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1 ．はじめに

　本稿は，或るテスト理論研究者が名古屋大学を

去るにあたって，一つの節目となる中間地点でま

とめた中間報告である。筆者は1978年に大学に

ポストを得てから39年間，名古屋大学に異動し

てから29年間，大学教員として研究・教育に携 

わって来た。教員養成系大学と研究重点大学の両

方を経験できたことは色々な意味で幸いであった

と考えている。

　これまで研究，教育，社会の現場でお世話に 

なった沢山の方々に支えられて研究者生活を送れ

たことに感謝するものである。この間大きな業績

は残すことはできなかったが，地味に各方面にお

役に立つ研究成果を少しは残せたのではないかと

自負している。

　ただ，「あなたは（教育）心理学の研究者です

か？」と尋ねられた時に，「勿論そうです」と答

える自信はないし，あまりそう答えたくもないと

いうのが本音である。次章以降でその一端を紹介

するが，それ以外にもいろいろな領域で研究を楽

しんで来た。ただし，いい加減に適当に研究課題

を見つけて来たのではなく，「テスト理論」を基

盤にした研究という点では共通している。

　この間大切にして来たのは，「現場を見る」と

いうことである。テストや検査を実施する現場に

は必ず一度は実際に行って，可能な場合は自分自

身で実施して，体験的に理解することに努めて来

た。いろいろな現場を体験することができたのも

研究の楽しみのひとつであった。

　本当は，これまで何をして来たかではなく，こ

れから何をするのか，何ができるのか，というこ
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との方が大切なのであるが，ひとつの節目に振り

返って反省材料とすることも大切かと思い，また，

今日まで研究場所を提供下さった名古屋大学に対

するお礼の意味も兼ねて，ここに中間報告として

残すことにする。

　

　本稿では，最初に筆者の研究の基盤となった 

「テスト理論」について概要を簡潔にまとめ，そ

のあと毛色の異なる3つの研究について報告する。

いずれも，何らかの形で既に公刊したものからま

とめたもので，新しく何かを付け加えたものでは

ないことをお断りしておく。関係論文等は末尾の

文献リストを参照されたい。

2 ．テスト理論

　先ずテスト理論について簡潔にまとめておく。

新しい内容ではないが，この後に述べる3つの研

究を理解するために必要な事項が盛り込まれてい

る（詳しくは，例えば，野口・大隅（2014）を参

照されたい）。

　テスト理論は，大きくは「古典的テスト理論」

と「現代テスト理論」に分けられる。「古典的」 

「現代」と頭に冠しているが，どちらも現在，テ

スト開発や心理・教育測定の中で重要な役割を

担っているし，厳密に二分することは難しい。例

えば，妥当性検証に関しては，「古典的」「現代」

の区別なくテスト開発で重要な研究である。最も

顕著に違いが出るのは，テスト得点の取り扱いで

ある。

【古典的テスト理論】

　「古典的」では，観測得点を真の得点と偶然誤
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【一般化可能性理論】

