at a timestamp. Every time a 
learner attempted an item with some underlying skills, the corresponding space in value memory is updated based 
on the proficiency change through the currently attempted item. Similar to general memory networks, the 
updating process incorporates two gates: erase gate and add gate. The erase gate controls the information to be 
erased from the proficiency matrix that captures the forgetting behavior of learners in the learning process. The 
add gate mimics the learning behavior of learners because it controls the information to be added into the 
proficiency matrix due to knowledge growth. To capture the long-term dependencies in the exercising sequence, 
we incorporate a knowledge interaction matrix to model the interactions between each pair of skills. This process 
considers the influence of the knowledge proficiency growth by attempting the latest previous items in the 
exercising sequence to the skills in the current item, and thus, further improving precision in inferring current 
learner proficiencies.  
2.3 IRT-based Learner Performance Modeling 

IRT framework is finally used to model the learner performance and obtain the explainable causality 
between the learner’s proficiency and item characteristics. Before inputting these components into IRT, deep 
neural networks are used to automatically learn high-order, nonlinear features from these factors and transform 
them into meaningful values. Three DNNs are used to obtain three parameters in IRT, based on which the learner 
performance on a new item can be obtained.  
3. Results 

We conduct the experiments on a well-established public dataset, namely Assist0910. This dataset was 
collected from 2009 to 2010 by using the ASSISTment system [4] from the interactions of 3114 learners and 
17,708 items (shown in Table 1). We use the corrected version of the skill-built dataset, in which each row 
contains only one skill for one item. We compare the proposed EDLKD model with three of the best-known 
state-of-the-art models (i.e., DKT [2], DKVMN [3] and adapted IRT [1]) to demonstrate its effectiveness.  

Table 2 presents the AUC results of all models. The comparisons show that our EDLKD model 
outperforms all other models on the dataset. We randomly select a learner from the dataset and evaluate the 
evolution of his knowledge on 50 items. For a better illustration, we select items in the exercising sequence such 
that only five latent skills are incorporated. We test our model on these fifty items and five skills. Figure 3(a) 
depicts the results of the proficiency evolution of the five skills when attempting 50 items. We obtain the general 
ability of the learner after attempting each item using the IRT (Figure 3(b)), making it possible to present the 
learner knowledge in a multi-granularity manner. Figure 3(a) shows that the evolution of the skill proficiency is 
very smooth when the 50 items are attempted. Some compelling results are obtained. We also visualize the same 
sets of items to present the obtained item difficulty and discrimination (Figures 3(c) and 3(d)).  
 

 
 
 

 

Table 1. Statistics of the Assist0910 dataset.  Table 2. Comparisons of the AUC 
results among different models. 

Fig. 3. A case study of a learner’s attempt on the 50 items containing five skills. (a) evolution of skill proficiency; (b) evolution of 
the general ability; (c) three types of item difficulties; (d) obtained item discrimination.  

In summary, our proposed model can estimate the multi-granularity knowledge proficiencies of learners 
and the item characteristics for modeling their performance, making it explainable. Moreover, based on the 
domain analysis, we can further provide suggestions to system builders regarding improvement in their tutoring 
systems, by selecting items for learners for better adaptive learning. Items that are estimated too difficult or too 
easy and are not in conformity with the learners’ knowledge level can be skipped or delayed, and those with no 
good discriminatory attribute can be deleted. Therefore, the learners’ learning efficiency can be effectively 
improved and any decrement in their engagement can be avoided. 
4. Conclusion

This paper presented a new LKD model, called EDLKD, for diagnosing the knowledge proficiency of 
learners by incorporating both learner and domain modeling. We unified the key-value memory network and IRT 
model into our model to dynamically trace the evolution of learners’ knowledge proficiencies in a long period 
and enable interpretability to explain learner performances. Based on these factors, our model can depict the 
evolution of learner knowledge proficiency in a multi-granularity manner and provide additional information for 
skill domain analysis, which enables the interpretability. In the future, we intend to extend our model by 
leveraging the rich relations among the items and skills in the domain, and further improve our model by 
considering the textual information of items and skills. We also want to integrate the function of dynamic LKD 
into existing online learning systems and conduct case studies to verify its effectiveness on learners’ learning.  
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語彙理解尺度項目作成ガイドラインの有効性の検討 
 

○堂下雄輝 渡邊智也 
ベネッセ教育総合研究所 

  
  

１１．．背背景景・・研研究究のの目目的的  
 テストの項目作成の過程においては，テスト
の妥当性を高めるため，フレームワークに照ら
して望ましい項目を作成する一方，望ましくな
い項目は排除しなければならない。その手段と
して，何らかの欠陥をもつ項目を同定，改良
し，よりよいテスト項目を作成するための「選
択式項目作成のためのガイドライン」（以下ガイ
ドラインと表記）が提案され（Haladyna & 
Rodriguez, 2013），困難度や識別力などの項目
の統計的特性に与える影響という観点から検
証されてきた（e.g.,坪田・石井, 2020）。 
このガイドライン事項は「モデル」

(Rodriguez, 2016)，つまり，項目を作成する際
に汎用的に適用される基本事項である。しか
し，個々のテストの文脈に応じてあり得る欠陥
項目の様態は異なるため，ガイドラインをうま
く活用するためには，汎用的に記述されたガイ
ドライン項目を具体的なテストの文脈に応じた
記述に変換すること，さらに個別のテストの文
脈における有効性を検証することが必要であ
る。「モデル」のままのガイドラインを使用した
場合，項目作成者によって記述の解釈に幅が生
じる可能性があるうえに，テストによっては，
モデルにはない新たなガイドライン項目が必要
となる可能性もある。そのため，堂下・渡邊
（2021）は，Haladyna & Rodriguez（2013）の
選択式項目作成ガイドライン，およびその日本
版である坪田・石井（2020）に基づき，芝
（1978）が開発した語彙理解尺度を題材とし

て，その問題項目作成のためのガイドラインを
提案した。 
本研究では，堂下・渡邊（2021）のガイドラ

イン事項への準拠・非準拠を実験的に操作して
作成した項目を用いて，項目の測定論的性質や
受検者アンケート等のデータに基づき，ガイド
ラインの有効性を検討する。 
なお，芝（1978）の語彙理解尺度の概要は以

下の通りである。 
・目的: 語の意味の理解度を測定すること。 
・内容領域:概念などの抽象語の意味の理解。 
・対象: 小～大学生，本研究では大学生が対象。 
・項目形式: 5択の多枝選択式。語(主題語)を提
示して最も適切な語義を選ばせる。 
  

２２．．方方法法  
検証の対象とするガイドライン事項は，表１

の右列に示す3つである。各事項について異なる
主題語を8つずつ用意し，各主題語についてその
ガイドラインに準拠している項目(準拠条件)，

Haladyna & Rodriguez
(2013 坪田・石井訳, 2020)

語彙理解尺度のための
項目作成ガイドライン

1
各設問は，ある一つの内容
を理解し，記憶・解釈・応
用等，ある一つの能力に基
づいて解けること  。

各設問は，一つの主題語につい
て，その意味を理解しているか
どうかを問うこと。
特に，主題語より難しい，ある
いは同等の難しさの語を正答と
しないこと。

20_d
両立しない選択枝など，選
択枝の内容から正答を絞り
込めることのないようにす
ること。

選択枝の内容から正答を絞り込
めることのないようにするこ
と。例えばペアとなる選択枝を
作らないこと。やむをえず作る
場合は複数のペアとすること。
ペアの種類：反対の意味

20_f 各選択枝の作りを等質にす
ること。

選択枝間で異質なものを排する
こと。
異質さの種類：抽象度

表1　検証するガイドライン項目の抜粋
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いは同等の難しさの語を正答と
しないこと。

20_d
両立しない選択枝など，選
択枝の内容から正答を絞り
込めることのないようにす
ること。

選択枝の内容から正答を絞り込
めることのないようにするこ
と。例えばペアとなる選択枝を
作らないこと。やむをえず作る
場合は複数のペアとすること。
ペアの種類：反対の意味

20_f 各選択枝の作りを等質にす
ること。

選択枝間で異質なものを排する
こと。
異質さの種類：抽象度

表1　検証するガイドライン項目の抜粋

準拠していない項目(非準拠条件)の対を作成し
た。また，アンカー項目として，語彙理解尺度
の項目プール内にあり，困難度・識別力パラメ
タが既知である同形式の25項目を使用した。テ
スト冊子は2冊子(冊子 A・B)とし，冊子間で各
条件内の項目数が同数になるように，準拠・非
準拠の対のそれぞれを異なる冊子に割り付け
た。１冊子あたり49項目で，条件操作された実
験用項目24（8項目×3ガイドライン事項，準
拠・非準拠が半数ずつ），アンカー項目25の全
49項目が収録された。また解答順序の影響を相
殺するため冊子内での項目順のみ異なる冊子 A’
と冊子 B’も作成し，計4種類の冊子を使用し

た。分析の際は冊子 A’，B’はそれぞれ A，B と
同じ冊子として取り扱った。冊子は一定の項目
数(12~13項目)ごとのブロックで構成した。 
解答選択の理由に関する受検者アンケートに

ついては，ブロック終了ごとに直前のブロック
で解答した各問題項目に関して回答を求めた(ア
ンケート項目の詳細は表2を参照されたい)。 
実験は web 上で行われ，項目はブロックごと

に1画面で提示し，すべて必答とした。受検者は
アルバイトとして集めた大学生で，人数は1038
人であった。 
  

３３．．結結果果・・考考察察  
33..11  前前処処理理とと結結果果  
デデーータタククリリーーニニンンググ  少なくとも1つのブロッ

クにおいて，解答時間が著しく短い(1分未満)ま
たは長い(10分以上)参加者を分析対象から除外
した。その結果，分析対象者は冊子 A が356

設問文
各問題に回答したときに，あなたがその答えを選
んだ理由に最もよく当てはまるものを，下の①～
③の中からそれぞれ一つずつ選びなさい。

選択枝 ① その選択枝が正答であると知っていた

②
正答が分からなかったので，完全にあてずっぽう
に選んだ

③
正答が分からなかったので，何らかの方略を使っ
たり，推測をしたりして選んだ

表2 解答行動に関するアンケート

ガイド
ライン

問題
項目

正答率 識別力 正答率 識別力 正答率 識別力 ① ② ③

1 1 .91 .27 .79 .43 .12 -.16 .07 -.02 -.05
2 .80 .34 .55 .38 .25 -.04 .15 -.03 -.12
3 .98 .03 .88 .20 .10 -.17 .05 -.01 -.03
4 .93 .32 .82 .27 .11 .05 .29 -.07 -.22
5 .67 .30 .54 .40 .14 -.09 .02 -.06 .05
6 .56 .39 .37 .20 .19 .20 .02 -.05 .02
7 .49 .22 .05 .17 .44 .05 -.04 -.01 .05
8 .91 .24 .86 .29 .05 -.05 .09 .00 -.09

.78(.18) .26(11) .61(.29) .29(.11) .17(.12) -.03(.12) .08(.10) -.03(.03) -.05(.09)
20_d 1 .39 .28 .46 .27 -.07 .01 -.07 .03 .03

2 .83 .21 .83 .23 .00 -.02 -.01 -.03 .04
3 .20 .24 .24 .23 -.03 .00 -.01 -.02 .03
4 .96 .13 .94 .18 .01 -.05 -.02 -.02 .04
5 .77 .13 .95 .25 -.18 -.13 -.09 -.01 .09
6 .87 .22 .92 .13 -.05 .09 -.07 .04 .03
7 .76 .25 .70 .26 .05 -.01 .07 -.04 -.03
8 .75 .19 .53 .24 .23 -.05 -.17 .03 .15

.69(.26) .21(.06) .70(.26) .22(.05) -.01(.12) -.02(.06) -.05(.07) -.00(.03) .05(.05)
20_f 1 .47 .36 .49 .32 -.02 .04 .00 .09 -.10

2 .94 .24 .94 .30 .01 -.05 .00 .01 -.01
3 .91 .37 .95 .19 -.04 .18 -.03 -.01 .04
4 .71 .31 .71 .31 .00 .00 .01 .07 -.07
5 .64 .40 .65 .45 -.01 -.05 .05 -.06 .00
6 .78 .16 .73 .21 .05 -.05 .02 -.11 .08
7 .72 .35 .76 .21 -.04 .15 -.05 -.03 .08
8 .84 .29 .88 .32 -.03 -.03 .04 -.02 -.02

.75(.15) .31(.08) .76(.16) .29(.09) -.01(.03) .02(.09) .01(.03) -.01(.06) .00(.06)
注) 1準拠項目の値ー非準拠項目の値。10ポイント以上の差についてはボールド体で強調した。

平均(SD)

平均(SD)

表3 各項目の正答率，識別力，その条件差，アンケートの選択枝選択率の条件差

準拠 非準拠 ポイント差1 アンケートの
選択枝選択率の差1

平均(SD)
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名，冊子 B が371名であった。 
  分分析析にに用用いいるる指指標標のの作作成成 実験用項目の難易度
は各冊子（各条件）における正答率，識別力
は各冊子のアンカー項目25項目の得点（正答
数）と，実験用項目の得点（正誤）の点双列相
関として求めた。同様に実験用項目のトレース
ラインを作成する際は，アンカー項目の得点を
基準として，その得点に基づいて人数がおおよ
そ同程度になるよう受検者を7群に分割した。 
結結果果 表3に準拠・非準拠項目それぞれの正答

率・識別力とその差，およびアンケートの各選
択枝の選択率の差を掲載した。条件差の値が10
ポイント以上の箇所については表中に太字で示
した。また，各ガイドラインについてデータの
傾向を代表すると思われる項目のトレースライ
ンを抜粋して図1に示した。 
33..22  ガガイイドドラライインン１１  

 主題語より難しい，あるいは同等の難しさの
語を正答とした場合，その語が受検者にとって
未知である可能性があるため正答として選ばれ
づらくなり，正答率，識別力ともに低くなると

予測した。 
結果は，総じて正答率が低くなったが，識別

力はやや上がる傾向にあった。非準拠項目のト
レースラインから，特に下位層の正答率が低い
傾向が見られ，このことが識別力を上げた要因
の一つと考えられる。項目2ではその傾向が顕著
であり（図1-1-1，図1-1-2），アンカー得点の最
下位層では最上位層と比較して10ポイント強低
下していた。さらにアンケートで③（何らかの
テスト方略の使用や推測）を選んだ割合が準拠
項目に比べ12ポイント高かった。受検者の一部
は正答枝の意味が分からなかったため，消去法
などを用いて解答した可能性がある。 
ここから，主題語より難しい，あるいは同等

の難しさの正答枝は，特に下位層にその選択を
忌避させ，結果として正答率を押し下げる可能
性が示唆された。また何らかのテスト方略を使
う動機づけを高める可能性も示唆された。 
33..33  ガガイイドドラライインン2200__dd  
 ペアと認識できる選択枝がある場合，受検者
はそのペアのどちらかが正答であると予想しが

準
拠
項
目

非
準
拠
項
目

選
択
率

選
択
率

得点 得点 得点

ガイドライン1 ガイドライン20_d

11--11--11

11--11--22

11--22--11

11--22--22

11--33--11

11--33--22

図1 条件・ガイドラインごとに抜粋した項目のトレースライン

ガイドライン20_ｆ
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関として求めた。同様に実験用項目のトレース
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ポイント以上の箇所については表中に太字で示
した。また，各ガイドラインについてデータの
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未知である可能性があるため正答として選ばれ
づらくなり，正答率，識別力ともに低くなると

予測した。 
結果は，総じて正答率が低くなったが，識別

力はやや上がる傾向にあった。非準拠項目のト
レースラインから，特に下位層の正答率が低い
傾向が見られ，このことが識別力を上げた要因
の一つと考えられる。項目2ではその傾向が顕著
であり（図1-1-1，図1-1-2），アンカー得点の最
下位層では最上位層と比較して10ポイント強低
下していた。さらにアンケートで③（何らかの
テスト方略の使用や推測）を選んだ割合が準拠
項目に比べ12ポイント高かった。受検者の一部
は正答枝の意味が分からなかったため，消去法
などを用いて解答した可能性がある。 
ここから，主題語より難しい，あるいは同等

の難しさの正答枝は，特に下位層にその選択を
忌避させ，結果として正答率を押し下げる可能
性が示唆された。また何らかのテスト方略を使
う動機づけを高める可能性も示唆された。 
33..33  ガガイイドドラライインン2200__dd  
 ペアと認識できる選択枝がある場合，受検者
はそのペアのどちらかが正答であると予想しが
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図1 条件・ガイドラインごとに抜粋した項目のトレースライン

ガイドライン20_ｆ

ちと思われるため，正答のペアとなる選択枝
（以下ペア枝と表記）の選択率と正答率が上が
り，識別力は下がると予測した。 
しかし結果は，総じてペア枝の選択率・正答

率・識別力ともに顕著な差がなく，予測に反す
るものとなった。ただし項目8（主題語「マク
ロ」）では，非準拠項目において正答枝とペア枝
の双方の選択率が高く，予測に従う傾向が見ら
れた（図1-2-1，図1-2-2）。項目8では「巨視的
（正答枝）」「微視的（ペア枝）」と，正答枝とペ
ア枝が正反対の表現であり，その選択枝が隣接
していた（正答枝②，ペア枝③）。 
一方でその他の項目は，「提案を頑なに断るこ

と（正答枝）」「気軽に提案を受け入れること
（ペア枝）」のように（項目1：主題語「固
辞」），ペア枝が正反対の表現とは言えず，選択
枝の並びも正答枝とペア枝で隣接していなかっ
た。加えて，本テストはモニターテストへの参
加というローステイクスな受検であったため，
回答の際，選択枝同士を慎重に見比べて正答を
探すことへの動機づけが低かったと考えられ
る。そのため受検者が選択枝のペアを認識しづ
らかったことが，全体の条件差が見られなかっ
た要因である可能性がある。逆に，ハイステイ 
クスなテストにおいて，ペア枝が正反対の意味
であったり，隣接していたりするなどして，明
確にペアとして認識しやすいときに，回答傾向
に影響が生じる可能性がある。 
33..44  ガガイイドドラライインン2200__ff  
選択枝間で異質なもの（以下「異質枝」と表

記）がある場合，その選択枝は誤答と判断され
やすくなり，正答率は上がり，識別力は下がる
と予測した。 
しかし結果は両指標とも顕著な条件差はな

く，予測に反するものとなった。ただし項目３
については準拠項目の方が識別力が高かった。
これは，非準拠項目の異質枝の代わりにある準

拠項目の誤答枝が，下位層で比較的多く選ば
れていたためと考えられる（図1-3-1，図1-3-
2）。また非準拠項目の異質枝の選択率は，８項
目すべてで最も低かった。 
ここから，異質枝は選択されづらい傾向にあ

り，異質枝を項目に組み込むことで正常に機能
する誤答枝が排除される可能性が示唆された。 

 
44..ままととめめとと今今後後のの課課題題  
本研究では，ガイドライン１からの逸脱によ

り正答率が押し下げられたこと以外は正答率・
識別力の条件差は見られなかったが，一部項目
のペア枝の選択率の高さや異質枝の選択率の低
さからは，ガイドライン逸脱の影響が見られた。  
課題は，ガイドライン20_d で，ペアの選択枝

が認識しづらい形での出題になっていたこと，
アンケートにおいて推測で選んだと回答した受
検者が，実際にどの程度，どのような推測を使
用したのかが見えなかったことの２点である。
今後は項目の再設計や，思考発話法などで受検
者の内観の分析を深めていく必要がある。 
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教科横断的に育成される思考力の 

総括的アセスメント項目の作成とその評価 

○渡邊智也 小野塚若菜 野澤雄樹 
ベネッセ教育総合研究所 

 
1. 背景と目的 
平成 29年告示の中学校学習指導要領（文部
科学省, 2018）では，資質能力を支える 3つの
柱の一つである「思考力・判断力・表現力等」
（以下，思考力とする）を，その内容に教科間
で共通性と体系性をもたせた教科横断的能力
としても育成することが必要とされている（文
部科学省, 2015, (2)-1）。しかし，このような教
科横断的に育成される思考力の目標・評価のあ
り方を整理した先行研究は殆どなかった。 
中学校段階の教科横断的な思考力概念の整

理を試みた小野塚・泰山 (2021a)と泰山他
（2014b）は，学習指導要領とその解説，教科
書から，各教科共通の思考活動の記述を抽出し，
教科横断的な思考力概念として 19の「思考ス
キル」を提案した。思考スキルは「順序立てる」
「比較する」など，思考を行動レベルで具体的
に記述したものである（泰山, 2014）。上記の研
究は，思考スキルは学習者が思考の方法に関す
る手続き的知識として習得するものであり，思
考力は「場面に応じて柔軟に思考スキルを活用
し問題を解決できる能力」であり，教科間で体
系化された思考スキルを各教科の文脈で意識
した指導を行うことが重要であるとしている。 
小野塚・泰山(2021b)は，思考スキルの理論

的枠組みを拡張し，教科横断的な思考力のパフ

ォーマンスに関する学習目標の理論的枠組み
「Can-do statements」(以下，Cdsと略す)を開
発している（表１）。Cds は複数の思考スキル
が活用される学習行動を「～できる」という能
力記述文で示し，それらを教科横断的な思考力
の目標として並べた能力構造の枠組みである。  
渡邊・小野塚・野澤（2021）はその Cds に

基づき，中学生の教科横断的な思考力の学習達
成に関する情報を得るための総括的アセスメ
ントのフレームワークのあり方を考察した。能
力記述文で示される行動が実行できたかを観
測することにより，その行動で発揮される学習
者の思考力に関する証拠が得られると考える。 
渡邊他（2021）はMarzano(1992)の「学習の

次元」を参考に，思考力に質的レベルを仮定し
ている。Marzanoは学習において思考を手続き
的知識として明示的，直接的に教え，育成する
こと(Marzano & Pickering, 1997)，それを通じ
て教科単元を超えた場面で思考スキルを活用
することを重視しており，この立場は教科横断
的な思考力の評価を目指す本研究の立場と一
致する。本研究は質的レベルのうち「汎用的か
つ特定の教科文脈に依拠しない問題解決場面
で，理解した思考スキルを総合的に活用できる」
(渡邊他 2021, p.2, 表 2-区分 3)レベルを Cds
の能力記述文に示される教科横断的な思考力

X 探究の
プロセス

Y 教科横断的な目標
としてのCds Z 思考スキル A 各教科における汎用的Cds B 各教科の

単元例

整理
・分析

#09
情報を整理し，焦点化する内
容を特定することができる

焦点化する

◆国語：集めた情報のうち，必要なものに焦点化するこ
とができる
◆理科：与えられた情報・実験観察結果から，さまざま
な情報から着目するポイントを見出すことができる

（省略）

表1 Cdsの一部（小野塚・泰山, 2021b, 表1）
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1. 背景と目的 
平成 29年告示の中学校学習指導要領（文部

科学省, 2018）では，資質能力を支える 3つの
柱の一つである「思考力・判断力・表現力等」
（以下，思考力とする）を，その内容に教科間
で共通性と体系性をもたせた教科横断的能力
としても育成することが必要とされている（文
部科学省, 2015, (2)-1）。しかし，このような教
科横断的に育成される思考力の目標・評価のあ
り方を整理した先行研究は殆どなかった。 
中学校段階の教科横断的な思考力概念の整

理を試みた小野塚・泰山 (2021a)と泰山他
（2014b）は，学習指導要領とその解説，教科
書から，各教科共通の思考活動の記述を抽出し，
教科横断的な思考力概念として 19の「思考ス
キル」を提案した。思考スキルは「順序立てる」
「比較する」など，思考を行動レベルで具体的
に記述したものである（泰山, 2014）。上記の研
究は，思考スキルは学習者が思考の方法に関す
る手続き的知識として習得するものであり，思
考力は「場面に応じて柔軟に思考スキルを活用
し問題を解決できる能力」であり，教科間で体
系化された思考スキルを各教科の文脈で意識
した指導を行うことが重要であるとしている。 
小野塚・泰山(2021b)は，思考スキルの理論

的枠組みを拡張し，教科横断的な思考力のパフ

ォーマンスに関する学習目標の理論的枠組み
「Can-do statements」(以下，Cdsと略す)を開
発している（表１）。Cds は複数の思考スキル
が活用される学習行動を「～できる」という能
力記述文で示し，それらを教科横断的な思考力
の目標として並べた能力構造の枠組みである。  
渡邊・小野塚・野澤（2021）はその Cds に

基づき，中学生の教科横断的な思考力の学習達
成に関する情報を得るための総括的アセスメ
ントのフレームワークのあり方を考察した。能
力記述文で示される行動が実行できたかを観
測することにより，その行動で発揮される学習
者の思考力に関する証拠が得られると考える。 
渡邊他（2021）はMarzano(1992)の「学習の

次元」を参考に，思考力に質的レベルを仮定し
ている。Marzanoは学習において思考を手続き
的知識として明示的，直接的に教え，育成する
こと(Marzano & Pickering, 1997)，それを通じ
て教科単元を超えた場面で思考スキルを活用
することを重視しており，この立場は教科横断
的な思考力の評価を目指す本研究の立場と一
致する。本研究は質的レベルのうち「汎用的か
つ特定の教科文脈に依拠しない問題解決場面
で，理解した思考スキルを総合的に活用できる」
(渡邊他 2021, p.2, 表 2-区分 3)レベルを Cds
の能力記述文に示される教科横断的な思考力

X 探究の
プロセス

Y 教科横断的な目標
としてのCds Z 思考スキル A 各教科における汎用的Cds B 各教科の

単元例

整理
・分析

#09
情報を整理し，焦点化する内
容を特定することができる

焦点化する

◆国語：集めた情報のうち，必要なものに焦点化するこ
とができる
◆理科：与えられた情報・実験観察結果から，さまざま
な情報から着目するポイントを見出すことができる

（省略）

表1 Cdsの一部（小野塚・泰山, 2021b, 表1）

 

の目標が達成された状況(表 1, Y 列)と対応付
け，これを総括的アセスメントにより学習達成
の証拠を得るべき領域として位置づけた。 
本研究は，中学生の教科横断的な思考力の学

習達成を把握する総括的アセスメントを開発
するため，フレームワークに基づいて作成され
た項目が企図した通りに機能するかどうかの
検証を行い，フレームワークおよび項目の改善
の証拠の収集を行うことを目的とした。そのた
め，渡邊他（2021）による総括的アセスメント
の作題方針を参考に，特定の能力記述文を焦点
化する項目プロトタイプを作成した。これに中
学生が解答する際の発話プロトコルデータを
収集し，能力記述文に示される思考力が発揮さ
れているかどうかを発話内容から推測した。 

 
2. 総括的アセスメント問題項目の作成 
教科横断的な思考力の目標を示す能力記述

文は，教科学習を通じて習得した複数の思考ス
キルを教科に依存しない文脈で発揮したとき
の学習者の思考力のパフォーマンスを示して
いる。そこで，教科の領域固有の知識・技能の
影響を統制した，特定の教科に依拠しない課題

文脈を用いることとした。 
問題項目は大問３つ，それぞれ小問 2~3 つ

で構成し，計８項目あった。いずれも下記の 3
ステップで作成した。 

[ステップ 1]テスト開発者は教科横断的な思
考力の能力記述文(表 1, Y 列)から，問いたい
能力記述文を一つ以上指定した。 

[ステップ 2] 作問者は指定された能力記述
文に示される思考力を引き出すことができる
小問を設定した。同時に，それら小問群が位置
づく，特定の教科に拠らない，もっともらしい
文脈(テーマ)を仮定し，大問を構成した。 

[ステップ 3] 小問群の内容と大問のテスト
レットの文脈が適合するよう，相互に参照しな
がらそれぞれ修正した。 
このステップにより受検者の項目回答がそ

の問題項目で焦点化された教科横断的な思考
力の能力の証拠になることを目指した。本研究
で指定した能力記述文，大問テーマ，小問は表
2のG-J列にそれぞれ示した。 
 

3. 発話プロトコルデータに基づく考察 
手手続続きき概概要要 受験者が解答過程で考えた内容

G
大問
番号

H
大問ラベル

およびテーマ

I
小問で焦点化する

能力記述文

J
小問
番号

K-1
状況の
把握

K-2
解答の
見通し

K-3
思考スキル

K-4
その他

1 100% 67%
焦点化する(100%)
関連づける(50%)

67%

2 34% 84%

焦点化する(84%)
見通す・順序立てる(17%)
見通す(17%)
関連づける(17%)

＃11 根拠を明確にして考え
をまとめることができる

3 67%
理由づける(67%)
関係づける(100%)
関連づける(17%)

50%

1 34%
比較する(100%)
評価する(50%)

84%

2
比較する・関係づける(100%)
比較する(34%)

100%

1 67% 34%
見通す(100%)
関連づける(34%)

17%

2 84% 100%
評価する(100%)
見通す・比較する(50%)

50%

3 100% 100%
関係づける(100%)
構造化する(50%)

34%

3
【街の魅力】
街の魅力の調査と
報告

＃20 相手や目的，状況に
合った方法で表現・説明す
ることができる

表2 各小問で焦点化される能力記述文および解答中の発話内容のコーディング結果

1

【学校祭】
学校祭の様子を
WEB動画で配信
するべきか

＃6 複数の情報を目的に沿っ
て整理することができる

2
【野球】
野球に関する新聞
記事の読み比べ

＃15 情報や事象を比較した
り，関係づけたりすること
ができる
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を把握することで，各問題項目が，想定してい
る能力を引き出すことができているかを確か
めるため，思考発話法(think-aloud method)を
用いた実査を行った。これは課題遂行中に考え
ていることを声に出して語ってもらう手法で
あり，その発話内容に基づいて問題項目解答中
の受検者の心的過程を推測することで，項目妥
当性の実質的証拠を収集する方法として用い
られる(c.f. Leighton, 2017)。本研究は中学生を
調査対象とし，著者らの所属機関内部で中学生
を子女にもつ保護者に参加依頼をし，中学 2・
3 年生計 6 名をリクルートした。問題項目提
示・解答入力にはCBTプラットフォームTAO
を用いた。実査の流れは下記の①~④のとおり
で，全体の所要時間は 120分程度であった。 
① 本人確認，CBT操作確認，思考発話練習 
② 調査問題項目を用いた思考発話実験 
③ 調査者(2名)による半構造化インタビュー 
④ 問題項目内容に関するアンケート 
思考発話実験にて一定時間発話が認められ

ない場合には発話を促すプロンプトを使用し
た。プロンプトを使用しても十分な発話を得ら
れなかった場合，半構造化インタビューにて考
えた手順を回顧的に説明するように求めた。 
デデーータタ処処理理  発話データは思考発話で得られ

た即時的発話と半構造化インタビューで得ら
れた回顧的発話をそれぞれ文字起こしし，結合
して利用した。発話文を意味的まとまりが分か
る程度に小問ごとに複数の発話文の集合とし
てまとめ，これを発話単位とした。各発話単位

について表 3 のカテゴリを用いてコーディン
グした。小問ごとに各カテゴリにコード化され
た発話単位が少なくとも１つあった参加者の
割合を表 2の K-1から K-4列に示した。  
結結果果とと考考察察 表 2 の K-3 列に示される結果
から，すべての項目について，何らかの思考ス
キルの活用を求めていたことが推測される。ま
た，その思考スキルは概ね能力記述文に示され
るパフォーマンスを発揮するために必要とな
るスキルであることが想定できた。 
例えば，大問 2 の小問 1 は多肢選択式項目

であり，野球の同じ試合の勝敗について，異な
る著者によって書かれた 2 つの記事を読み比
べ，どちらの記事にも書かれている内容を選択
させる問題項目であった。記事内容を比較する
旨の発話が得られているように(表 4, 発話例
1)，すべての参加者の発話から思考過程で「比
較する」スキルが活用されたことが推測される。 
一方，大問 1には作題意図と異なる思考が発

揮された可能性がある問題項目があった。この
大問は，学校祭当日やその準備のようすを動画
で撮影し，広報の一環としてWEBで配信する
ことの是非についての学校祭実行委員の議論
を整理し，賛成派の主張を構築する過程をテー
マとした記述式項目から構成されていた。 
小問 1は素材として，動画配信の提案書と，

配信の是非に関する議論を示した対話文を提
示し，設問では対話文で示された配信実現に際
した課題について，議事録の空白（「次回の会
議までに行うこと」）を埋めることを求めた。
多くの参加者の発話から，対話文内の該当の発
言を「焦点化する」思考スキルの活用が推測さ
れた一方，半数の参加者では課題の指摘を超え，
必要な対応策まで踏み込んで言及し，自らの経
験と「関連づけ」て提案しようとする思考過程
が推測された(表 4, 発話例 2)。本項目の議事
録の位置づけがあくまでも会議内容の整理を

カテゴリラベル カテゴリの説明
K-1 状況の把握 設問の理解や設問要求の概要について捉えよう

としている
K-2 解答の見通し 設問文を読んで，何を解答すればよいか考えて

いる（解答のための行動を選択している）
K-3 [思考スキル] [その問題で問われる思考パフォーマンスに関

連する思考スキルを使用している]
そのため複数の思考スキルが利用されることが
有り得る

K-4 その他 解答のためのテスト方略への言及など，本研究
で着目したい思考過程と直接関係のないもの

表3 発話内容コーディングのためのカテゴリ
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目的とすることの理解が参加者間で異なって
いた可能性があったため，今後の設問では，議
事録の目的を明確に示す必要性が示唆される。 
小問 3は，配信に賛成する主張を記述し，さ

らにその根拠を配信の是非に関する校内アン
ケート(賛否の割合グラフと自由回答)の結果
から示すことを求めた。67％の参加者の発話
から，データを用いて主張を「理由づける」思
考スキルの活用が推測された一方で，記述回答
では主張を明示しない傾向があった。思考過程
と実際の回答の齟齬が小さくなるよう，設問に
て「主張を記述すること」と「根拠を記述する
こと」両方が必要であることを示す必要がある
かもしれない。 

 
4. まとめと今後の展望 
本研究は中学校学習指導要領に基づく教科
横断的な思考力を評価するためのアセスメン
トフレームワーク（渡邊他, 2021）に基づき，
問題項目のプロトタイプを作成するとともに，
解答中の発話プロトコルデータに基づき，項目
が意図した思考力を引き出せたかどうか，どの
ような項目改善が必要かを考察した。結果，概
ね想定した思考力（思考スキル）を働かせてい
たことが示唆されたことから，フレームワーク
に基づく項目の作成が可能であることが示さ
れた。一部項目にて意図しない思考過程が観察
されたため，今後はその内容を踏まえた項目修
正が必要となる。正答率等のデータを証拠とし
て項目の測定学的性能を検証するため，大きい
サンプルを対象とした量的調査が必要である。
さらにテストとしての妥当性を検証するため，
同じ能力記述文を目標とする思考力指導の影

響を受けることの証拠も必要と考えられる。 
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発表責任者連絡先: t.watanabe@mail.benesse.co.jp 

発話例1 大問2
-小問1

（まずこれ、問１は何をしようかなと思いました？）えっと。記事１と記事２を見比べて、同じ内容が、っていうか選択
肢の１２３４を見ていって、１の内容が２つとも書かれているかっていうのを４回繰り返しました。

発話例2 大問1
-小問1

こうゆう系は、なんか生徒達で話し合って解決されることではいなっていう思いが色々あって、かかってました。
（なるほど。そこは○○君の考えでそこを書き足したっていうところかな？）はい。
（そうすると最初の文は資料２[対話文]の中から出したけど、2番目の文はちょっと自分の考えも入れて書いた？）はい。

表4 得られた発話の例（カッコ内は調査者による発話）
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ストレスチェックは何を測るのか 
 

奥村太⼀（滋賀⼤学データサイエンス学部） 宮下敏恵（上越教育⼤学⼤学院学校教育研究科） 

森 慶輔（⾜利⼤学教職課程センター） 増井 晃（栃⽊県⽴岡本台病院） 

北島正⼈（秋⽥⼤学教育⽂化学部） ⻄村昭徳（東京成徳⼤学応⽤⼼理学部） 

 

問問題題とと⽬⽬的的  
 現在、多くの事業所において労働安全衛⽣法に基づくストレスチェックが⾏われている。これ
に広く⽤いられているのが厚⽣労働省の推奨する職業性ストレス簡易調査票である（厚⽣労働省, 

2021）。これは⾃⼰報告式の質問票で、合計 57 項⽬からなる。各項⽬への回答から計算された尺
度得点はレーダーチャートにして回答者本⼈にフィードバックされるほか、⾼ストレス者の判定
にも⽤いられる。⾼ストレス者の判定には “仕事のストレス要因”、“⼼⾝のストレス反応”、“周囲
のサポート” の 3 尺度が⽤いられ、基準となるカットオフ値が提供されている。本研究は、この
職業性ストレス簡易調査票について、⼼理的なストレスを測定する尺度としての品質を評価しよ
うとするものである。外部から受けた刺激がストレスとなって様々な⼼⾝の反応が⽣じるのであ
れば、尺度得点の⾼低には安定的な個⼈差だけではなく個⼈内変化に由来する部分も⼗分に含ま
れているはずである。ここでは、新任教員から得られた縦断データに⼀般化可能性理論（Brennan, 

2001）を適⽤することで、どのような成分によって尺度得点のばらつきが構成されているのか検
証することにする。 

 

⽅⽅法法  
デデーータタ収収集集のの⼿⼿続続きき  2019 年度および 2021 年度の 2 回にわたり、その年に採⽤された新任教
員（合計 48名）を対象にオンライン調査を実施した。調査フォームの URL を 4週間ごと 12 回に
わたってメール配信し、回答を求めた。配信後 1 週間の回答期間を設け、未回答者には締め切り
前にリマインダを送信した。調査フォームの URL は個別化されており、同じ回答者のデータは紐
付けできるようになっている（奥村, 2019）。 

調調査査内内容容  調査内容には職業性ストレス簡易調査票に加えて、労働時間、離職意思、負担に感
じた業務等に関する質問項⽬も含まれていた。回答負担を考慮して、職業性ストレス簡易調査票
については、いずれの年度も “⼼⾝のストレス反応” を簡略版（厚⽣労働省, 2021）の 11 項⽬と
したほか、2021 年度調査では “周囲のサポート” を除外した。 

分分析析  ⾼ストレス者を判定するための 3 つの尺度について、回答者（P）×項⽬（I）×時点（O）
の完全クロス計画に基づいて分散成分を推定し、さらに⼀般化可能性係数 𝐸𝐸ρ# と信頼性指数 Φ 

を計算した。前者は集団における相対的位置に関する評価、後者はカットオフ値との⽐較など絶
対評価における信頼性を⽰すものである。調査票の項⽬は常に共通であるから、項⽬（I）は固定
効果とみなして信頼性を推定した。分散成分の推定には Stan を⽤いることとし、標準偏差に対し
弱情報事前分布として⾃由度 3 の半 t 分布を設定した。⻑さ 4,000 の MCMC チェーンを 4 つ発⽣
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させ、うち前半 2,000 サンプルをバーンインとした。収束はトレースプロットと 𝑅𝑅& < 1.1 によっ
て判定した。また、推定された分散から Medvedev et al. (2017) による SCI (state component index) 

と TCI (trait component index) を計算した。これらは、それぞれ SCI = σ/×1# (σ/# + σ/×1# )⁄ , TCI =

σ/# (σ/# + σ/×1# )⁄  で定義され、安定的な個⼈差（特性）と個⼈内変化（状態）の相対的関係を評価
するための指標である。Medvedev et al. (2017) は、状態を測定する尺度が兼ね備える⽬安として
SCI > .60 を提案している。 

 

結結果果とと考考察察  
Table 1 は、各指標の推定結果として事後平均と 95%確信区間を⽰したものである。また、各時

点において計算されたα係数を平均した値も合わせて⽰してある。信頼性について、相対評価 𝐸𝐸ρ# 

と絶対評価 Φ はとても近い値となっており、いずれもα係数に⽐べて低めであった。これは、分
散 σ1#  と σ7×1#  がいずれも⾮常に⼩さかったためである。3 つの尺度の中では “⼼⾝のストレス
反応” の信頼性が最も⾼かったが、それでも相対評価の信頼性 𝐸𝐸ρ# が⼤きく⾒積もってようやく
0.8 を超える程度であった。SCI と TCI については、“周囲のサポート” については伯仲していた
が、“仕事のストレス要因” と “⼼⾝のストレス反応” については 99%以上の確信度で SCI＜TCI 

であった。これら 2 つの下位尺度については、時間と共に変化するストレス状態というよりは、
むしろ⽐較的安定した特性のようなものを測定しているのではないかと考えられる。 

Table 1. 各指標の事後平均と 95%確信区間 

 𝐸𝐸ρ# Φ SCI TCI 
仕事のストレス要因 

（α9 = .748） 
.688  

[.585, .786] 
.650  

[.533, .760] 
.249  

[.150, .368] 
.632  

[.632, .850] 
⼼⾝のストレス反応 

（α9 = .894） 
.719  

[.622, .806] 
.681  

[.570, .779] 
.248  

[.164, .346] 
.752  

[.654, .836] 
周囲のサポート 

（α9 = .781） 
.569  

[.402, .730] 
.561  

[.392, .722] 
.411  

[.229, .628] 
.589  

[.372, .771] 

 今回は新任教員という限られた対象者から得られたデータであったので、結果の外的妥当性に
ついては限定的である。引き続き他の職種や年代の労働者を対象とした検証が必要になるだろう。 

 

引引⽤⽤⽂⽂献献  
Brennan, R. L. (2001). Generalizability theory. Springer.  

厚⽣労働省 (2021). 労働安全衛⽣法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル（令和 3 年 2

⽉改訂版） https://www.mhlw.go.jp/content/000533925.pdf 

Medvedev, O. N., Krägeloh, C. U., Narayanan, A., & Siegert, R. J. (2017). Measuring mindfulness: 

Applying generalizability theory to distinguish between state and trait. Mindfulness, 8(4), 1036-1046.  

奥村太⼀ (2019). Google Apps を⽤いたオンライン縦断調査システムの構築 上越教育⼤学研究
紀要, 38(2), 239-250.  

付記：本研究の実施に当たっては、JSPS 科研費 JP16K04348、JP20K03388、および上越教育⼤学研究プロジェクト（2018-2020）
の助成を受けた。また、本研究は上越教育⼤学研究倫理委員会の承認を受けて実施した（承認番号：2017-89）。 
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心理尺度作成ガイドラインの開発

― 尺度作成の流れを踏まえての検討 ―

坪田彩乃 1，石井秀宗 1，荒井清佳 2，安永和央 3，寺尾尚大 2

1名古屋大学大学院教育発達科学研究科，2大学入試センター研究開発部，
3IPU・環太平洋大学次世代教育学部

問題と目的

心理学では，構成概念を測定する方法のひとつとして心理尺度を用いる。心理尺度には，心理臨床

場面で診断を目的に用いられるものや，研究者が研究目的で用いるものなどがあり，その目的や使用

方法に応じて作成コストは様々である。しかし，使用する目的等によらず，潜在特性を測るための尺

度を作成する以上，一定の基準に従い，十分な品質を担保することが求められる。

尺度作成に関しては DeVellies (2003) や Miller, Mclntire, & Lovler (2011) において，尺度作成の流れ

に則りそれぞれの手順で注意するべき事項についてガイドラインとしてまとめられている。また，

Kaplan  & Saccuzzo (2010) では，尺度を作成するにあたり，統計的な手法や実際に尺度を使用する際

の手順についてもまとめられている。日本の文献では，西村・井上 (2016) などで項目文の記述につい

て言及されているものの，調査の手順を踏まえ，尺度作成前から調査実施後について網羅的に検討す

るべき点をまとめたものは少ない。そこで本研究では，既存のガイドラインを参照し，経験的に注意

すべき点も含め，心理尺度を作成するためのガイドラインを整理した。

ガイドライン開発の基本的な考え方

本ガイドラインは「心理尺度」と呼ばれる尺度の作成に

ついて想定する。既存の尺度では構成概念を測定できない

際に，新たな尺度を作成することがある。また，日本語で

の適切な尺度がない場合，翻訳版の作成が求められること

もある。これらの場面を扱うようなガイドラインを目指す。

心理尺度の作成者は，心理学の研究をする者，心理臨床的

な場面において診断用の尺度作成を行う者を想定する。ガ

イドラインの原則として，状況や作成者によって解釈に幅

があっても構わないところは細かく規定せず，適度なとこ

ろを押さえるようにする。取り上げる項目形式は，多くの

心理尺度で用いられるリッカート式を念頭に置きつつ，項

目形式を問わないガイドライン項目についてはその他の形

式についても想定する。また，具体的な分析方法や項目選

択のための基準値については言及しない。

心理尺度作成の流れ

DeVellies (2003) や Miller, Mclntire, & Lovler (2011) を参照

し整理した心理尺度作成ガイドラインに基づき，心理尺度

作成のプロセスを図 1 に示す。

尺度を作成する最初の段階では，どのような構成概念に

ついて測定しようとしているのかを十分に検討する必要が

ある。そして，構成概念が定まった後に，具体的な項目の 図 1 心理尺度作成の流れ
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心理尺度作成ガイドラインの開発
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すべき点も含め，心理尺度を作成するためのガイドラインを整理した。
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本ガイドラインは「心理尺度」と呼ばれる尺度の作成に
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の適切な尺度がない場合，翻訳版の作成が求められること

もある。これらの場面を扱うようなガイドラインを目指す。
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な場面において診断用の尺度作成を行う者を想定する。ガ

イドラインの原則として，状況や作成者によって解釈に幅

があっても構わないところは細かく規定せず，適度なとこ

ろを押さえるようにする。取り上げる項目形式は，多くの

心理尺度で用いられるリッカート式を念頭に置きつつ，項

目形式を問わないガイドライン項目についてはその他の形

式についても想定する。また，具体的な分析方法や項目選

択のための基準値については言及しない。

心理尺度作成の流れ

DeVellies (2003) や Miller, Mclntire, & Lovler (2011) を参照

し整理した心理尺度作成ガイドラインに基づき，心理尺度

作成のプロセスを図 1 に示す。

尺度を作成する最初の段階では，どのような構成概念に

ついて測定しようとしているのかを十分に検討する必要が

ある。そして，構成概念が定まった後に，具体的な項目の 図 1 心理尺度作成の流れ

作成へと進む。項目作成では，作成する項目の内容，項目文の記述方法，回答選択枝についてなど，

検討する点が多岐に渡る。項目作成の後には，専門家を始めとする第三者のチェックを受けることが

求められる。項目の候補が定まった後，まずは少人数を対象に予備調査を実施する。ここで問題のあ

った項目を修正・削除するなどして本調査を実施する。最終的な項目を決定するためには，結果を踏

まえ項目の修正をしつつ予備調査と本調査を繰り返す必要がある。

本ガイドラインでは，それぞれの段階で検討するべき点について整理していく。

ガイドラインの説明

DeVellies (2003) や Miller, Mclntire, & Lovler (2011) を参照し整理した心理尺度作成ガイドラインを

表 1 に示す。ここでは，いくつかの項目について説明を付す。

6.  尺尺度度をを作作成成すするる目目的的をを十十分分にに検検討討すするるこことと。。特特にに尺尺度度得得点点ににつついいてて，，完完成成後後ににどどののよよううにに扱扱ううののかか

ににつついいてて検検討討すするるこことと

作成する尺度が，完成後にどのような目的で使用されるのか，その際，尺度得点をどのように扱う

のかについて，尺度作成前に検討しておく必要がある。たとえば，研究目的なのか，診断目的なのか

や，尺度得点をそのまま扱うのか，尺度得点に基づいていくつかの段階に分けて扱うのかなどを明確

にすることが望ましい。これらを明確にしておくことで，後の手順において当初の目的から逸脱しな

い尺度を作成することに繋がる。

8.  翻翻訳訳版版をを作作成成すするる場場合合ににはは，，文文化化のの違違いいをを踏踏ままええるるこことと。。文文化化的的にに馴馴染染みみののなないい内内容容がが含含ままれれるる項項

目目はは，，測測定定ししたたいい概概念念以以外外のの影影響響をを受受けけるる可可能能性性ががああるる

海外で作成された尺度項目は，その土地の文化の影響を受けている可能性がある。そのため，原文

をそのまま日本語にしただけでは，その項目が測定している特性が原本と一致しない可能性がある。

たとえば，「パーティー」という状況下での行動を問う項目では，日本と諸外国では想定されるパーテ

ィーが異なる可能性がある。更に，週末のホームパーティー文化に馴染みがないと考えられる日本人

では，そもそもの状況設定を正しく認識することが難しいとも考えられる。こうした影響を避けるた

めにも，その項目が測定したい側面を明確にした上で，文化的に馴染みがあるかを踏まえ翻訳をする

ことが求められる。パーティーでの状況を問うことが，その項目の本質ではない場合，日本語版を作

成する際には別の状況などに置き換えることも検討が必要だろう。ガイドライン 7「翻訳版を作成す

る場合には，項目で測定している内容の意図を踏まえた上で，語感や表現方法として違和感のない項

目とすること」と同様に，各項目が測定したい概念のどのような側面を捉えた項目なのかを確認しな

がら，翻訳することが求められる。

11. 最最初初にに項項目目をを作作成成すするる段段階階でではは，，よよりり多多くくのの項項目目をを作作成成すするるこことと

尺度の作成時には，事前に多くの測定項目を作成した上で，専門家による判断，予備調査・本調査

を踏まえて最終的な項目の決定をする。つまり，完成時に用いられる項目は，当初用意した数よりも

少ない。そのため，事前に多くの項目を作成する必要がある。測定したい特性のあらゆる側面を取り

上げるだけでなく，同様の内容を問う項目であっても，主語と述語の対応関係が異なっていたり(e.g.
「動物は私の気分を良くしてくれる」と「動物を見ると気分がよくなる」)，測定したい特性の高低に

よって回答が対極になるような項目(e.g.「動物を見ると気分が良くなる」と「動物を見ると気分が落

ち込む」)は残すと良い。

12.  同同一一のの内内容容ににつついいてて肯肯定定的的なな項項目目とと否否定定的的なな項項目目をを含含むむよよううににすするるこことと。。ここれれにによよりり回回答答者者ののババ

イイアアススのの影影響響をを低低減減すするるここととががででききるる

心理尺度を含む質問紙調査では，回答者のバイアスが含まれることがある。すべての項目について
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同じ回答やランダムな回答をする場合や，自分に利益になる項目に良い回答(もしくは，不利益になる

項目に悪い回答)を装う場合が挙げられる。こうした回答者は，尺度が本来測定をしたい対象者ではな

い。そのため，こうした回答者を検出できるようにするためにも，項目の内容は肯定的なものと否定

的なもの(逆転項目)を含むようにすることが望ましい。

49.  妥妥当当性性のの確確認認ををすするるこことと。。特特にに外外的的基基準準ににつついいてて，，測測定定ししてていいるる概概念念ととのの関関連連性性をを明明確確ににししてておお

くくこことと

作成した尺度について，妥当性の確認をすることが必要である。項目の内容について，測定する概

念を表すものになっているかを内容的な側面から検討することや，外的基準を用いて外的な側面の証

拠について検討することが求められる。特に，どのような外的基準を用いるかについて検討する上で，

作成する尺度が測定する概念との関連性を十分に検討することが求められる。たとえば，心理尺度を

用いて確認をする場合には，作成する尺度と外的基準として用いる尺度のそれぞれについて，測定し

ている概念は広範なのか特定なのか，特性なのか状態なのかなど，様々な側面からその関連性につい

てあらかじめ明確にすることが望ましい。

53.  本本調調査査のの回回答答者者がが十十分分なな人人数数ののとときき，，2つつののググルルーーププにに分分けけ，，1つつ目目ののググルルーーププでで項項目目のの選選定定やや評評

価価をを行行いい，，そそのの尺尺度度ががももうう 1つつののググルルーーププでで同同様様のの結結果果ににななるるかかのの確確認認ををすするるこことと

尺度の完成後は，作成者の手を離れて使用されることになる。その際，作成時に定めた使用方法(対
象者など)が守られたときには，一貫して同様の結果となることが求められる。それを確認するために

も，本調査の時点で十分な人数を確保できている場合，回答者を等質に二分するとよい。まず，片方

のグループで平均値や標準偏差を始めとする項目特性の確認や，それを踏まえた項目の選定を行う。

ここでは，もう片方のグループの回答者の情報は用いない。尺度の完成形が定まったら，もう片方の

グループの回答を用いて，項目特性などの結果を確認する。このとき，たとえば一つ目のグループと

二つ目のグループで平均値に大きく差が生じているなどが起こった場合，その項目は不十分な項目で

あると判断ができる。このように，作成した尺度が意図したように機能するかという品質確認のため

にも，異なる回答者グループを用いた確認をすることが望ましい。また，本調査で十分な人数を得ら

れていない場合には，尺度を作成した後に再度別の等質な集団に調査を行うなどして，同様の確認を

することが望ましい。

今後の課題

本研究では，図 1，表 1 のとおり，心理尺度を作成する一連の流れを踏まえてガイドラインの整理

を行った。ここで提示したガイドラインは，各段階の要点について取り上げたものとなっている。そ

のため，尺度を作成する際の個別の事情によって対応ができないものや，反対に尺度作成の目的によ

っては不十分と捉えられることもあるだろう。また，リッカート式以外の回答形式を個別に取り上げ

ていないため，その他の回答形式ならではの気を付けるべき点については網羅されていない。今後は，

心理尺度を作成する目的や回答形式に応じて，それぞれの事情や観点を踏まえながらのガイドライン

整備が必要になると考えられる。
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することが望ましい。
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を行った。ここで提示したガイドラインは，各段階の要点について取り上げたものとなっている。そ

のため，尺度を作成する際の個別の事情によって対応ができないものや，反対に尺度作成の目的によ

っては不十分と捉えられることもあるだろう。また，リッカート式以外の回答形式を個別に取り上げ

ていないため，その他の回答形式ならではの気を付けるべき点については網羅されていない。今後は，
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1 測定したい概念についての理論的・歴史的背景を十分に理解するこ
と

2 測定したい概念と類似する概念や既存の尺度との関係性(特に相違
点)について明確にすること

3 測定したい概念について，広範な概念を扱うのか，狭義の概念を扱
うのかを検討すること

4 作成する尺度が測定する概念についての定義をすること。測定する
概念について，尺度得点が高い人がもつ特徴，低い人がもつ特徴を
整理するのがよい

5 作成する尺度の対象者の範囲を決めること
6 尺度を作成する目的を十分に検討すること。特に尺度得点につい
て，完成後にどのように扱うのかについて検討すること

7 翻訳版を作成する場合には，項目で測定している内容の意図を踏ま
えた上で，語感や表現方法として違和感のない項目とすること

8 翻訳版を作成する場合には，文化の違いを踏まえること。文化的に
馴染みのない内容が含まれる項目は，測定したい概念以外の影響を
受ける可能性がある

9 回答形式を決めること(e.g.リッカート式，T-F式，自由記述式など)
10 測定したい概念のどのような側面に対応する項目なのかを念頭に置

いて作成すること
11 最初に項目を作成する段階では，より多くの項目を作成すること
12 同一の内容について肯定的な項目と否定的な項目を含むようにする

こと。これにより回答者のバイアスの影響を低減することができる
13 作成した項目の長さを確認すること。他の項目に比べて，特別長い

項目は除外するのがよい

14 １つの項目では１つの内容を問うようにすること
15 質問の意図を正しく伝えること
16 完全かつ簡潔な文章を用いること
17 可能な限り少ない字数で書くこと。文章が長いほど複雑な構造とな

り，意図した内容が伝わりにくくなる
18 具体的かつ明確に問うこと。曖昧な言葉を用いないようにすること
19 専門用語，俗語，隠語，略語は避け，馴染みのある単純な語を正確

に用いること
20 使用する語句に注意すること。使用する語句次第では回答が異な

り，集計結果に影響を及ぼす場合がある
21 尺度を使用する対象者に言語レベルを合わせること
22 「～ではないですか」などの否定語で質問しないこと
23 望ましい回答があると思わせないこと
24 質問の内容は回答者にとって十分現実的なものにすること
25 誤字・脱字がないかを確認すること

26 回答者が意味の違いを識別できる程度の選択枝数(段階数)にするこ
と。多すぎる選択枝は結果として特性の違いが反映されないことが
ある。

27 リッカート式を用いる場合，全ての評定カテゴリに対して文字によ
るラベル(説明)をつけること

28 中立となる選択枝が必要かを検討すること。傾向を二分したい場合
には設けない方がよい

29 選択枝の構造や長さを揃えること
30 「常に」や「決して」などの強い表現は避けること
31 選択枝の内容に重なりがないようにすること

表1　心理尺度作成ガイドライン(2022.9)
尺尺度度のの作作成成をを始始めめるる前前にに

項項目目のの作作成成・・選選定定ににつついいてて

項項目目文文のの記記述述ににつついいてて

回回答答選選択択枝枝のの作作成成ににつついいてて

32 作成した項目のひとつひとつについて，測定したい概念との関連を
確認してもらうこと

33 項目の文章が意図した内容として伝わるものになっているかを確認
してもらうこと

34 測定したい概念について必要十分な項目の集まりになっているかを
確認してもらうこと。必要に応じて，足りていない箇所を明らかに
してもらうこと

35 複数の下位概念をもつ尺度の場合，非専門家でも下位概念間の違い
がわかるかを確認してもらうこと。また，非専門家にも確認しても
らうことが望ましい

36 本調査の前に小規模な集団に予備調査を行うこと
37 項目の内容・文章について，意味が伝わりにくいところがなかった

かを確認すること
38 自由記述欄を設けるなど，調査項目や調査そのものへの意見を受け

付けること
39 予備調査実施後には項目得点の分布および代表値・散らばりや範囲

などを確認すること
40 予備調査を行う前に社会的望ましさやデタラメな回答などの，意図

しない影響を引き起こさない項目になっているか確認すること。ま
た予備調査実施後には，それらの影響がなかったかを検討すること

41 本調査には十分な回答者数を得ること
42 本調査の対象者は尺度の測定対象と等質な集団にすること
43 逆転項目が正しく処理されているか確認をすること。また，項目間

相関が負の値のときには，逆転項目の可能性を検討する必要がある
44 項目ひとつひとつについて，尺度得点との相関を確認すること
45 項目得点の分布および代表値・散らばりや範囲などを確認すること
46 ほとんどの人が同じ回答をしている項目がないかを確認すること。

そのような項目は特性の差異を反映していない
47 因子分析などにより，因子の構造を確認すること
48 信頼性の確認をすること。内的整合性と再検査信頼性など，2通り以

上の方法で確認することが望ましい
49 妥当性の確認をすること。特に外的基準について，測定している概

念との関連性を明確にしておくこと

50 回答者の負担と信頼性・妥当性を考慮して項目数を決定すること
51 1つの概念ないし下位因子の測定を過度に少数の項目に担わせないこ

と。少なすぎる項目からなる尺度は測定の妥当性を損なう
52 複数項目を削除する際には，一度にすべての項目を削除するのでは

なく，α係数の値などを考慮しながら削除する項目を決めること
53 本調査の回答者が十分な人数のとき，2つのグループに分け，1つ目

のグループで項目の選定や評価を行い，その尺度がもう1つのグルー
プで同様の結果になるかの確認をすること

54 妥当性，項目困難度，識別力，信頼性，項目の内容の全てを考慮し
た上で，最終的な項目を決定すること

55 因子構造・項目のまとまり・内容が当初想定していた概念を測定す
るのに十分なものかを確認すること

56 十分な尺度が作成されない場合には，全般的な見直しを行い，再度
予備調査から行うこと

予予備備調調査査のの実実施施・・確確認認ににつついいてて

本本調調査査のの実実施施・・結結果果ににつついいてて

項項目目のの最最終終決決定定ににつついいてて

項項目目作作成成後後のの他他のの専専門門家家にによよるる確確認認ににつついいてて
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多次元項目反応理論を組み込んだ
深層学習モデルに基づく小論文の観点別自動採点手法

柴田 拓海，宇都 雅輝
電気通信大学大学院情報理工学研究科

1 はじめに
近年，小論文試験の採点をコンピュータを用い

て自動化する小論文自動採点（Automated Essay

Scoring；AES）手法が注目されており，深層学習に
基づいた手法が多数提案されている（e.g.,[1, 2, 3]）．
従来の自動採点モデルの多くは全体得点のみを予
測するが，学習評価場面などで小論文試験を運用
する場合，詳細なフィードバックを受検者に与え
るために複数観点に基づく分析的評価を行いたい
場面がある．このような自動採点を実現する手法
として，全体得点だけでなく複数の評価観点に対
応する得点も同時に予測できるモデルが近年提案
されている．
現時点では Ridleyら [2]のモデルが最高精度を
達成しているが，このモデルには解釈性の観点か
ら次のような問題がある．(1) 評価観点ごとに複雑
な多層ニューラルネットワークを持つため予測根拠
を解釈することが難しい．(2) 一般に評価観点は，
背後に測定したい能力尺度を想定し，それを測定
できるように設計されるが，このモデルでは複数
評価観点の背後に想定される能力尺度を解釈する
ことができない．これらの問題を解決するために，
本研究では多次元項目反応理論（Item Response

Theory；IRT）を組み込んだ解釈性に優れた複数
観点同時自動採点モデルを提案する．提案手法の
利点は以下の通りである．(1) 評価観点固有の出力
層は，識別力と困難度と呼ばれる項目反応理論で
一般的な 2種類のパラメータのみで説明されるた
め，それらのパラメータ値に基づいて観点ごとの
特性を定量的に解釈できる．(2) 多次元項目反応モ
デル層の能力次元数を最適化してパラメータを分
析することで，複数評価観点の背後に想定される
能力尺度を解釈できる．
また，本研究では複数観点自動採点の研究で広
く利用されるベンチマークデータセットを用いて
提案手法の有効性を評価する．
2 複数観点同時自動採点モデル
提案モデルは，Ridleyら [2]が提案した複数観点
同時自動採点モデルを基礎モデルとするため，本
章ではこのモデルについて説明する．モデルの概

念図を図 1（左）に示した．このモデルは，受検
者 n の小論文を入力とし，評価観点 m ∈ M =

{1, 2, . . . ,M}に対応する得点 ŷnmを出力する．こ
こでMは評価観点数を表す．また，受検者nの小論
文は単語系列として，{wnsl|s ∈ {1, 2, . . . , S}, l ∈
{1, 2, . . . , ls}}と表せる．wnslは受検者 nの小論文
における s番目の文の l番目の単語であり，Sはそ
の小論文の文数，lsは s番目の文の単語数である．
得点予測は，共通層と観点固有層の二段階でデー
タを処理することで行われる．共通層では，文ご
とに Embedding 層，Convolution 層，Attention

Pooling層 [1]が適用され，全観点に共通する文単
位の分散表現の系列が得られる．次に，観点ごと
に独立に処理を行う観点固有層で，共通層で得ら
れた分散表現の系列をもとに評価観点ごとの得点
を予測する．具体的には，共通層の出力系列に対し
て，観点ごとに Recurrent層，Attention Pooling

層を適用して得られたベクトル表現に単語数や可
読性，文章の複雑さなどを表す人手で設計した特
徴量のベクトルFnを結合（concat）することで文
章単位の分散表現を得る．次にこの分散表現ベク
トルに対して，評価観点間の関係を考慮するため
にTrait Attention[2]を適用し，得点予測のための
最終的な分散表現 hnm を作成し，この hnm に対
し，シグモイド関数を活性化関数に持つ全結合層
ŷnm = σ(Wmhnm + bm)を適用し，受検者 nのm

番目の観点別得点 ŷnm を予測する．ここで，σは
シグモイド関数，Wmは重み，bmはバイアスを表
す．なお，このモデルは得点予測にシグモイド関
数を使用しているため，ŷnm は 0から 1の間の値
をとる．実際の得点尺度がこれと異なる場合には，
ŷnm を一次変換して実際の得点尺度に合わせる．
モデルの学習は，平均二乗誤差（Mean Squared

Error；MSE）を損失関数として誤差逆伝播法で行
われる．ここで訓練データの小論文数をN，予測
観点数をM，ynmを受検者 nの小論文におけるm

番目の観点の真の得点とすると，MSE誤差は以下
のように表される．

LMSE =
1

NM

N∑
n=1

M∑
m=1

(ŷnm − ynm)2 (1)
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多次元項目反応理論を組み込んだ
深層学習モデルに基づく小論文の観点別自動採点手法

柴田 拓海，宇都 雅輝
電気通信大学大学院情報理工学研究科

1 はじめに
近年，小論文試験の採点をコンピュータを用い
て自動化する小論文自動採点（Automated Essay

Scoring；AES）手法が注目されており，深層学習に
基づいた手法が多数提案されている（e.g.,[1, 2, 3]）．
従来の自動採点モデルの多くは全体得点のみを予
測するが，学習評価場面などで小論文試験を運用
する場合，詳細なフィードバックを受検者に与え
るために複数観点に基づく分析的評価を行いたい
場面がある．このような自動採点を実現する手法
として，全体得点だけでなく複数の評価観点に対
応する得点も同時に予測できるモデルが近年提案
されている．
現時点では Ridleyら [2]のモデルが最高精度を
達成しているが，このモデルには解釈性の観点か
ら次のような問題がある．(1) 評価観点ごとに複雑
な多層ニューラルネットワークを持つため予測根拠
を解釈することが難しい．(2) 一般に評価観点は，
背後に測定したい能力尺度を想定し，それを測定
できるように設計されるが，このモデルでは複数
評価観点の背後に想定される能力尺度を解釈する
ことができない．これらの問題を解決するために，
本研究では多次元項目反応理論（Item Response

Theory；IRT）を組み込んだ解釈性に優れた複数
観点同時自動採点モデルを提案する．提案手法の
利点は以下の通りである．(1) 評価観点固有の出力
層は，識別力と困難度と呼ばれる項目反応理論で
一般的な 2種類のパラメータのみで説明されるた
め，それらのパラメータ値に基づいて観点ごとの
特性を定量的に解釈できる．(2) 多次元項目反応モ
デル層の能力次元数を最適化してパラメータを分
析することで，複数評価観点の背後に想定される
能力尺度を解釈できる．
また，本研究では複数観点自動採点の研究で広
く利用されるベンチマークデータセットを用いて
提案手法の有効性を評価する．
2 複数観点同時自動採点モデル
提案モデルは，Ridleyら [2]が提案した複数観点
同時自動採点モデルを基礎モデルとするため，本
章ではこのモデルについて説明する．モデルの概

念図を図 1（左）に示した．このモデルは，受検
者 n の小論文を入力とし，評価観点 m ∈ M =

{1, 2, . . . ,M}に対応する得点 ŷnmを出力する．こ
こでMは評価観点数を表す．また，受検者nの小論
文は単語系列として，{wnsl|s ∈ {1, 2, . . . , S}, l ∈
{1, 2, . . . , ls}}と表せる．wnslは受検者 nの小論文
における s番目の文の l番目の単語であり，Sはそ
の小論文の文数，lsは s番目の文の単語数である．
得点予測は，共通層と観点固有層の二段階でデー
タを処理することで行われる．共通層では，文ご
とに Embedding 層，Convolution 層，Attention

Pooling層 [1]が適用され，全観点に共通する文単
位の分散表現の系列が得られる．次に，観点ごと
に独立に処理を行う観点固有層で，共通層で得ら
れた分散表現の系列をもとに評価観点ごとの得点
を予測する．具体的には，共通層の出力系列に対し
て，観点ごとに Recurrent層，Attention Pooling

層を適用して得られたベクトル表現に単語数や可
読性，文章の複雑さなどを表す人手で設計した特
徴量のベクトルFnを結合（concat）することで文
章単位の分散表現を得る．次にこの分散表現ベク
トルに対して，評価観点間の関係を考慮するため
にTrait Attention[2]を適用し，得点予測のための
最終的な分散表現 hnm を作成し，この hnm に対
し，シグモイド関数を活性化関数に持つ全結合層
ŷnm = σ(Wmhnm + bm)を適用し，受検者 nのm

番目の観点別得点 ŷnm を予測する．ここで，σは
シグモイド関数，Wmは重み，bmはバイアスを表
す．なお，このモデルは得点予測にシグモイド関
数を使用しているため，ŷnm は 0から 1の間の値
をとる．実際の得点尺度がこれと異なる場合には，
ŷnm を一次変換して実際の得点尺度に合わせる．
モデルの学習は，平均二乗誤差（Mean Squared

Error；MSE）を損失関数として誤差逆伝播法で行
われる．ここで訓練データの小論文数をN，予測
観点数をM，ynmを受検者 nの小論文におけるm

番目の観点の真の得点とすると，MSE誤差は以下
のように表される．

LMSE =
1

NM

N∑
n=1

M∑
m=1

(ŷnm − ynm)2 (1)

図 1: 従来の複数観点同時自動採点モデル（左）と提案モデル（右）の概念図

1章でも述べた通り，このモデルは評価観点ごと
に固有の複雑なニューラル層を持つため予測根拠
の解釈が難しい．この問題を解決するために，本
研究では項目反応理論を統合した新たな自動採点
モデルを提案する．

3 提案モデル
提案モデルの概念図を図 1（右）に示す．図 1

からわかるように，提案モデルは入力層から Con-

catenate層まで評価観点数M = 1とした従来モデ
ルと同じ構造を持ち，これらの層を用いて文章単
位の分散表現 hnを生成する．提案モデルでは，こ
の文章単位の分散表現 hn から各評価観点の予測
得点を計算する出力層として，代表的な多次元多
値型 IRTモデルである多次元一般化部分採点モデ
ル（Generalized Partial Credit Model；GPCM）
[4]を用いる．ここでは先行研究 [5]のように各評
価観点を項目とみなして多次元 GPCM を適用す
る．具体的には受検者 nが評価観点 mにおいて，
得点 k ∈ {1, 2, . . . ,Km}を得る確率を次式で与え
るモデルを適用する．

Pnmk =
exp(kαT

mθn +
∑k

u=1 βmu)∑Km

v=1 exp(vα
T
mθn +

∑v
u=1 βmu)

(2)

ここで，θn = (θn1, θn2, . . . , θnd)は受検者 nの d

次元の能力を表すパラメータベクトルであり，ベ
クトルの各要素は各次元の能力値を表す．αm =

(αm1, αm2, . . . , αmd)は θnに対応した評価観点m

の d 次元識別力，βmu は評価観点 m においてカ
テゴリ u − 1から uに遷移する困難度を表すパラ
メータである．Km は，評価観点 m における得
点段階数を表す．なお，モデルの識別性のために，
βm1 = 0 : ∀mを所与とする．

提案モデルでは，Concatenate層で得られた分
散表現 hnを全結合層に入力し，多次元GPCMに
おける能力値ベクトル θn に対応する値を θn =

Whn + bで求める．ここで，W は重み行列，b

はバイアスベクトルを表す．最後に，得られた θn

を用いて，多次元GPCM層で式（2）を計算する
ことで，各評価観点m ∈ Mに対する得点の出力
確率が得られる．また通常 IRTでは受検者の能力
値 θn に正規分布を仮定するため，提案モデルで
は，θn が平均 0の正規分布に近づくように L2正
則化を施している．得点予測の際には，期待得点∑Km

k=1 kPnmk を予測得点とする．提案モデルにお
ける多次元 GPCM 層は従来モデルにおける観点
固有層に相当する．提案モデルでは，この多次元
GPCM層のパラメータを分析することで，各評価
観点の特性や複数評価観点の背後に想定される能
力尺度を解釈することが可能になる．
損失関数には，多クラス交差エントロピー（Cat-

egorical Cross-Entropy；CCE）誤差を用いる．訓
練データの小論文数をN，予測観点数をM，受検
者 nの評価観点mにおける真得点が kのときに 1

をとり，それ以外のときに 0をとるダミー変数を
ynmk とすると，CCE誤差は以下のように表せる．

LCCE = − 1

NM

N∑
n=1

M∑
m=1

Km∑
k=1

ynmk log(Pnmk)

(3)

なお，モデルの各種ハイパーパラメータは先行研
究 [2]に合わせ，最適化アルゴリズムには学習率を
0.001に設定した RMSPropを用いる．
4 実験
本研究では実データとして，AES研究の分野で

広く利用される Automated Student Assessment
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表 1: 課題別の平均 QWKスコア
入力 モデル 課題 p値

1 2 3 4 5 6 7 8 Avg. 1dim 2dim 3dim

POS

従来モデル 0.688 0.632 0.610 0.680 0.686 0.684 0.694 0.548 0.653 0.460 0.169 0.767
提案-1dim 0.662 0.605 0.623 0.663 0.693 0.670 0.640 0.542 0.637 - 1.000 1.000
提案-2dim 0.671 0.627 0.608 0.657 0.680 0.669 0.669 0.555 0.642 - - 1.000
提案-3dim 0.678 0.629 0.615 0.643 0.691 0.677 0.682 0.544 0.645 - - -

Word

従来モデル 0.685 0.655 0.660 0.720 0.706 0.750 0.694 0.568 0.680 0.009 0.699 0.014
提案-1dim 0.656 0.617 0.620 0.713 0.689 0.731 0.638 0.549 0.652 - 0.180 0.378
提案-2dim 0.666 0.631 0.637 0.722 0.699 0.732 0.704 0.576 0.671 - - 1.000
提案-3dim 0.679 0.633 0.642 0.704 0.698 0.734 0.696 0.553 0.667 - - -

表 2: 提案モデル（2次元）を用いて推定した課題 1の評価観点パラメータ
α11 α12 β12 β13 β14 β15 β16 β17 β18 β19 β1 10 β1 11

Overall 1.81 0.14 -2.56 -3.53 -3.26 -3.75 -1.59 -2.24 0.95 1.09 2.90 3.19
Content 1.54 1.38 -4.80 -3.98 -0.60 2.04 4.35 - - - - -
Organization 1.23 1.41 -4.38 -3.58 -0.39 2.18 4.65 - - - - -
Word Choice 1.38 1.63 -5.10 -3.87 -0.01 2.55 4.73 - - - - -
Sentence Fluency 1.10 1.90 -4.73 -3.93 -0.49 2.21 5.02 - - - - -
Conventions 1.04 1.95 -4.93 -3.87 -0.54 2.36 5.29 - - - - -

Prize (ASAP) と ASAP++を用いる．これらの
データセットには 8つの小論文課題に関する答案
が含まれており，それぞれの答案に対して全体得
点と 4から 6種類の評価観点別の得点が付与され
ている．小論文数の課題ごとの平均は約 1622，平
均単語数は 275である．
4.1 得点予測精度の評価実験
ここでは，提案モデルの次元数を 1，2，3と変化

させて得点予測精度を評価する実験を行う．本実
験では，モデルへの入力として，単語系列を利用す
る場合と，単語を品詞（Part of speech; POS）タ
グに置き換えた場合を検証する．POSタグ入力は，
訓練データと採点対象データの小論文課題が異な
るクロス課題の状況を想定して，Ridleyらが採用
している方法である．なお単語系列を入力する場
合には，Embedding層で，50次元のGloVeによる
事前学習済みの単語埋め込みを利用する．モデル
の性能評価は，5分割交差検証を用いて行う．5分
割交差検証は課題ごとに独立して実施し，エポック
数は全てのモデルで 30としている．評価関数には，
2次の重み付きカッパ係数（Quadratic Weighted

Kappa；QWK）を用いる．
実験結果を表 1 に示す．表 1 では観点ごとに

QWKスコアを計算し，その平均スコアを課題ご
とに示している．各条件で最も精度が高い手法の
結果を太字で示してある．表 1より，提案モデル
については 2または 3次元の能力を仮定した場合
が，平均精度が高いことがわかる．精度が最も高
いのは従来モデルであるが，提案モデルと大きな
差はないことが読み取れる．ここで各モデルの平

均スコアに有意な差があるかを定量的に測定する
ため，ボンフェローニ法による多重比較検定を行っ
た．結果を表 1の「p値」列に示す．表から 2次元
の提案モデルでも従来モデルと比較して有意な差
が見られないことがわかった．このことから提案
モデルは従来モデルと比較して精度を落とさずに
得点予測ができたことがわかる．
4.2 提案モデルの解釈性
ここでは，提案モデルで推定された評価観点パ
ラメータの解釈について述べる．例として表 2に
課題 1のデータにおいて，能力次元数を 2次元と
したときの評価観点パラメータの推定結果を示し
た．表 2に示した識別力値 (α11, α12)を分析する
ことで，各観点が関心下の能力をどの程度の精度
で測定できるか解釈できるとともに，各次元がど
のような能力を測定しているかを把握することが
できる．例えば，全体得点と Contentは 1次元目
の識別力値が 2次元目の値に比べて高く，他の観
点では 2次元目の識別力値の方が高いことが読み
取れる．このことから，1 次元目は，全体得点と
Contentに対応する能力を表しており，2次元目は
その他の観点に共通する能力を表現していると解
釈できる．観点の内容を考慮すると，1次元目は内
容面に重視した評価軸であり，2次元目は文章表現
に重視した評価軸と解釈できる．また，観点別に
識別力値を確認すると，例えば，全体得点は 1次
元目の能力はよく測定できるが，2次元目の能力
測定には全く寄与しないことや，Contentという
観点は両方の能力測定に寄与していること，など
が読み取れる．
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表 1: 課題別の平均 QWKスコア
入力 モデル 課題 p値

1 2 3 4 5 6 7 8 Avg. 1dim 2dim 3dim

POS

従来モデル 0.688 0.632 0.610 0.680 0.686 0.684 0.694 0.548 0.653 0.460 0.169 0.767
提案-1dim 0.662 0.605 0.623 0.663 0.693 0.670 0.640 0.542 0.637 - 1.000 1.000
提案-2dim 0.671 0.627 0.608 0.657 0.680 0.669 0.669 0.555 0.642 - - 1.000
提案-3dim 0.678 0.629 0.615 0.643 0.691 0.677 0.682 0.544 0.645 - - -

Word

従来モデル 0.685 0.655 0.660 0.720 0.706 0.750 0.694 0.568 0.680 0.009 0.699 0.014
提案-1dim 0.656 0.617 0.620 0.713 0.689 0.731 0.638 0.549 0.652 - 0.180 0.378
提案-2dim 0.666 0.631 0.637 0.722 0.699 0.732 0.704 0.576 0.671 - - 1.000
提案-3dim 0.679 0.633 0.642 0.704 0.698 0.734 0.696 0.553 0.667 - - -

表 2: 提案モデル（2次元）を用いて推定した課題 1の評価観点パラメータ
α11 α12 β12 β13 β14 β15 β16 β17 β18 β19 β1 10 β1 11

Overall 1.81 0.14 -2.56 -3.53 -3.26 -3.75 -1.59 -2.24 0.95 1.09 2.90 3.19
Content 1.54 1.38 -4.80 -3.98 -0.60 2.04 4.35 - - - - -
Organization 1.23 1.41 -4.38 -3.58 -0.39 2.18 4.65 - - - - -
Word Choice 1.38 1.63 -5.10 -3.87 -0.01 2.55 4.73 - - - - -
Sentence Fluency 1.10 1.90 -4.73 -3.93 -0.49 2.21 5.02 - - - - -
Conventions 1.04 1.95 -4.93 -3.87 -0.54 2.36 5.29 - - - - -

Prize (ASAP) と ASAP++を用いる．これらの
データセットには 8つの小論文課題に関する答案
が含まれており，それぞれの答案に対して全体得
点と 4から 6種類の評価観点別の得点が付与され
ている．小論文数の課題ごとの平均は約 1622，平
均単語数は 275である．
4.1 得点予測精度の評価実験
ここでは，提案モデルの次元数を 1，2，3と変化

させて得点予測精度を評価する実験を行う．本実
験では，モデルへの入力として，単語系列を利用す
る場合と，単語を品詞（Part of speech; POS）タ
グに置き換えた場合を検証する．POSタグ入力は，
訓練データと採点対象データの小論文課題が異な
るクロス課題の状況を想定して，Ridleyらが採用
している方法である．なお単語系列を入力する場
合には，Embedding層で，50次元のGloVeによる
事前学習済みの単語埋め込みを利用する．モデル
の性能評価は，5分割交差検証を用いて行う．5分
割交差検証は課題ごとに独立して実施し，エポック
数は全てのモデルで 30としている．評価関数には，
2次の重み付きカッパ係数（Quadratic Weighted

Kappa；QWK）を用いる．
実験結果を表 1 に示す．表 1 では観点ごとに

QWKスコアを計算し，その平均スコアを課題ご
とに示している．各条件で最も精度が高い手法の
結果を太字で示してある．表 1より，提案モデル
については 2または 3次元の能力を仮定した場合
が，平均精度が高いことがわかる．精度が最も高
いのは従来モデルであるが，提案モデルと大きな
差はないことが読み取れる．ここで各モデルの平

均スコアに有意な差があるかを定量的に測定する
ため，ボンフェローニ法による多重比較検定を行っ
た．結果を表 1の「p値」列に示す．表から 2次元
の提案モデルでも従来モデルと比較して有意な差
が見られないことがわかった．このことから提案
モデルは従来モデルと比較して精度を落とさずに
得点予測ができたことがわかる．
4.2 提案モデルの解釈性
ここでは，提案モデルで推定された評価観点パ
ラメータの解釈について述べる．例として表 2に
課題 1のデータにおいて，能力次元数を 2次元と
したときの評価観点パラメータの推定結果を示し
た．表 2に示した識別力値 (α11, α12)を分析する
ことで，各観点が関心下の能力をどの程度の精度
で測定できるか解釈できるとともに，各次元がど
のような能力を測定しているかを把握することが
できる．例えば，全体得点と Contentは 1次元目
の識別力値が 2次元目の値に比べて高く，他の観
点では 2次元目の識別力値の方が高いことが読み
取れる．このことから，1 次元目は，全体得点と
Contentに対応する能力を表しており，2次元目は
その他の観点に共通する能力を表現していると解
釈できる．観点の内容を考慮すると，1次元目は内
容面に重視した評価軸であり，2次元目は文章表現
に重視した評価軸と解釈できる．また，観点別に
識別力値を確認すると，例えば，全体得点は 1次
元目の能力はよく測定できるが，2次元目の能力
測定には全く寄与しないことや，Contentという
観点は両方の能力測定に寄与していること，など
が読み取れる．

表 3: 提案モデルを用いて推定された受検者の能力値と予測得点の例
受検者 n 能力値 θn

観点別の予測得点
Overall Content Organization Word Choice Sentence Fluency Conventions Avg.