　これに対して，最近注目されているパフォーマ

ンス測定（評価）では，評定者（評価者）の厳し

さなど，古典的テスト理論で偶然誤差として包括

的に扱っていたものを，「問題項目に起因する誤

差」，「評定者に起因する誤差」など複数の誤差要

因に分けて取り扱い，それらがテスト得点の分散

の中でどの程度の大きさを占めるかを評価し，逆

に，評定者を何名配置すれば所与の精度を持った

測定が可能か，などについて検討する。この点に

関して，分散分析モデルを利用して分析するのが

「一般化可能性理論」である。

　一般化可能性理論はG研究（Generalizability 

studies）とD研究（Decision studies）の2段階で

構成される。G研究は，そのテストの精度に影響

する特定の要因がどの程度の大きさになるかを推

定する段階で，例えば，異なる評定者が採点する

ことにより生ずる誤差の大きさを推定したり，テ

スト得点の分散の中でどの程度の割合を占めるの

かを推定したりする。具体的には，分散分析モデ

ルを適用して各誤差要因の分散を推定したり，受

験者間の能力差に起因する分散の大きさを推定す

る。通常の統計データを分析する際に用いられる

分散分析法は観測される変量の分散に影響する要

因の効果の有無について統計的検定を用いて検討

するのに対して，一般化可能性理論では要因の効

果について分散の大きさを推定することによって

検討する点が異なっている。分散分析モデルでは

これらの推定された分散の大きさから，「一般化

可能性係数」などが推定され，実際の測定場面で

用いられる。D研究はG研究で得られた結果をも

とに，実際のテスト場面で特定の要因から生ずる

誤差を一定限度以内に押さえるにはどうするか，

例えば，評定者を何名配置する必要があるか，課

題をいくつ用意するか，などの具体的な問題に解

答を得る。古典的テスト理論の枠組では測定精度

が信頼性係数で定義され，スピアマン・ブラウン

の公式を用いて一定の信頼性を保証するのに必要

な項目数が計算されたことに対応している。

　以上で述べた「一般化可能性理論」は「現代テ

差の和として基本式を置き，観測得点の受験者間

の分散に占める，真の得点の分散の割合をもって，

テストの精度を信頼性係数で表現する。そして，

実際のテストではその値を推定する。ただ，この

「観測得点」は正答した項目数をもとにした「正

答数得点」か，項目の主観的重要度で配点を決め

た「重み付き正答数得点」である。いわば「計数」

値である。したがって，正答数得点が高い方が能

力あるいは特性が高いが，得点の差を相互に比較

できない「順序尺度」の水準にある。ただし，実

用水準では近似的に「間隔尺度」として，その後

の分析処理を行っている。

　数式を使って表わすと，

　まず次のような基本式をおく。すなわち，

　　　　テスト得点＝真の得点＋誤差 （1）

で，記号を用いて，

　　　　　　　　X＝ T＋ E （2）

で表わす。

　この基本式に対して具体的な測定場面における

状況を想定した仮定を置いて，実際のテストデー

タの分析に際して有用な帰結を導く。

　テストによる測定精度を表わす信頼性係数は

　　　　　　ρ（X）=
σ 2（T）
σ 2（X）

 （3）

で定義される。得点Xの信頼性係数ということを

明示する意味で（　）内にXを表示しているが，

文脈でこのことが自明な場合には省略してρだけ

で表わすこともある。（3） 式の右辺の分子は真の

得点の分散であるが，これはデータとして得られ

る訳ではないので，結局，信頼性係数は何らかの

方法で推定する必要がある。信頼性係数の推定法

に関してはかなり以前から研究されて来ており，

古典的テスト理論の中核をなすと言える。
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characteristic curve；ICC）」によって表わす。項