4 0.14 8 4 4 4 4 4 4.67
27 2.21 11 6 5 6 5 5 6.33
31 -2.01 6 2 2 2 2 2 2.67
916 -4.19 2 1 1 1 1 1 1.17
1651 3.40 12 6 6 6 6 6 7.00

図 2: Overallに関する項目特性曲線

図 3: Contentに関する項目特性曲線

また困難度パラメータ (β12, . . . , β16)からは，各
観点における各得点の出現分布を解釈することがで
きる．例として，図 2，図 3にそれぞれOverallと
Contentのパラメータを所与としたときの，式（2）
で表現される項目特性曲線（Item Characteristic

Curve；ICC）を示した．図では横軸が能力値を表
し，縦軸が各得点 k への反応確率を表す．3章で
も述べた通り，提案モデルは受検者の能力値 θnに
L2正則化を施しているため，推定された能力値は
0を平均として分布している．これらの図から全
体として，能力値が高い受検者ほど高い点を取る
確率が高く，反対に能力値が低い受検者ほど低い
点を取りやすい傾向が表現されていることがわか
る．また全体得点は，2，6，8，10，11，12点の出
現頻度が高く，他の得点は避けられる傾向がある
ことがわかる．同様に，Contentは 2点の出現頻
度が若干低いことが読み取れる．
また提案モデルは各評価観点の得点を，上述し
た評価観点の特性と推定された受検者の能力から
予測する．課題 1の小論文に対して，1次元の提

案モデルを用いて得点予測を行い，推定された受
検者の能力値とその受検者の小論文に対する予測
得点の例を表 3に示した．まず表 3から受検者の
能力値が高いほど高得点を得やすいことがわかる．
さらに表 3を図 2や図 3と見比べると Overallと
Contentの予測得点が ICCに従っていることが確
認できる．例えば 0付近の能力を持つ受検者 4は，
Overallで 8点，Contentで 4点を獲得しており，
ICCが表す得点の分布と整合している．
このように提案モデルでは IRTパラメータを分
析することで得点予測の背後にある構造を解釈で
きることがわかる．
5 おわりに
本研究では全体得点と同時に観点別得点も予測
できる自動採点手法に多次元項目反応理論を組み
込んで予測根拠の解釈性を高めた手法を提案した．
また本研究で使用した実データは高々2次元の能力
尺度しか測定していない可能性が示唆された．今
後の課題として，Uto & Okano[6]のように評価者
バイアスの影響も考慮できるように，多相型 IRT

モデルを統合する拡張も検討したい．
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機機械械学学習習ににおおけけるるアアククテティィブブララーーニニンンググをを用用いいたた  
学学習習デデーータタ選選定定にによよるる自自動動採採点点シシスステテムムのの精精度度向向上上  

  
麻坂 順風 1，岡 知樹 2，森 康久仁 1, 石岡 恒憲 3, 須鎗 弘樹 1  

1 千葉大学，2 株式会社リクルート，3 大学入試センター 
 
 

11.. ははじじめめにに  
 2020 年からから実施されている大学入学共
通テストでは，記述式問題が導入される予定で
あったが，見送りとなった．見送りとなった原
因として，50 万人規模の答案を 2 週間で採点す
る採点者の確保が困難であることや，採点のズ
レやミスが生じることなどが挙げられた．この
ような問題を解決する 1 つの糸口として，記述
式問題の自動採点が期待されている． 
 短答式記述問題の自動採点の研究では，⼈の
⼿で採点する答案が多い程，⾃動採点精度が⾼
くなることが知られている．しかし，実際の採
点には，人件費や時間といったコストが大きく
かかってしまう．そのため，高い精度を維持し
つつ，人の手で採点する答案を減らすことが望
まれる． 
 本研究では，アクティブラーニング(以下，
AL)を用いることで，人の手で採点する答案を
選択する．ランダムに選んだ場合と AL を用い
て選んだ場合とで精度を比較することで，AL の
有効性を示す． 
 また，2 種類の自動採点モデルと AL におけ
るサンプリング手法を比較することで，本研究
で使用したデータセットにおける最も良い組み
合わせを検討する． 
 
22.. 関関連連研研究究  
 岡(2022)は，大学入学共通テストの試行調査
の国語の記述式問題を用いて，手書きの答案を
手書き文字認識モデルでテキストデータに変換
した際の自動採点精度の検証を行っている．大
学入学共通テストレベルのデータ数があれば，
アノテーション等の加工がなくても採点精度を

高く保てることを示している．しかし，多くの
答案を人が採点するには，コストが大きくかか
ってしまう． 
 Horbach(2016)と Kishaan(2020)は，自動採
点における AL の有効性を検証している．AL を
用いることで，採点コストを削減できることを
示しているが，模試や入試といった大規模デー
タセットにおける採点には適していないワーク
フローを用いている． 
  
33.. 提提案案手手法法  
 本研究では，既存の AL を大規模データセッ
トにおける自動採点に適した AL に拡張するこ
とで，人の手で採点する答案を選択する． 
 AL は，機械学習モデルを学習する際に学習効
果の高いデータを選択することで，少ないラベ
ルありデータで高い精度を出すことができる技
術である(Settle, 2009)． 
 テストデータからサンプリング手法を用いる
ことで，データを選択し、人の手で採点した得
点を与え，学習データに追加する．検証データ
には，テストデータからランダムに追加する． 
 サンプリング手法としては，予測の不確実性
を用いる margin sampling(Scheffe, 2001)と予
測の不確実性とデータの多様性を考慮した
BADGE(Ash, 2019)の 2 つを用いた． 
 
44.. 使使用用デデーータタ  
 本研究では，2017 年と 2018 年に実施された
大学入学共通テストの試行調査の国語の記述式
問題を用いて実験を行った．このデータは，手
書き文字認識モデルで答案をテキストデータに
変換しており，人間がテキストデータ化する手 

表 1 データの詳細 
  答案数 配点 平均点 標準偏差 字数制限 

2017_Q1 
2017_Q2 
2017_Q3 
2018_Q1 
2018_Q2 
2018_Q3 

61233 
60785 
58556 
67309 
66202 
57714 

6 
3 
6 
3 
3 
3 

4.46 
2.28 
0.44 
2.52 
1.91 
0.89 

1.66 
1.28 
1.11 
0.86 
1.12 
1.10 

≦ 50 
≦ 25 

80 - 120 
≦ 30 
≦ 40 

80 - 120 
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(a)2018_Q1 

 
(b)2017_Q3

図 1 BERT モデルの結果

 
(a)2018_Q1 

 
(b)2017_Q3 

図 2 BERT モデルと BiLSTM モデルの比較

間を省いた実践的なデータセットである．この
データセットの詳細を表 1 に示す． 
  
55.. 実実験験設設定定  
 自動採点モデルとしては，事前学習モデルで
ある BERT をファインチューニングするモデル
と事前学習モデルでない BiLSTM を用いたモデ
ルの 2 種類を用いた．BERT モデルでは，最適
化関数に AdamW を使用し，エポック数は 5，
バッチサイズは 16 とした．BiLSTM モデルで
は, 最適化関数に RMSprop を使用し，エポッ
ク数は 100，バッチサイズは 16 とした． 
 AL では，初期の学習，検証データとしてラン
ダムに 1000，250 データを選択し，残りをテ
ストデータとする．以降，テストデータからサ
ンプリング手法により学習データに 1000 デー
タ，ランダムに検証データに 250 データ追加し
ていく. 比較対象の従来手法 random として，
学習データをサンプリング手法ではなく，ラン
ダムに追加した場合の結果を用い，比較対象の
従来手法 full size の結果として，全データをラ
ンダムに 3：1：1 に分割し，それぞれを学習，
検証，テストデータとした時の結果を用いる． 
 評価指標として，QWK(Cohen, 1968)を用
い，1 に近いほど予測精度が高いことを示す． 
 
66.. 実実験験結結果果  
 BERT モデルを使用した時の最も QWK が高
かった問題と低かった問題の結果を図 1 に示

す．両問題において，AL を用いて学習データを
選んだ場合の QWK が full size の QWK を超え
る結果となった．このことから，AL の有効性を
確認することができた．また，サンプリングに
よる QWK の差はほとんどなかった．文章が長
くなるにつれて，答案に多様性が生まれるた
め，高い QWK を出すために必要な学習データ
数が増加することがわかった． 
 BERT モデルと BiLSTM モデルの QWK の比
較を図 2 に示す．BERT モデルの方が両問題に
おいて QWK が高くなる結果となった． 
 
77.. おおわわりりにに  
 本研究では，AL を用いて学習データを選ぶ手
法を提案した．実験より，full size の QWK を
超えるのに最も学習データが多い場合でも，full 
size の約 1/6 の学習データ数で超えることがで
き，提案手法の有効性を示すことができた．  
 また，2 種類のサンプリング手法を比較した
が，サンプリング手法による精度差は生じなか
った．BADGE はサンプリングの過程上，デー
タ数が増えるとサンプリング時間が増加してし
まう．そのため，大規模データにおいては，
margin sampling の方が良いと言える． 
 2 種類の自動採点モデルとサンプリング手法
の組み合わせとして，「BERT モデル+margin 
sampling」が最も良い結果となった． 
 
【連絡先】 junpu_osaka@chiba-u.jp 
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CBT英語リスニング問題における動画・音声の提示方法が
困難度・識別力・解答時間に及ぼす影響

○寺尾尚大 1

1大学入試センター研究開発部

問題と目的
CBT (Computer Based Testing)の特性を生か
した TEIs (technology-enhanced items) につい
ては，PBT と比較して測定可能な資質・能力が
広く深くなるとのイメージが先行し，TEIs がか
えって測定の妥当性を脅かす可能性については意
識されにくい。例えば，TEIs の代表例として語
られることの多い動画について，英語リスニング
問題での利用には細心の注意を払う必要がある。

CBT の英語リスニング問題において動画を利
用した場合，測定の妥当性にトレードオフ関係
が生じる。実際，動画に含まれる視覚情報の助け
を借りることで，音声だけで聴くよりも周辺的な
状況の理解にかかる認知負荷を効果的に下げら
れる可能性がある一方で，動画中に正答のヒント
となりうる視覚情報が含まれていた場合には，リ
スニング能力が低くても正答できてしまう事態
を招きやすく，構成概念以外の分散 (construct-
irrelevant variance)を増幅させる危険性もある。
こうした妥当性のトレードオフに対して最適解を
探ることは，コンピュータを用いた学力評価にお
ける妥当性を高める上で極めて重要である。
動画を用いたリスニング問題に関する先行研究
では，動画利用が困難度に及ぼす影響について，
いまもなお知見が整合していない。多くの研究
では，音声のみを用いた場合に比べて，動画を用
いるほうが受検者の得点が高いことを報告して
いる (e.g., Shin, 1998; Wagner, 2010) が，より
丁寧な検討を行った近年の研究では，動画を用
いることが必ずしもテスト項目を易しくするわ
けではないことを示している (e.g., Batty, 2015;
Lesnov, 2022)。こうした知見の不整合が，妥当
性のトレードオフの解決を難しくする一因である
と考えられる。
知見の不整合の背景の一つとして，動画に含ま
れる視覚情報の種類の違いが挙げられる。Bejar

et al. (2000)は，リスニング問題の動画に含まれ
る視覚情報を内容的視覚刺激 (content visuals)
と文脈的視覚刺激 (context visuals) に分けるこ
とを提唱した。実際，内容的視覚刺激が含まれる
テスト項目は易しいが，文脈的視覚刺激のみが含
まれるテスト項目では困難度に影響がないことが
示されている (Bejar et al., 2000; Lesnov, 2017)。
先行研究では，困難度に焦点を当てたものが多
いのに対し，識別力についての検討は見られな
い。また，動画を含むリスニング問題解答時の
眼球運動に関する研究では，内容的視覚刺激が
提示された場合に，受検者が動画の視覚刺激を
より長時間注視していたことが報告されている
(Suvorov, 2015)。CBTリスニング問題での動画
利用にあたっては，動画中に含まれる視覚刺激の
種類に注意しながら，困難度だけでなく，識別力
や解答時間にも着目する必要がある。
そこで本研究は，英語リスニング CBT問題に
おいて，動画および音声刺激の提示方法の違い
が，項目困難度・識別力，解答時間に及ぼす影響
について検討することを目的とする。刺激の違い
として，通常動画条件，静止画コマ送り条件，音
声のみ条件の 3つを設定し，条件間での比較を実
施した。

方法
研究参加者
関東近県の公立高等学校に通う生徒 219名 (高
校 1年生 74名，高校 2年生 143名，無回答 2名)
であった。研究参加者は全員，外国語科の生徒で
あった。調査実施時期は 2021年 3月であったた
め，新型コロナウィルス感染拡大防止対策を実施
した。
英語音声・動画と項目作成
本研究では，既存のテスト項目は使用せず，独
自に 4つのパッセージとそれに付随するテスト項
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CBT英語リスニング問題における動画・音声の提示方法が
困難度・識別力・解答時間に及ぼす影響

○寺尾尚大 1

1大学入試センター研究開発部

問題と目的
CBT (Computer Based Testing)の特性を生か
した TEIs (technology-enhanced items) につい
ては，PBT と比較して測定可能な資質・能力が
広く深くなるとのイメージが先行し，TEIs がか
えって測定の妥当性を脅かす可能性については意
識されにくい。例えば，TEIs の代表例として語
られることの多い動画について，英語リスニング
問題での利用には細心の注意を払う必要がある。

CBT の英語リスニング問題において動画を利
用した場合，測定の妥当性にトレードオフ関係
が生じる。実際，動画に含まれる視覚情報の助け
を借りることで，音声だけで聴くよりも周辺的な
状況の理解にかかる認知負荷を効果的に下げら
れる可能性がある一方で，動画中に正答のヒント
となりうる視覚情報が含まれていた場合には，リ
スニング能力が低くても正答できてしまう事態
を招きやすく，構成概念以外の分散 (construct-
irrelevant variance)を増幅させる危険性もある。
こうした妥当性のトレードオフに対して最適解を
探ることは，コンピュータを用いた学力評価にお
ける妥当性を高める上で極めて重要である。
動画を用いたリスニング問題に関する先行研究
では，動画利用が困難度に及ぼす影響について，
いまもなお知見が整合していない。多くの研究
では，音声のみを用いた場合に比べて，動画を用
いるほうが受検者の得点が高いことを報告して
いる (e.g., Shin, 1998; Wagner, 2010) が，より
丁寧な検討を行った近年の研究では，動画を用
いることが必ずしもテスト項目を易しくするわ
けではないことを示している (e.g., Batty, 2015;
Lesnov, 2022)。こうした知見の不整合が，妥当
性のトレードオフの解決を難しくする一因である
と考えられる。
知見の不整合の背景の一つとして，動画に含ま
れる視覚情報の種類の違いが挙げられる。Bejar

et al. (2000)は，リスニング問題の動画に含まれ
る視覚情報を内容的視覚刺激 (content visuals)
と文脈的視覚刺激 (context visuals) に分けるこ
とを提唱した。実際，内容的視覚刺激が含まれる
テスト項目は易しいが，文脈的視覚刺激のみが含
まれるテスト項目では困難度に影響がないことが
示されている (Bejar et al., 2000; Lesnov, 2017)。
先行研究では，困難度に焦点を当てたものが多
いのに対し，識別力についての検討は見られな
い。また，動画を含むリスニング問題解答時の
眼球運動に関する研究では，内容的視覚刺激が
提示された場合に，受検者が動画の視覚刺激を
より長時間注視していたことが報告されている
(Suvorov, 2015)。CBTリスニング問題での動画
利用にあたっては，動画中に含まれる視覚刺激の
種類に注意しながら，困難度だけでなく，識別力
や解答時間にも着目する必要がある。
そこで本研究は，英語リスニング CBT問題に
おいて，動画および音声刺激の提示方法の違い
が，項目困難度・識別力，解答時間に及ぼす影響
について検討することを目的とする。刺激の違い
として，通常動画条件，静止画コマ送り条件，音
声のみ条件の 3つを設定し，条件間での比較を実
施した。

方法
研究参加者
関東近県の公立高等学校に通う生徒 219名 (高
校 1年生 74名，高校 2年生 143名，無回答 2名)
であった。研究参加者は全員，外国語科の生徒で
あった。調査実施時期は 2021年 3月であったた
め，新型コロナウィルス感染拡大防止対策を実施
した。
英語音声・動画と項目作成
本研究では，既存のテスト項目は使用せず，独
自に 4つのパッセージとそれに付随するテスト項

目を作成した。英語音声刺激は，研究参加者の能
力水準と調査全体の解答時間を考慮し，1つあた
り 30～40 秒程度のものとした。4 つのパッセー
ジのうち 2つはモノローグ，2つはダイアローグ
とした。
テスト項目は，条件の違いに関わらず同一のも
のを使用した。4つのパッセージのうち，短めの
2 つのパッセージでは 2 項目を，長めの 2 つの
パッセージでは 3項目を作成した。テスト項目は
すべて 4枝選択であり，正答選択枝 1つ，誤答選
択枝 3つとした。
動画条件における視覚素材は，英語音声および
テスト項目を校了してから作成を開始した。
データ収集デザインとテストフォーム
本研究では，提示刺激方法のみが異なる同一項
目の取り扱いが極めて重要となる。実験に用いた
テスト項目は，内容的に同一であるが音声提示刺
激の種類のみが異なる状況であった。一人の受検
者が刺激の異なる同一の項目を繰り返し解答する
ことが不自然であるとの判断から，これらを一つ
のテストフォームに含めることはせず，複数のテ
ストフォームを用いて出題することとした。ただ
し，別々のテストフォームに含めても，同一項目
について提示刺激の違いについて検討できるよう
にするため，共通項目デザインを用いた等化計画
とすることが必要であった。
そこで，実験計画法を利用し，3水準系の直交
表 L9(34) を利用して，提示刺激の異なる同一項
目の各フォームへの割り当てを決定した。実際に
は，作成した 4つのパッセージ L9 直交表の 4列
に対応させて，計 9個のテストフォームを作成し
た。このデータ収集デザインを採用することで，
項目反応モデルを用いた同時尺度等化が可能とな
り，異なるテストフォームで提示された刺激違い
の同一項目の困難度・識別力が共通尺度上で比較
可能となる。
手続き
テスト項目の出題・解答データの収集・テスト
フォームの配信に関する手続きはすべて，オープ
ンソースの CBT プラットフォーム TAO (Open
Assessment Technologies, 2022) を用いて実施
した。調査に使用したコンピュータ端末は，学校

で管理している端末もしくは 1 人 1 台の BYOD
端末のいずれかであった。
参加者は，机上配付された受験番号票に記載の
ログイン ID・パスワードを用いて TAO にログ
インした。参加者に 9つのテストフォームのうち
1つをランダムに配布するため，受験番号票のロ
グイン IDの下 3桁を 9で割った余りに対応させ
て，あらかじめログイン IDと割り当てるテスト
フォームを対応づけた。
参加者は，計 10個のテスト項目に対し，10分
間で解答するよう教示された。参加者は，定めら
れた解答時間内であれば，前の項目に戻る，解答
せずに次の項目に進む等の操作が許可された。英
語リスニング CBT問題に関する先行研究になら
い，選択枝の順序は固定ではなく，ランダムに変
わるものとした (Holzknecht et al., 2021)。
動画および音声の操作制御について，次の 3点
に留意した。第 1 に，動画や音声の自動再生は
せず，受検者のタイミングで開始できるようにし
た。第 2に，参加者が動画や音声を再生する回数
は最大 2回とし，2回再生後には再生ボタンがグ
レーアウトするようにした。第 3に，再生ボタン
を押した後に一時停止および巻き戻しはできない
ものとした。上記 3つの制御は，すべて TAO上
で設定した。なお，動画の提示には YouTubeの
埋め込み機能を利用した。

結果
古典的項目分析と記述統計量
条件の違いを併合した場合と区別した場合の両
方について，正答率・I-T相関係数を算出した。概
して，正答率については条件間の顕著な違いが検
出されなかった。これに対し，I-T相関係数につ
いては，音声のみ条件で比較的高く，通常動画条
件で低いことが確認された。正答率が .900 を上
回った 3項目と，I-T相関が負の値を示した 1項
目を，以降の分析対象から除外した。
なお，テストフォームの違いを考慮せずに算出
した合計得点の平均は 4.97，標準偏差は 2.34で
あった。また，条件の違いを併合した 10項目に
ついて推定した Cronbach の α 係数は .673，条
件の違いを区別した 30項目では .795であった。
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Table 1 モデル比較の結果
モデル 1PL/2PL 困難度の構造 識別力の構造 −2 log L AIC BIC

1 1PL 項目 fixed to 1 2252.512 2272.512 2306.125
2 1PL 項目 +条件 fixed to 1 2249.432 2273.432 2313.768
3 1PL 項目 +条件 +項目×条件 fixed to 1 2229.128 2285.128 2379.244
4 2PL 項目 項目 2238.637 2278.637 2345.863
5 2PL 項目 項目 +条件 2230.150 2274.150 2348.099
6 2PL 項目 項目 +条件 +項目×条件 2217.839 2291.839 2416.207
7 2PL 項目 +条件 項目 2235.107 2275.107 2342.332
8 2PL 項目 +条件 項目 +条件 2227.581 2271.581 2345.530
9 2PL 項目 +条件 項目 +条件 +項目×条件 2216.250 2290.250 2414.618

10 2PL 項目 +条件 +項目×条件 項目 2213.411 2285.411 2406.417
11 2PL 項目 +条件 +項目×条件 項目 +条件 2208.524 2284.524 2412.253
12 2PL 項目 +条件 +項目×条件 項目 +条件 +項目×条件 2193.792 2299.792 2477.941

項目困難度・識別力に対する条件の効果の検討
英語音声の提示刺激の違いが項目困難度・項目
識別力に対して及ぼした効果を検討するため，本
研究ではまず，条件の違いに関するパラメタの有
無を反映させた計 12のモデルを立てて比較した。
モデルの概要は Table 1の通りである。刺激の提
示方法が異なる同一内容項目を virtual itemsと
して区別する考え方に立脚すると，本研究で適用
したモデル群は一般化多相ラッシュモデルにそれ
ぞれ制約を課したものとして位置づけられる。な
お，これらのモデルを適用した分析には，統計解
析環境 R (R Core Team, 2022)の TAMパッケー
ジ (Robitzsch et al., 2022)を利用した。
モデル 1～3は 1PLM，モデル 4～12は 2PLM
である。項目困難度および識別力についての構
造として，項目の主効果，提示刺激の条件の主効
果，項目と提示刺激の条件の交互作用をそれぞれ
モデルに含めた。項目の主効果のみを含めたモデ
ルでは，条件の違いを併合した項目パラメタのみ
を推定した。項目の主効果および提示刺激の条件
の主効果を含めたモデルでは，項目パラメタに加
えて，提示刺激の uniform な効果のパラメタを
推定した。交互作用までフルセットで含めたモデ
ルでは，項目ごとに提示刺激の効果が異なるよう
にパラメタを推定した。
各モデルの対数尤度，AIC，BICを Table 1に
示した。AICではモデル 8，BICではモデル 1に
おいて最も高い適合が示された。本研究では，モ
デル 1 (1PLM)とモデル 8の困難度パラメタを比
較し，両者の差が僅少だったことを確認できたた
め，モデル 8を選択して条件の効果について解釈

を進めることとした。モデル 8 について項目適
合度 (Outfit平均平方，Outfit t，Infit平均平方，
Infit t)を確認したところ，特段適合の低い項目は
見られなかった。

Figure 1に，モデル 8のパラメタ推定結果を踏
まえた条件別の項目特性曲線を示した。困難度に
ついて，音声のみ条件を基準とした場合，通常動
画条件ではわずかに難しく (0.133)，静止画コマ
送り条件ではわずかに易しかった (−0.118)。全
体的な傾向としては，3条件間に顕著な差は確認
できなかった。識別力については，音声のみ条件
よりも通常動画条件で低くなり (−0.540)，静止画
コマ送り条件は音声のみ条件とほとんど変わらな
かった (−0.047)。
解答時間に対する条件の効果の検討
各パッセージ (刺激＋項目群) の閲覧時間を解
答時間と見なし，平均・標準偏差とあわせて，解
答時間の分析としてよく用いられる分位点 (第一
四分位点・中央値・第三四分位点・80 パーセン
タイル点) を条件間で比較した。2 項目を提示し
た前半のパッセージ 2つでは，どの統計量におい
ても音声のみ条件で解答時間が短めとなる傾向が
あったが，後半のパッセージ 2つもあわせると，
条件間の違いを検出するには至らなかった。

考察
本研究では，項目困難度および解答時間におい
て動画・音声提示の方法の違いが見られなかった
のに対し，項目識別力において顕著な差が見られ，
通常動画条件で他の 2条件よりも項目識別力が低
いという結果が得られた。先行研究 (e.g., Batty,
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Figure 1 条件別項目特性曲線とパラメタ推定値

2015; Lesnov, 2022) では，項目識別力パラメタ
の条件間差は取り上げられておらず，本研究にお
いて英語リスニング CBT問題の統計的特性に関
する新たな示唆が得られたものと考えられる。
通常動画条件で項目識別力が低かった背景とし
て，次の二つが考えられる。一つは単純に，通常
動画に含まれる豊富な視覚情報が構成概念以外
の分散をもたらしたとする説明である。もう一つ
は，リスニング能力の本質に関わる説明であり，
豊富な視覚情報を駆使した英語リスニング能力
は，これまでの英語リスニング能力とは異なる側
面をもつ可能性である。この場合，通常動画条件
のみで構成された英語リスニングテストには，ま
とまった一次元を見い出すことができることにな
る。構成概念以外の要因が混入したのか，別次元

の能力であったのかについては，継続的に検討を
要する。
解答時間が条件間で大きく異ならなかったこと
も，特筆すべき知見である。もちろん，解答時間
の解釈には年齢や情報活用能力などの要因を考慮
に入れる必要があるが，予備調査などで音声提示
方法の違いが解答時間に影響を及ぼしていないこ
とを確認する作業は，思いもよらなかった構成概
念以外の要因を見つけるための手がかりになりう
るだろう。

注記
本研究は，令和 2年度大学入試センター理事長
裁量経費で実施された。

(terao@rd.dnc.ac.jp)
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1. はじめに 

1.1. 研究背景 
 近年，試験における替え玉受験の手段は巧妙化して

いる．その手段のひとつに，正規受験者が替え玉受験

者と協力関係を結び，その両方の顔のどちらにも似る

ような合成写真を証明写真に使用する事により，替え

玉が試験を受験するときの本人確認を突破しようとす

る手口がある．このような画像は，画像加工ソフトウ

ェアで手軽に作成でき，それが非常に精巧だと，本人

確認を突破してしまう危険性がある. 特に最近では敵

対的生成ネットワーク(GAN)などの画像生成技術の出

現により, 人間では見分けがつかないようなリアルな

合成画像を容易に生成することが可能になっている. 

1.2 先行研究 
 筆者らはオンライン試験を想定し，GAN の一種で

StyleGAN[1]の改良版である StyleGAN2[2]を用いて作

成した合成画像を試験の本人確認写真に使用し, 照合

実験を行った[3]．実験では22名の参加者(男性19名，

女性 3 名)に対し，証明写真の人物と試験を受けている

人物が同一人物か否かを判定させた．結果，合成した 5

組の合成画像のうち 4 組で合成元のどちらにも似る合

成画像を作成できるという暫定結果を得た. 

1.3 研究目的 
 本研究では引き続きオンライン試験を想定した動画

を使用し，StyleGAN2で生成した合成画像が替え玉受験

でどの程度通用するのかを検証することを目的とする．  

2. 本人確認実験 

2.1. 目的 
 StyleGAN2 で合成画像を生成する際の合成パラメー

タの比率と人間の受ける印象は必ずしも線形の関係に

ないため，単純に中央の値が最適な合成画像とは言え

ないことを考慮する必要がある． 

そこで，本実験では PC の画面に表示される証明写真

(合成画像)と受験を模擬した動画を実験参加者に見比

べてもらう実験を行い，合成元の二人に対してどちら

にも似ている画像を生成できるパラメータが存在する

のかを検証することを目的とする． 

Fig. 1 本人確認実験用アプリケーション 

※プライバシー保護のため，目隠しを施した． 

Fig. 2 合成画像の例 

2.2. 方法 
 Flask を用いて,Fig. 1 のような，オンライン受験を

模擬した本人確認実験用アプリケーションを作成した．

男性 10 名に協力してもらい、それぞれが PC で百マス

計算をしている様子を PC 内蔵のカメラで録画するこ

とで行った．また，正面画像，受験風景の動画共に条件

を揃える目的で上着を統一して撮影を行った．合成画

像を作成する関係から，撮影対象者の性別を男性に統

一した．このアプリケーションを用い，実験参加者に

は実験で使用している証明写真が合成画像であること

を伏せた上で，表示された証明写真(合成画像)と合成

元のいずれかの人物の動画について同一人物であるか，

別人であるかの判定を行わせた．Fig. 2 は実験に用い

た画像の例であり，合成時のパラメータを 0 から 1 の
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2.2. 方法 
 Flask を用いて,Fig. 1 のような，オンライン受験を

模擬した本人確認実験用アプリケーションを作成した．

男性 10 名に協力してもらい、それぞれが PC で百マス

計算をしている様子を PC 内蔵のカメラで録画するこ

とで行った．また，正面画像，受験風景の動画共に条件

を揃える目的で上着を統一して撮影を行った．合成画

像を作成する関係から，撮影対象者の性別を男性に統

一した．このアプリケーションを用い，実験参加者に

は実験で使用している証明写真が合成画像であること

を伏せた上で，表示された証明写真(合成画像)と合成

元のいずれかの人物の動画について同一人物であるか，

別人であるかの判定を行わせた．Fig. 2 は実験に用い

た画像の例であり，合成時のパラメータを 0 から 1 の

間で変化させた 11 枚を使用した． 

 実験には動画を撮影した協力者 10 名の写真から合

成した 5 組の顔写真を用意し，知人ではない 22 名の男

女に判定してもらった． 

3. 分析方法 

 分析には恒常法を用いた．まず，それぞれの合成元

の人物の動画に対して合成画像が同一人物であると実

験参加者が判断した割合を合成画像ごとに求める．そ

れらをグラフ上にプロットし，ロジスティック関数で

近似することで心理測定曲線を求める．そして，曲線

から同一人物と判定される割合が 5 割である合成パラ

メータ, すなわち絶対閾を,合成画像が同一人物であ

ると認識できる最小の刺激強度とみなす．合成元 1 と

合成元 2 の二つの絶対閾の符号付き距離を合成元のど

ちらにも似ている度合いを表す混同度と定義する．こ

こで，混同度が正の場合は合成元のどちらにも似てい

る合成画像が存在するパラメータの範囲を表し(Fig. 

3(a))，負の場合は合成元のどちらにも似ていないパラ

メータの範囲を表しているといえる(Fig. 3(b))． 

(a) 混合度が正の場合 

(b)混合度が負の場合 

Fig. 3 分析方法の例 

4. 結果 

混同度が正となったのは，10 組中 2 組のみであっ

た(Fig.4)．つまり，10 組中 8 組は合成画像が別人だ

と見破られたことになる．結果が[2]と異なった要因

としては，本実験の実験参加者の女性の比率が先行研

究より高かったことが挙げられる．男女別に再分析を

行ったところ，女性の方が合成画像を別人だと見破り

やすいという結果になった． 

5. 結論 

本研究では，StyleGAN2 を使用して合成した証明写真が

オンライン試験を想定した受験風景の動画に対してど

の程度通用するのかの検証を行った．恒常法による本

人確認実験の結果，10 組中 8 組で合成画像を使用して

いることを見破られ，先行研究と逆の結果が得られた．

この原因として，合成画像が本人か否かの判断に性差

が関係するとみられることから，今後はその確認も行

っていく. 

6. 参考文献 

[1]  T. Karras et al., “Analyzing and Improving 
the Image Quality of StyleGAN,” CVPR, pp. 

8107-8116, 2020. 

[2]  吉川紘史, 有村和磨, 小方博之, 「GAN で合成し

た顔画像を証明写真に使用したときのオンライ

ン試験における替え玉受験可能性の検証」, 第 11

回バイオメトリクスと認識・認証シンポジウム, 

2021. 

[3]  T. Karras et al., “Progressive Growing of 
GANs for Improved Quality, Stability, and 

Variation,” ICLR, 2018. 
 

 

 

-0.6
-0.4
-0.2

0
0.2
0.4

0.6
0.8

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

本
人

で
あ
る

確
率

合成画像の組み合わせ

絶対閾１
絶対閾２
符号付き距離

Fig.4 恒常法による分析結果 

一
般
セ
ッ
シ
ョ
ン
２

— 81 —





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

月 日（金）～ 月 日（日）

一一般般セセッッシショョンン

「テスト実施（ ）」



簡易適応型テストにおける難易度段階数と
難易度誤判定率に関する研究

熊谷龍一
東北大学大学院教育学研究科

目 的

受験者の解答状況に合わせて提示する問題項目を可変とするコンピュータ適応型テスト
では、測定精度の向上や提示問題項目数の低減などのメリ

ットがある一方、その開発・運営においては課題も多い。特に、膨大な項目数からなる項
目プールを構築し、各項目に共通尺度化（等化分析）した （ ）の
項目母数を付すことなどは、多大なコストを必要とする。この点について、熊谷ほか（ ）
では、簡易型 システム（ ）を提案し、この問題の解決を試みている。 の
概要については次節で述べるが、コスト低減の重要な点は、各問題項目に数段階からなる
「難易度」を付すことにある。熊谷ほか（ ）では、複数人からなる評定により、各問
題に ～ の難易度をつけることで、それを実現している。
ここで一つ問題となるのは、「難易度」の段階数はいくつに設定すべきか、ということで

ある。 の設計上、特に制限がない限り難易度の段階数は多いほうが、測定精度の向
上が見込まれる。しかし現実には、熊谷ほか（ ）で採用されたように、評定者による
難易度評定などの制限により、必ずしも段階数を多くすることが最適解にはならない事態
が想定される。例えば人間が評定する場合において、項目の難しさを「易しい」、「中程度」、
「難しい」の 段階に区分することについては評定者間で相当の一致率が見込まれるが、
段階数を にした場合には、評定者間で評定が一致しない（評定を間違える）程度が増え
ることは想像に難くない。
そこで本研究では、この「難易度」段階数増加による測定精度の向上と、それと引き換

えに生じるであろう（人間による）難易度評定の誤判定の影響を、シミュレーション研究
を通じて調べ、適切な段階数はいくつにすべきかの示唆を得ることを目的とする。

システムの概要

熊谷ほか（ ）による システムの概要を以下に示す。
項目プールに含まれる各問題項目にはその困難度に応じ、１～ までの「難易度」が
付される。難易度は数値が大きいほど困難であることを示す。熊谷（ ）では
であった。
受験者には、最初に決められた難易度（熊谷ほか では「 」）の問題項目が提示
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システムの概要

熊谷ほか（ ）による システムの概要を以下に示す。
項目プールに含まれる各問題項目にはその困難度に応じ、１～ までの「難易度」が
付される。難易度は数値が大きいほど困難であることを示す。熊谷（ ）では
であった。
受験者には、最初に決められた難易度（熊谷ほか では「 」）の問題項目が提示

される。この項目に正答した場合は つ高い難易度の項目が、誤答した場合 つ低い
難易度の項目が提示される。なお、最上位（最下位）の項目に正答（誤答）した場合
は、引き続き同じ難易度の項目が提示される。また実際には、この難易度のほか、問
題領域や問題の暴露数などにより、次に提示する項目が制御される。
ある一定の項目数（熊谷（ ）では ）が提示されるまで、上記手続き を繰り返
す。
得点は、提示された難易度の平均により示される。この際、最初の項目は全員が同じ
難易度であるため計算からは除外し、最後の項目の正答・誤答により、最終項目のも
う一つ次の項目が提示されたものとして、その難易度も計算に組み込む。

シミュレーション研究

難易度の段階数、および段階数増加により難易度を誤判定する影響度合いを設定し、
を受験している状況をシミュレーションにより再現した。この際、項目に正答する

か誤答するかについて、熊谷（ ）を参考に モデルを用いた正答確率と一様乱数
との比較方法を採用した。具体的な設定値は次の通りである。

提示項目数： における提示項目数は、 項目とした。
能力値： モデルのθを受験者の能力値として設定した。θは から まで 間

隔の 点を設定した。各θ点において、 名の受験者数を設定した。
難易度と困難度： における「難易度」は ～ の 段階、 ～ の 段階、 ～ の

段階の 種類を設定した。またこの難易度について、 にあるように モ
デルの困難度母数との対応付けを行った。例えば、難易度を 段階としたときの
で難易度 の項目については、 を範囲とする一様乱数を つ発生しそれを
その項目の モデルの困難度母数とした。

難易度と モデル困難度との対応

難易度の誤判定処理：前述の手続きで難易度および困難度母数を設定する際に、 段階お
よび 段階の難易度については、誤判定率小および大という 条件で、難易度を誤判
定するようにした。この時の誤判定率を に示す。例えば、段階数 、誤判定
率小の場合、 ％の確率で設定した難易度に対して とし（難易度 の項目を難易度
とみなす）、 の確率で設定した難易度に対して と処理（難易度 の項目を難易

3段階
5段階
7段階

SCAT難易度
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度 とみなす）をして（以下、 、 、＋２も同様）から、 により モデ
ルの困難度母数を設定した。これにより、実際の難易度よりも難しい、もしくは簡単
な困難度の項目が提示される様子を再現した。また、遷移中に最小・最大難易度に到
達した場合（難易度 の項目に だけ遷移する場合など）は、最小・最大難易度のま
まとした。

難易度誤判定確率

の処理：以上の条件設定の下、 のテスト状況をシミュレーションした。どの条
件においても、最初の項目は難易度 の項目が提示され、その後は能力値と困難度母
数をもとに モデルにより正答確率を算出し、一様乱数との比較により実際の正
誤を判定し、次の項目（正答であれば 段階上の、誤答であれば 段階下の難易度）
の提示を行い、全 項目が提示されるまでこの処理を繰り返した。

結 果

条件ごとに、各θ点（ 名）の での得点を算出し、横軸にθ点、縦軸を
得点とした箱ひげ図を描いた。この時、難易度段階数が異なると算出される 得点の
範囲も異なるため、比較のために各箱ひげ図の高さを同じにするように描画した。

各条件における箱ひげ図を に示す。また、各箱ひげ図における四分位範囲を
「段階数－ 」で除したもの（段階数の違いを比較可能にするため）の一覧を に
示す。

四分位範囲数

各四分位範囲数は「段階数－ 」で除算している。

段階数 誤判定率
小
大
小
大
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7段階

難易度遷移数

段階数 誤判定率
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小
大
なし
小
大
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θ点
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条件ごとの箱ひげ図
考 察

および より、誤判定が生じない場合はわずかながら段階数が多いほう
が箱ひげの範囲が小さく、精度が高くなっていることが示された。しかしながら、誤判定
率が大きくなるにつれ、ひげの長さや四分位範囲が大きくなる様子が確認された。
以上の結果より、今回設定した条件に限られるが、むやみに段階数を大きくしても、誤

判定率が高まるようでは、むしろ精度が悪くなることが確認され、誤判定が生じない程度
で段階数を多くすることが望ましいことが分かった。
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評価者特性ドリフトを検出する時系列型ベイズ多相ラッシュモデル

宇都 雅輝*，林 真由*

*電気通信大学

1 はじめに
近年，様々な学習評価場面において記述式試験や

実技試験などのパフォーマンス評価のニーズが高

まっている．一方で，人間の評価者の採点を伴うそ

のような評価では，評価者ごとの厳しさの差異がバ

イアス要因となり，受検者の能力測定の信頼性が低

下する問題が知られている．このような問題を解決

するアプローチの一つとして，評価者の厳しさの影

響を考慮して受検者の能力を推定できる項目反応理

論（IRT）モデルが多数提案されてきた [1, 2]．

それらの既存モデルのほとんどは評価者の厳し

さが採点過程で変化しないことを仮定している．し

かし，多数の受検者を長時間かけて採点するような

場合には，評価者の厳しさが採点の過程で変化する

「評価者特性ドリフト」と呼ばれる現象がしばしば

生じる．近年では，評価者の厳しさの時間変化を推

定できるモデルも提案されているが [3, 4, 5]，それ

らのモデルは各時刻の評価者の厳しさに独立性を仮

定している．しかし，実際には，評価者の厳しさは

時間的に依存することが知られている．例えば，評

価者の多くは厳しさが時間的に安定している（つま

り，隣接する時点で厳しさが同程度となる）ことや，

変化が比較的大きい評価者でも直前の厳しさに応じ

て徐々に厳しさが変化していくことなどが示されて

きた (e.g., [3, 4, 5])．このように厳しさに時間的な

依存関係が存在する場合，その時間依存性を加味す

ることで，より高精度に厳しさパラメータを推定で

き，その推定精度改善は他のパラメータの推定精度

の向上にも寄与すると考えられる．

そこで本研究では，評価者の厳しさの時間依存性

を考慮することで，より高精度なパラメータ推定を

実現できる時系列型ベイズ項目反応モデルを提案す

る．また，シミュレーション実験と実データ実験を

通して提案モデルの有効性を評価する．

2 従来モデル
評価者の厳しさの時間変化を推定できる従来モデ

ルは，評価者特性を考慮した代表的な IRTモデルと

して知られる多相ラッシュモデルの拡張モデルとし

て提案されている [3, 4, 5]．既存モデルでは，評価

者 rが時間区分 tにおいて受検者 jのパフォーマン

図 1: 時間区分データの概念図

スに得点 kを与える確率 Pjrtk を次式で定義する1．

Pjrtk =
exp

∑k
m=1(θj − βrt − drm)∑K

l=1 exp
∑l

m=1(θj − βrt − drm)
(1)

ここで，θj は受検者 j の能力，βrtは評価者 rの時

間区分 tにおける厳しさ，drmは評価者 rの得点m

に対する厳しさを表すステップパラメータ2である．

なお，「時間区分」とは，図 1のように各評価者の採

点データを時間方向に分割して得られた一定の時間

幅を持つ区間を表す．

既存モデルでは，評価者の厳しさ βrtに独立性を

仮定する．しかし，1章で述べたように，評価者の

厳しさは時間的に依存するため，その時間依存性を

考慮することで厳しさの推定精度改善が期待できる．

3 提案モデル
そこで本研究では，評価者の厳しさにマルコフ性

を導入することで，厳しさの時間的な依存関係を考

慮できる時系列型ベイズ多相ラッシュモデルを提案

する．提案モデルでは確率 Pjrtkを次式で定義する．

Pjrtk =
exp

∑k
m=1 (θj − βrt − drm)∑K

l=1 exp
∑l

m=1 (θj − βrt − drm)
(2)




θj ∼ N(0, 1), drm ∼ N(0, 1), βr1 ∼ N(0, 1)

βrt(t ̸=1) ∼ N(βr,t−1, σr), σr ∼ LN(µσ, 1)

(3)

ここで，N(µ，σ2) と LN(µ, σ2) はそれぞれ平均 µ，

標準偏差 σ2 の正規分布と対数正規分布を表す．

従来モデルと比べた提案モデルの主要な特徴は，

厳しさ βrtにマルコフ性を仮定した分布を設定して

いる点である．具体的には，図 2に示すように，時

1一部の既存モデルは，評価者と時間区分の特性に加えてパ
フォーマンス課題の特性も考慮するが，課題別にモデルを適用
する場合，すべてのモデルは式 (1) に一致する．

2本来の従来モデルは評価者非依存ステップ母数 βm を採用
していたが，本稿では提案の主たる特徴に議論を焦点化するた
めに，従来モデルにも提案モデルと同様の βrm を採用した．

一
般
セ
ッ
シ
ョ
ン
３

— 88 —



評価者特性ドリフトを検出する時系列型ベイズ多相ラッシュモデル

宇都 雅輝*，林 真由*

*電気通信大学

1 はじめに
近年，様々な学習評価場面において記述式試験や
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まっている．一方で，人間の評価者の採点を伴うそ

のような評価では，評価者ごとの厳しさの差異がバ
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下する問題が知られている．このような問題を解決
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き，その推定精度改善は他のパラメータの推定精度

の向上にも寄与すると考えられる．

そこで本研究では，評価者の厳しさの時間依存性

を考慮することで，より高精度なパラメータ推定を

実現できる時系列型ベイズ項目反応モデルを提案す

る．また，シミュレーション実験と実データ実験を

通して提案モデルの有効性を評価する．

2 従来モデル
評価者の厳しさの時間変化を推定できる従来モデ

ルは，評価者特性を考慮した代表的な IRTモデルと
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スに得点 kを与える確率 Pjrtk を次式で定義する1．
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厳しさは時間的に依存するため，その時間依存性を
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3 提案モデル
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θj ∼ N(0, 1), drm ∼ N(0, 1), βr1 ∼ N(0, 1)

βrt(t ̸=1) ∼ N(βr,t−1, σr), σr ∼ LN(µσ, 1)

(3)

ここで，N(µ，σ2) と LN(µ, σ2) はそれぞれ平均 µ，

標準偏差 σ2 の正規分布と対数正規分布を表す．

従来モデルと比べた提案モデルの主要な特徴は，

厳しさ βrtにマルコフ性を仮定した分布を設定して

いる点である．具体的には，図 2に示すように，時

1一部の既存モデルは，評価者と時間区分の特性に加えてパ
フォーマンス課題の特性も考慮するが，課題別にモデルを適用
する場合，すべてのモデルは式 (1) に一致する．

2本来の従来モデルは評価者非依存ステップ母数 βm を採用
していたが，本稿では提案の主たる特徴に議論を焦点化するた
めに，従来モデルにも提案モデルと同様の βrm を採用した．

図 2: 評価者の厳しさパラメータのグラフィカル表現

間区分 tでの厳しさ βrtが直前の時間区分の厳しさ

βr,t−1に依存するように分布を設定しており，これ

により時間依存性を考慮している．

また，提案モデルでは，厳しさパラメータ βrtの

事前分布N(βr,t−1, σr)に，各評価者の厳しさの時間

変化の大きさを表現する評価者固有標準偏差 σr を

推定可能なパラメータとして導入している．σr は，

厳しさの時間変動が大きい評価者には大きく，変動

が小さい評価者には小さく（ただし σr > 0）が推定

されるため，この推定値により各評価者の厳しさの

時間変化の大きさを単一の数値として把握できる．

さらに，σr に設定している事前分布 LN(µσ, 1)

は，対象の評価者集団内における評価者の厳しさの

時間変化の多様性の大きさに関する分析者の事前知

識を反映する．具体的には，全ての評価者について

厳しさの時間変化が小さいと事前に予想できる場合

にはハイパーパラメータ µσ を小さくすれば，全体

として σrが小さく推定されやすくなる．反対に，厳

しさの時間変化が大きい評価者の存在が予想される

場合には µσ を大きくすれば（ただし µσ ≤ 0），大

きい σr が得られやすくなる．なお，事前知識がな

い場合には，情報量基準に基づくモデル選択で適切

なハイパーパラメータを探索することもできる．

提案モデルのパラメータ推定手法にはマルコフ

連鎖モンテカルロ法（Markov chain Monte Carlo：

MCMC）を用いる．また，モデルの識別性のため

に，dr1 = 0，
∑K

k=2 drk = 0を仮定する．

4 シミュレーション実験

4.1 パラメータ推定精度の比較

本節では，評価者の厳しさの時間依存性を考慮し

たことでパラメータ推定精度が向上することを示す

シミュレーション実験について述べる．ここでは，受

検者数 J ∈ {100, 200, 500}, 評価者数 R ∈ {5, 10},
時間区分数 T ∈ {3, 5}について，提案モデルと従
来モデルのパラメータ推定精度を次の実験で評価

した．

1. 各モデルのパラメータ真値を式 (3)の分布に従っ

て生成した．ただし，σrについては，現実的な設

定を模倣するために，60%の評価者はLN(−3, 1)

表 1: パラメータ推定精度の比較結果

提案モデル 従来モデル
J R T θj βrt drm σr θj βrt drm
100 5 3 .490 .174 .383 .203 .457 .242 .290

5 .471 .220 .311 .173 .478 .410 .388
10 3 .468 .294 .443 .322 .479 .378 .433

5 .465 .385 .463 .334 .517 .553 .502

200 5 3 .469 .158 .238 .326 .471 .238 .304
5 .477 .257 .305 .204 .476 .264 .305

10 3 .487 .240 .363 .304 .476 .334 .391
5 .471 .252 .381 .223 .499 .594 .451

500 5 3 .454 .092 .162 .276 .450 .144 .197
5 .454 .116 .187 .135 .477 .222 .199

10 3 .465 .166 .230 .303 .455 .172 .225
5 .470 .224 .248 .246 .462 .295 .258

平均 .470 .215 .310 .254 .475 .321 .329

から，残りの 40%の評価者は LN(−1, 1)から生

成した．得点段階数K は次章で示す実データ実

験に合わせて 5とした．

2. 生成したパラメータを用いて各モデルに従って

データを生成した．ここでは，全評価者が全受検

者を採点する Fully-Crossedデザインではなく，

各受検者に少数の評価者を割り当てて採点する

現実的な状況を想定した．具体的には，文献 [6]

のシステマティックリンクデザイン生成アルゴ

リズムに従い，等化が可能な条件のもとで各受

検者に 3名の評価者の得点が与えられるように

データを生成した．

3. 生成したデータからMCMCを用いてパラメー

タ推定を行った．提案モデルのハイパーパラメー

タ σrは，次章の実データ実験で最適値であった

−2を用いた．なお，従来モデルもMCMCでベ

イズ推定し，事前分布は式 (3)において βrt の

分布を βrt ∼ N(0, 1); ∀r, tとした分布とした．
4. 得られたパラメータ推定値とパラメータ真値の

RMSE（Root Mean Square Error）を求めた．

5. 以上を 10回繰り返し，RMSEの平均値を求めた．

実験結果を表 1に示す．なお，従来モデルは σrを

持たないため「従来モデル」列には σr の結果を表

示していない．表 1から，提案モデルでは評価者の

厳しさパラメータ βrtの推定精度が従来モデルより

大幅に向上していることがわかる．さらに，その影

響により，他のパラメータの推定精度も向上してい

ることが確認できる．このことから，提案モデルが

パラメータ推定精度向上に寄与することが示せた．

4.2 ハイパーパラメータとデータ数の影響評価

上述したように，提案モデルではハイパーパラ

メータ µσ によって，対象評価者集団内における評
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図 3: システマティックリンクデザインで 3名評価者を割り当てた場合の βrt の推定値

図 4: Fully-Crossedデザインでデータ生成した場合の βrt の推定値

価者ドリフトの多様性の大きさに関する事前知識を

反映できる．ここでは，このハイパーパラメータが

想定通りに機能するかを評価するために，提案モデ

ルについて次の実験を行った．

1）受検者数 J = 500，評価者数R = 10，時間区

分数 T = 5において，前節の実験手順 1と同様に

パラメータ真値を生成した．2）生成したパラメー

タを所与として，前節の実験手順 2と同様の手続き

で，提案モデルに従ってデータを生成した．ここで

は，データ数の影響も分析するために，各受検者に

3名の評価者を割り当てるシステマティックリンクデ

ザインと，全受検者に全評価者を割り当てる Fully-

Crossedデザインのそれぞれの条件でデータを生成

した．3）各データについて，ハイパーパラメータ

を µσ ∈ {−5,−2, 0}と変化させて，提案モデルのパ
ラメータを推定した．また，比較のために従来モデ

ルも前節同様にMCMCでベイズ推定した．

図 3と図 4にシステマティックリンクデザインと

Fully-Crossedデザインのそれぞれのデータから推

定された各モデルの厳しさパラメータ βrtの推定値

を示した．ただし，右端の図は手順 1で生成した真

の厳しさパラメータ値を表す．各図の縦軸は βrt，横

軸は時間区分，各線はそれぞれの評価者を表す．

図 3と図 4から，いずれのモデルでも，パラメー

タに対するデータ数が増加する Fully-Crossedデザ

インでは，βrt の推定値が真値に近づいており，ハ

イパーパラメータやモデルの差異の影響が小さく

なっていることが読み取れる．これは，データ数が

十分に多いときには事前分布の影響が小さくなる

ためであり，望ましい性質といえる．反対に，パラ

メータに対するデータ数が相対的に少ないシステマ

ティックリンクデザインでは，ハイパーパラメータ

の選定やモデルの差異の影響が大きくなっている．

例えば，ハイパーパラメータを十分に小さくすると

（µσ = −5）, 全体を通して評価者の厳しさ βrtの変

化が小さく推定されていることがわかる．逆に，ハ

イパーパラメータを大きくした場合（µσ = 0）や

βrt を時間区分ごとに独立に推定する従来モデルの

場合，本来は厳しさが安定した評価者に対しても推

定値がばらつきやすいことが読み取れる．また，本

実験の条件では，中間的な µσ = −2の設定が比較

的安定した性能を示していることがわかる．以上か

ら，µσ に対する事前分布 LN(µσ, 1)が上述した想

定通りに機能していることがわかる．

5 実データ実験
本章では，実データ実験を通して提案モデルの有

効性を評価する．本実験では，あるエッセイ課題に

対する 134名の解答を，15名の評価者が 5段階得

点で採点したデータを使用する．評価者には，採点

を 4日に分け，日ごとに全体の 1/4ずつ採点するよ

うに指示した．本実験では，各採点日を時間区分と

して扱う．なお，15名のうち 5名に対しては採点時

に指示を与え，人為的にバイアスを加えた．具体的

には，3名の評価者（評価者番号 11～13）には「日

ごとに徐々に厳しくせよ」，「日ごとに徐々に甘くせ

よ」，「2日目は厳しく，3日目は甘く，4日目は厳
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的安定した性能を示していることがわかる．以上か

ら，µσ に対する事前分布 LN(µσ, 1)が上述した想

定通りに機能していることがわかる．

5 実データ実験
本章では，実データ実験を通して提案モデルの有

効性を評価する．本実験では，あるエッセイ課題に

対する 134名の解答を，15名の評価者が 5段階得

点で採点したデータを使用する．評価者には，採点

を 4日に分け，日ごとに全体の 1/4ずつ採点するよ

うに指示した．本実験では，各採点日を時間区分と

して扱う．なお，15名のうち 5名に対しては採点時

に指示を与え，人為的にバイアスを加えた．具体的

には，3名の評価者（評価者番号 11～13）には「日

ごとに徐々に厳しくせよ」，「日ごとに徐々に甘くせ

よ」，「2日目は厳しく，3日目は甘く，4日目は厳

表 2: ハイパパラメータの比較結果
全評価者 統制評価者除外

WAIC WBIC WAIC WBIC

µσ = −3 4665.3 2826.8 3138.8 1909.7
µσ = −2 4661.7 2822.3 3131.9 1906.3
µσ = −1 4663.3 2824.6 3133.8 1911.9
µσ = 0 4666.3 2835.6 3140.8 1925.2

表 3: 提案モデルと従来モデルの比較結果
全評価者 統制評価者除外

WAIC WBIC WAIC WBIC

提案モデル 4661.7 2822.30 3131.9 1906.3
従来モデル 4686.5 2880.4 3152.2 1959.5

しくせよ」という指示をそれぞれ与え，残りの 2名

（評価者番号 14，15）には「得点 2と 3を中心的に

使用せよ」のように段階得点の使用に制限を与えた．

5.1 モデル比較

実データを用いて，まず，提案モデルのハイパー

パラメータµσの最適値を情報量規準を用いたモデル

比較で確認する．ここでは，「全 15名の評価者のデー

タ」と「人為的にバイアスを加えた 5名の統制評価

者を除いたデータ」を用いて，µσ ∈ {−3,−2,−1, 0}
とした提案モデルについてWAICとWBICを計算

した．表 2の実験結果から，すべての条件において

µσ = −2が最適であることが示された．

次に提案モデルと従来モデルについて，上記同様

の手順でモデル比較を行った．ここでも従来モデル

のパラメータは MCMCによるベイズ推定で行い，

提案モデルの µσ は −2とした．表 3に実験結果を

示す．表から，いずれの場合でも提案モデルが最適

なモデルとして選択されたことが確認できる．この

ことから，評価者の厳しさパラメータに時間依存性

を加えた提案モデルの有効性が読み取れる．

5.2 評価者パラメータの解釈

図 5に各評価者の厳しさ βrtの推定値を示す．図

から，指示を与えた統制評価者 11～13については，

指示通りの厳しさの遷移が推定されており，提案モ

デルが適切に厳しさの変化を推定できたことがわか

る．さらに，指示を与えていない評価者の中にも，

評価者 4や 6など，厳しさの変化が比較的大きい評

価者が見受けらる．反対に，その他の評価者につい

ては厳しさが比較的安定している傾向も読み取れる．

また，表 4より，評価者固有標準偏差 σrは，厳し

さの時間変動が大きい評価者（4，6，11，12，13）

には大きく，厳しさが安定した評価者には小さく推

定されていることがわかる．このことから，このパ

ラメータ σr が厳しさの変化の大きさを適切に反映

していることが読み取れる．

図 5: 通常評価者 10名（左）と統制評価者 5名（右）

の厳しさパラメータ βrt の推定値

表 4: 評価者固有標準偏差 σr の推定値
r 1 2 3 4 5 6 7 8

σr 0.14 0.17 0.12 0.37 0.11 0.26 0.10 0.18

r 9 10 11 12 13 14 15

σr 0.10 0.14 0.67 0.33 0.73 0.10 0.12

さらに，評価者固有ステップパラメータ drm の

動作確認のために用意した統制評価者 14と 15の特

性を分析したところ，指示通りの得点の使用傾向が

drm に反映されていたことを確認した．

6 まとめ
本研究では，評価者の厳しさの時間変化を推定で

きる新しい IRTモデルを提案し，実験を通してその

有効性を評価した．今後はパフォーマンス課題の特

性パラメータを追加したモデル拡張を検討したい．
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難易度調節可能な読解問題自動生成のための深層学習手法
鈴木彩香，宇都 雅輝

電気通信大学大学院情報理工学研究科

1 はじめに
読解問題自動生成とは，与えられた長文（以降

では「読解対象文」と呼ぶ）からそれに関連する
問題を自動生成する技術であり，教育分野におい
て読解力の育成・評価を支援する技術の一つとし
て活用が期待されている．読解問題自動生成手法
として，従来は人手で設計したテンプレートを利
用するルールベースの手法が主流であったが，近
年では深層学習を用いた手法が多数提案されてい
る [1]．先端的な深層学習ベースの手法は，人手で
のテンプレート作成を行うことなく，柔軟で高品
質な問題生成を実現している．
一方，既存の深層学習ベースの問題自動生成手
法は，読解対象文と整合性があり，文法的に正し
い問題を生成することを主目的としている．しか
し，読解力の効率的な育成のためには，学習者の
レベルに合わせた適切な難易度の問題を出題する
ことが有効といえる．
そこで，本研究では，任意の難易度の読解問題を
自動生成する手法を提案する．具体的には，Trans-
formerベースの事前学習済み深層学習モデルを用
いた読解問題自動生成手法に対して，項目反応理
論（Item response theory：IRT）を利用して推定
される問題難易度を組み込んだ入力データを与え
ることで，所望の難易度に合わせた問題を生成で
きる技術を開発する．

2 提案手法
本研究では，読解対象文 wi = {wim |m ∈

{1, . . . ,Mi}} とそれに関連する問題文 qi =

{qin |n ∈ {1, . . . , Ni}}，およびその問題に対応す
る答え単語列ai = {aio | o ∈ {1, . . . , Oi}}で構成さ
れるデータセットC = {wi, qi,ai | i ∈ {1, . . . , I}}
が与えられている場合を考える．ここで，wim，qin，
aioはそれぞれwi，qi，aiのm，n，o番目の単語
を表し，Mi，Ni，Oiはwi，qi，aiの単語数を表
す．また，I はデータ数を表す．本研究では，こ
のようなデータセットに各問題の難易度を加えた
データセットを次のように作成し，提案手法の訓
練データとする．

1. 各問題に対する正誤反応データの収集：デー
タセットCに含まれる各問題 qiに対する解答
者の正誤反応データを収集する．ただし，本
研究では人間の解答者を QA（Question An-

swering）システムで代用する．QAシステム
とは，読解対象文と問題文を入力して答え単
語列を予測するシステムである．

2. IRTを用いた難易度推定：本研究では問題の
難易度推定に IRTを使用する．IRTは，数理
モデルを用いたテスト理論の一つであり，様々
なハイステークス試験で活用されている．IRT
は受験者集団に依存しない問題難易度の推定
が可能であり，欠損値の扱いが容易であるな
どの利点を持つ．ここでは，最も単純な IRT

モデルである次式のラッシュモデルを利用し
て，正誤反応データから各問題の難易度を推
定する．

pij =
exp(θj − bi)

1 + exp(θj − bi)
(1)

ここで，bi は i番目の問題の難易度，θj は j

番目の解答者の能力値を表し，pij は i番目の
問題における j番目の解答者の正答率を表す．

3. 難易度を含んだデータセットの作成：データ
セットCに IRTで推定された難易度値を加え
た新しいデータセットC ′を作成する．データ
セットC ′は，読解対象文wi，問題文 qi，答
え単語列 ai，難易度値 biの集合として，以下
のように表記できる．

C ′ = {(wi, qi,ai, bi) | i ∈ {1, . . . , I}} (2)

このデータセット C ′ を用いて，提案手法では，
1）読解対象文と指定した難易度から答え単語列を
抽出するモデルと，2）抽出された答え単語列と読
解対象文，および指定した難易度から問題文を生
成するモデル，の 2段階で問題生成を実現する．以
降で各モデルの詳細を説明する．
2.1 難易度調整可能な答え抽出モデル
難易度調整可能な答え抽出モデルでは基礎モデル
にBERT（Bidirectional Encoder Representations

from Transformers）を用いる．BERTは，1億以
上のパラメータを持つ Transformerベースの深層
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論（Item response theory：IRT）を利用して推定
される問題難易度を組み込んだ入力データを与え
ることで，所望の難易度に合わせた問題を生成で
きる技術を開発する．

2 提案手法
本研究では，読解対象文 wi = {wim |m ∈

{1, . . . ,Mi}} とそれに関連する問題文 qi =

{qin |n ∈ {1, . . . , Ni}}，およびその問題に対応す
る答え単語列ai = {aio | o ∈ {1, . . . , Oi}}で構成さ
れるデータセットC = {wi, qi,ai | i ∈ {1, . . . , I}}
が与えられている場合を考える．ここで，wim，qin，
aioはそれぞれwi，qi，aiのm，n，o番目の単語
を表し，Mi，Ni，Oiはwi，qi，aiの単語数を表
す．また，I はデータ数を表す．本研究では，こ
のようなデータセットに各問題の難易度を加えた
データセットを次のように作成し，提案手法の訓
練データとする．

1. 各問題に対する正誤反応データの収集：デー
タセットCに含まれる各問題 qiに対する解答
者の正誤反応データを収集する．ただし，本
研究では人間の解答者を QA（Question An-

swering）システムで代用する．QAシステム
とは，読解対象文と問題文を入力して答え単
語列を予測するシステムである．

2. IRTを用いた難易度推定：本研究では問題の
難易度推定に IRTを使用する．IRTは，数理
モデルを用いたテスト理論の一つであり，様々
なハイステークス試験で活用されている．IRT
は受験者集団に依存しない問題難易度の推定
が可能であり，欠損値の扱いが容易であるな
どの利点を持つ．ここでは，最も単純な IRT

モデルである次式のラッシュモデルを利用し
て，正誤反応データから各問題の難易度を推
定する．

pij =
exp(θj − bi)

1 + exp(θj − bi)
(1)

ここで，bi は i番目の問題の難易度，θj は j

番目の解答者の能力値を表し，pij は i番目の
問題における j番目の解答者の正答率を表す．

3. 難易度を含んだデータセットの作成：データ
セットCに IRTで推定された難易度値を加え
た新しいデータセットC ′を作成する．データ
セットC ′は，読解対象文wi，問題文 qi，答
え単語列 ai，難易度値 biの集合として，以下
のように表記できる．

C ′ = {(wi, qi,ai, bi) | i ∈ {1, . . . , I}} (2)

このデータセット C ′ を用いて，提案手法では，
1）読解対象文と指定した難易度から答え単語列を
抽出するモデルと，2）抽出された答え単語列と読
解対象文，および指定した難易度から問題文を生
成するモデル，の 2段階で問題生成を実現する．以
降で各モデルの詳細を説明する．
2.1 難易度調整可能な答え抽出モデル
難易度調整可能な答え抽出モデルでは基礎モデル
にBERT（Bidirectional Encoder Representations

from Transformers）を用いる．BERTは，1億以
上のパラメータを持つ Transformerベースの深層

学習モデルを，33億語以上の単語を含む文章デー
タセットで事前学習したモデルである．事前学習
は，1) 一部の単語を空欄にしてその単語を予測さ
せるMasked Language Modelと，2) ランダムに
並びを入れ替えた 2文を与えて元々の隣接文かどう
かを予測させる Next Sentence Predictionの二つ
の教師なし学習で実現されている．BERTは，文
書の分類や回帰タスクをはじめとして，系列ラベ
リングや抽出型文章要約のような文章からの要素
抽出タスクにも広く利用されている [2]．
本研究では，BERTを基礎モデルとして，読解

対象文と指定した難易度から答え単語列を抽出す
るモデルを構築する．具体的には，読解対象文wi

と難易度値 bi を特殊トークンで連結したデータ
（[ CLS ] bi [ SEP ]wi）を入力として受け取り，読
解対象文における答え単語列の開始位置と終了位
置を出力するように BERTをファインチューニン
グ（追加学習）する．ここで，ファインチューニ
ングの損失関数は以下で定義する．

−
I∑

i=1

Mi∑
m=1

{Z(s)
im logP

(s)
im + Z

(e)
im logP

(e)
im } (3)

ここで，Z
(s)
im と Z

(e)
im は読解対象文wi中のm番目

の単語が答え単語列の開始位置と終了位置である
場合にそれぞれ 1を取るダミー変数である．また，
P

(s)
im と P

(e)
im は次式で定義される．

P
(s)
im = softmax(S · Tim)

=
exp(S · Tim)∑Mi

m′ exp(S · Tim′)

(4)

P
(e)
im = softmax(E · Tim)

=
exp(E · Tim)∑Mi

m′ exp(E · Tim′)

(5)

ここで，Tim は読解対象文wi におけるm番目の
単語に対応する BERTの出力ベクトルを表し，S

とE は学習される重みベクトルを表す．
このようにファインチューニングした BERTを
用いた答えの抽出は，答え単語列の開始位置 ŝと
終了位置 êを次式で求め，その区間の単語列を読
解対象文から抽出することで行う．

ŝ, ê = argmaxs,e{P
(s)
im + P

(e)
im } (6)

2.2 難易度調整可能な問題生成モデル
難易度調整可能な問題生成モデルでは基礎モデ
ルにGPT-2（Generative Pre-trained Transformer

2）を用いる．GPT-2は，15億以上のパラメータ

を持つ Transformer ベースの深層学習モデルを，
800万以上の文書データで事前学習した言語モデ
ルである．事前学習は，現時点までに入力された
単語列から次に出現する単語を逐次的に予測させ
る Language Modelと呼ばれる教師なし学習で実
現されている．GPT-2は，問題生成タスクを含む
様々な文章生成タスクで広く利用されている．
本研究では，GPT-2を基礎モデルとした問題自
動生成手法 [3]を，問題の難易度を調整できるよう
に拡張する．具体的には，読解対象文wiと答え単
語列 ai，問題文 qi，難易度値 biを特殊トークンで
連結した以下のデータを学習に用いる．
bi <QU> Wi <AN> ai <AN> W ′

i <G> qi (7)

ただし，WiとW ′
i はそれぞれ読解対象文wi中の

答え単語列 ai 以前と以降の単語列を表し，<AN>

は答え単語列の開始と終了を表す特殊トークンで
ある．また，<QU>と<G>は読解対象文と問題文の
開始を表す特殊トークンである．このデータを用
いたGPT-2のファインチューニングは，以下の損
失関数の最小化により行う．

−
I∑

i=1

Ni∑
n=1

log {P (qin | qi1, . . . , qi(n−1),wi,ai, bi)}

(8)
ここで，

P (qin | qi1, . . . , qi(n−1),wi,ai, bi)

= softmax(G · T qin
qi(n−1)

)

=
exp(G · T qin

qi(n−1)
)

∑V ′

v′ exp(G · T qin
qi(n−1)

)

(9)

であり，V ′はGPT-2が扱う語彙の総数，T qin
qi(n−1)

は単語列 qi(n−1) = (qi1, . . . , qi(n−1))に続いて単語
qin を入力した場合の GPT-2の出力ベクトル，G

は学習される重みベクトルである．
ファインチューニングされたモデルを用いた問
題文の生成は，<G>までのデータを入力として与
え，次式に従って一単語ずつ生成することで行う．

q̂in = argmaxvP (v | q̂i1, . . . , q̂i(n−1),wi,ai, bi)

= argmaxv

(
softmax(G · T v

q̂i(n−1)
)
)

(10)

3 提案手法の有効性評価実験
提案手法の有効性を評価するために，質問応答・問
題生成タスクで広く利用される SQuADデータセッ
トを用いて実験を行った．SQuADとは，Wikipedia

の様々な記事（読解対象文に対応）に基づいて作成
された 98,169個の問題とそれに対応する答えで構
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図 1: 難易度別の単語数


















図 2: 難易度別の正答率

成されるデータセットである．このデータはあら
かじめ，訓練データ（90%），テストデータ（10%）
に分割されている．SQuADデータセットを用いた
実験手順は以下の通りである．
1. SQuAD の訓練データを用いて，精度の異な
る 5つの QAシステムを構築した．

2. 5つの QAシステムに SQuADのテストデー
タ中の各問題を解答させ，正誤反応データを
収集した．

3. 得られた正誤反応データを用いて，式 (1)の
ラッシュモデルで各問題の難易度値を推定し
た．得られた難易度値は，-3.96，-1.82，-0.26，
0.88，2.00，3.60のいずれかとなり，値が小さ
いほど簡単な問題であることを意味する．

4. 得られた難易度値と SQuADのテストデータ
の情報を使用し，提案手法の訓練データを作
成した．

5. SQuADの訓練データを用いて BERTに基づ
く答え抽出モデルと GPT-2 に基づく問題生
成モデルを難易度を考慮せずに一度ファイン
チューニングしたのち，手順 4で作成した提
案手法のための訓練データを 90%と 10%に分
割し，90%のデータで難易度を考慮したファ
インチューニングを行なった．

6. 所望の難易度に応じた出力が行えたかを評価
するために，残り 10%のデータを用いて機械
による評価と人間による評価を実施した．

表 1: 難易度別の疑問詞出現率
難易度

-3.96 -1.82 -0.26 0.88 2.00 3.60

who 32.8 33.6 32.8 32.0 27.8 22.4
when 10.0 10.8 8.3 7.9 5.8 5.0
which 4.2 4.2 4.2 3.3 2.5 1.2
what 27.0 27.0 26.6 29.9 34.0 39.4
why 0.4 0.0 0.8 0.8 2.5 2.9
how 4.2 4.2 6.6 5.8 5.4 7.5
where 2.1 1.2 2.1 1.2 2.9 3.7
other 19.5 19.1 18.7 19.1 19.1 17.8

3.1 機械による評価
上記の実験手順 6における機械による評価は，以

下の 3つの観点で行なった．
• 抽出された答えの難易度別平均単語数
• 生成された問題の難易度別正答率
• 生成された問題の難易度別疑問詞出現率（問
題文の 1単語目の疑問詞のみ対象）

ただし，正答率の評価には 2つの QAシステムを
使用し，先行研究 [4]と同様に 2つのQAシステム
が共に正解した問題のみを正答として扱った．
まず，答えの難易度別単語数を図 1に示す．図

から，難易度が高いほど抽出された答えの平均単
語数が増加する傾向が確認できる．一般に答えの
単語数が多くなるほど難しい問題であると予測で
きることから，提案手法が指定した難易度を反映
した答え抽出を行っていることが示唆される．
次に，生成された問題の難易度別正答率を図 2

に示す．図から，難易度が高いほど生成された問
題に対する QAシステムの正答率が減少する傾向
が確認できる．このことから，提案した問題生成
手法により，指定した難易度を反映した問題生成
を行っていることが示唆される．
また，生成された問題の難易度別疑問詞出現率を
表 1に示す．ここで，疑問詞はwho，when，which，
what，why，how，whereの 7つとし，1単語目が
その他の単語の場合には全て otherとしてそれぞれ
の割合を算出した．表から，難易度が低いほどwho

や when, whichなどの疑問詞から始まる問題の割
合が増加する傾向が確認できる一方で，難易度が
高いほどwhatやwhy, howなどの疑問詞を用いた
問題の割合が増加する傾向が確認できる．これは，
whoやwhen，whichなどから始まる問題は単一の
用語などを問う比較的簡単な問題が多く，whatや
why，howなどは文章での回答が必要な比較的難
しい問題が多いことを反映していると考えられる．
また，出力された問題と答えの例を表 2に示す．
表から，難易度を低く指定すると，単一の用語を
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図 1: 難易度別の単語数
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成されるデータセットである．このデータはあら
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が共に正解した問題のみを正答として扱った．
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に示す．図から，難易度が高いほど生成された問
題に対する QAシステムの正答率が減少する傾向
が確認できる．このことから，提案した問題生成
手法により，指定した難易度を反映した問題生成
を行っていることが示唆される．
また，生成された問題の難易度別疑問詞出現率を
表 1に示す．ここで，疑問詞はwho，when，which，
what，why，how，whereの 7つとし，1単語目が
その他の単語の場合には全て otherとしてそれぞれ
の割合を算出した．表から，難易度が低いほどwho

や when, whichなどの疑問詞から始まる問題の割
合が増加する傾向が確認できる一方で，難易度が
高いほどwhatやwhy, howなどの疑問詞を用いた
問題の割合が増加する傾向が確認できる．これは，
whoやwhen，whichなどから始まる問題は単一の
用語などを問う比較的簡単な問題が多く，whatや
why，howなどは文章での回答が必要な比較的難
しい問題が多いことを反映していると考えられる．
また，出力された問題と答えの例を表 2に示す．
表から，難易度を低く指定すると，単一の用語を

表 2: 出力された問題と答えの例
読解対象文 Deacons are called by God, affirmed by the church,

and ordained by a bishop to servant leadership within the

church. They are ordained to ministries of word, service,

compassion, and justice. They may be appointed to ministry

within the local church or to an extension ministry that

supports the mission of the church. . . . Deacons serve a term

of 2–3 years as provisional deacons prior to their ordination.