目特性曲線は，潜在特性尺度値θの値を連続的に

変化させた時に対応する正答確率の変化の様子を

視覚化したもので，最も基本的な「2パラメタ・

ロジスティック・モデル」の場合

　　　Pj（θ）=
1

1 + exp{1.7aj（θ  bj）}
 （4）

という関数で表わされ，曲線の形状は図1のよう

になる。ここで，添字の jは項目番号を示す。図

1にはajが0.8でbjが0.0の場合と，ajが1.2でbjが1.0

の場合の2項目の項目特性曲線が描かれている。
bjは困難度パラメタと呼ばれ，項目特性曲線の位

置を表わし，パラメタ値の大きい方が，困難度が

高いことを表わす。さらに，ajは識別力パラメタ

と呼ばれ，項目特性曲線の立ち上がりの程度（勾

配）を表わし，パラメタ値が大きい方が，変曲点

の前後での正答確率の変化が顕著になり，識別力

が大きいことを表わす。これら2つのパラメタの

値が確定したならば，項目特性曲線は唯一に定ま

る。

　さらに，テスト内の複数の項目間に「潜在特性

尺度値をある値に固定した場合に，テストに含ま

れる項目の正誤は相互に独立に生ずる」という「局

スト理論」に分類できるが，分析対象とする得点

は依然として「順序尺度」水準であり，近似的に「間

隔尺度」の測定値とみなしている点では「古典的

テスト理論」に近い。

【項目応答理論】

　現代テスト理論で広い範囲で利用されているの

が，項目応答理論（項目反応理論）である。英語

の「item response theory」のアクロニウムの IRT

の3文字を最近よく見るようになったが，歴史的

には，Lord（1952）で基本的に体系化され，Lord 

& Novick（1968）で統計数理的に整備され，その 

後，大規模テストの分析モデルとして，心理学に

限定されずさまざまな領域・分野・状況で用いら

れるとともに，モデル自体も拡大している。

　項目応答理論は，テスト項目の正答数を数え

る「計数モデル」ではなく，測定する（心理）特

性に関する間隔尺度水準の潜在特性尺度を構成し

て，その尺度上に，受験者は能力（特性）値に対

応して，テスト項目は困難度に対応して位置づけ

られ，さらに，受験者の項目に対する応答（正

答・誤答）は正答確率で表現する，という「計

量（確率）モデル」である。この潜在特性尺度

の値と正答確率との関係を「項目特性曲線（item 

図1　2パラメタ・ロジスティック・モデルの項目特性曲線と項目パラメタ



― 4―

線 路 は 続 く よ ，ど こ ま で も ♪

のテストから得られた得点に対して何らかの変換

を行って得点を比較可能にする操作のことを，テ

ストの「リンキング」と云う。リンキングはさ

らに「等化（equating）」「垂直尺度化（vertical 

equating）」「対応づけ（concordance）」などの下

位分類がある。

　「等化」はリンキングの中でも最も条件が厳し

く，等化する複数のテスト間で，

　ⅰ）同一の構成概念を測定する

　ⅱ）同一の難易度水準にある

　ⅲ）信頼性が等しい

　ⅳ）受験者の母集団が等しい

という条件を満たしている必要がある。

　これらの条件を実際のテストで完全に満たすこ

とは困難であり，近似的に満たしていれば等化を

実施している。例えば，日本語能力試験ではN1, 

N2, N3, N4, N5の5レベルのテストが年2回実施さ

れ，その結果は，N1レベルの場合では言語知識，

読解，聴解の各得点区分毎に0点から60点の範囲

で表示されるが，どの時期に受験しても相互に比

較可能な等化された得点で表示される。

　「垂直尺度化」は「等化」よりも条件が緩く，

複数のテスト間で，

　ⅰ）類似した構成概念を測定する

　ⅱ）異なる難易度水準にある

　ⅲ）信頼性は近い水準にある

　ⅳ）受験者の母集団は異なる

という条件のもとで共通尺度化が実現される。主

として長期間にわたる学習や発達による能力の変

化を明らかにするための尺度を開発するために利

用される。

　例えば，日本語学習者の能力変化を長期的に追

跡する場合には，初級前半，初級後半，中級前半，

中級後半，上級前半，上級後半の各段階向けのテ

ストの測定結果を利用することがある。この場合

異なる6つのテストの結果が相互に比較できる共

通尺度で表わせなければ発達的変化をとらえる

ことができない。しかも各段階向けのテストの構

所独立の仮定」を置く。この仮定は，ひとりの受

験者の解答について考えた場合，項目 jに正答し

たか誤答したかが，別の項目kに正答するか誤答

するかに全く影響しないということになる。項

目応答理論を具体的にテストに適用するに際して

は，この仮定が成り立っているか否かを事前に確

認しておく必要がある。

　また，実際のテスト場面では，受験者の能力 

（特性）値を推定することが主な目的になるが，

そのためには，まず予備テストなどで項目パラメ

タの値を推定しておく必要がある。受験者の潜在

特性尺度値（能力値や特性値）は各項目のパラメ

タ推定値と，受験者が示したテスト項目に対する

応答（正誤）パタンとを用いて推定する。

　この推定尺度値の精度を表わすのに IRTでは

「テスト情報量（amount of test information）；I（θ）」

が用いられる。これは，潜在特性尺度値θの関数

で表わされ，2パラメタ・ロジスティック・モデ

ルの場合，

　　　　I（θ）= D2∑
n=1

n

 a2
j Pj（θ）Qj（θ） （5）

になる。ここで n はテストに含まれる項目数，Pj

（θ）は項目特性関数，Qj（θ）= 1  Pj（θ），そして，
Dは定数でその値は1.702である。古典的テスト

理論では一つのテストに対してテストの「信頼性

係数」で測定精度を表現するのに対して，IRTで

は受験者個人毎に測定精度を表現できる点が異

なっている。

　ここまでは「2パラメタ・ロジスティック・モ

デル」を取り上げたが，項目応答モデルには，あ

て推量の要因をモデルに取り込んだ「3パラメタ・

ロジスティック・モデル」，解答（回答）が正答 -

誤答でなく，部分得点も許す場合の「段階応答モ

デル」「一般化部分得点モデル」をはじめとして

様々なものがある。

【リンキング（linking）】

　あるテストから得られた得点と他のもうひとつ
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ない，ということである。すなわち，潜在特性尺