難易度 -3.96
問題 Who ordained deacons?
答え bishop

難易度 3.60
問題 How are deacons designated by the church?
答え by God, affirmed by the church, and ordained by a

bishop

表 3: 人間による評価

流暢性
適当 不適当 許容範囲
41 12 7

(68%) (20%) (12%)

内容関連性
適当 不適当
41 11

(82%) (18%)

解答可能性
適当 不適当 不十分 過剰

内容関連 内容非関連
34 2 11 8 5

(57%) (3%) (18%) (13%) (8%)
























図 3: 人間による難易度評価

答えとするWhoから始まる比較的簡単な問題が生
成されたのに対し，難易度を高く指定すると，長
めの文章を答えとするHowから始まる比較的難し
い問題が生成されたことがわかる．

3.2 人間による評価
人間による評価では，読解対象文をランダムに

10個選択し，それらの読解対象文から 6段階の難易
度別に生成された答えと問題（合計 60ペア）を以
下の 4つの観点に基づいて著者らが段階評価した．

• 流暢性：文法的な正しさや流暢さの評価．適
当，不適当，許容範囲の 3段階で評価した．

• 内容関連性：生成された問題が読解対象文の
内容と関連しているかの評価．適当，不適当
の 2段階で評価した．

• 解答可能性：抽出された答えが生成された問
題の正しい答えとなっているかの評価．適当，

不適当，不十分，過剰の 4段階で評価した．不
十分は答えを部分的に含むが不足している場
合を表し，過剰は抽出された答えに余分な部
分が含まれていることを表す．

• 難易度：生成された問題の難易度の評価．1か
ら 5の 5段階で評価した．1が最も簡単な問
題を意味し，5が最も難しい問題を意味する．

流暢性，内容関連性，解答可能性の結果を表 3

に示す．なお，表中の「解答可能性」行に記載さ
れた「内容関連」と「内容非関連」の列は，解答
可能性で不適当と判定された問題のうち，内容関
連性が適当/不適当であったものの割合をそれぞれ
表す．表から，全体の約 7割の問題が流暢な文法
で生成されており，8 割以上の問題が適切に読解
対象文の内容を反映していることがわかる．さら
に，半分以上のケースで解答可能な問題と答えの
ペアが生成できており，不十分/過剰を含めると約
8割のケースで少なくとも部分的には対応した問
題と答えのペアが生成できたことがわかる．一方
で，解答不適当と判定された残りの 2割について
は，生成された問題が本文の内容に対応していな
かったことが主要因であったことがわかる．
次に，難易度の結果を図 3に示す．図から，難
易度を高く指定して生成した問題ほど人間評価者
が難しいと判断したことがわかり，人間の主観的
難易度にあった問題が生成できたことがわかる．

4 おわりに
本研究では，任意の難易度の問題を自動生成す
る手法を提案し，実験から提案手法の有効性を示
した．今後は，人間を対象にしたデータ収集を行
ない，より厳密な評価実験を行う．
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1 はじめに
近年，eテスティングが実用化されつつある [1, 2, 3, 4]．eテスティングは，Web上でテストを受験する

CBT（Computer based testing）であり，受検者が何度でも等質な測定精度で異なる項目から構成されたテ
ストを受検できる．このため，テストの結果が受検者に大きな影響を与えるハイ・ステークスなテストで導
入が検討されている．eテスティングや CBTの技術として適応型テスト（CAT: Computerized Adaptive

Testing）と呼ばれるテスト出題方式が知られている [5]．適応型テストは，受検者の能力値を逐次的に推定
し，その能力値に応じて情報量が最大の項目を出題する．これにより，測定精度を減少させずに，テストの
長さや受験時間を短縮できる．しかし，同一の受検者が複数回受験した場合には，同一の項目群が出題され
る傾向があり，実際に適応型テストを導入しているテスト業者の重要な問題になっている．さらに，特定
の項目群が多くの受検者に対して提示されてしまうため，一部の項目が過剰に暴露されることにつながり，
テストの信頼性の低下要因となりうる [6][7]．具体的には，暴露の頻度が高い項目は，受検者が項目の内容
を記憶し，別の受検者に共有できることが指摘されている [6]．適応型テストの運用には，項目の難易度や
識別力を事前に推定し，テスト項目集合（アイテムバンクと呼ばれる）を構築する必要がある．
ハイ・ステークスなテストでは，項目の作成に膨大な経済的・時間的コストを要するため，項目の一様な
活用が望ましい．これらの問題を解決するため，暴露制御を用いた適応型テストが提案されている [8, 9]．
van der Lindenらの手法は，代表的な出題方略であり，暴露上限の制約を用いて項目集合（シャドーテス
トと呼ばれる）を逐次的に構成し，その項目集合から項目選択する [8]．
シャドーテストとは (1)テストの全ての制約を満たしている，(2)受検者に出題した項目を全て含める，

(3)能力推定値に対して情報量が最大になるように構成されている，これらを満たす項目数が固定されたテ
ストである．項目選択のたびにシャドーテストを構成して，シャドーテスト中の項目から情報量が最大の
項目であり，まだ受検者に出題していない項目を選択する。これにより，暴露数の上限のみならず，テスト
出題領域の項目数等を制御できる。一方，別のアプローチとして，確率的に項目選択を制御する手法が提
案されている [9, 10]．Sympson-Hetter手法では，事前にシミュレーション実験を用いて項目の出題確率と
その出題確率を制御するパラメータを算出し，そのパラメータを用いて確率的に項目の出題を制御する手
法が提案されている [9]．さらに，van der Lindenらは，事前にシミュレーション実験を必要としない手法
を開発している [10]．van der Lindenらの手法では，受検者に出題可能な確率として適格確率（Eligibility

probability）を定義し，受検者ごとに適格確率に従ってアイテムバンクから項目を除外することで暴露を制
御する．また，アイテムバンクの分割を用いた手法が提案されている [11]．この手法では，アイテムバンク
をランダムに複数の項目集合に分割し，最も暴露数が少ない項目集合から項目選択する．これらの手法で
は，特定の項目群の過度な暴露を防ぐことはできる．しかし，項目集合の等質性は保証されず，受検者間で
テストの長さや測定精度に偏りが生じる傾向がある．そこで，筆者らは，情報量を制約条件として暴露数
が最小の項目集合を構成し，その中から逐次的に項目選択する手法を提案している [12]．同様に，Choiら
は，近年，van der Lindenらの手法 [8]を拡張して情報量を制約条件として定式化した手法を提案している
[13, 14]．しかし，これらの手法では，暴露数の一様性は担保されるが，情報量を制約しているために測定
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van der Lindenらの手法は，代表的な出題方略であり，暴露上限の制約を用いて項目集合（シャドーテス
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シャドーテストとは (1)テストの全ての制約を満たしている，(2)受検者に出題した項目を全て含める，

(3)能力推定値に対して情報量が最大になるように構成されている，これらを満たす項目数が固定されたテ
ストである．項目選択のたびにシャドーテストを構成して，シャドーテスト中の項目から情報量が最大の
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出題領域の項目数等を制御できる。一方，別のアプローチとして，確率的に項目選択を制御する手法が提
案されている [9, 10]．Sympson-Hetter手法では，事前にシミュレーション実験を用いて項目の出題確率と
その出題確率を制御するパラメータを算出し，そのパラメータを用いて確率的に項目の出題を制御する手
法が提案されている [9]．さらに，van der Lindenらは，事前にシミュレーション実験を必要としない手法
を開発している [10]．van der Lindenらの手法では，受検者に出題可能な確率として適格確率（Eligibility

probability）を定義し，受検者ごとに適格確率に従ってアイテムバンクから項目を除外することで暴露を制
御する．また，アイテムバンクの分割を用いた手法が提案されている [11]．この手法では，アイテムバンク
をランダムに複数の項目集合に分割し，最も暴露数が少ない項目集合から項目選択する．これらの手法で
は，特定の項目群の過度な暴露を防ぐことはできる．しかし，項目集合の等質性は保証されず，受検者間で
テストの長さや測定精度に偏りが生じる傾向がある．そこで，筆者らは，情報量を制約条件として暴露数
が最小の項目集合を構成し，その中から逐次的に項目選択する手法を提案している [12]．同様に，Choiら
は，近年，van der Lindenらの手法 [8]を拡張して情報量を制約条件として定式化した手法を提案している
[13, 14]．しかし，これらの手法では，暴露数の一様性は担保されるが，情報量を制約しているために測定

精度が減少してしまう問題点がある．すなわち，暴露数の減少と測定精度の向上には，トレードオフの関係
がある．
この問題を解決するために，筆者らは，このトレードオフを制御する等質適応型テストを提案してきた

[15, 16]．具体的には，最新の等質テスト構成技術を用いて測定精度が等質な項目集合にアイムバンクを分
割し，受検者ごとに異なる等質テストを割り当て，そのテスト内の項目集合をアイテムバンクとみなして
適応型テストを実施する。これにより，受検者ごとに異なる項目集合をアイ テムバンクとして用いるため，
能力が同等な受検者で あっても異なる項目群を出題することができ，受検者間の測定精度を等質にしつつ，
暴露数を減少させることができた。等質テストとは，複数のテストが異なる項目で構成されているにも関
わらず，等質な測定精度を持つ項目集合である．等質適応型テストでは，当時，最大数の等質テストを構成
できる Ishii et.al [17]の手法を用いてアイテムバンクを多数の項目集合に分割し，受検者ごとに異なる項目
集合を割り当て，その項目集合から情報量が最大の項目を選択している．これにより，暴露数と測定精度
（試験時間）のトレードオフを制御できた．しかし，一般的にテストの長さが短縮すると能力推定値の誤差
が大きくなることが多い．先行研究 [15, 16]では，従来の適応型テストの収束基準に従い，受検者の能力推
定値が収束することでテストを終了させていた。等質適応型テストでは，アイテムバンクを分割すること
で項目候補が少なくなり，枯渇して見かけ上能力推定値が収束しており，能力真値と能力推定値が大きく乖
離していることがわかった．
このため，能力真値と能力推定値が大きく乖離する問題を解決するため，2段階等質適応型テストを提案
してきた。本手法は，事前にアイテムバンクを分割して測定精度が等質な項目集合を複数構成する．次に，
テストの前半に項目集合から項目選択し，受検者の能力推定値が収束し始めるテストの後半にアイテムバ
ンク全体から項目選択する．項目集合の項目難易度分布は疎ではあるが，第 1段階では，過学習を避け，よ
り高速に推定値が真の能力値近傍まで到達することが期待できる．第 2段階ではアイテムバンクの項目集
合全体を用いるが，能力推定値は収束し始めており，暴露分布の偏りは大きくはならないと考えられる．
本稿では，等質テストの構成に石井他 (2017)[18]より等質テストの構成数が多い，最大クリークの並列
探索を用いた渕本他 (2020))[19]を用いる。さらに，二段階等質適応型テストの第二段階では，項目選択時
に暴露数の制約を組み込むことで最大暴露数を制御し，提案手法の性能を評価する。
2 二段階等質適応型テスト
2段階等質適応型テストでは，等質テスト構成の手法を用いてアイテムバンクを分割して測定精度が等質

な項目集合を複数構成する．この項目集合を用いた 2段階等質適応型テストのアルゴリズムについて詳述
する．第 1段階では以下のアルゴリズムに従って項目選択する．

(1) 項目集合をランダムに割り当てる．
(2) 能力推定値を θ̂ = 0に初期化する．
(3) 能力推定値 θ̂を所与として項目集合から情報量が最大となる項目を選択して出題する．
(4) 項目への反応データとそれまでの解答履歴から能力推定値 θ̂を求める．
(5) 手順 (3)と (4)を θ̂の更新幅が閾値 ϵ以下になるまで繰り返す．

次に，第 2段階では以下のように出題方略が変更される．
(1) 能力推定値 θ̂を所与としてアイテムバンク全ての項目集合から暴露数が制約以下であり，情報量
が最も高い項目を選択する．さらに，このステップに必要に応じて暴露数の上限値を制約として
組み込める。ハイステースクな試験では，暴露数の上限値が決まっている場合がある。

(2) 項目への反応データとそれまでの解答履歴から能力推定値 θ̂を求める．
(3) 手順 (1)と (2)をテストの終了条件まで繰り返す．

本手法では，上記の手順でアイテムバンクの項目をできる限り一様に活用しながら受検者の能力を高精
度で推定する．
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3 評価実験
本章では，実データのアイテムバンクを用いて提案手法の有効性を評価する。ここでは，実際のテスト

業者で開発されたアイテムバンクを用いて実験を行った。アイテムバンクの項目数は 978 である。本実
験では，一般的な適応型テスト (CAT)，Kingsbury and Zara (1989) の適応型テスト (KZ)[11]，van der

Lindenらの整数計画問題（Integer Programming Problem）に基づく適応型テスト (IP)[8]，van der Linden

and Veldkampの暴露率に基づく確率に従って出題候補の項目集合を構成する手法（Prob.）[10]，Ishii et.

al.(2014)[17]を用いて等質テストを構成した等質適応型テスト（UAT-RndMCP），石井他 (2018)[18]を用
いて等質テストを構成した等質適応型テスト（UAT-RIPMCP），渕本他 (2020)[19]を用いて等質テストを
構成した等質適応型テスト（UAT-HMCAPIP）Ishii et. al.(2014)[17]を用いて等質テストを構成した二段
階等質適応型テスト（TUAT-RndMCP），石井他 (2018)[18]を用いて等質テストを構成した二段階等質適
応型テスト（TUAT-RIPMCP），渕本他 (2020)[19]を用いて等質テストを構成した二段階等質適応型テス
ト（TUAT-HMCAPIP）を比較する。
受検者の解答パタンの生成は以下の通りである。
(1) 受検者の真の能力値を θ ∼ N(0, 1)からサンプリングした。
(2) 受検者の能力推定値を θ̂ = 0に初期化した。
(3) 各手法を用いてアイテムバンクから項目を選択し，その項目への解答パタンを，能力真値と項目
パラメタを所与として発生させた。

(4) 解答履歴データから能力推定値 θ̂を EAP法を用いて推定した。
(5) テストの終了条件を満たすまで手順 (4)と (5)を繰り返す。
(6) 手順 (2)から (6)を 10000回繰り返し，得られた出題パタンと解答履歴を用いて，a）テストの長
さ，b）能力推定値の RMSE，c）各項目の暴露数に関する統計量を求めた。

結果を表 1に示す。表の括弧内が標準偏差の値である。
暴露数の平均値は，UATの値が小さかった．UATは，等質項目グループからのみ項目を選択するため，

暴露数を最も減少できる．しかし，UATのMSEの値は大きく，能力真値と能力推定値が大きく乖離して
いる．TUAT-HMCAPIPは，UATの次に暴露数と未出題項目数が小さかった．TUAT-HMCAPIPでは，
項目集合が異なる項目から構成されているために受検者ごとに出題される項目が異なり，できる限り項目を
一様に活用できた．
MSEについては，UATを除き，値が同じであった。TUAT-HMCAPIPは，MSEを CATと同程度にし
ながら，暴露数を減少させるいることがわかる。

表 1: 実データのアイテムバンクを用いた実験結果
手法 等質項目集合の数 暴露数の平均 暴露数の最大値 未出題項目数 MSE

CAT - 779.22 (361.61) 1000 593 0.11 (0.16)

Prob. - 773.20 (370.33) 1000 590 0.11 (0.15)

IP - 779.22 (360.96) 1000 593 0.11 (0.16)

KZ 32 735.29 (378.71) 1000 570 0.11 (0.17)

UAT-RndMCP 299 306.99 (134.72) 1000 1 0.18 (0.26)

UAT-RIPMCP 743 306.75 (83.40) 661 0 0.20 (0.29)

UAT-HMCAPIP 106570 306.75 (68.51) 639 0 0.19 (0.27)

TUAT-RndMCP 299 379.75 (424.98) 1000 188 0.11 (0.16)

TUAT-RIPMCP 743 375.00 (422.00) 1000 178 0.11 (0.15)

TUAT-HMCAPIP 106570 373.13 (421.96) 1000 174 0.11 (0.16)
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3 評価実験
本章では，実データのアイテムバンクを用いて提案手法の有効性を評価する。ここでは，実際のテスト
業者で開発されたアイテムバンクを用いて実験を行った。アイテムバンクの項目数は 978 である。本実
験では，一般的な適応型テスト (CAT)，Kingsbury and Zara (1989) の適応型テスト (KZ)[11]，van der

Lindenらの整数計画問題（Integer Programming Problem）に基づく適応型テスト (IP)[8]，van der Linden

and Veldkampの暴露率に基づく確率に従って出題候補の項目集合を構成する手法（Prob.）[10]，Ishii et.

al.(2014)[17]を用いて等質テストを構成した等質適応型テスト（UAT-RndMCP），石井他 (2018)[18]を用
いて等質テストを構成した等質適応型テスト（UAT-RIPMCP），渕本他 (2020)[19]を用いて等質テストを
構成した等質適応型テスト（UAT-HMCAPIP）Ishii et. al.(2014)[17]を用いて等質テストを構成した二段
階等質適応型テスト（TUAT-RndMCP），石井他 (2018)[18]を用いて等質テストを構成した二段階等質適
応型テスト（TUAT-RIPMCP），渕本他 (2020)[19]を用いて等質テストを構成した二段階等質適応型テス
ト（TUAT-HMCAPIP）を比較する。
受検者の解答パタンの生成は以下の通りである。
(1) 受検者の真の能力値を θ ∼ N(0, 1)からサンプリングした。
(2) 受検者の能力推定値を θ̂ = 0に初期化した。
(3) 各手法を用いてアイテムバンクから項目を選択し，その項目への解答パタンを，能力真値と項目
パラメタを所与として発生させた。

(4) 解答履歴データから能力推定値 θ̂を EAP法を用いて推定した。
(5) テストの終了条件を満たすまで手順 (4)と (5)を繰り返す。
(6) 手順 (2)から (6)を 10000回繰り返し，得られた出題パタンと解答履歴を用いて，a）テストの長
さ，b）能力推定値の RMSE，c）各項目の暴露数に関する統計量を求めた。

結果を表 1に示す。表の括弧内が標準偏差の値である。
暴露数の平均値は，UATの値が小さかった．UATは，等質項目グループからのみ項目を選択するため，

暴露数を最も減少できる．しかし，UATのMSEの値は大きく，能力真値と能力推定値が大きく乖離して
いる．TUAT-HMCAPIPは，UATの次に暴露数と未出題項目数が小さかった．TUAT-HMCAPIPでは，
項目集合が異なる項目から構成されているために受検者ごとに出題される項目が異なり，できる限り項目を
一様に活用できた．
MSEについては，UATを除き，値が同じであった。TUAT-HMCAPIPは，MSEを CATと同程度にし
ながら，暴露数を減少させるいることがわかる。

表 1: 実データのアイテムバンクを用いた実験結果
手法 等質項目集合の数 暴露数の平均 暴露数の最大値 未出題項目数 MSE

CAT - 779.22 (361.61) 1000 593 0.11 (0.16)

Prob. - 773.20 (370.33) 1000 590 0.11 (0.15)

IP - 779.22 (360.96) 1000 593 0.11 (0.16)

KZ 32 735.29 (378.71) 1000 570 0.11 (0.17)

UAT-RndMCP 299 306.99 (134.72) 1000 1 0.18 (0.26)

UAT-RIPMCP 743 306.75 (83.40) 661 0 0.20 (0.29)

UAT-HMCAPIP 106570 306.75 (68.51) 639 0 0.19 (0.27)

TUAT-RndMCP 299 379.75 (424.98) 1000 188 0.11 (0.16)

TUAT-RIPMCP 743 375.00 (422.00) 1000 178 0.11 (0.15)

TUAT-HMCAPIP 106570 373.13 (421.96) 1000 174 0.11 (0.16)
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自己報告式テスト反応からの多肢選択式テスト反応の予測
江原 遥

東京学芸大学

1 はじめに
外国語（第二言語）を学ぶには，多くの語を習得す

る必要がある．学習者が知っている語を判断するため
に，従来，大別して 2種類の方法が提案されてきた．
1つは，学習者に語を文脈なしに単純に提示し，「こ
の語を知っていますか？」と直接質問する方法で，こ
の方式のテストは「自己報告式テスト」（self-report
tests）と呼ばれている 12, 11)（図 4右上）．これは，
学習者が「自分は語を知っている」と思っているかど
うかという自己認識についての知識（self-perceived
knowledge）を測るテストであるとみなせる．
もう 1つは，ある語についての学習者の知識を正確

に測定するために，多肢選択式の項目を作成し，学
習者に回答してもらう「多肢選択式テスト」（表 1）
である 10, 2) ．表 1のような多肢選択式の項目で学
習者が正答する語は，学習者が実際に知っている可
能性が高い語である．しかし，多肢選択式の項目は，
特に多くの語についての知識を問う必要がある場合，
テスト作成者が作問する負担や，被験者が回答する
負担がかなり負担が大きい．例えば，優秀な第二外
国語学習者は 1万語以上の単語を知っている 8, 7)．し
かし，学習者に 10,000問もの項目への回答を求める
ことは，明らかに労力が過大すぎて非現実的である．
労力を軽減するために，被験者が自己の能力を高
く見せる動機に乏しい Low-stakesな環境では，自己
報告式テストなどの別のアプローチを検討したい．自
己報告式のテストの結果から，機械学習を用いて多
肢選択式の項目の結果を高い精度で予測することが
でき，必要な労力を軽減することができる．このア
プローチは有望に見えるが，実際にどの程度有効な
のだろうか？例えば，予測精度はどの程度であろう
か？最近の深層転移学習の技術を用いて精度を向上
させられるだろうか？本研究はこうしたリサーチク
エスチョンにこたえる事を目的とする．
予測精度を測定するためには，同じ学習者集合，同
じ単語集合に対して自己報告式と多肢選択式テスト
の両方の結果を含むデータセットが必要である．そ
のようなデータセットで広く入手可能なデータセッ
トは少ない．本研究は前述のリサーチクエスチョン
に答えるために望ましい特性を持つデータセットを
提供する．さらに，本研究では，深層転移学習を被
験者の反応予測に適用する手法を提案する．
本稿は語彙テスト結果データセットのみを扱うが，
提示された外国語の語を知っているかは，被験者が
何かを知っているかを問う設問の中ではもっとも単
純な部類の設問であり，項目の設問文を誤読・誤解す
る余地の少ない部類の設問であると考えられる．従っ
て，一般の自己報告式テストと多肢選択式テストの
ギャップは，本稿で扱う語彙テストの事例よりも大き
いと考えられる．このように，本研究の提案は，自己
報告式テスト反応を用いて多肢選択式テスト結果を
予測するアプローチ全般に示唆を与えるものである．
本研究の内容は，教育AIのトップ国際会議（査読
付き）である AIED 2022の short paperに採択され

表 1: 多肢選択式の設問の例．被験者は，文中の下線
部の単語に最も近い意味を持つ選択肢を選ぶよう指
示される．
It was a difficult period.
a) question b) time c) thing to do d) book

た 5)．
2 データセット構築
データセットの構築には，Vocabulary Size Test

(VST) 8) を用いた．1VSTは，2万語から抽出された
100語の単語についての 100問の多肢選択式の設問
から構成される．VSTは，英語学習者の語彙量を測
定するために開発された．VSTを使用して学習者の
語彙数を推定するには，正答数を単純に 20倍する方
法が提案されている 8)．VSTには A版と B版があ
り，本稿では全編を通して A版を使用した．
著者の過去の研究 4) では，学習者に語彙テスト
を受けてもらった語彙テストの結果のデータセット
を作成し公開している．比較のため，同様の設定を
用いた．データセットの作成には，文献 4)と同じく
クラウドソーシングサービス “Lancers”（ https:
//lancers.co.jp/ ）を利用した．今回は，語彙テ
スト中の得点に関わらず同額の報酬がもらえるよう
に設定することで，被験者に高得点を取る動機が働
かない Low-stakesな設定とした．また，Lancersは
日本向けのサービスであるため，被験者の多くは日本
語を母語とする．しかし，全員が英語学習者というわ
けではない．被験者を単純に募集した場合，英語を学
習していない者が報酬目当てで参加する可能性があ
る．そこで，English Testing Service (ETS)が実施
する “TOEIC”( https://www.ets.org/toeic) の
受験経験がある学習者でなければ，被験者になれな
いと予め明示した．さらに，設問は実際に被験者に
なった後でなければ閲覧できないようにした．日本
で英語学習者がTOEICを受験する場合，通常 7,000
円程度の費用がかかる．仮に受験費用が何らかの制
度によって免除される場合でも，数時間程度の回答
時間がかかる．そのため，過去に TOEICを受験し
たことがある学習者であれば，所定の費用を支払っ
たり数時間の回答時間をかけてでも自分の英語力を
測りたいという意欲があると推察される．最終的に，
191名の被験者（学習者）が得られた．
VSTは A版も B版も，英語教育で多用される均

衡コーパスである British National Corpus (BNC,
http://www.natcorp.ox.ac.uk/) 中の単語頻度の
多い上位 2万語から，頻度順位 1,000語につき 5語
を抽出した計 100語についての設問で構成されてい
る．各語につき 1項目があり（例：表 1），各項目は

1データセットは http://yoehara.com/ または http://
readability.jp/ で公開予定である．
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測りたいという意欲があると推察される．最終的に，
191名の被験者（学習者）が得られた．
VSTは A版も B版も，英語教育で多用される均

衡コーパスである British National Corpus (BNC,
http://www.natcorp.ox.ac.uk/) 中の単語頻度の
多い上位 2万語から，頻度順位 1,000語につき 5語
を抽出した計 100語についての設問で構成されてい
る．各語につき 1項目があり（例：表 1），各項目は

1データセットは http://yoehara.com/ または http://
readability.jp/ で公開予定である．

頻度の降順に並んでいる．このため，直感的には最
も簡単な項目からはじまり難しくなる順に項目が並
んでいると考えてよい．したがって，ほとんどの日
本語を母語とする英語学習者は 100問のテストの最
後の方の問題には正答できない．また，項目数が多
すぎ学習者が疲れてくると，まじめに回答しなくな
る可能性がある 9)．そこで，VSTから最も難しい 35
問を削除し，項目数を 65問に調整した．
被験者は，まず 65個の単語リストを提示され，自
己報告式のテストで，知っている語にチェックを付
けて報告するように指示される（図 4右側）．次の
テストでは，65個の単語について，VSTの多肢選択
式で，表 1 のように回答してもらう．なお，被験者
が多肢選択式の項目に移行した後は，最初の自己報
告式のテストに戻る事を禁じたため，後から自己報
告式の回答を修正することはできない．各語は自己
報告式の項目と多肢選択式の項目の 2つの項目を持
ち，各被験者はその両方に回答することになる．し
たがって，各単語は項目反応理論（IRT）において 2
つの困難度パラメタを持つ：自己報告式の困難度パ
ラメタと，多肢選択式の困難度パラメタである．
3 項目反応理論
被験者の能力や項目の困難度をモデル化するため
に広く用いられている確率的モデルである項目反応
理論（Item Response Theory，IRT）のモデル 1)に
ついて簡単に説明する．被験者の数を J，項目 (item，
設問)の数を Iとする．簡単のために，被験者のイン
デックスを被験者と，項目のインデックスを項目と
同一視する．例えば，I 番目の項目は単に I と表記
する．yij は被験者 j が項目 iに正解したとき 1，不
正解のとき 0であるとする．テスト結果データ {yji}
が与えられる．i ∈ {1, . . . , I}, j ∈ {1, . . . , J} が与え
られたとき，IRTの 2PLモデルは，被験者 jが項目
iを正解する確率を以下の式でモデル化する．

P (yij = 1|i, j) = σ(ai(θj − di)). (1)

ここで，σはロジスティックシグモイド関数で，σ(x) =
1

1+exp(−x) で定義される．σ は (0, 1) を値域とする単
調増加関数であり，σ(0) = 0.5 である．σ(x) は実数
を (0, 1) の範囲に射影し，確率として扱うために使
用される．式 1において，θj は能力パラメタであり，
被験者の能力を表す．diは困難度パラメタと呼ばれ，
項目の困難度（難しさ）を表す．式 1から，diより
θj が大きいとき，被験者が正答する確率は誤答する
確率より高くなると分かる．識別パラメタと呼ばれ
る ai > 0は，通常，正の値である．この値が大きい
と，θj − di の値の変化が正答・誤答確率に大きな影
響を与えることになる．このパラメタは，θj − diに
よって被験者 j が項目 iに正しく答えるかどうかが
区別しやすくなるため，識別力パラメタと呼ばれる．
直感的には，識別力の高い項目は，能力の高い学習者
と低い学習者を正確に区別できるという意味で，良
い設問であることを示していると解釈できる．
4 項目反応理論を用いた実験
IRTは，語彙テストを分析し，学習者の能力や項目
の困難度を推定する確率モデルとして広く利用され
ている 1)．IRTの 2PLモデルを用いてパラメタを求
めた．困難度パラメタと識別パラメタを求めるため
に，pyirt（ https://github.com/17zuoye/pyirt
）を使用した．自己報告式の項目と多肢選択式の項
目の困難度パラメタをそれぞれ横軸と縦軸に示し，2

図 1: 自己報告式の項目の困難度（横軸）と多肢選択
式の項目の困難度（縦軸）の散布図．各点は単語を
表す．
軸に同じ尺度と範囲でプロットした（図 1）．各点は
1つの単語を表している．
図 1の左下から右上に点線の対角線を引いた．図 1
の横軸と縦軸は困難度パラメタの値を示しており，値
が高いほど難しいと判断されることを示している．し
たがって，対角線の下側にある点は，多肢選択式の
項目の困難度が自己報告式の項目よりも低いことを
表している．この結果は，一般に多肢選択式の項目
の方が難しいので，直感に反しているように見える．
しかし，多肢選択式の項目は，選択肢を無作為に選
ぶことで，偶然に正答できてしまう場合がある．一
方，自己報告式の項目では，そのような偶然の正答
は起こらない．このため，偶然に正答出来てしまう
分だけ，多肢選択式の項目の困難度が低く推定され
ているものと思われる．Wilcoxon検定の結果，自己
報告式の項目の困難度は多肢選択式の項目の困難度
より統計的有意に高いことが示された（p < 0.01）．
識別力の散布図 困難度パラメタと同様に，識別力
をプロットした（図 2）．横軸は，各語の自己報告式
の項目の識別力，縦軸は対応する多肢選択の項目の
識別力を表している．直感的には，ある項目の識別力
が大きいほど，（その他の項目から推定された）能力
の高い学習者と低い学習者をうまく分離できる点で，
その項目が優れていることを示す．実験の結果，ほと
んどの単語について，自己報告式の項目の識別力は多
肢選択式の項目の識別力より高いことが見て取れる
（図 2）．Wilcoxon検定により，この結果も統計的に
有意であることが明らかになった（p < 0.01）．この
結果についても，前述の困難度の場合と同様，多肢
選択式では実際には問題に正答できるだけの知識が
なくとも，偶然に正答できてしまう場合があるため，
偶然性の分，識別力が下がっていると考えられる．
縦軸の項目が横軸の項目よりも難しいかどうかを
調べるために，次のような実験を行った（図 3）．ま
ず，191名の被験者を，100名と 91名に分けた．多
肢選択式の項目のパラメタは前者 100人の回答のみ
から推定し，自己報告式の項目のパラメタは 91人全
員の回答から推定した．なお，後者の 91人× 65問，
合計 5,915件の回答データは使用していないことに
注意されたい．図 3の斜線部分の回答の予測精度を
評価対象とした．
IRTを利用して，図 3の左下斜線部分を予測する
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表 2: 図 3の塗りつぶされた領域を訓練データとして，斜線部の 91人の学習者の多肢選択式の項目の反応
を予測した際の各手法の精度（accuracy，正解率）．(**)は，太字の結果が下線の結果より統計的有意に差
があることを示す（p < 0.01）．能力パラメタ，困難度パラメタは項目反応理論のパラメタである．
手法 精度
IRT (能力パラメタ - 被験者 191人から推定した自己報告式の困難度パラメタ) 0.675
IRT (能力パラメタ - 被験者 100人から推定した多肢選択式の困難度パラメタ) 0.724

事前学習済モデル BERT (bert-base-uncased)を提案法で微調整 (fine-tuning)したもの 0.718
事前学習済モデル BERT (bert-base-cased)を提案法で微調整 (fine-tuning)したもの 0.693
事前学習済モデル BERT (bert-large-uncased)を提案法で微調整 (fine-tuning)したもの 0.722
事前学習済モデル BERT (bert-large-cased)を提案法で微調整 (fine-tuning)したもの 0.729 (**)

図 2: 自己報告式の項目の識別力（横軸）と多肢選択
式の項目の識別力（縦軸）の散布図．各点は単語を
表す．
場合，次の方法が考えられる．IRTでは，被験者ご
との能力値 θj と問題ごとの困難度パラメタ di を算
出することができる．各語には多肢選択式の項目と
自己報告式の項目があることに注意すると，2つの困
難度パラメタのうち，どちらの困難度パラメタを予
測に用いるかを変えることで，以下の 2つの設定を
比較できることが分かる．1つ目の方法は，一部の被
験者の回答のみから推定した多肢選択式の項目の困
難度を使用する方法である（図 3）.すなわち，被験
者数が少なくなってもよいので，多肢選択式の項目
の困難度を測ろうとする方法である．今回は 100名
の被験者の回答から推定した．2つ目の方法は，全て
の被験者の回答から推定した自己報告式の項目の困
難度を用いる．すなわち，多肢選択式の項目の困難
度を，同じ語の自己報告式の項目の困難度で代用し
ようという方法である．
図 3において，斜線の領域はテストデータである

ため訓練時（パラメタ推定時）には完全データは得
られないものの，全ての被験者・項目についてパラメ
タを推定できる反応データがあるため，項目反応理
論のモデル中の，全ての被験者の能力パラメタ・全
ての項目の難易度パラメタを推定することが可能で
ある．推定された被験者の能力パラメタ θj と項目の
難易度 diを用いて，IRTは被験者 j が項目 iに正答
した場合（すなわち，θj > diの場合），誤答したか
（それ以外）を判定できる．したがって，被験者 jの
i番目の項目に対する回答を予測したい場合，θj と
diの値が推定されていれば，θj − diを計算し符号を
見ればよい．被験者の能力パラメタは 1被験者につ
き 1つであるが，項目については，全ての語につい

図 3: 実験設定．塗りつぶされた領域は，パラメタ推
定に使用される訓練データである．斜線部はテスト
データの領域を表す．表 2の精度は，斜線部の反応
を各手法が正しく予測できた比率である．
て，自己報告式と多肢選択式の 2つの項目パラメタ
がある設定である．
実験結果によれば，斜線部の予測精度は，第一の
方法（多肢選択式の項目の困難度を正確に求めよう
とする方法）が 0.724であるのに対し，第二の方法
は 0.697であった．これらの結果の差はWilcoxon検
定により統計的に有意であった (p < 0.01)．この結
果は，多肢選択式の項目に対する反応を予測するた
めには，自己報告式の項目パラメタよりも，たとえ
数が少なくとも多肢選択式の項目に対する他の被験
者集合の反応から推定した多肢選択式の項目パラメ
タを用いた方が高精度であることを示唆している．
5 BERTに基づく提案手法
BERT（Bidirectional Encoder Representations

from Transformers）3) をはじめとする深層転移学習
手法は，他の数々の自然言語処理のタスクで高い予測
性能を達成したと報告されている．これらの手法は，
教師情報なしの大量のテキストから事前学習済モデ
ル (pre-trained)を得る．この事前学習済モデルに対
して教師情報付きのデータで微調整 (fine-tuning)と
いう追加学習を行う事により，高い予測性能を達成
する．従って，図 3の斜線部分の予測についても，こ
れを利用したい．しかし，BERTは自然言語文のみ
を入力とすることが想定されている．一方，今回の
タスク設定では，異なる学習者に対する予測は，能
力などの学習者の特性を考慮し，当然，異なる予測
を出力することが求められる．このため，そのまま
ではBERTを本タスクに適用できない．BERTのモ
デル自体を変更してもよいが，そうすると訓練に時
間がかかるため，通常，学習済の状態で配布されて
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表 2: 図 3の塗りつぶされた領域を訓練データとして，斜線部の 91人の学習者の多肢選択式の項目の反応
を予測した際の各手法の精度（accuracy，正解率）．(**)は，太字の結果が下線の結果より統計的有意に差
があることを示す（p < 0.01）．能力パラメタ，困難度パラメタは項目反応理論のパラメタである．
手法 精度
IRT (能力パラメタ - 被験者 191人から推定した自己報告式の困難度パラメタ) 0.675
IRT (能力パラメタ - 被験者 100人から推定した多肢選択式の困難度パラメタ) 0.724

事前学習済モデル BERT (bert-base-uncased)を提案法で微調整 (fine-tuning)したもの 0.718
事前学習済モデル BERT (bert-base-cased)を提案法で微調整 (fine-tuning)したもの 0.693
事前学習済モデル BERT (bert-large-uncased)を提案法で微調整 (fine-tuning)したもの 0.722
事前学習済モデル BERT (bert-large-cased)を提案法で微調整 (fine-tuning)したもの 0.729 (**)
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式の項目の識別力（縦軸）の散布図．各点は単語を
表す．
場合，次の方法が考えられる．IRTでは，被験者ご
との能力値 θj と問題ごとの困難度パラメタ di を算
出することができる．各語には多肢選択式の項目と
自己報告式の項目があることに注意すると，2つの困
難度パラメタのうち，どちらの困難度パラメタを予
測に用いるかを変えることで，以下の 2つの設定を
比較できることが分かる．1つ目の方法は，一部の被
験者の回答のみから推定した多肢選択式の項目の困
難度を使用する方法である（図 3）.すなわち，被験
者数が少なくなってもよいので，多肢選択式の項目
の困難度を測ろうとする方法である．今回は 100名
の被験者の回答から推定した．2つ目の方法は，全て
の被験者の回答から推定した自己報告式の項目の困
難度を用いる．すなわち，多肢選択式の項目の困難
度を，同じ語の自己報告式の項目の困難度で代用し
ようという方法である．
図 3において，斜線の領域はテストデータである

ため訓練時（パラメタ推定時）には完全データは得
られないものの，全ての被験者・項目についてパラメ
タを推定できる反応データがあるため，項目反応理
論のモデル中の，全ての被験者の能力パラメタ・全
ての項目の難易度パラメタを推定することが可能で
ある．推定された被験者の能力パラメタ θj と項目の
難易度 diを用いて，IRTは被験者 j が項目 iに正答
した場合（すなわち，θj > diの場合），誤答したか
（それ以外）を判定できる．したがって，被験者 jの
i番目の項目に対する回答を予測したい場合，θj と
diの値が推定されていれば，θj − diを計算し符号を
見ればよい．被験者の能力パラメタは 1被験者につ
き 1つであるが，項目については，全ての語につい

図 3: 実験設定．塗りつぶされた領域は，パラメタ推
定に使用される訓練データである．斜線部はテスト
データの領域を表す．表 2の精度は，斜線部の反応
を各手法が正しく予測できた比率である．
て，自己報告式と多肢選択式の 2つの項目パラメタ
がある設定である．
実験結果によれば，斜線部の予測精度は，第一の
方法（多肢選択式の項目の困難度を正確に求めよう
とする方法）が 0.724であるのに対し，第二の方法
は 0.697であった．これらの結果の差はWilcoxon検
定により統計的に有意であった (p < 0.01)．この結
果は，多肢選択式の項目に対する反応を予測するた
めには，自己報告式の項目パラメタよりも，たとえ
数が少なくとも多肢選択式の項目に対する他の被験
者集合の反応から推定した多肢選択式の項目パラメ
タを用いた方が高精度であることを示唆している．
5 BERTに基づく提案手法
BERT（Bidirectional Encoder Representations

from Transformers）3) をはじめとする深層転移学習
手法は，他の数々の自然言語処理のタスクで高い予測
性能を達成したと報告されている．これらの手法は，
教師情報なしの大量のテキストから事前学習済モデ
ル (pre-trained)を得る．この事前学習済モデルに対
して教師情報付きのデータで微調整 (fine-tuning)と
いう追加学習を行う事により，高い予測性能を達成
する．従って，図 3の斜線部分の予測についても，こ
れを利用したい．しかし，BERTは自然言語文のみ
を入力とすることが想定されている．一方，今回の
タスク設定では，異なる学習者に対する予測は，能
力などの学習者の特性を考慮し，当然，異なる予測
を出力することが求められる．このため，そのまま
ではBERTを本タスクに適用できない．BERTのモ
デル自体を変更してもよいが，そうすると訓練に時
間がかかるため，通常，学習済の状態で配布されて

図 4: 語彙テスト結果データセットを BERT の入力に変換する例．
いる事前学習済モデルを用いることができなくなる．
そのため，特殊なトークン [USRn]と [SQ] の 2種
類を導入することで，BERTが扱える系列分類タス
クに変換する手法を提案する（図 4）．
[USRn]（nは被験者 ID）は，各被験者（学習者，

ユーザ) を表す．系列の先頭に置かれ，分類器はこ
のトークンで指定された被験者の反応を予測する必
要があることを指示する．図 4 の例では，“It is a
difficult period.” という系列に対して USR3 の反
応を予測したいことを分類器に指示している．この
場合，USR3 は多肢選択式の項目を誤答したため，
多肢選択式の項目に対するラベルは 0である．この
とき，USR3が選択した選択肢（図 4左側の例では
“question”）は BERTに入力されない．IRTも被験
者がどの誤答選択肢（distractor）を選択したかは考
慮しないモデルであるため，IRTと BERTの性能差
に誤答選択肢の情報は影響しない．誤答選択肢の情
報は分類器に入力しないため，誤答選択肢の数や形
式が変わっても，図 4と同様に BERTの入力への変
換が行える．被験者トークンは被験者数と同じ数だ
け存在する．
また，本研究の設定では，BERTによる系列分類

器は，文脈を持たない自己報告式のテストも扱える
必要がある．そのために，自己報告式の項目を表す
特別なトークン [SQ]を導入した．このトークンを
[USRn]トークンの直後に置くことで，分類器に自己
報告式の項目であることを知らせ，[SQ]に続くトー
クンだけを考慮するように指示している．図 4の例
では，USR3 は自己報告式のテストで “period” と
いう単語を「知っている」と答えているため，ラベ
ルは図 4右側のように 1 となる．
本手法は，BERT 3) などの深層転移学習モデ
ルを実装した標準ライブラリである transfomers
ライブラリ (https://github.com/huggingface/
transformers) の BertForSequenceClassification
関数を用いて実装した．transformersは “PyTorch”
（https://pytorch.org/）フレームワーク上のライ
ブラリである．事前学習済モデルには，transform-
ersライブラリを通じてダウンロードできる bert-
base/large-uncased/casedを使用した．また，特
殊トークンは add tokens関数で追加した．変換後
の系列分類器を構築するための微調整 (fine-tuning)
には，単純に BertForSequenceClassificationを
使った．最適化には Adam 法 6) を用いて，学習率
10−5で微調整した．また，エポック数（分類器の訓
練時に訓練データ全体を参照する回数）は全モデル
で 9回とした．
実験結果を表 2に示す．BERT（bert-large-cased）
が最高精度 0.729を達成した（表 2太字）．この値は，
IRTに基づく手法の最高精度（表 2下線）をわずか

ではあるが上回り，両者の差は統計的に有意であっ
た（Wilcoxon検定，p < 0.01）．この結果は，本タ
スクは設問文が短く文脈にあまり依存しないように
見えるものの，文脈を考慮することによって，精度
をわずかではあるが統計的有意に向上させることが
できることを示している．また，“bert-base-cased’’
と “bert-base-uncased”の精度が低いことから，高い
予測精度の達成には，事前学習済モデルのサイズが
“large”であることが重要であるとわかる．
6 結論
本研究では，コストのかかる多肢選択式のテスト
結果を予測するために，多肢選択式の項目への回答
を自己報告式の項目への回答パタンから予測する課
題を扱った．語彙テスト結果の設定で多肢選択式と
自己報告式の両方を試験したデータセットを開発し，
深層転移学習に基づく言語モデル BERTで学習者ご
とに異なる予測を行う手法も提案した．実験の結果，
IRTに基づく手法は BERTに基づく手法よりも，わ
ずかながら統計的に有意に低い精度を示すことがわ
かった．この結果は，語彙テストのような非常に短
い文脈であっても，設問の文脈を考慮することによ
り，予測精度を向上させることができることを示唆
している．今後の課題として，短い文脈がどのよう
に高い予測性能に寄与しているかを調査するための
追加の分析を行うことが挙げられる．
謝辞 本研究は，科学技術振興機構 ACT-X研究費
(JPMJAX2006)の支援を受けた．また，理化学研究
所のminiRaiden，産業技術総合研究所の AI橋渡し
クラウド (ABCI)を使用した．
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大学生の学業先延ばしと達成動機 
―セルフコントロールの媒介作用― 

○朱力行*，倉元直樹**

東北大学教育学研究科*，東北大学高度教養教育・学生支援機構**

 
11..  問問題題とと目目的的  
大学生の学業先延ばしは、世界的に広く見られ

る現象になっている。Ellis（1977）の研究による
と、学業先延ばしが広く見られて、20~30%の大
学生では長期的または深刻な学習課題先延ばし
の現象が発生している、さらに、この割合が増加
しつつあると指摘している。（Kachgal, 2001）多
くの研究で、先延ばしと大学生の不安、ストレス
の間に有意な正の相関があることが報告されて
いる。（Zuo, 2010）先延ばしは非常に広く普及し
ており、その影響は大きいであるため、大学生の
学業先延ばし原因について研究することは必要
がある。 
多くの研究者は、学業先延ばしの原因は動機づ

けと指摘している。（e.g.竹村，2018）Schouwen
burg（1995）の研究により、成功を求める動機と
失敗を回避する動機、その 2 種類の達成動機が先
延ばしに与える影響も異なることが示されてい
る。まだ、セルフコントロールは、先延ばしと負
の相関があることが多くの研究で明らかにされ
ている。（Koushki, 2014）自制力が高いほど、成
功への期待現状を変えようとする意欲が高まり、
先延ばし行動が起こりにくくなることが示唆さ
れる。（Baumeister, 2018） 
前述を踏まえて、本研究の目的は、達成動機、

学業先延ばし、原因帰属方法の相互関係を明らか
にすることを試みる。ここでは、達成動機を独立
変数、先延ばしを従属変数、セルフコントロール
を媒介変数とした媒介モデルで仮定する。 

22..  方方法法  
22..11 調調査査方方法法  

2022 年４～６月に中国広東省内の大学生、大
学院生250名を対象に（男性70名、女性180名）、
ウェブにおける質問紙調査を行った。QR コード
が掲載された「研究協力のお願い」を調査対象者
に配布した．調査サイトへのアクセスは任意とし
た。 
22..22 調調査査内内容容  
調査票のうち本研究で分析に用いた変数は「性

別」「学年」「学業先延ばし」「達成動機」と「セ
ルフコントロール」である。 
学業先延ばし尺度は、Aitken によって作成さ

れた 23 項目からなる課題先延ばし行動傾向測定
尺度をもとに、藤田（2005）が翻訳して 13 項目
にまとめたもののうち、課題先延ばし因子９項目
を抜粋したものである。達成動機尺度は、Lang に
よって、AMS スケールに基づく改訂された、達
成欲求と失敗恐怖の２つの下位尺を含む 10 項目
の達成動機尺度。光浪（2010）の日本語翻訳版を
使用する。セルフコントロー尺度は、Tangney ら
によって開発された Self-Control Scale 尺度の短
縮版。日本では、尾崎（2016）が Brief Self-Control 

Scale を日本語に翻訳した。上記の三つの尺度は
すべて、東北大学教育学研究科の中国人博士によ
って中国語にバックトランスレーションされた。 

33..  結結果果  
質問項目に対する回答が全て同一である、回答

時間短すぎるなど調査に非協力的と判断され調
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大学生の学業先延ばしと達成動機 
―セルフコントロールの媒介作用― 

○朱力行*，倉元直樹**

東北大学教育学研究科*，東北大学高度教養教育・学生支援機構**

 
11..  問問題題とと目目的的  
大学生の学業先延ばしは、世界的に広く見られ

る現象になっている。Ellis（1977）の研究による
と、学業先延ばしが広く見られて、20~30%の大
学生では長期的または深刻な学習課題先延ばし
の現象が発生している、さらに、この割合が増加
しつつあると指摘している。（Kachgal, 2001）多
くの研究で、先延ばしと大学生の不安、ストレス
の間に有意な正の相関があることが報告されて
いる。（Zuo, 2010）先延ばしは非常に広く普及し
ており、その影響は大きいであるため、大学生の
学業先延ばし原因について研究することは必要
がある。 
多くの研究者は、学業先延ばしの原因は動機づ

けと指摘している。（e.g.竹村，2018）Schouwen
burg（1995）の研究により、成功を求める動機と
失敗を回避する動機、その 2 種類の達成動機が先
延ばしに与える影響も異なることが示されてい
る。まだ、セルフコントロールは、先延ばしと負
の相関があることが多くの研究で明らかにされ
ている。（Koushki, 2014）自制力が高いほど、成
功への期待現状を変えようとする意欲が高まり、
先延ばし行動が起こりにくくなることが示唆さ
れる。（Baumeister, 2018） 
前述を踏まえて、本研究の目的は、達成動機、

学業先延ばし、原因帰属方法の相互関係を明らか
にすることを試みる。ここでは、達成動機を独立
変数、先延ばしを従属変数、セルフコントロール
を媒介変数とした媒介モデルで仮定する。 

22..  方方法法  
22..11 調調査査方方法法  

2022 年４～６月に中国広東省内の大学生、大
学院生250名を対象に（男性70名、女性180名）、
ウェブにおける質問紙調査を行った。QR コード
が掲載された「研究協力のお願い」を調査対象者
に配布した．調査サイトへのアクセスは任意とし
た。 
22..22 調調査査内内容容  
調査票のうち本研究で分析に用いた変数は「性

別」「学年」「学業先延ばし」「達成動機」と「セ
ルフコントロール」である。 
学業先延ばし尺度は、Aitken によって作成さ

れた 23 項目からなる課題先延ばし行動傾向測定
尺度をもとに、藤田（2005）が翻訳して 13 項目
にまとめたもののうち、課題先延ばし因子９項目
を抜粋したものである。達成動機尺度は、Lang に
よって、AMS スケールに基づく改訂された、達
成欲求と失敗恐怖の２つの下位尺を含む 10 項目
の達成動機尺度。光浪（2010）の日本語翻訳版を
使用する。セルフコントロー尺度は、Tangney ら
によって開発された Self-Control Scale 尺度の短
縮版。日本では、尾崎（2016）が Brief Self-Control 

Scale を日本語に翻訳した。上記の三つの尺度は
すべて、東北大学教育学研究科の中国人博士によ
って中国語にバックトランスレーションされた。 

33..  結結果果  
質問項目に対する回答が全て同一である、回答

時間短すぎるなど調査に非協力的と判断され調

査参加者を外し、239 名を分析対象として分析を
行った。 
33..11 各各変変数数のの相相関関関関係係  
調査結果を通じて、各質問紙について信頼性分

析を行った。そして、先延ばし尺度、達成動機尺
度（達成欲求、失敗恐怖を含む）、セルフコント
ロール尺度の総合得点を求めた。また、各総合得
点についてピアソン相関分析を行い、相関行列を
作成した。3 つの尺度はいずれも良好な内部整合
性を有している。そして、先延ばしは、セルフコ
ントロール、失敗恐怖、達成欲求と有意に関連し
ている。 特に、先延ばしは達成欲求、セルフコ
ントロールと負の相関があり、失敗恐怖と正の相
関がある。また、達成欲求は、セルフコントロー
ルと正の相関がり、失敗恐怖と負の相関がある。 
 
表表１１  尺尺度度のの相相関関関関係係ととククロロンンババッッククαα係係数数  

  
先延 
ばし 

セル 
コン 

失敗 
恐怖 

達成 
欲求 

先延 
ばし 

0.854       

セル 
コン 

-0.694** 0.865     

失敗 
恐怖 

0.225** -0.416** 0.814   

達成 
欲求 

-0.503** 0.392** -0.128* 0.865 

* p<0.05 ** p<0.01 
 
33..22..媒媒介介作作用用分分析析  
達成欲求とセルフコントロールの線形回帰（β

＝0.726**，SD＝0.111，t＝6.559）、達成欲求と
先延ばしの線形回帰（β＝-0.865**，SD＝0.096，
t＝-8.969）、達成欲求とセルフコントロールと先
延ばしの重回帰分析（達成欲求：β＝-0.470**，
SD＝0.082，t＝-5.728）（セルフコントロール：
β＝-0.544**，SD＝0.044，t＝-12.283）による、

三つの変数は：達成欲求--セルフコントロール--
先延ばしの媒介作用効果が有意であることを確
かめる。すなわち、「達成欲求不足の人が、セル
フコントロールできない。セルフコントロールで
きない人が、先延ばしにする」というパスである。 

 
図図１１  達成欲求、セルフコントロー、先延ばしの

媒介モデル分析結果（** p<0.01）  
  
44..  考考察察  

本研究は、大学生の学業先延ばしの発生メカ
ニズムを明らかにするため、達成動機、セルフコ
ントローと先延ばし三者の媒介モデルを仮設し
て、質問紙調査の結果から検討した。その結果、
達成欲求--セルフコントロール--先延ばしの媒介
モデルが成立した。相関行列と回帰分析を用いる
と、達成欲求が高い人ほど失敗を恐れず、自制心
が強く、その結果、先延ばしが少ないという傾向
があることがわかる。逆に、もし大学生が成功を
願わなければ、失敗を恐れ、自制力を働けない、
当然ながら先延ばしする。したがって、先延ばし
を防止するためには、時間管理などのコントロー
ル方法を強化するだけでなく、大学生のモチベー
ションから解決することは必要がある。 
「「謝謝辞辞」」  
本研究は JSPS科研費 JP20K20421の助成を受

けた研究成果の一部である。 

セルフコン

達成欲求 先延ばし 

R2%=54.5% 
0.726** -0.544** 
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達成欲求 先延ばし 
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高校生の大学選択行動に対する COVID-19 の影響 
―進路決定要因を中心に― 

 

○林如玉*，倉元直樹** 

東北大学教育学研究科*，東北大学高度教養教育・学生支援機構** 

 

 
11..  問問題題とと目目的的  
新型コロナウイルス感染症（以下,COVID-19）

の感染拡大によって，学校における臨時休業や分
散登校，学校行事や部活動の減少などの変化が生
じている．同時に，教育現場におけるオンライン
化も進んでいる．大学では，授業だけではなく高
校生向けの入試広報活動もオンラインが基本と
なった．それらの変化は高校生の大学選択行動に
大きな影響を及ぼすと考えられる． 
本研究では，COVID-19 前と COVID-19 禍に

おける高校生の大学選択における進路決定要因
の比較分析を行い，進路決定要因を中心に COV
ID-19 の流行が高校生の大学進学における進路
選択に与えた影響を明らかにすることを試みる． 
22..  方方法法  
22..11 調調査査方方法法  

COVID-19流行前の 2019年２～４月に全国 1
1 校の高校生 7,700 名を対象に，ウェブにおける
質問紙調査を行った．調査票の冒頭に調査内容及
び倫理的配慮を説明する「研究同意書」を提示し，
同意した者のみに回答を求めた．ウェブ調査の実
施は各高校の担当教員に依頼し，QR コードが掲
載された「研究協力のお願い」を調査対象者に配
布した．調査サイトへのアクセスは任意とした．
COVID-19流行時の調査は 2021年 2月～3月に
全国 6 校の高校生 4,104 名を対象に，ウェブと紙
面の両方による質問紙調査とを行った．ウェブ調
査の実施方法は 2019 年調査と同じである．紙面
調査は各高校の担当教員に依頼し，「研究協力の

お願い」と「調査票」を調査対象者に配布した．
なお，双方の調査とも東北大学高度教養教育・
生徒支援機構で論理審査委員会の承認を得た． 
22..22 調調査査内内容容  
調査票のうち本研究で分析に用いた変数は「年

度」「学年」と「進路決定要因」である．これら 3
変数について，双方の調査内容は同一である． 
最初に学年について選択式で回答を尋ねた．学

年に関して，質問紙の冒頭に学年暦に合わせて「2
018 年 4 月～2019 年 3 月（2018 年度）」「2020 年
4 月～2021 年 3 月（2020 年度）」という調査対
象となる時期に関する全般的な指示を出した．そ
の後，「進路決定要因」に関する質問を設定した．
なお，調査対象とした年度に合わせ，前者を「2
018 年度調査」，後者を「2020 年度調査」と呼ぶ． 
「進路決定要因」について，著作権者の許可を

得た上，倉元・小松・宮本（2017）の研究で用い
られた質問紙を参考に，質問紙の開発を目的とし
た予備調査を行った．予備調査は，2018 年８～
９月に，中国河南省鄭州市の二つの高校で，大学
進学を目指している 173 名の高校生を対象とし
て行われた（林・倉元，2019）．予備調査では，
進路決定要因が「大学の魅力」「入学後の暮らし」
「大学の費用」の３因子に分かれた． 
本調査は３因子に基づいて項目を設定した．な

お，「合格可能性」という要因については，予備
調査の結果から見ると著しい天井効果が見られ
たため，場面想定法を使って統制し，調整変数と
した．具体的には「合格可能性が 40％の A 大学」
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高校生の大学選択行動に対する COVID-19 の影響 
―進路決定要因を中心に― 

 

○林如玉*，倉元直樹** 

東北大学教育学研究科*，東北大学高度教養教育・学生支援機構** 

 

 
11..  問問題題とと目目的的  
新型コロナウイルス感染症（以下,COVID-19）

の感染拡大によって，学校における臨時休業や分
散登校，学校行事や部活動の減少などの変化が生
じている．同時に，教育現場におけるオンライン
化も進んでいる．大学では，授業だけではなく高
校生向けの入試広報活動もオンラインが基本と
なった．それらの変化は高校生の大学選択行動に
大きな影響を及ぼすと考えられる． 
本研究では，COVID-19 前と COVID-19 禍に

おける高校生の大学選択における進路決定要因
の比較分析を行い，進路決定要因を中心に COV
ID-19 の流行が高校生の大学進学における進路
選択に与えた影響を明らかにすることを試みる． 
22..  方方法法  
22..11 調調査査方方法法  

COVID-19流行前の 2019年２～４月に全国 1
1 校の高校生 7,700 名を対象に，ウェブにおける
質問紙調査を行った．調査票の冒頭に調査内容及
び倫理的配慮を説明する「研究同意書」を提示し，
同意した者のみに回答を求めた．ウェブ調査の実
施は各高校の担当教員に依頼し，QR コードが掲
載された「研究協力のお願い」を調査対象者に配
布した．調査サイトへのアクセスは任意とした．
COVID-19流行時の調査は 2021年 2月～3月に
全国 6 校の高校生 4,104 名を対象に，ウェブと紙
面の両方による質問紙調査とを行った．ウェブ調
査の実施方法は 2019 年調査と同じである．紙面
調査は各高校の担当教員に依頼し，「研究協力の

お願い」と「調査票」を調査対象者に配布した．
なお，双方の調査とも東北大学高度教養教育・
生徒支援機構で論理審査委員会の承認を得た． 
22..22 調調査査内内容容  
調査票のうち本研究で分析に用いた変数は「年

度」「学年」と「進路決定要因」である．これら 3
変数について，双方の調査内容は同一である． 
最初に学年について選択式で回答を尋ねた．学

年に関して，質問紙の冒頭に学年暦に合わせて「2
018 年 4 月～2019 年 3 月（2018 年度）」「2020 年
4 月～2021 年 3 月（2020 年度）」という調査対
象となる時期に関する全般的な指示を出した．そ
の後，「進路決定要因」に関する質問を設定した．
なお，調査対象とした年度に合わせ，前者を「2
018 年度調査」，後者を「2020 年度調査」と呼ぶ． 
「進路決定要因」について，著作権者の許可を

得た上，倉元・小松・宮本（2017）の研究で用い
られた質問紙を参考に，質問紙の開発を目的とし
た予備調査を行った．予備調査は，2018 年８～
９月に，中国河南省鄭州市の二つの高校で，大学
進学を目指している 173 名の高校生を対象とし
て行われた（林・倉元，2019）．予備調査では，
進路決定要因が「大学の魅力」「入学後の暮らし」
「大学の費用」の３因子に分かれた． 
本調査は３因子に基づいて項目を設定した．な

お，「合格可能性」という要因については，予備
調査の結果から見ると著しい天井効果が見られ
たため，場面想定法を使って統制し，調整変数と
した．具体的には「合格可能性が 40％の A 大学」

に回答者が基本的に好ましいと思うような条件
を設定した，それに対応して「合格可能性 90%の
B 大学」には好ましいと思わないような条件を設
定した．例を挙げると「就職条件が有利な A 大
学」「就職条件が有利ではない B 大学」をペアと
して，五つの選択肢から一つを選ぶ状況設定を作
り，19 の場面を設定した．具体的な教示は図１
の通りである．「20 の状況」とあるのは，回答態
度に問題のある無効回答を識別するための項目
を一つ設定したためである． 

  
33..  結結果果  
本報告で分析に用いた項目は年度，学年と進路

決定要因に関する項目である．データクリーニン
グ後の 2018 年度調査の有効回答者数は 1,019，
2020年度調査の有効回答者数は 2,834であった．
年度，学年の度数を表 1 に示す． 

 
表表  11「「年年度度」」とと「「学学年年」」のの度度数数表表      

度度数数  ％％  

年度 2018 年度 1,019  26.43   
2020 年度 2,834  73.57  

学年 1 年生 1,428  37.06   
2 年生 1,451  37.66   
3 年生 972  25.23  

注：無回答は除く  
 

3.1 進路決定要因の因子分析 
進路決定要因に関して，５段階評定を等間隔の

尺度として（「5」を 5 点，「4」を 4 点，「3」を 3
点，「2」を 2 点，「1」を 1 点）得点化した．得点
が高いほど，大学への「合格可能性」が重視され，
大学選択は「安全志向」の傾向にあると解釈され
る．逆に，得点が低いほど，大学への「合格可能
性」より，「大学の特徴」が重視され，大学選択
は「挑戦志向」にあると解釈される． 
(1) 2018 年度調査 

2018 年度調査の「進路決定の理由」について
探索的因子分析（重みなし最小二乗法）を行った．
スクリー図から３因子が妥当と判断した．プロマ
ックス回転後の結果は表 2 の通りである．第１因
子は，進学先として決定した大学の教育内容，就
職状況といった大学中身を示唆する内容である
ことから「大学の内容」と命名した．第 2 因子は，
生活や住まいといった暮らしを示唆する内容で
あるから「大学の環境」と命名した．第 3 因子は，
奨学金，学費といった大学の費用に関わる内容で
あることから「大学の費用」と命名した．クロン
バックのα信頼性係数を求めたところ，「大学の
内容」は .87，「大学の環境」は .81，「大学の費
用」は .78 と十分に高い信頼性が得られた． 
(2) 2020 年度調査 

2020 年度の「進路決定の理由」についても同
様に探索的因子分析（重みなし最小二乗法）を行
った．プロマックス回転後の結果は表 3 の通りで
ある．2018 年度のデータと同じ因子構造が得ら
れた．クロンバックのα信頼性係数を求めたとこ
ろ，「大学の内容」は .85，「大学の環境」は .79，
「大学の費用」は .80 と十分に高い信頼性が得
られた．進路決定要因について，「大学の内容」
「大学の環境」「大学の費用」の 3 因子が抽出さ
れた．2018 年度調査と 2020 年度調査では同一
の結果が得られた．両方とも信頼性が高く，安定
した構造と考えられる． 

あなたが受験する大学に A 大学と B 大学が
あるとします．ただし，あなたはこのうちの
どちらか一つの大学しか受験できないとしま
す．もしも，あなたの A 大学への合格可能性
が 40%で，B 大学への合格可能性が 90%だと
すると，以下の 1 から 20 のそれぞれの状況
において，あなたは A と B のどちらの大学を
受験すると思いますか？ 

図図  11 場面想定法の教示  
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表表  22    22001188 年年度度  因因子子分分析析結結果果  
 ⅠⅠ  ⅡⅡ  ⅢⅢ  共共通通性性  

研研究究のの水水準準  00..7799  -0.06 0.00 0.56 

学学びびたたいい学学部部専専門門  00..7777  -0.28 0.19 0.48 

指指導導ししてて欲欲ししいい先先生生  00..7766  0.00 -0.01 0.56 

社社会会的的評評価価  00..5577  0.23 -0.17 0.46 

施施設設設設備備  00..5511  0.23 0.09 0.55 

専専門門有有名名かかどどううかか  00..4466  0.36 -0.12 0.49 

校校風風やや雰雰囲囲気気  00..4466  0.13 0.11 0.38 

大大学学院院  00..4433  0.29 -0.09 0.38 

就就職職条条件件  00..4433  0.17 0.03 0.33 

売売店店やや食食堂堂  -0.08 00..7788  0.08 0.60 

部部活活動動  -0.04 00..7755  0.05 0.55 

寮寮  -0.03 00..6644  0.06 0.43 

地地域域  0.08 00..5522  -0.15 0.26 

交交通通便便利利  0.13 00..5522  0.17 0.51 

通通学学  0.09 00..5500  0.02 0.33 

生生活活費費  -0.04 0.06 00..8811  0.69 

授授業業料料  0.08 -0.12 00..7777  0.55 

奨奨学学金金制制度度  -0.02 0.28 00..5511  0.48 

因因子子間間相相関関ⅠⅠ  - 0.68 0.45  

因因子子間間相相関関ⅡⅡ  - - 0.55  

 
3.3 進路決定要因に対する COVID-19 の影響 
各因子に高い負荷量を示した項目得点の平均

値を算出し，それぞれの下位尺度得点とした．得
点が高いほど，大学選択は「安全志向」の傾向に
あると解釈される．逆に，得点が低いほど，大学
選択は「挑戦志向」にあると解釈される． 
進路決定要因「大学の内容」「大学の環境」「大

学の費用」の下位尺度得点に関して，「年度」「学
年」によって異なるか否かについて検討した．各
因子について，それぞれ「年度」「学年」を要因
とする 2 要因分散分析を行った．以下，各因子の
分析結果を説明する. 
 
 

表表  33  22002200 年年度度  因因子子分分析析結結果果  
  

ⅠⅠ  ⅡⅡ  ⅢⅢ  共共通通性性  

研研究究のの水水準準  00..8811  -0.09 0.01 0.57 

指指導導ししてて欲欲ししいい先先生生  00..7722  -0.07 0.10 0.50 

学学びびたたいい学学部部専専門門  00..6699  -0.22 0.13 0.37 

施施設設設設備備  00..5533  0.25 0.06 0.56 

大大学学院院  00..4477  0.20 -0.07 0.35 

社社会会的的評評価価  00..4411  0.35 -0.19 0.40 

専専門門有有名名かかどどううかか  00..3399  0.37 -0.10 0.43 

校校風風やや雰雰囲囲気気  00..3388  0.28 0.05 0.39 

就就職職条条件件  00..3366  0.27 -0.02 0.33 

交交通通便便利利  -0.10 00..7722  0.13 0.53 

売売店店やや食食堂堂  -0.06 00..6699  0.15 0.56 

寮寮  -0.05 00..5588  0.18 0.43 

地地域域  0.10 00..5588  -0.21 0.32 

通通学学  -0.04 00..5522  0.08 0.29 

部部活活動動  0.11 00..5500  0.11 0.41 

生生活活費費  0.02 0.02 00..8833  0.72 

授授業業料料  0.04 -0.06 00..7755  0.54 

奨奨学学金金制制度度  0.03 0.16 00..5599  0.49 

因因子子間間相相関関ⅠⅠ  - 0.68 0.36 

 

因因子子間間相相関関ⅡⅡ  - - 0.53 

 

 
(1) 「大学の内容」 
「大学の内容」の２要因分散分析を行った結果，

「年度」（F [1,3804]= 11.003, p<.001)「学年」（F 
[1,3804]= 24.658, p<.001)の主効果が有意であ
った．また，「年度」と「学年」の１次交互作用
も有意（F [1, 3804] = 4.614, p<.05）であった．
単純主効果の検定を行った（表 4）．「大学の内容」
について，年度の単純主効果が 2 年生で有意であ
った．平均値を比較したところ，2018 年度調査
の生徒が 2020年度調査より合格率を重視した進
路選択を行う傾向が見られた．学年の単純主効果
は双方で有意であった．多重比較を行った結果，
学年が上がるにつれて，生徒の大学選択活動が
「安全志向」となる傾向が見られた． 
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表表  22    22001188 年年度度  因因子子分分析析結結果果  
 ⅠⅠ  ⅡⅡ  ⅢⅢ  共共通通性性  

研研究究のの水水準準  00..7799  -0.06 0.00 0.56 

学学びびたたいい学学部部専専門門  00..7777  -0.28 0.19 0.48 

指指導導ししてて欲欲ししいい先先生生  00..7766  0.00 -0.01 0.56 

社社会会的的評評価価  00..5577  0.23 -0.17 0.46 

施施設設設設備備  00..5511  0.23 0.09 0.55 

専専門門有有名名かかどどううかか  00..4466  0.36 -0.12 0.49 

校校風風やや雰雰囲囲気気  00..4466  0.13 0.11 0.38 

大大学学院院  00..4433  0.29 -0.09 0.38 

就就職職条条件件  00..4433  0.17 0.03 0.33 

売売店店やや食食堂堂  -0.08 00..7788  0.08 0.60 

部部活活動動  -0.04 00..7755  0.05 0.55 

寮寮  -0.03 00..6644  0.06 0.43 

地地域域  0.08 00..5522  -0.15 0.26 

交交通通便便利利  0.13 00..5522  0.17 0.51 

通通学学  0.09 00..5500  0.02 0.33 

生生活活費費  -0.04 0.06 00..8811  0.69 

授授業業料料  0.08 -0.12 00..7777  0.55 

奨奨学学金金制制度度  -0.02 0.28 00..5511  0.48 

因因子子間間相相関関ⅠⅠ  - 0.68 0.45  

因因子子間間相相関関ⅡⅡ  - - 0.55  

 
3.3 進路決定要因に対する COVID-19 の影響 
各因子に高い負荷量を示した項目得点の平均

値を算出し，それぞれの下位尺度得点とした．得
点が高いほど，大学選択は「安全志向」の傾向に
あると解釈される．逆に，得点が低いほど，大学
選択は「挑戦志向」にあると解釈される． 
進路決定要因「大学の内容」「大学の環境」「大

学の費用」の下位尺度得点に関して，「年度」「学
年」によって異なるか否かについて検討した．各
因子について，それぞれ「年度」「学年」を要因
とする 2 要因分散分析を行った．以下，各因子の
分析結果を説明する. 
 
 

表表  33  22002200 年年度度  因因子子分分析析結結果果  
  

ⅠⅠ  ⅡⅡ  ⅢⅢ  共共通通性性  

研研究究のの水水準準  00..8811  -0.09 0.01 0.57 

指指導導ししてて欲欲ししいい先先生生  00..7722  -0.07 0.10 0.50 

学学びびたたいい学学部部専専門門  00..6699  -0.22 0.13 0.37 

施施設設設設備備  00..5533  0.25 0.06 0.56 

大大学学院院  00..4477  0.20 -0.07 0.35 

社社会会的的評評価価  00..4411  0.35 -0.19 0.40 

専専門門有有名名かかどどううかか  00..3399  0.37 -0.10 0.43 

校校風風やや雰雰囲囲気気  00..3388  0.28 0.05 0.39 

就就職職条条件件  00..3366  0.27 -0.02 0.33 

交交通通便便利利  -0.10 00..7722  0.13 0.53 

売売店店やや食食堂堂  -0.06 00..6699  0.15 0.56 

寮寮  -0.05 00..5588  0.18 0.43 

地地域域  0.10 00..5588  -0.21 0.32 

通通学学  -0.04 00..5522  0.08 0.29 

部部活活動動  0.11 00..5500  0.11 0.41 

生生活活費費  0.02 0.02 00..8833  0.72 

授授業業料料  0.04 -0.06 00..7755  0.54 

奨奨学学金金制制度度  0.03 0.16 00..5599  0.49 

因因子子間間相相関関ⅠⅠ  - 0.68 0.36 

 

因因子子間間相相関関ⅡⅡ  - - 0.53 

 

 
(1) 「大学の内容」 
「大学の内容」の２要因分散分析を行った結果，

「年度」（F [1,3804]= 11.003, p<.001)「学年」（F 
[1,3804]= 24.658, p<.001)の主効果が有意であ
った．また，「年度」と「学年」の１次交互作用
も有意（F [1, 3804] = 4.614, p<.05）であった．
単純主効果の検定を行った（表 4）．「大学の内容」
について，年度の単純主効果が 2 年生で有意であ
った．平均値を比較したところ，2018 年度調査
の生徒が 2020年度調査より合格率を重視した進
路選択を行う傾向が見られた．学年の単純主効果
は双方で有意であった．多重比較を行った結果，
学年が上がるにつれて，生徒の大学選択活動が
「安全志向」となる傾向が見られた． 

表表  44 単単純純主主効効果果検検定定  
変動因 SS df MS F 

年度 at１年生 0.00 1 0.00 0 
年度 at２年生 11.12 1 11.12 18.3*** 
年度 at３年生 1.17 1 1.17 1.931 
学年 at2018 15.04 2 7.52 12.368*** 
学年 at2020 20.56 2 10.28 16.904*** 

誤差 2313.491 3804 0.60   
*p<.05 **p<.01 ***p<.001 

 
(2) 「大学の環境」 
「大学の環境」について，1 次交互作用は見ら

れなかった．「学年」(F[2,3795]= 42.435, p<.001）
の主効果だけが有意であった．テューキー法を用
いて多重比較を行った結果，学年が上がるにつれ
て，得点の平均値は有意に高くなった．「大学の
環境」に関して，学年が上がるにつれて合格率重
視した進路選択を行う傾向が見られた． 
(3) 「大学の費用」 
「大学の費用」の分散分析を行った結果，1 次

交互作用は見られなかった．「年度」（F [1,3819]= 
9.428, p<.01)「学年」（ F [1,3819]= 21.983, 
p<.001)の主効果が有意であった．年度の主効果
について，平均値を比較したところ，2020 年度
調査（Ｍ＝2.53）が 2018 年度調査（Ｍ＝2.40）
より有意に高かった．コロナ禍の下ではコロナ以
前よりも合格率重視な進路選択を行う傾向が見
られた．学年の主効果について，多重比較を行っ
た結果，「大学の費用」について，学年が上がる
につれて，生徒の大学選択活動が「安全志向」に
ある傾向が見られた． 

44..  考考察察  
日本の高校生の進路決定要因として「大学の中

身」「大学の環境」「大学の費用」の３因子が抽出
され，高い信頼性を持つことも確認できた．「進
路決定要因」の 3 因子構造は COVID-19 前後で
同一であり，安定した構造と言える．  

「進路決定要因」の 3 因子の学年差を確認し
たところ，同じ特徴が見られた．COVID-19 と関
係なく，学年が上がるにつれて，高校生の大学選
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見られた．「大学の内容」について，COVID-19
の影響で２年生の大学選択が「安全志向」から「挑
戦志向」にシフトしていた．前述の「合理的な行
動パターン」と逆の傾向である．林・倉元（2022）
によれば，COVID-19 の流行が高校生の大学選
択のための情報収集活動を抑制したことが分か
っている．行動面で見られた，COVID-19 禍によ
る高校生の大学選択ための準備行動の遅れが，心
理的な側面でも裏付けられたと言える． 
「大学の費用」については，学年と関係なく，

COVID-19 の下では，より合格率を重視する進
路選択を行う傾向が見られた．浪人して家庭にさ
らに経済的負担を強いるリスクを回避する意識
が働いたのではないかと推測できる． 
コロナ禍は学習活動のみならず，高校生の進路

選択行動を抑制させ，より合格率重視の大学選択
を促す方向で影響を及ぼしたと推測される． 
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数学基礎力テストにおける文科系学生と理科系学生の分析

佐々木 淳（下関市立大学 教養教職機構）

１１ ははじじめめにに

内閣府の統合イノベーション戦略推進会議（第１１回）の 戦略 （案）[1] で，文科

系・理科系を問わず，全ての大学の課程にて初級レベルの数理・データサイエンス・ の習

得を目標としている。しかし，上記を支える数学の素養は，文科系・理科系で同じではない。

そこで本研究の目的は，大学において学生にあった数理・データサイエンス・ 教育を実施

するために，高等学校を卒業した学生の数学における基礎的な能力を把握することである。

実施した数学基礎力テストを，高等学校の履修状況，具体的には文科系（主に数学 ・

を履修した学生），理科系（主に数学Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲを履修した学生），文科系・理科系混合に分

け，古典的テスト理論と項目反応理論により分析した結果を報告する。

２２ 数数学学基基礎礎力力テテスストトのの内内容容とと回回答答デデーータタ数数

数学基礎力テストは令和 年 月から令和 年 月の間に 回行い，回答数は計 名であ

った。そのうち数学Ⅰ を履修した学生が 名，数学Ⅰ ・Ⅱを履修した学生が 名，数学

Ⅰ ・Ⅱ を履修した学生が 名，数学Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲを履修した学生が 名であった。

３３ テテスストトのの識識別別力力（（ 相相関関及及びび 相相関関））ととテテスストトのの結結果果

テストの内容は表 であり，古典テスト理論に基づいた正答率，項目テスト間相関（ 相

関）及び項目リメインダ相関（ 相関）を算出した結果は表 の通りである。表 の通り，

項目テスト間相関及び項目リメインダ相関が に近いものはないため， 項目すべてを対象

として分析を実施する。クロンバックのα係数は である。

数学Ⅰ ・Ⅱ 履修者と数学Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ履修者で差が顕著なものは，数学Ⅱの単元である。

具体的には，項目 の円の方程式，項目 の加法定理，項目 の指数方程式，項目 の三

次関数の極値，項目 の放物線と𝑥𝑥 軸とで囲まれた図形の面積で 40%以上の差が認められた。

４４ テテスストトのの一一次次元元性性・・ススククリリーーププロロッットト

項目反応理論を適用する条件としてテストの一次元性の成立が必要である。表 は，テスト

の項目間の相関行列の固有値を大きい順に並べたスクリープロットである。スクリープロット

の作成には熊谷 [2] を用いた。第 固有値がわずかに を超えるものの，第 固有値以降は固

有値がなだらかであるため，テストの一次元性は成立していると判断できる。

５５ 数数学学基基礎礎力力テテスストトへへのの項項目目反反応応理理論論のの適適用用ととそそのの結結果果

本数学基礎力テストでは，特性値を 𝜃𝜃 とする。特性値 𝜃𝜃 の受験者が項目 𝑗𝑗 に正答する確率

一
般
セ
ッ
シ
ョ
ン
４

— 112 —



数学基礎力テストにおける文科系学生と理科系学生の分析
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４４ テテスストトのの一一次次元元性性・・ススククリリーーププロロッットト

項目反応理論を適用する条件としてテストの一次元性の成立が必要である。表 は，テスト

の項目間の相関行列の固有値を大きい順に並べたスクリープロットである。スクリープロット

の作成には熊谷 [2] を用いた。第 固有値がわずかに を超えるものの，第 固有値以降は固

有値がなだらかであるため，テストの一次元性は成立していると判断できる。

５５ 数数学学基基礎礎力力テテスストトへへのの項項目目反反応応理理論論のの適適用用ととそそのの結結果果

本数学基礎力テストでは，特性値を 𝜃𝜃 とする。特性値 𝜃𝜃 の受験者が項目 𝑗𝑗 に正答する確率

𝑃𝑃𝑗𝑗(𝜃𝜃)については，識別度を 𝑎𝑎𝑗𝑗 ，困難度を 𝑏𝑏𝑗𝑗 とした パラメータ・ロジスティック・モデル

（ モデル）を仮定する。

𝑃𝑃𝑗𝑗(𝜃𝜃) = 1
1 + exp{−𝑎𝑎𝑗𝑗(𝜃𝜃 − 𝑏𝑏𝑗𝑗)}

結果は表 のとおりであり，識別度，困難度の推定には熊谷 [2] を用いた。

困難度が高い項目 ， ， ， の 項目の項目反応曲線は図１のとおりで、困難度が低い

項目 ， ， ， の 項目の項目反応曲線は図２のとおりである。

困難度の高い 項目は識別力も高く，項目反応曲線は急な勾配であった。困難度の低い項目

と項目 は，本テストの中では識別力が小さく，項目反応曲線はなだらかな勾配であること

が分かる。

表１：数学基礎力テストの内容

項目 テストの内容 範囲

1 有理化と通分計算
√3 + 1

√3
− √3

√3 − 1
Ⅰ

2
解と係数の関係 方程式 2𝑥𝑥2 − 3𝑥𝑥 + 5 = 0 の解を 𝛼𝛼 ， 𝛽𝛽 とするとき，

𝛼𝛼 + 𝛽𝛽 ， 𝛼𝛼𝛽𝛽 の値
Ⅰ

3 二次関数の最大・最小 𝑦𝑦 = −𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥 + 2 (−1 ≦ 𝑥𝑥 ≦ 2) の最大値・最小値 Ⅰ

4 𝜃𝜃 を第１象限とする。cos 𝜃𝜃 = 2/3 のとき， sin 𝜃𝜃 の値 Ⅰ

5 𝜃𝜃 を第２象限とする。cos 𝜃𝜃 = −2/3 のとき， tan 𝜃𝜃 の値 Ⅰ

6
△ABC の辺 BC の中点を M，線分 AM を 3：2 に内分する点を D とするとき，

面積比△ABC：△DBC
A

7 𝐴𝐴 = {1 ,2 ,3 ,5 ,7 }，𝐵𝐵 = {2 ,3 ,4 ,7 ,8 }，𝐶𝐶 = {3 ,6 ,9 } とするとき，(𝐴𝐴 ∩ 𝐵𝐵) ∪ 𝐶𝐶 A

8 40 人から兼任を認めないで，委員長，副委員長，書記を 1 名ずつ選ぶ方法 A

9 40 人から兼任を認めないで，委員を 3 名選ぶ方法 A

10
15 本のくじで 5 本の当たりくじがある。4 本くじを引くとき，2 本が当たりくじ

で，2 本がはずれくじを引く確率
A

11 方程式 𝑥𝑥4 + 3𝑥𝑥2 − 4 = 0 を複素数の範囲で解く B

12 点 ( 3, −2 ) を通り，直線 𝑦𝑦 = −5𝑥𝑥 + 3 に垂直な直線の方程式 Ⅱ

13 円 𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 + 4𝑥𝑥 − 6𝑦𝑦 + 12 = 0 の中心の座標及び半径 Ⅱ

14 加法定理を用いて， sin 75∘ の値 Ⅱ

15 方程式 2𝑥𝑥−1 = 4√2 の解 Ⅱ

16 log2 3 = 𝑥𝑥 ， log2 5 = 𝑦𝑦  とおくとき， log4 45 を 𝑥𝑥 ，𝑦𝑦 を用いて表す Ⅱ

17 三次関数 𝑦𝑦 = 2𝑥𝑥3 − 3𝑥𝑥2 − 12𝑥𝑥 + 5 の極値 Ⅱ

18 𝑦𝑦 = −𝑥𝑥2 + 6𝑥𝑥 − 5 と 𝑥𝑥 軸とで囲まれた図形の面積 Ⅱ
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表２：数学基礎力テストの結果

項目 IT 相関 IR 相関 正答率
項目

分散

履修別正答率

IA IA･II IA･IIB IA･IIB･III

n = 18 n = 18 n = 103 n = 100

1 0.50283 0.42717 0.50628 0.24996 0.22222 0.22222 0.41748 0.7

2 0.61191 0.55571 0.2636 0.19411 0 0.16667 0.18447 0.41

3 0.65476 0.59572 0.46025 0.24842 0 0.22222 0.36893 0.68

4 0.62878 0.57075 0.67782 0.21838 0.11111 0.44444 0.62136 0.88

5 0.64055 0.5801 0.43515 0.24579 0 0.33333 0.32039 0.65

6 0.45576 0.37617 0.51883 0.24965 0.44444 0.05556 0.41748 0.72

7 0.50274 0.42707 0.49791 0.25 0.27778 0.22222 0.45631 0.63

8 0.53775 0.46568 0.45607 0.24807 0.22222 0.22222 0.33010 0.67

9 0.53623 0.46497 0.41004 0.24191 0.16667 0.27778 0.28155 0.61

10 0.53173 0.48061 0.15063 0.12794 0.05556 0.11111 0.05825 0.27

11 0.62707 0.57775 0.20084 0.1605 0 0.05556 0.07767 0.39

12 0.6916 0.63866 0.38912 0.23771 0 0.11111 0.25243 0.65

13 0.75225 0.7066 0.5272 0.24926 0 0.16667 0.38835 0.83

14 0.70456 0.65753 0.28452 0.20357 0 0 0.13592 0.54

15 0.74586 0.70305 0.30962 0.21376 0 0.05556 0.15534 0.57

16 0.68345 0.63744 0.23013 0.17717 0 0 0.11650 0.43

17 0.79367 0.7556 0.38494 0.23676 0 0.111111 0.21359 0.68

18 0.74114 0.69903 0.28033 0.20175 0 0.055556 0.11650 0.54

表３ スクリープロット
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表４：数学基礎力テストの推定値

項目 識別力 困難度 項目 識別力 困難度 項目 識別力 困難度

1 1.09921 －0.02555 7 1.05889 0.01271 13 3.65535 －0.07211

2 1.82722 0.88061 8 1.23766 0.19004 14 2.85514 0.69013

3 1.99502 0.13968 9 1.1753 0.40003 15 3.58748 0.58035

4 2.71703 －0.55867 10 1.90267 1.40868 16 3.35991 0.85806

5 1.92514 0.2277 11 2.46421 1.04438 17 4.29369 0.34102

6 0.91841 －0.09474 12 2.21377 0.37058 18 3.83921 0.66904

図１ 困難度が高い項目の項目反応曲線 図２ 困難度が低い項目の項目反応曲線

６６ ままととめめ

本数学基礎力テストは，理科系・文科系の共通範囲からの出題であったものの，正答率に大

きな差があり，40%以上の差がある単元が数学Ⅱの単元に多々認められた。大学の課程にて初

級レベルの数理・データサイエンス・ＡＩの習得する際には，微分積分など数学Ⅱの単元の知

識が必要となる。そのため，理科系・文科系の理解度に差がある数学Ⅱの単元の指導について

は，特に意識する必要があると考える。
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理解の深さの定量的評価とそのつまずきに応じた学習方略指導
—認知診断モデルの実践的応用と生徒の反応—

○佐宗　駿 †*1　岡　元紀 † 　柴　里実 † 　植阪　友理 ‡

† 東京大学大学院教育学研究科，‡ 東京大学高大接続研究開発センター

1 理解の深さに応じた学習方略指導の重要性
　近年の国際的な教育動向として，深い理解の涵養が目指されている (e.g., [1],[2])。加えて，学習者が自らの
学習を振り返り，今後の学習の進め方を考えることが「主体的に学習に取り組む態度」における「自らの学習
を調整しようとする側面」として重視されている [3]。そのため，学習者の理解の深さを定量的に診断し，学習
上の強みと弱みを振り返るきっかけを与えること，そして，その弱みに応じた学習方略の改善を支援する方法
を検討する必要があろう。
　ここで，理解の深さはどうすれば診断できるのだろうか。方法の一つとして，テストが挙げられる。例えば
算数・数学の学習において，数学的用語を断片的に暗記したり，公式を丸暗記して数値を当てはめたりする浅
い理解に留まらず，用語の意味と具体例を関連づけて理解する「用語の意味理解」やなぜその公式が成立す
るのか，式が表している意味は何かといった「式の意味理解」が深い理解の要素として重視されている (e.g.,
[4],[5],[6])。これらの深い理解を診断する項目の開発も近年，行われている (e.g., [7])。これらの知見を活用す
れば，学習者の理解の深さや理解の各要素の習得状況を診断することができ，その結果に応じたつまずきタイ
プ別の学習方略支援が可能になるだろう。しかし，これまで，学習者の理解状況を「浅い理解」と「深い理解」
という深さに着目し，各々の習得状況を要素に分けた定量的な診断は十分に行われておらず，その診断結果を
実践的に活用した学習方略の支援も検討されていない。
　そこで本稿では，この限界を克服するための第一歩として，深い理解を目指した学習方略獲得支援のための
具体的な枠組みを提案・実施し，本枠組みへの学習者の反応を調査した。具体的には，図 1のような枠組みを
提案し，公立中学校 1年生に実施した。まず (1)学習者の理解の深さを診断するテストを開発・実施し，理解
の深さをいくつかの要素に分けて各要素の習得状況を診断する。(2)その診断結果をもとに，学習上のつまず
きを振り返ってもらう。(3) 自身の弱みに応じた学習方略を獲得するための学習法講座を実施する。その後，
本枠組みに関するを質問紙調査を行い，本枠組みの有用性を検討する。学習者から本枠組みが「今後の学習に
役立ちそう」などといった肯定的な反応が得られれば，本枠組みの活用可能性を示せるだろう。
　なお，本稿では学習者の能力を要素に分けて診断する定量的な方法として，認知診断モデル (Cognitive
Diagnostic Models; [8])という数理モデルを活用する。認知診断モデルでは，各項目の正答に必要な能力・ス
キルをアトリビュートと呼び，項目とアトリビュートの関係を Q行列という表にまとめ，この Q行列とテス
トへの回答データをもとに学習者の各アトリビュートの習得確率を推定することができる。

図 1 理解の深さに応じた学習方略指導の実践的枠組み

*1 本稿は第 1著者による修士論文の一部を学会発表の形態に編集，加筆したものである。
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*1 本稿は第 1著者による修士論文の一部を学会発表の形態に編集，加筆したものである。

2 診断テストの開発と実施
　診断テストは，2021年 7月に公立中学 1年生 87名を対象として 45分間で行われた。開発過程では，算数・
数学を題材として「用語の理解」「式の理解」「計算力」の 3つの側面を診断することを目的とし，小学校高学
年にあたる 5・6年生と中学 1年生の既習範囲を出題範囲とした。特に，「用語の理解」と「式の理解」につい
ては，浅い理解 (i.e., A1,A3)と深い理解 (i.e., A2,A4)の 2つの水準を設けた。「計算力」は算数・数学の問題
解決過程において一般的に必要なスキル (e.g.,[9])であるため,診断の対象に含めた。テストの開発及び Q行列
の作成については，まず数学の中学校・高等学校教諭一種免許状及び小学校教諭一種免許状を有する第一著者
が，算数・数学の検定済み教科書，学習指導要領及び深い理解の測定に関する先行研究を参考に作成した。そ
の後，作成した項目及び Q行列に対して，認知・教授学習心理学の専門家 3名と公立中学校の数学教師 2名及
び教育測定学を専門とする大学院生 2名の協力のもと妥当性に関する判断を仰ぎ，適宜修正を加えた。最終的
に，テストは 28項目で構成された。最終的なアトリビュートとその定義及び具体的な項目例を表 1に示す。

表 1 診断したアトリビュートと項目例
アトリビュート名 定義と項目例

A1：数学的用語の処理 定義：小学 5年生以上で習う数学的用語を把握・処理して問題を解くことができる。
例　：−3の絶対値はいくつですか。

A2：数学的用語の意味・具体例の理解 定義：小学 5年生以上で習う数学的用語の意味や具体例を正しく記述・選択できる。
　　　また，用語の意味から数学的用語を答えることができる。
例　：絶対値とはどういう意味ですか。原点という言葉を用いて説明してください。

A3：立式と公式の当てはめ 定義：与えられた問題をもとに立式したり，公式や単位変換を適用したりすることで
　　　答えを求めることができる。
例　：下の図 (五角形の 5つの内角のうち 4つが与えられた図)において，
　　　アの角度はいくつですか。

A4：式の意味理解 定義：与えられた式が表す意味を理解した上で説明・選択したり，公式の成り立つ
　　　理由を説明したりすることができる。
例　：六角形の内角の和が 720◦ となる理由を解答欄の六角形の図を用いて説明
　　　してください。

A5：計算力 定義：負の数や文字式を含む四則演算 (足し算・引き算・かけ算・わり算)を正しく
　　　行うことができる。
例　：8− (−3) + (−6)

　表 2 は，作成された Q 行列である。ここで，A1 と A2，A3 と A4 のそれぞれの間には，知識の関連づけ
の程度の観点から「A1→A2」，「A3→A4」という順序性が考えられる。そのため，本稿では A1 と A2，A3
と A4それぞれに複数の異なるアトリビュートが特定の順序を持って積み上げられることを表現できるアトリ
ビュートの直線型の階層構造を仮定している (e.g., [10])。

表 2 Q行列
項目 A1 A2 A3 A4 A5 項目 A1 A2 A3 A4 A5 項目 A1 A2 A3 A4 A5

1 0 0 0 0 1 11 1 1 0 0 0 21 1 1 1 0 0

2 0 0 0 0 1 12 1 0 1 0 0 22 1 1 1 0 0

3 0 0 0 0 1 13 1 0 1 0 0 23 0 0 1 0 0

4 0 0 0 0 1 14 0 0 1 1 0 24 0 0 1 1 0

5 0 0 0 0 1 15 1 1 0 0 0 25 0 0 1 0 0

6 0 0 1 1 0 16 1 1 0 0 0 26 1 0 1 0 0

7 0 0 1 1 0 17 1 1 0 0 0 27 1 0 1 0 0

8 0 0 1 0 0 18 1 1 0 0 0 28 0 0 1 1 0

9 1 0 1 1 0 19 1 0 0 0 1 各アトリビュートが関わる項目数

10 1 0 0 0 0 20 1 0 1 0 0 計 15 7 16 6 6
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3 診断結果のフィードバック
　作成した Q 行列及び回答データをもとに，認知診断モデルの一つである DINA モデルを用いて分析した。
そして，分析結果をもとに図 2のようなフィードバックシートを作成し，同年 9月に学習者へ返却した。記載
した主な内容は「Ⅰ：あなたの正答数」「Ⅱ：あなたの解答結果」「Ⅲ：あなたの理解状況」の 3つであった。
「Ⅰ：あなたの正答数」では，全 28項目のうち何項目正答できたかを示した。「Ⅱ：あなたの解答結果」では，
各項目に対する正誤情報及び古典的テスト理論に基づく正答率を示した。また，古典的テスト理論及び項目反
応理論に基づく困難度をもとに各項目の難易度を易しい項目から難しい項目まで「易・中・難」の 3段階に分
けて記載した。さらに，各項目で測定したアトリビュートも測定能力の行に示した。「Ⅲ：あなたの理解状況」
では，学習者に馴染みのない言葉を避けるため，アトリビュートを理解度と称し，各理解度の定義を記載した。
各理解度の達成状況において，各アトリビュートの習得確率の事後期待値を棒グラフで視覚化した。

図 2 学習者に返却されたフィードバックシート例

　ここで，単に返却するだけではフィードバックシートの内容を十分に理解できなかったり，そもそも振り返
らなかったりする可能性が考えられる。そこで，返却時に授業 1コマ分 50分間の時間の中で，第 1,4著者が
指導者となり，読み取り方の解説とフィードバックシートをもとに自身の強みと弱みを振り返らせる時間を設
けた。講座終了時には，次節で述べる 3つの学習法講座のうち，いずれを受講したいかの希望を自身の強みと
弱みを踏まえて回答させた。

4 つまずきに応じた学習法講座
　同年 10月に学習法講座を実施した (連続 2コマ計 100分)。本診断テストでは「用語の理解 (A1,A2)」「式
の理解 (A3,A4)」「計算力 (A5)」の 3つの理解の深さ・スキルの診断を目的としたことから，各要素のつまず
きに応じた 3つの学習法講座をこれまでの学習法講座の知見 (e.g., [11])を参考に設定した。具体的には，( i )

「用語の理解」のつまずきに対応した用語の意味と具体例を関連づけて理解する学習方略の獲得を目的とした
講座，(ii)「式の理解」のつまずきに対応した公式や手続きの背景原理を理解するための学習方略の獲得を目
的とした講座，(iii)「計算力」のつまずきに対応した学習上の失敗を次の学習に活かす失敗活用方略である教
訓帰納の獲得を目的とした講座であった。講座は ( i )を第 4著者,(ii)を第 1著者,(iii)を第 3著者がそれぞれ
実施した。3つの講座は表 3に示した共通した流れに沿って実施された。
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　作成した Q 行列及び回答データをもとに，認知診断モデルの一つである DINA モデルを用いて分析した。
そして，分析結果をもとに図 2のようなフィードバックシートを作成し，同年 9月に学習者へ返却した。記載
した主な内容は「Ⅰ：あなたの正答数」「Ⅱ：あなたの解答結果」「Ⅲ：あなたの理解状況」の 3つであった。
「Ⅰ：あなたの正答数」では，全 28項目のうち何項目正答できたかを示した。「Ⅱ：あなたの解答結果」では，
各項目に対する正誤情報及び古典的テスト理論に基づく正答率を示した。また，古典的テスト理論及び項目反
応理論に基づく困難度をもとに各項目の難易度を易しい項目から難しい項目まで「易・中・難」の 3段階に分
けて記載した。さらに，各項目で測定したアトリビュートも測定能力の行に示した。「Ⅲ：あなたの理解状況」
では，学習者に馴染みのない言葉を避けるため，アトリビュートを理解度と称し，各理解度の定義を記載した。
各理解度の達成状況において，各アトリビュートの習得確率の事後期待値を棒グラフで視覚化した。
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　ここで，単に返却するだけではフィードバックシートの内容を十分に理解できなかったり，そもそも振り返
らなかったりする可能性が考えられる。そこで，返却時に授業 1コマ分 50分間の時間の中で，第 1,4著者が
指導者となり，読み取り方の解説とフィードバックシートをもとに自身の強みと弱みを振り返らせる時間を設
けた。講座終了時には，次節で述べる 3つの学習法講座のうち，いずれを受講したいかの希望を自身の強みと
弱みを踏まえて回答させた。

4 つまずきに応じた学習法講座
　同年 10月に学習法講座を実施した (連続 2コマ計 100分)。本診断テストでは「用語の理解 (A1,A2)」「式
の理解 (A3,A4)」「計算力 (A5)」の 3つの理解の深さ・スキルの診断を目的としたことから，各要素のつまず
きに応じた 3つの学習法講座をこれまでの学習法講座の知見 (e.g., [11])を参考に設定した。具体的には，( i )
「用語の理解」のつまずきに対応した用語の意味と具体例を関連づけて理解する学習方略の獲得を目的とした
講座，(ii)「式の理解」のつまずきに対応した公式や手続きの背景原理を理解するための学習方略の獲得を目
的とした講座，(iii)「計算力」のつまずきに対応した学習上の失敗を次の学習に活かす失敗活用方略である教
訓帰納の獲得を目的とした講座であった。講座は ( i )を第 4著者,(ii)を第 1著者,(iii)を第 3著者がそれぞれ
実施した。3つの講座は表 3に示した共通した流れに沿って実施された。

表 3 3つの学習法講座に共通する講座の流れ
コマ 順番 講座の流れ ねらい

1 自己紹介と本講座の目的・事後質問紙調査の結果共有 本講座の目的を参加者が感じている学習上の悩みを踏まえて共有

1コマ目 2 心理学のデモ実験 方略の有効性の認知の促進

(50分) 3 指導者から学習方略を教える場面 方略の知識と使い方に関する知識の獲得を促進

4 学習者自身が学習方法を確認する場面 3で指導者が教授したことが伝わっているかを確認

10分間休憩

2コマ目 5 学習方法の応用場面 学習方法を日常的な場面を通して体験することで方略利用を促進

(50分) 6 確認テストと振り返り 本講座を振り返り，講座内容を再度意識化。講座内容の理解確認。

5 理解の深さに応じた学習方略指導の実践的枠組みに対する生徒の反応
　学習法講座の最後には，振り返りとして「本日の講座を受けて今後実践していこうと思った学習法などがあ
れば教えてください。」「理解度診断テストのフィードバックを受けて，自分の強みと弱みに応じた学習方法を
学ぶという流れについてどう思いましたか。」など計 4項目の質問への回答を求めた。その結果，前者の項目で
は，記入者 72名のうち 69名から講座で扱った学習方略を今後の学習で活用していきたいという回答を得た。
具体的には，「覚えるだけじゃなく説明するように学習していきたい。そもそも説明法 (本講座で扱った用語の
意味と具体例を関連づける学習方略)を大切にしたい」「この式がどうしてこうなるのか，この数字はどのよう
な意味をなしているのかなどの「なぜ」を考えるようひごろから意識して実践していこうと思った」などの記
述が見られた。
　後者の項目では，記入者 64名中 58名が本枠組みに対して肯定的な評価を述べた。具体的には「これまでは
自分の弱みをしるためのテストをしたことが無かったため今回のテストを受けて自分の弱みを知り，これから
の改善につなげることができた。」「自分の弱みをなくす方法を知ることが出来て良かった。分かりやすく，今
後，活用していこうと思った。」「とてもありがたいと思った。自分にあった学習方法は何なのか知りたかった
し，知らなかったため助かると感じた。」などの回答を得た。
　以上から，本実践的枠組みが学習者の今後の学習改善に有用である可能性が示唆された。今後は，本枠組み
の学習改善への有用性をより主張するために，本枠組みの効果を実験的に検討したり，本枠組みの受講終了後
の学習行動などを検討していきたい。
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検査主体の求める人物像に合わせた尺度の個別設定を行う際の

AHPの整合性改善の試み

○佐々木研一（早稲田大学 大学院文学研究科）

キーワード：適性検査， Analytic Hierarchy Process，整合性,一対比較法

1.目目的的

日本企業の社員採用時に用いられる適性検査に典型値測定がある.典型値測定は，性格・興味検査

（以下，適合度検査とする）に代表される測定であり，受検者の特性の典型的な値を測定することを

目的とする.ただし，典型値測定を実施する際，二つの問題がある.一つは，社会的望ましさへの配慮

から反応歪曲が生じる傾向があること（岩脇，1973），もう一つは，企業の社風や職種によって重視

される特性の内容が異なることである.しかし，有能な受検者を入社させるという目的に照らす時，

性格・興味等の受検者の典型的特性を選抜の際に考慮し，企業の社風・風土や職種に適合しているか

を測定する適合度検査の実施も重要となる.そのため,採用時に典型値測定を行う場合に生じる反応歪

曲に抗する研究（例えば，豊田・川端・松下（2005））により，社会的望ましさによる反応歪曲に耐

性を持った検査の開発が行われている.これらの先行研究により，受検者の特性の一部を高い精度で

予測可能な適合度検査の開発が行われており，現在では多くの企業で，採用時に最大値測定及び典型

値測定が併用されている.一方,検査を実施する主体（以下,検査主体）が求める人物像と適合度検査

の測定内容にずれが生じること問題は, Saaty（1980）によって提唱された AHP （Analytic

Hierarchy Process）法を用い,心理学の特定の理論に基づく複数の尺度に対し，検査を実施する主体

（以下,検査主体）が求める人物像に合わせて,尺度に重みづけ（例えば複数の尺度の重みの合計が 1

になる配点に）してテスト得点を構成する方法である評価基準個別設定法を提案した（佐々木・豊

田,2011）.この方法により,検査主体毎に適切な適合度検査を構成することが可能である.その際,検

査主体が評価基準を個別設定するために，検査主体において評価の基準を決める人（以下，基準設定

者とする）に尺度単位に重要度を設定する.設定方法として各尺度の一対比較を行う.AHP において,基

準設定者の一対比較結果が矛盾なく整合性が取れているか否かを示す指標として C.I.値（整合度）が

ある.比較する内容が複雑になると基準設定者の答えは整合性にかけてくることが考えられる.そのた

め,整合度が悪い場合の方法として矛盾の生じている箇所を特定し,一対比較をやり直す方法が提案さ

れている(木下,2006).ただし,採用時に利用される適性検査においては, 比較する内容が複雑であり,

基準設定者が一対比較をやり直しても整合性が改善されないことが考えられる.

そのため,本研究では,木下（2006）による「整合性が悪い場合の計算方法」と「不完全ペア比較行

列」を組み合わせることで,基準設定者が一対比較をやり直すことなく一対比較行列の整合性を改善

する方法を試みる.

2.AHP

C.I.値値（（整整合合度度））

重みベク トルの成分比 wi/wjを(i,j)成 分とする行列を重み行列 W と いう.一対比較が完全に合理

的に行われた場合,一対比較の結果はすべての i,j,k について aij×ajk=aik成り立つ.これは基準設定者

の判断が完全に首尾一貫していることを示す.しかし,実際の一対比較行列は全ての(i,j)成 分が重み

行列 W から算出される比と一致するとは限らない. 基準設定者から得られた一対比較行列の整合性を
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表わす指標として,整合度がある(Satty,1980).整合度 C.I.は一般に重み行列 W の最大固有値に関する

性質をもとに,次式で定義されている.Sattyは C.I.の値が 0.1以下（場合によっては 0.15）であれば

整合姓に問題ないとすることを経験則より提案している.

整整合合性性がが悪悪いい場場合合のの計計算算法法

木下（2006）は,整合性が悪い場合の計算方法として,どの比較の値が整合性に反しているかを見つ

ける方法を示している.

STEP1:得られた一対比較行列を M とし,M より計算された重みベクトルを W とする.W の成分より

Wi/Wjを ij成分とする行列 Wを作る.

STEP2:行列 M と W の各成分を比較し,違いの大きいものに注目し,基準設定者に一対比較をやり直し

てもらう.その結果,M’’を得る. M’’の C.I値を再度確認する.

不不完完全全ペペアア比比較較行行列列

木下（2006）は,不完全ペアがある一対比較行列の計算方法を示している.ある質問に対してはパス

せざる得ない,あるいは答えたくても比較するデータがない等,一対比較行列の要素が不完全になる場

合がある.このような不完全一対比較行列の重みを求める場合 Harker（1987）方法を利用する.

3.方方法法

3-1.対象者と実施の手続き

民間企業に勤務する社会人 506 名（男：370 名,女：135 名,不明：1 名,平均年齢：42.3 歳,SD：

8.67）の受検結果を分析対象とした.先行研究（佐々木他,2007）で作成した基準設定者向け検査（12

の要素の一対比較）に「新入社員に求める要素」もしくは「中途社員に求める要素」を評価目的とし

て実施し,12×12の一対比較行列を得た.2019年 1月から 2022年 5月の間で,Webにて実施した.

3-2. 一対比較をやり直すことなく一対比較行列の整合性の改善方法

STEP１：木下（2006）による「整合性が悪い場合の計算方法」により行列 M と W の各成分を比較し,

違いの大きい Wの成分を回答がないものとし,空欄にした行列を W’’とする.

STEP2:行列 W’は「不完全ペア比較行列」となるため, Harker（1987）による不完全ペア比較行列

の計算方法を用いて,一対比較行列の重みを計算する.

4.結結果果

C.I値値（（整整合合度度））

得られた一対比較行列による C.I値の度数分布表を図 1に示す.

図 1：C.I値の度数分布
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C.I.値の平均 0.39（SD：0.2）であった.また,最小値が 0.163 のため,すべての一対比較行列が C.I.

値の基準値を満たしていない.

整整合合性性がが悪悪いい成成分分のの算算出出

木下（2006）の整合性が悪い場合の計算方法を用い,各基準設定者の一対比較行列で整合性の悪い

く見直しの必要な成分の割合を下記に示す.

最も修正したのはホスピタリティ発揮力とリーダーシップ発揮力で 24.2%であった.客観的自己評価

力,コントロール＆アチーブメント力とリーダーシップ発揮力,アサーション発揮力,集団適応力の成

分を見直す割合が多いことがわかった.

次に,一対比較した際に,三すくみになっている成分を調べる.三すくみとは, A は B に勝ち,B は C

に勝ち,Cは Aに勝つというような,三つの者が互いに得意な相手と苦手な相手を一つずつ持つことで,

三者とも身動きが取れなくなるような状態のことである.今回の一対比較行列では,平均で 14.1（SD：

11.9）の三すくみが生じていた.組み合わせでは,ビジョン創出力と状況察知力,集団適応力（11.9%）,

ビジョン創出力とアサーション発揮力,集団適応力（11.5%）, リーダーシップ発揮力とアサーション

発揮力,集団適応力（11.5%）に 3つの要素間で三すくみが生じていた.

不不完完全全ペペアア比比較較行行列列のの重重みみ算算出出

行列 M と W の各成分を比較した際,見直す差の基準が示されていないため,差の初期値を 3 以上とし

た.算出された一対比較行列の C.I.値を計算し,0.15 以下になるまで初期値から 0.1 ずつ見直す差を

小さくして計算を行った.図 2 に示すように,見直した結果,C.I.値の平均 0.14（SD：0.01）,最小値

0.08,最大値 0.149 であった.修正箇所は平均 22.9(SD 10.315)であった.要素は対角成分を除くと 132

要素であるため,平均 17%近くの見直しが必要であった.

図 2：見直し後の C.I値の度数分布
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修修正正後後のの重重みみ

C.I.値の改善が最も大きい基準設定者の重みを下記に示す.C.I.値が 0.33 から 0.146 に改善した基

準設定者の重みを下記に示す. 最も変化しているのは,ビジョン創出力で 10.8％から 14.1％であっ

た.12要素の優先順位については大きな違いは見られなかった.

4.考考察察

本研究の結果, 先行研究（佐々木他,2007）で作成した基準設定者向け検査のように比較する内容が

複雑になると基準設定者の答えは整合性にかけてくることが示された.そのため,整合性を改善する仕

組みが必要である.本研究では,1 つの方法として,木下（2006）による「整合性が悪い場合の計算方

法」と「不完全ペア比較行列」を組み合わせ,基準設定者が一対比較をやり直すことなく一対比較行

列の整合性の改善を試みた.その結果,整合性の悪い成分や三すくみの状態を確認するとリーダーシッ

プ発揮力,アサーション発揮力,集団適応力といった対人関係で求められる要素で,基準設定者の選択

に矛盾が生じていることがわかった.3 つの要素はどれも社員に求めることが多く優劣が付けにくいた

めに,生じていると考えられる.また,三すくみの個数が多い基準設定者は, 基準が明確でないことが

考えられる.修正後の重みは,修正前と大きな変化はないが,修正前より重視する要素が明確になって

いる.そのため,矛盾を解消し,より基準を明確にできた.

本研究では,一対比較行列の見直しの検討を行ったが,妥当性の確認にはまだ至っていないため,妥当

性を確認するための調査を行う.
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「大学入試」



外国人留学生入試のクラスター分析 

 

 呉 欽鵬（名古屋大学大学院教育発達科学研究科） 

石井 秀宗（名古屋大学大学院教育発達科学研究科） 

 

 

目的 

現在の日本において，大学院を除く高等教育機

関に在籍する外国人留学生数は，平成 30 年 5 月

1 日の時点で 15 万人余りに至る。その一方，日

本語学校などの日本語教育機関で, 日本語教育

や大学入試のための準備教育を受ける外国人留

学生数は 10 万人近くになり，その数は年々増加

する傾向が見られる (JASSO，2019) 。外国人留

学生が増加する背景がある中，外国人留学生を対

象とした大学入試特別選考の不透明さは深刻な

問題の一つになっている。 
日本留学試験  (The Examination for Japanese 

University Admission for International Students，以

下, EJU) は，日本の大学等に入学を希望する外国

人留学生を対象に，日本の大学等で必要とする日

本語力および基礎学力の評価を行うことを目的

に実施される試験であり, 2002 年より年 2 回 (6
月および 11 月) 日本国内と国外で実施されてい

る。入学の際，日本の高等教育機関の多くが受験

を義務づけている。 
EJU の成績を外国人留学生の入試選考に利用

する方法は大学によって異なる。例えば, EJU の

成績を主な判断材料として合否を決める, EJU の

得点を大学独自の配点公式によって換算する,  
EJU の成績，校内試験の成績および提出書類によ

り総合的に判断を行うなどいくつかのパターン

がある。多くの大学は，「外国人留学生入試要項」

に，入学選考の手続きや方法の具体的な内容を明

言していない。そのため，留学の入口である入学

選考の段階で，外国人留学生に大きな負担がかか

っている。日本への留学希望者に対する入試選考

の手続きや方法は，欧米諸国と比べ，必ずしも分

かりやすいものではなく，留学希望者に過度の負

担を強いており，このことが日本への留学を躊躇

させる要因の一つになっていると指摘されてい

る (JASSO，2019) 。 

日本では，外国人留学生の入試選考に注目した

先行研究は少ない。西原 (2011) は，EJU を利用

することによって，各受け入れ機関は，留学希望

者の日本語能力と基礎学力に関する情報を得る

ことができるが，どのような学生を受け入れるよ

うにするかは，各機関の主体的判断にかかってい

ると指摘し, 日本語能力と基礎学力のバランス

にどう対処するかということが課題となると主

張した。 
董・犬塚 (2019) は，受験準備中の外国人留学

生の学習動機づけについて，半構造化面接を行っ

たところ，外国人留学生が日本の大学の受験準備

過程で，母国の受験競争を怖がり，進学失敗を避

ける意志が強いこと，そして，留学後は競い合う

相手に欠け，公的な試験が少ないため，自己評価

の参照や基準が乏しく，より客観的な絶対評価が

しにくいことを示唆した。 
定道 (2004) は，教育目的ではなく，授業料収

入を目的に，日本語も充分に理解していない外国

人留学生を大量に入学させた大学の例を挙げ，そ

のような外国人留学生選抜を対処・防止する規制

が存在しないと指摘している。そして，外国人留

学生の入試選考を大学の裁量に任せておくこと

は大学の自主性を一見尊重しているようである

が，大学側の出発点が教育目的から逸脱すれば，

社会的混乱を招く恐れがあると主張した。 
このように，支援体制の完備により，留学生の

受け入れが増加の一途にある現在，日本語能力と

基礎学力のバランス，もしくは入試における適切

な合格標準を制定することの重要性について多

く議論されてきた。しかし，入試制度の核となる

学力評価の基準は，各大学の重視点が異なるため，

統一することが不可能であると考えられる。その

ため，外国人留学生の日本の大学の受験準備過程

において，自らの学力の客観的な認識および適切

な志望大学の選択が年々困難になることが予測
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される。 
以上を踏まえ，本研究では，外国人留学生を対

象とした入試選考の手続きや方法を明らかにす

るため，入試選考の一環である EJU 得点と大学

の合否関係について検討する。そして，各大学が

入試選考において重視する EJU の科目および重

視の程度を解明する。現在，外国人留学生向けの

公的試験は少なく，各大学の選考方式も公表され

ていない。本研究によって，入試選考に EJU 得点

を利用する際，各大学は EJU 得点をどれくらい

重視するか，そして，どの科目が重視されている

かについての傾向を分析し，類似した傾向を持つ

大学同士を同じグループにまとめ，日本にある数

多くの大学を EJU の重視傾向によって再グルー

ピングすることが可能となる。この予測される研

究結果から，これから外国人留学生が EJU 得点

を使用して自分の学力を評価する際，あるいは志

望大学を選択する際，より客観的な評価指標を提

供できることが期待される。 
 

方法 

調査対象 オンラインアンケートに，回答し

た外国人留学生。回答者数は 1,798 人，大学 67 校 
(国立大学 34 校，公立大学 8 校，私立大学 25 校)
であった。しかし，一人の受験生が複数の大学を

受験した場合は 1 大学ずつ入力してもらったた

め，のべ調査人数は 6,706 名となった。  
 
調査時期 2020 年 10 月－2020 年 11 月 

 
回答項目 「1.EJU の受験年度*」「2.日本語の

得点*」「3.記述の得点*」「4.数学の得点*」「5.総合

科目の得点」「6.物理の得点」「7.化学の得点」「8.
生物の得点」「9.合格/不合格した大学の名前*」 

の 9 項目について，回答を求めた。 (「*」がつく

項目は必須回答項目)  
 

調査方法 オンラインアンケートを利用し，

EJU 受験歴かつ大学受験歴のある学生に，EJU 点

数, 出願した大学，及び合否状況を記入してもら

った。分析の際に用いた EJU 各実施回の各科目

素点の平均点，素点の標準偏差は EJU の実施機

関である日本学生支援機構 (JASSO) が公表し

ている各年度の「日本留学試験実施結果の概要」

から入手した。データの分析は統計ソフトウェア

R4.0.3 を用いた。 
 

結果 

EJU 各科目の得点を説明変数，大学の合否結果

を目的変数に設定し，ロジスティックス回帰分析

を行った。今回，調査に参加した理系の受験者は

少なく，受験大学が集中していた (のべ調査人数

6,706 名のうち，理系の受験者は 43 名，受験大学

は国立大学 1 校，私立大学 1 校) 。そのため，文

系のデータのみ，分析に用いた。 
 
分析方法 

得られた各科目大学別の回帰係数およびロジ

スティックス回帰モデルの説明率を検証するた

め，McFadden の擬似決定係数を計算した。その

結果を Table1 に示した。Domenrich & McFadden 
(1975) および McFadden (1979) によると，

McFadden の疑似説明率は低い値をとる傾向が

あり，0.2 から 0.4程度の値が得られれば，モデ

ルがデータに十分適合していると判断すること

が適切と言われた為，0.2 から 0.4 の間にある大

学は灰色のマークで特徴づけた。 
一方，大学の入試選考にあたり，EJU その試

験を重視するか，またはほかの潜在要因 (大学

独自の入学試験の成績，面接結果，出願書類な

ど) を重視するかの傾向をみるため，McFadden 
の疑似説明率とロジスティック回帰分析の回帰

係数を変数に，Wald 法で階層的クラスター分析

を⾏った。結果を Figure 1 に⽰す。 

クラスター 学校名 McFaddenの擬似決定係数 クラスター 学校名 McFaddenの擬似決定係数
高崎経済大学 0.3180071 上智大学 0.1782147
静岡県立大学 0.3265107 早稲田大学 0.2166445
東京外国語大学 0.3447892 明治大学 0.1902322
岡山大学 0.3197352 法政大学 0.2267907
京都産業大学 0.2616651 駒沢大学 0.1746692
立教大学 0.2906052 専修大学 0.2057055
北海道大学 0.4760735 関西大学 0.1220911
東北大学 0.4623852 近畿大学 0.176801
東京学芸大学 0.4255294 龍谷大学 0.2046321
金沢大学 0.387803 中京大学 0.2338484
信州大学 0.3935585 大阪教育大学 0.1960669
京都大学 0.5352871 東京都立大学 0.04646021
名古屋市立大学 0.999954 横浜国立大学 0.01028053
兵庫県立大学 0.9999594 同志社大学 0.06338365
茨城大学 0.9497731 都留文科大学 0.09397879
山形大学 0.9994078 埼玉大学 0.1476222
九州大学 0.9971324 岐阜大学 0.1322879
鹿児島大学 0.9999304 静岡大学 0.3265107
熊本大学 0.9999544 大阪大学 0.1960669
大分大学 0.9966134 青山学院大学 0.1386514
琉球大学 0.9999858 中央大学 0.1067063
甲南大学 1 日本大学 0.1328017
南山大学 1 東洋大学 0.1242138
名城大学 0.993848 関西学院大学 0.1220911
島根大学 0.994927 佐賀大学 0.150583
大阪市立大学 0.220954 立命館大学 0.08876278
北九州市立大学 0.2339411 愛知大学 0.09958578
千葉大学 0.1680071 小樽商科大学 0.8609423
東京大学 0.2281022 秋田大学 0.8685072
一橋大学 0.2394676 長崎大学 0.868546
富山大学 0.1987713 福島大学 0.6980052
神戸大学 0.1986065 筑波大学 0.6522185
慶應義塾大学 0.1755026 愛知学院大学 0.624429

Table1.McFaddenの擬似決定係数および大学間EJU試験重視傾向から作られたクラスター

2

1

4

5
3

3
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Figure1. 大学間 EJU 試験重視傾向を表すデンドログラム 

 
考察 

EJU 各科目の得点を説明変数，各大学の合否結

果を目的変数に設定したロジスティックス回帰

モデルを構築したところ，国公立大学の場合，ロ

ジスティックス回帰モデルの説明率が高く，私立

大学，特に都市圏に近い私立大学の場合は，ロジ

スティックス回帰モデルの説明率が低いことが

示された。つまり，国公立大学の場合，ほとんど

の大学は EJU 得点を入試選考に重視する傾向が

あり，私立大学の場合は，EJU その試験の得点を

重視する傾向が低く，独自の校内試験，面接や出

願書類などの，本研究では測定していない要因を

重視する傾向が示唆された。  

クラスター1 の大学群（EJU 利用型） この群

に属した大学は立教大学と京都産業大学以外，す

べては国公立大学であった。McFadden 擬似説明

率の値はすべて大学が 0.2-0.4 の区間にあたり，

ロジスティックス回帰モデルの説明率は良いと

判断した。つまり，EJU 試験の得点と大学合否結

果に正の相関関係があることが示された。立教大

学は書類選考のみによる募集制度を実施する大

学であり，入試選考に独自の校内試験や面接を課

す大学より，EJU 試験に対する重視度が高いこと

が考えられる。立教大学の McFadden擬似説明率

を確認したところ，立教大学の EJU 試験への重

視程度は私立大学の中で，最も高いレベルにあた

り，EJU 試験を重視する国公立大学と類似してい

る特徴を有することが確認された。 
 
クラスター2 の大学群（EJU 完全重視型） こ

の群に属した大学は，地方の国公立大学および地

方の私立大学であった。いずれも，McFadden の

擬似説明率は 1 に近い値であった。その結果，ロ

ジスティックス回帰モデルの説明率は非常に高

く，ほぼ EJU 各科目の得点だけで，大学の合否を

決めた傾向が推測される。EJU 成績のみで合否を

決めることは, 回帰分析に当たって多重共線性

が値に与える影響は無視できないものの, モデ
ル全体の予測力または信頼性の低下に繋がらな

い。今後の研究により多くのデータを用いた分析

が必要とされる。 
 
クラスター3 の大学群（総合考慮型） この群

に属した大学の多くは都市圏やその近郊にある。

クラスターの特徴はMcFadden擬似説明率の値が

0.17-0.2 の間の値をとり，ロジスティックス回帰

モデルの説明率は比較的良いことである。つまり，

クラスター3 の大学群では EJU 得点はある程度，

合否結果に影響する。これらの大学は, 知名度や

立地条件などの原因で, 学生から人気を集め,  
常に定員以上の志願者を獲得でき, 入試選考に

学生を選別する余地は他群の大学よりも大きい。

従って, 大学側が入試選考において EJU 各科目

の得点を比較的に重視しているほか, 校内試験

（筆記試験, 面接もしくはその両方）の結果も参

照になり, 総合的な判断を行う大学群にあたる。 
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クラスター4 の大学群（校内試験重視型）  

この群に属した大学は Table1 に示した通り,  地
方にある国公立大学と都市圏にある私立大学が

多かった。クラスターの特徴として，McFadden の

擬似説明率は 0.1 に近い値で，この大学群は EJU
試験の得点と合否結果に低い正の相関がみられ

た。つまり, EJU の得点よりも, このクラスター

に属する大学群は, 大学独自の校内試験を重視

する傾向が読み取れた。入試日程を確認したとこ

ろ, この群にある大学は, 時期が早すぎるか遅す

ぎるかのいずれかで, ほとんどの大学と異なる

入試日程を持っている。例えば, 同志社大学の前

期外国人留学生入試は関西地域私立大学の中, 
最も早いのである。東京都立大学と横浜国立大学

は他の国立大学と比べて, 入試日程が遅い。すな

わち, 大学が決めた入試日程と主流の入試日程

の間にズレが出る場合, 留学生進路選択方略や

時期の影響を受け（早い場合, 留学生は大学受験

をまだ意識していない。遅い場合, すでに進路を

決めたから, もう受験しない。）, 学生を選択する

余地は他大学よりも小さく, EJU より校内試験を

重視するという方策をとることは一種の折衷案

と考えられる。 
 
クラスター5 の大学群（EJU 重視型） この群

に属したのは地方にある国立大学と私立大学で

あった。McFadden の擬似説明率は 0.6 に近い値

をとり，EJU の点数をかなり重視していると考え

られる。そのほか, 都市圏から離れた距離が遠け

れば遠いほど, McFadden 擬似説明率の値が大き

くなる結果も確認された。前述のように,  それ

は当地域における受験生の密度と志願者数の間

に関連があると見られた。 
 
以上を踏まえて，McFadden の擬似説明率から

見た，各大学が入試選考における類似性は，私立

大学より国公立大学の方が EJU 各科目の得点を

重視する傾向を有するという全体的な傾向が明

らかになった。特に, 地方にある国公立大学の場

合，EJU 各科目の得点を主な判断材料とし，ほぼ

EJU 各科目の得点から合否を決める大学が多く

確認された。一方，都市圏やその近郊にある国公

立大学は私立大学より，EJU 各科目の得点を重視

する傾向があるが，重視程度は地方の国公立大学

より弱いことが明らかになった。私立大学の場合

は，国公立大学より，EJU 各科目の得点を重視す

る傾向が弱いが，同じく私立大学同士でも，地方

にある私立大学は都市圏やその近郊にある私立

大学より EJU 各科目の得点を重視する傾向を有

することが確認された。都市圏やその近郊地域に

受験生徒の集中はより, 各大学は常に定員以上

の志願者を集められる。EJU 点数のほか, 受験生

を持つ多様な素質や能力が問われ, 総合的な判

断に基づいて受験生を選別する傾向が強かった。 
今後の課題として，本研究では EJU 科⽬の検討
が⼗分ではないので，EJUの科⽬も考慮にいれて
検討する必要がある。 
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東北大学農学部における令和３年度 AO 入試Ⅱ期の検証 
 

○倉元直樹*，片山知史** 
東北大学高度教養教育・学生支援機構*，東北大学大学院農学研究科** 

 
 
11.. 問問題題  
東北大学農学部（以後，「農学部」と略記する）

は，東北大学の学内組織である東北大学入試セン

ターと協力して不断に学部入試の検討を行って

いる。2001（平成 13）年度入試に大学入試セン

ター試験（当時）を課さない推薦入学Ⅰを導入し

た。続々と他学部が推薦を AO 入試に切り替える

中，一時期，東北大学で推薦入試を行う唯一の学

部となったが，追跡調査の結果に基づき，2013
（平成 25）年度入試から「AO 入試Ⅱ期」に切り

替えて現在に至っている。推薦入試では書類審査

のみによる第 1 次選考を実施していたが，AO 入

試では書類審査のみで合否を判定せず，筆記試験

や面接試験等で全受験者に対して自分の実力の

発揮機会を設ける，という方針がある。志願者側

から見た場合，かつての東北大における推薦入試

と AO 入試との最大の違いはその点にあった。 
2014（平成 26）年度入試から全学的に始まっ

た募集人員比 30％を目標とする入試制度の見直

しをきっかけに，農学部でも AO 入試の募集人員

拡大を行ってきた。実施面における実行可能性や

一般選抜とのバランスなどについて慎重に検討

した結果，2022（令和 4）年度入試における募集

人員は，大学入学共通テストを利用しない AO 入

試Ⅱ期が 23 名（募集人員比 15.3%），第 1 次選

考で利用する AO 入試Ⅲ期が 22 名（同 14.7％），

一般選抜前期日程が 105 名（同 70.0％）となっ

ている。現在の農学部における AO 入試Ⅱ期は，

筆記試験に基づいて第１次選考を行い，第２次選

考はその結果に出願書類と面接試験の結果を加

えて選抜する仕組みとなっている。 

農学部では募集人員の拡大に伴って第１次選

考で課す筆記試験の内容の見直しを行い，2020
（令和２）年度入試から全学の筆記試験問題作成

体制に加わることとなった。2021（令和３）年度

入試においては「理数系科目の基礎的理解度の評

価」を目的とした筆記試験①②と「英文読解力の

評価」を目的とした筆記試験③を実施した。なお，

前者の一部に選択問題が導入されている。試験問

題の傾向に鑑みると，選択傾向は高校における理

科の科目選択に対応している可能性が高い。 

 
22.. 目目的的  

2021（令和３）年度入試において AO 入試Ⅱ期

の実施後に以下の観点からの検証を行った。 

① 第１次選考における筆記試験①～③の配点

比（非公表）の適切性 
② 第２次選考における筆記試験，書類審査，面

接試験の配点比の適切性 
③ 面接試験における信頼性（評価の一致度） 
④ 問題選択による面接試験の有利不利 

 
33.. 方方法法  
33..11.. 入入試試デデーータタ利利用用手手続続きき  
東北大学農学部が管理する 2021（令和３）年

度 AO 入試Ⅱ期の入試データを分析した。東北大

学の入学者募集要項には入試データの取扱いに

関する規定が明示されており，その規定に従った。

第１著者が所属する東北大学高度教養教育・学生

支援機構では，入試業務に関連する内容のデータ

利用及び研究発表について，同機構内の業務組織
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11.. 問問題題  
東北大学農学部（以後，「農学部」と略記する）

は，東北大学の学内組織である東北大学入試セン

ターと協力して不断に学部入試の検討を行って

いる。2001（平成 13）年度入試に大学入試セン

ター試験（当時）を課さない推薦入学Ⅰを導入し

た。続々と他学部が推薦を AO 入試に切り替える

中，一時期，東北大学で推薦入試を行う唯一の学

部となったが，追跡調査の結果に基づき，2013
（平成 25）年度入試から「AO 入試Ⅱ期」に切り

替えて現在に至っている。推薦入試では書類審査

のみによる第 1 次選考を実施していたが，AO 入

試では書類審査のみで合否を判定せず，筆記試験

や面接試験等で全受験者に対して自分の実力の

発揮機会を設ける，という方針がある。志願者側

から見た場合，かつての東北大における推薦入試

と AO 入試との最大の違いはその点にあった。 
2014（平成 26）年度入試から全学的に始まっ

た募集人員比 30％を目標とする入試制度の見直

しをきっかけに，農学部でも AO 入試の募集人員

拡大を行ってきた。実施面における実行可能性や

一般選抜とのバランスなどについて慎重に検討

した結果，2022（令和 4）年度入試における募集

人員は，大学入学共通テストを利用しない AO 入

試Ⅱ期が 23 名（募集人員比 15.3%），第 1 次選

考で利用する AO 入試Ⅲ期が 22 名（同 14.7％），

一般選抜前期日程が 105 名（同 70.0％）となっ

ている。現在の農学部における AO 入試Ⅱ期は，

筆記試験に基づいて第１次選考を行い，第２次選

考はその結果に出願書類と面接試験の結果を加

えて選抜する仕組みとなっている。 

農学部では募集人員の拡大に伴って第１次選

考で課す筆記試験の内容の見直しを行い，2020
（令和２）年度入試から全学の筆記試験問題作成

体制に加わることとなった。2021（令和３）年度

入試においては「理数系科目の基礎的理解度の評

価」を目的とした筆記試験①②と「英文読解力の

評価」を目的とした筆記試験③を実施した。なお，

前者の一部に選択問題が導入されている。試験問

題の傾向に鑑みると，選択傾向は高校における理

科の科目選択に対応している可能性が高い。 

 
22.. 目目的的  

2021（令和３）年度入試において AO 入試Ⅱ期

の実施後に以下の観点からの検証を行った。 

① 第１次選考における筆記試験①～③の配点

比（非公表）の適切性 
② 第２次選考における筆記試験，書類審査，面

接試験の配点比の適切性 
③ 面接試験における信頼性（評価の一致度） 
④ 問題選択による面接試験の有利不利 

 
33.. 方方法法  
33..11.. 入入試試デデーータタ利利用用手手続続きき  
東北大学農学部が管理する 2021（令和３）年

度 AO 入試Ⅱ期の入試データを分析した。東北大

学の入学者募集要項には入試データの取扱いに

関する規定が明示されており，その規定に従った。

第１著者が所属する東北大学高度教養教育・学生

支援機構では，入試業務に関連する内容のデータ

利用及び研究発表について，同機構内の業務組織

である東北大学入試センターの責任者であるセ

ンター長の許可の下に実施することとなってい

る。本研究は東北大学入試センター長に報告し，

了承を得た上で実施した。また，入試データに関

しては第２著者が所属する東北大学大学院農学

研究科の責任者宛てに「研究目的の利用」を含む

利用目的を明示した「預かり証」を提出した。 

 
33..22.. 分分析析方方法法  
3.2.1. 配点比の適切性 
総合得点を構成する部分得点の影響力に関す

して実施後の評価指標である共分散比を用いて

検討することとした。 
3.2.2. 面接試験の適否 
面接点に関わる様々な指標について，複数の統

計指標を基に多角的に検討することとした。 

 
44.. 結結果果  
44..11.. 第第 11 次次選選考考ににおおけけるる筆筆記記試試験験のの配配点点比比  
第１次選考において筆記試験を構成する３つ

の試験の共分散比は，筆記試験①が 33.7％，筆記

試験②が 29.5％，筆記試験③が 36.8％であった。

全体としてバランスが取れており，配点を見直す

必要がないことが分かった。 

 
44..22.. 第第２２次次選選考考ににおおけけるる筆筆記記試試験験，，書書類類審審査査，，

面面接接試試験験のの配配点点比比  

 表 1. 第 2 次選考における配点比と共分散比 

 筆記試験 書類審査 面接試験 

配点比 40.0% 30.0% 30.0% 

共分散比 21.1% 35.8% 43.1% 

第２次選考の配点は筆記試験が 400 点，書類

審査が 300 点，面接試験が 300 点，合計 1,000
点であることが公表されているので，配点比と共

分散比との比較を表１に示す。筆記試験の共分散

比が配点比よりも小さく，影響力が強い順に面接

英検，書類審査，筆記試験となっている。 

 
44..33.. 面面接接のの信信頼頼性性，，一一致致度度  
  農学部の場合，第 1 次選考合格者数に応じて複

数の面接員による複数の面接室が設けられ，受験

生はそのうちの１つに割り振られる。各面接室の

評価方針，精度を揃えるのは難しい。一致度は，

一般化可能性係数と解釈できる α 係数で 50 ～
 .74 であった。書類審査，筆記試験を加えて主成

分分析を行ったところ，班によって評価基準がま

ちまちであることが分かった。 

 
44..44.. 問問題題選選択択にによよるる面面接接試試験験のの有有利利不不利利  
面接室ごとに筆記試験の成績と合否を分析す

ると，筆記試験成績が上位であった問題Ａ選択者

が不合格となった面接室が複数あり，そのうち一

つではかなりの得点差で逆転が起こっていた。た

だし，全体としては問題Ｂ選択者が多く，筆記試

験の得点も大きく散らばっていた。 
なお，選択は面接員には知らされていないが，

やりとりの中で判明している可能性は否めない。 

 
55.. 考考察察  
第１次選考の配点比には問題がないことが確

認された。第 2 次選考においては筆記試験のみに

選抜効果が働く。農学部の場合，第 1 次選考は知

的能力，第 2 次選考は情意的能力の側面が評価さ

れるのが明らかである。知的能力が上位の受験生

に対し，第２次選考で異なる側面から評価を行っ

ているとの整理が可能で，受験者には分かり易い。 
面接試験に関しては，面接内容や評価基準の統

一に課題が残っており，今後の課題である。 
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受験票顔写真に合成画像を用いた場合に対する 
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1 序論 
1.1. 研究背景 
近年、試験における替え玉受験の手法の一

つに敵対的生成ネットワーク(Generative 
Adversarial Networks:以下、GAN)などを使用
し、正規受験者と替え玉受験者の顔画像を合
成した証明写真を使用するものがある。 
佐藤らの先行研究[1]からは、人間の⽬視に

よる判断では GAN を用いた精巧な合成顔画
像の攻撃に対処できない可能性が高いとい
う結果が得られた。そこで、⽬視による判断
ではなく、AI 本人確認モデルを用いることで
この攻撃に対応可能か確認することにした。 
 本研究では合成顔画像を GAN の一つであ
る StyleGAN2[2]によって作成し、FaceNet、
dlib、Sphereface を使用して本人認証精度の
確認を行うことを⽬的とする。  
2 顔認証手法 

 本研究で使用した顔認証手法と本実験の
設定を Table 1 に示す。 
3 実験 
3.1.  顔画像の収集と選別 
同性同士を合成しても違和感のない 20 代

〜30 代(資格試験を想定した年齢)の男女そ
れぞれ 20 名の日本人のオリンピック選手の
画像を収集した。収集した画像はアライメン
ト処理を行ない、⽬視により一人当たり 15〜
25 枚選別した。 
3.2.  合成顔画像の生成 
収集した顔画像から 15000 回の繰り返し

演算を行い潜在ベクトルを算出した。 
合成したい２つの顔画像の潜在ベクトル

を線形補間し、合成潜在ベクトルを作成する。
合成パラメータを指定し、式(3.2.1)により合
成潜在ベクトルの計算を行う。 
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙=(𝐴𝐴−𝐵𝐵)∗𝑝𝑝𝑙𝑙𝑝𝑝𝑙𝑙𝑝𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑝𝑝+𝐵𝐵 (3.2.1) 
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙:合成潜在ベクトル、A:合成元１、B:合成元２、

Table 1顔認証手法と本実験の手法  
FaceNet[3] Dlib[4] Sphereface[5]

損失関数 triplet loss pair wise hinge loss sphereface
学習した
データセット

VGGFace2 Facecrub,VGGなど CASIA-webface

認証方法
FaceNetで抽出した特徴を
one-classSVMで
分類し認証

しきい値 自動 0.4478 26.115

本実験の設定
合成画像を1枚と１組につきN(15～25)枚
用意した画像と1枚ずつ認証し、本人と

判断した数がNの半分以上だった場合、認証が成功
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1 序論 
1.1. 研究背景 
近年、試験における替え玉受験の手法の一

つに敵対的生成ネットワーク(Generative 
Adversarial Networks:以下、GAN)などを使用
し、正規受験者と替え玉受験者の顔画像を合
成した証明写真を使用するものがある。 
佐藤らの先行研究[1]からは、人間の⽬視に

よる判断では GAN を用いた精巧な合成顔画
像の攻撃に対処できない可能性が高いとい
う結果が得られた。そこで、⽬視による判断
ではなく、AI 本人確認モデルを用いることで
この攻撃に対応可能か確認することにした。 
 本研究では合成顔画像を GAN の一つであ
る StyleGAN2[2]によって作成し、FaceNet、
dlib、Sphereface を使用して本人認証精度の
確認を行うことを⽬的とする。  
2 顔認証手法 

 本研究で使用した顔認証手法と本実験の
設定を Table 1 に示す。 
3 実験 
3.1.  顔画像の収集と選別 
同性同士を合成しても違和感のない 20 代

〜30 代(資格試験を想定した年齢)の男女そ
れぞれ 20 名の日本人のオリンピック選手の
画像を収集した。収集した画像はアライメン
ト処理を行ない、⽬視により一人当たり 15〜
25枚選別した。 
3.2.  合成顔画像の生成 
収集した顔画像から 15000 回の繰り返し

演算を行い潜在ベクトルを算出した。 
合成したい２つの顔画像の潜在ベクトル

を線形補間し、合成潜在ベクトルを作成する。
合成パラメータを指定し、式(3.2.1)により合
成潜在ベクトルの計算を行う。 
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙=(𝐴𝐴−𝐵𝐵)∗𝑝𝑝𝑙𝑙𝑝𝑝𝑙𝑙𝑝𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑝𝑝+𝐵𝐵 (3.2.1) 
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙:合成潜在ベクトル、A:合成元１、B:合成元２、

Table 1顔認証手法と本実験の手法  
FaceNet[3] Dlib[4] Sphereface[5]

損失関数 triplet loss pair wise hinge loss sphereface
学習した
データセット

VGGFace2 Facecrub,VGGなど CASIA-webface

認証方法
FaceNetで抽出した特徴を
one-classSVMで
分類し認証

しきい値 自動 0.4478 26.115

本実験の設定
合成画像を1枚と１組につきN(15～25)枚
用意した画像と1枚ずつ認証し、本人と

判断した数がNの半分以上だった場合、認証が成功

parameter:合成パラメータ 

本実験では合成パラメータに 0 ~１の間で、
0.1 ずつ変化させた 11 パターンの合成顔画
像を使用した。 
合成潜在ベクトルを StyleGAN2 の生成器

に入力し、合成顔画像を生成する。合成画像
は 20人の正⾯画像を他の同性の 19人のもの
を組み合わせ、男女それぞれ 190 組の合成画
像を作成した。Fig.3-1 は合成画像の例である。 

3.3.  分析結果 
 FaceNetによって変換された特徴ベクトル
から One-classSVM 、画像から Dlib 、
Sphereface を用いて、１つの合成顔画像に対
し、合成元の両者を同時に本人と判断するか
否かを検証する。結果を Table 2に示す。 

3.4.  考察 
 Table 2 より、FaceNet は合成元の両者を
本人と判断した割合、つまり、画像による替
え玉が成功する確率が低いことがわかる。こ
のことより FaceNet は高い確率で合成画像
を別人だと判断することができた。本人認証
の手法の違いにより、ここまで差があるのは、
もともと学習したデータセットが異なるこ
とで東洋人の顔認証の得手不得手が出たの
ではないかと考える。また、男性より女性の
方が両者を同時に本人と判断することが多

い点は化粧により、内部特徴が類似すること
の影響が考えられる。 
4 結論 
本研究では、StyleGAN2 を用いて合成した

顔画像に対して FaceNet、dlib、Spherefaceを
使用して本人認証精度の確認を行った。 
FaceNet を使用することにより、人間が⽬視
するよりも高い精度で受験証写真を用いた
本人確認を行うことができることが示唆さ
れた。 
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[1] 佐藤充, 中村壮伸, 村松大吾, 小方博之, 
安田晶子 「GAN で生成した合成顔画像を証
明写真に利用した替え玉受験の成功可能性
の検証」信学会総合大会, 2020  
[2] T. Karras, S. Laine, M. Aittala, J. Hellsten, 
J. Lehtinen and T. Aila, "Analyzing and 
Improving the Image Quality of StyleGAN," 
2020 IEEE/CVF Conference on Computer 
Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 
8107-8116, 2020. 
[3] Florian Schroff 他、ʼʼFaceNet：A Unified 
Embedding for Face Recognition and 
Clustering,ʼʼ Proceedings of the IEEE 
Conference on Computer Vision and Pattern 
Recognition (CVPR),pp. 815-823, 2015 
[4]Dlib C++ Library、「High Quality Face  
Recognition with Deep Metric Learning」、 
http://blog.dlib.net/2017/02/high-quality-
face-recognition-with-deep.html 最終更新 
2017/2/12、閲覧日 2022/1/5. 
[5] W. Liu, Y. Wen, Z. Yu, M. Li, B. Raj and 
L. Song, "SphereFace: Deep Hypersphere 
Embedding for Face Recognition," 2017 IEEE 
Conference on Computer Vision and Pattern 
Recognition (CVPR), pp. 6738-6746, 2017.  

Table 2 両者を本人と判断した割合 
男性 女性

FaceNet 0.3% 1.8%
dlib 7.4% 15.1%

sphereface 16.6% 33.7%

0.0  0.1   0.2   0.3   0.4  0.5 

0.6   0.7   0.8   0.9  1.0 
Fig. 3-1 合成画像の例 
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1. はじめに
  本研究では、大学入試の面接試験における受験者の評定（自己評定）と大学教員の評定（他者評

定）の違いを模擬面接により明らかにすると共にこれら 2つの評定の差異に影響を与える要因について

検討を行い、効果的な面接訓練法について提案を試みる。 

2. 研究の概要と手続き
2021年 4-5月にある私立大学の初年次科目（1年生科目）を対象に以下のような手順でデータを収

集した。回答者は 51名であった。 

① 初年次科目の実施期間中にオンラインで面接を行った。面接では「本学への志望動機」「大学生活

における意気込み」という 2つのスピーチを実施してもらい、録画を行った。 

② 次にこの質問と面接（録画した動画）を１種の面接試験とみなして、２名の教員が視聴し、各学生の

「本学への志望動機」「大学生活における意気込み」を 5段階で評定した。  

 

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の自己評定と他者評定の関係性

について分析する。 

 

3. 主要な分析結果
まず、教員 2名の評定については平均値を取り、これを「教員評定」と呼ぶことにする。この教員

評定と自己評定の相関を表 1 にしめす。これは、自己評定と他者評定の関係性である。 

表 1 では、教員評定－自己評定間の相関を見ると、志望動機（教員評定）－志望動機（自己評

定）間のみに有意な弱い相関が見られた。これは、入学面接における志望動機の作成は、大学モッ

トー、ディプロマポリシー、市販の参考書などの多くの情報が入手可能であり、評定者－受験者間で

ある程度の合意的なモデルが存在することが原因であろう。ただし、相関係数は 0.319とあまり高

くなく、その効果は限定的である。一方で、意気込みの評定に関しては有意な相関が得られ

ていない。これは大学教員が要求する「大学生活における意気込み」が実際の大学生がイメ

ージするものと乖離していることが原因ではないか。 

次に、表 1 における 2つの教員評定（志望動機、意気込み）の相関と、2つの自己評定の相関

を見る。すると、2つの教員評定間の相関は 0.645 と中程度の有意な相関が得られた一方で、自己

評定では有意な相関が得られなかった。この差異は、大学教員の中に「入学可能な学生像」といっ

た評価モデルが確立されているのに対し、学生（自己評定）の中にはそれが確立されていなかったこ

とに起因する可能性がある。あるいは、本研究の対象となった私立大学の学生は面接に関する自己
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1. はじめに
  本研究では、大学入試の面接試験における受験者の評定（自己評定）と大学教員の評定（他者評

定）の違いを模擬面接により明らかにすると共にこれら 2つの評定の差異に影響を与える要因について

検討を行い、効果的な面接訓練法について提案を試みる。 

2. 研究の概要と手続き
2021年 4-5月にある私立大学の初年次科目（1年生科目）を対象に以下のような手順でデータを収

集した。回答者は 51名であった。 

① 初年次科目の実施期間中にオンラインで面接を行った。面接では「本学への志望動機」「大学生活

における意気込み」という 2つのスピーチを実施してもらい、録画を行った。 

② 次にこの質問と面接（録画した動画）を１種の面接試験とみなして、２名の教員が視聴し、各学生の

「本学への志望動機」「大学生活における意気込み」を 5段階で評定した。  

 

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の自己評定と他者評定の関係性

について分析する。 

 

3. 主要な分析結果
まず、教員 2名の評定については平均値を取り、これを「教員評定」と呼ぶことにする。この教員

評定と自己評定の相関を表 1 にしめす。これは、自己評定と他者評定の関係性である。 

表 1 では、教員評定－自己評定間の相関を見ると、志望動機（教員評定）－志望動機（自己評

定）間のみに有意な弱い相関が見られた。これは、入学面接における志望動機の作成は、大学モッ

トー、ディプロマポリシー、市販の参考書などの多くの情報が入手可能であり、評定者－受験者間で

ある程度の合意的なモデルが存在することが原因であろう。ただし、相関係数は 0.319とあまり高

くなく、その効果は限定的である。一方で、意気込みの評定に関しては有意な相関が得られ

ていない。これは大学教員が要求する「大学生活における意気込み」が実際の大学生がイメ

ージするものと乖離していることが原因ではないか。 

次に、表 1 における 2つの教員評定（志望動機、意気込み）の相関と、2つの自己評定の相関

を見る。すると、2つの教員評定間の相関は 0.645 と中程度の有意な相関が得られた一方で、自己

評定では有意な相関が得られなかった。この差異は、大学教員の中に「入学可能な学生像」といっ

た評価モデルが確立されているのに対し、学生（自己評定）の中にはそれが確立されていなかったこ

とに起因する可能性がある。あるいは、本研究の対象となった私立大学の学生は面接に関する自己

トレーニング（鏡の前でスピーチを行うなど）を十分にしていないため、適切な評価ができなかった可

能性がある。 

 

表表  11  志志望望動動機機、、意意気気込込みみのの自自己己評評定定（（学学生生評評定定））とと他他者者評評定定（（教教員員評評定定））のの相相関関  

 志望動機 

(自己評定） 

意気込み 

(自己評定） 

志望動機 

（教員評定） 

意気込み 

（教員評定） 

志望動機 

(自己評定） 

1    

意気込み 

(自己評定） 

0.370` 1   

志望動機（ 

教員評定） 

0.319* 0.100 1  

意気込み 

（教員評定） 

0.299` 0.164 0.645*** 1 

  
4. まとめ
本研究では、大学入試の面接試験における受験者の評定（自己評定）と大学教員の評定（他者評定）

の違いを模擬面接により明らかにした。その結果、2点のことが明らかになった。1点目は受験者の自己

評定と大学教員の他者評定の関係性はあまり見られず、受験者の「手ごたえ」は実際の面接評価をあまり

反映していないことである。2点目は、大学教員の課題に対する他者評定は整合性が高く、評価モデル

をもっていることが示唆された反面、受験者の自己評定はあまり整合性が見られなかったことである。 

これらのことより、次のことが分かる。1つ目は受験生が面接評価の訓練を行う時は、自己評定を適切

に行えるような内容を含む方がよいことである。具体的には、入試前の適切な時期に複数回模擬面接を

行い、フィールドバックを得ることは、面接評価を向上させるために有効だろう。2つ目は、面接の準備とし

て、「全体としてどのように答えるか」「自分自身をどのように表現するか」といった項目をあらかじめ整理

し、それに合わせて回答を行うことが有効である。このことも、面接訓練を行う上での事前準備の大切さを

表しているといえる。 

 

参考文献

[1] 鶴光太郎（2018). 性格スキル 人生を決める 5つの能力. 祥伝社新書. 

[2] 森一将, 橋本貴充, 大江朋子（2019）. 面接試験における直感評定の妥当性評価と評定に影響を与

える要因の検討. 日本行動計量学会第 47回大会紀要. 

[3] 森一将, 橋本貴充, 大江朋子（2021）. 初年次教育科目における 評価妥当性 と心理的要因の影

響の検討. 経営論集. Vol. 7, No. 4, 1-11. 
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大学入学者選抜試験における「入試ミス」の検討

―入試ミスの種類・発見者・合否への影響に着目して―

安永 和央 
IPU・環太平洋大学次世代教育学部 

問題と目的 
2018 年，ある大学の一般入試でミスがあったと報じられ，多数の追加合格が公表された。大学

入試における「入試ミス」は，「ミスをした大学のイメージが損なわれる」，「大学経営にとって致

命的なダメージになる」という問題点 (西郡・倉元，2009) に加え，先に述べたように「受験生個

人の人生を変え得る」ということが特に大きな問題になると考えられる。このような大きな問題

があるにもかかわらず，例年必ずと言っていいほど「入試ミス」は起こってしまう。その理由の

一つとして，「入試ミス」が発生する要因に関する知見が蓄積されていないことが挙げられる。わ

が国においては，これまで入試ミスのパターンの検討 (西郡，2008) や入試ミスの分類指標の作

成 (西郡・倉元，2009) が行われてきた。しかしながら，これらの研究以降，入試ミスに関する研

究はそれほど多く行われていないのが実状である。以上を踏まえ，本研究では，大学入試を対象

に入試ミスの種類とその発見者，合否への影響について検討することを目的とする。近年の大学

入試では，多面的・総合的評価を目的とした様々な入試形態が存在するため，現在の入試形態を

考慮した入試ミスの状況を把握することは，社会的にも意義のある取り組みであると考えられる。 
 
方法 
期間 2018 年 6 月文科省は，前年度の入試ミスの事例の発覚を踏まえ，「大学入学者選抜実施

要項」の「３ 入学者選抜の実施に係るミスの防止」を強化して各大学等に通知した。これを踏ま

えると，2019 年度の各大学の入試は，これまで以上に入試ミスを起こさないことを意識して実施

されたと考えられる。このように意識していても起こってしまった入試ミスを対象とすることで，

入試ミスのさらなる防止につながる知見が得られると考えられる。したがって，2019 年 1 月から

12 月までの大学入試ミスを検討対象とする。 
検索方法 【朝日新聞社 聞蔵 II ビジュアル】を活用して，入試ミスに関する記事を調査した。

検索期間は 2019 年 1 月 1 日から 2019 年 12 月 31 日までとし，検索キーワードは，西郡 (2008) 
を参考に，「『入試』AND『ミス』」とした。検索の結果，146 件の記事が見つかった。全てに目を

通して内容を確認したところ，大学入試ミスに関する記事は 61 件あり，1 つの記事に複数の事例

が報告されていることもあるため，実際の入試ミスの数は 80 件であった。 
検討対象 記事から，「新聞の日にち」，「大学名」，「発表時期」，「教科」，「出題形式」，「ミスの

種類」，「ミスへの対応」，「影響があった得点」，「発見時期」，「発見者」，「合否への影響」を抜き

出し，整理した。本発表では，「ミスの種類」，「発見者」，「合否への影響」について報告する。 
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安永 和央 
IPU・環太平洋大学次世代教育学部 

問題と目的 
2018 年，ある大学の一般入試でミスがあったと報じられ，多数の追加合格が公表された。大学

入試における「入試ミス」は，「ミスをした大学のイメージが損なわれる」，「大学経営にとって致

命的なダメージになる」という問題点 (西郡・倉元，2009) に加え，先に述べたように「受験生個

人の人生を変え得る」ということが特に大きな問題になると考えられる。このような大きな問題

があるにもかかわらず，例年必ずと言っていいほど「入試ミス」は起こってしまう。その理由の

一つとして，「入試ミス」が発生する要因に関する知見が蓄積されていないことが挙げられる。わ

が国においては，これまで入試ミスのパターンの検討 (西郡，2008) や入試ミスの分類指標の作

成 (西郡・倉元，2009) が行われてきた。しかしながら，これらの研究以降，入試ミスに関する研

究はそれほど多く行われていないのが実状である。以上を踏まえ，本研究では，大学入試を対象

に入試ミスの種類とその発見者，合否への影響について検討することを目的とする。近年の大学

入試では，多面的・総合的評価を目的とした様々な入試形態が存在するため，現在の入試形態を

考慮した入試ミスの状況を把握することは，社会的にも意義のある取り組みであると考えられる。 
 
方法 
期間 2018 年 6 月文科省は，前年度の入試ミスの事例の発覚を踏まえ，「大学入学者選抜実施

要項」の「３ 入学者選抜の実施に係るミスの防止」を強化して各大学等に通知した。これを踏ま

えると，2019 年度の各大学の入試は，これまで以上に入試ミスを起こさないことを意識して実施

されたと考えられる。このように意識していても起こってしまった入試ミスを対象とすることで，

入試ミスのさらなる防止につながる知見が得られると考えられる。したがって，2019 年 1 月から

12 月までの大学入試ミスを検討対象とする。 
検索方法 【朝日新聞社 聞蔵 II ビジュアル】を活用して，入試ミスに関する記事を調査した。

検索期間は 2019 年 1 月 1 日から 2019 年 12 月 31 日までとし，検索キーワードは，西郡 (2008) 
を参考に，「『入試』AND『ミス』」とした。検索の結果，146 件の記事が見つかった。全てに目を

通して内容を確認したところ，大学入試ミスに関する記事は 61 件あり，1 つの記事に複数の事例

が報告されていることもあるため，実際の入試ミスの数は 80 件であった。 
検討対象 記事から，「新聞の日にち」，「大学名」，「発表時期」，「教科」，「出題形式」，「ミスの

種類」，「ミスへの対応」，「影響があった得点」，「発見時期」，「発見者」，「合否への影響」を抜き

出し，整理した。本発表では，「ミスの種類」，「発見者」，「合否への影響」について報告する。 

 

結果と考察 
まず，「ミスの種類」として抜き出したものを探索的に分類した。その結果，①設問中の用語の

誤り等の「設問や選択肢に誤字がある」：23 件 (28.8%)，②条件が不十分で正答できない等の「正

答がない・解答ができない」：13 件 (16.3%)，③範囲外からの出題等の「出題に関するミス」：13
件 (16.3%)，④正答が二つある等の「正答が複数ある」：8 件 (10.0%)，⑤採点表の正解の間違い

等の「採点に関するミス」：7 件 (8.8%)，⑥問題訂正の補足の周知が不十分等の「監督者のミス」：

3 件 (3.8%)，⑦「その他」：12 件 (15.0%)，⑧「記載なし」：1 件 (1.3%)であった。また，「入試

ミスの種類」は，実施時期を基準に次のように分類した。①，②，③，④は入試実施前に起こるミ

ス (「A」とする)，⑥は入試実施中に起こるミス (「B」とする)，⑤は入試実施後に起こるミス 
(「C」とする)，⑦と⑧は入試実施前・後に起こるミスに分類された。次に，「発見者」について検

討した結果，①外部機関による点検等の「大学外部の人による発見」：38 件 (47.5%)，②内部点検

等の「大学内部の人による発見」：22 件 (27.5%)，③記載なし：20 件 (25.0%)であった。最後に，

「合否への影響」については，入試ミスの発見時期を合格発表の前後に分け，時期ごとの合否へ

の影響を検討した。その結果，①「合格発表前の発見」：60 件 (75.0%)，②「合格発表後の発見」：

16 件 (20.0%)，③「記載なし」：3 件 (3.75%)，④「対象外」：1 件 (1.3%)であった。①「合格発

表前の発見」では，合否に影響はないことがほとんどであるが，予定よりも 4 名多く合格者を出

したという事例も見受けられた。②「合格発表後の発見」では，合否に影響ない場合と追加合格

がある場合に分かれた。合格発表後に入試ミスが発見された場合の対応としては，主に「当該問

題を採点から除外する」，「全員を正答とする」，「採点のやり直し」という方法がとられた。11 件

が合否に影響がなかったが，5 件が追加合格者を出した。「対象外」は，学校推薦型選抜（当時は

推薦入試）において，高校教員が願書を提出し忘れた，という特殊な事例によるものである。 
また，「ミスの種類」（実施時期を基準にした分類「A」，「B」，「C」）と「発見者」を組み合わせ

て検討すると，「A」は，大学外部の人による発見と大学内部の人による発見の両方見られたが，

外部の人による発見が相対的に多かった。「B」は，情報が記載されているものは，内部の人によ

る発見のみであった。「C」は，情報の記載が少なかったが，学内，学外で発見者が分かれるよう

であった。さらに，「ミスの種類」（実施時期を基準にした分類）の「C」と「合否への影響」を組

み合わせて検討すると，合格発表後に判明することが多く，合計で 6 名の追加合格者が出ていた。 
以上のように，本研究では「入試ミス」の種類を探索的に分類し，「発見者」と「合否への影響」

についても明らかにした。本研究の成果は 1 年分の事例であるが，例えば，世界史では年号の誤

りが複数ある，日本史では設問の誤字が複数生じている等，社会の出題において「設問や選択肢

に誤字がある」ことが多いということや，数学の出題においては条件が不十分で正答できないと

いう「正答がない・解答ができない」が起こり得るというような知見が増えていけば，教科ごと

に注意すべき点が明確になると思われる。今後は，教科ごとの入試ミスの特徴を検討する予定で

ある。 
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