度値をある値に固定した時に，受験者の属する集

団によって正答確率が異なる項目が検出された場

合に，当該項目が特異項目機能を示すという。例

えば米国内で実施される各種の選抜に用いられる

試験では，性別や人種などが問題にされる。

　また，テストのみならず国際的な比較調査の場

合には，問題や質問項目の言語的な等価性はもち

ろんのこととして，項目内容の意味するところが

国・地域や文化によって等しくなければ，調査結

果を相互に比較する意味がない。このような場合

にも，特異項目機能が検出される項目がないか，

あった場合にはそれがどのような要因によるもの

かを十分に検討する必要がある。

【妥当性の検証】

　テスト開発にあたって，そのテストが測定目

的とした能力や特性が確かに測定できているか

どうかの程度を表わす概念のことをテストの妥

当性と言うが，妥当性は一般に，内容的妥当性，

基準関連妥当性，構成概念妥当性の 3つの観点

もしくは側面から検討される。これらは，APA, 

AERA, NCME（1954, 1966, 1974）のStandards for 

educational and psychological tests and manuals

（『テストおよび手引き書に関する規範』）で3つ

の「タイプ」の妥当性として取り上げられている。

　Messick, S.（1989）前後から妥当性のとらえ

方に変化が生じ，現在では妥当性を単一の概念 

（unitary concept）として捉え，「構成概念妥当性」

を中心に据えて，それを確認する方法により，6

つの異なる妥当性の側面が強調されるという整理

の仕方がされるようになっている。

　ⅰ）内容的（content）側面，

　ⅱ）実質的（substantive）側面，

　ⅲ）構造的（structural）側面，

　ⅳ）一般化可能性（generalizability）の側面，

　ⅴ）外的（external）側面，

　ⅵ）結果的（consequential）側面，

である。

　Messickの議論は，テストの妥当性の中に，テ

成概念は大きく異なることはないが，全く同一と

いうわけではなく，テスト課題（問題項目）の難

易度は隣接段階間で重なりを持つにしても相互に

段階的に異なっている。しかも各段階のテストを

受験する学習者の母集団は相互に異なっている。

従って6つのテストに対して「等化」が実施でき

る条件は満たされていない。このような場合に「垂

直尺度化（vertical scaling）」を実施して共通尺度

を構成する。各段階のテストは高い信頼性を持つ

ように配慮して開発されていれば信頼性係数は相

互に近い値を示し，上記の4つの条件が満足され

る。

　「対応付け（concordance）」は，複数のテスト

間で

　ⅰ）類似した構成概念を測定する

　ⅱ）同一の難易度水準にある

　ⅲ）信頼性は近い水準にある

　ⅳ）受験者の母集団が等しい

という条件を満たすが，テストの仕様が異なって

いる。

　言語テストで，例えばTOEFLの場合に通常は

TOEFL-iBTが実施されるが，国・地域によって

はTOEFL-PBTがまだ実施されており，大学のア

ドミッション担当部署などで，両者の得点を比較

することが必要となり，そのためには両者の得点

が比較可能なように「対応づけ」られていること

が条件になる。実際のTOEFLにおける「対応づ

け」はETSから公式にTOEFL Internet-based Test 

Score Comparison Tables として公表されている。

　これら以外にもリンキングの下位カテゴリは複

数存在するし，分類法もまだ一定ではない。

【特異項目機能】

　テストは全ての受験者に対して公平な測定に

なっていることが必要であるが，そのためには，

テストの各項目が受験者の属性に関わらず公平な

測定結果を示す必要がある。IRTの文脈では，受

験者集団の属性に関わらず項目特性曲線が異なら
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ついて実験的に検討することを目的として実施さ

れたものである。

　そのため，従来から用いられている識別性検査

との連続性も必要で，

ⅰ）検査項目に鉄道に関係の深い素材を用いる，

ⅱ）検査の実施にはパーソナル・コンピュータ

を用いる，

ⅲ）検査を支えるテスト理論に項目応答理論を

用いる，

ⅳ）検査の実施は適応型テスト方式を用いる，

ことを条件として実験的に開発された。

【研究の主目的】

1） テスト理論的には，

 　2パラメタ・ロジスティック・モデル

 　段階応答モデルを用いた尺度化が可能か。

2） テストの媒体および実施方式としては，

 　識別性検査の実施にパーソナル・コンピュー

タを用いて，適応型テスト方式で実施するこ

とが可能か。

ということを実験的に検討することを主たる目的

として実施された。

【識別性検査A-1001の概要】

　測定領域に関しては心理学的に新しい視点を入

れるのではなく，当時使われていた識別性検査

J-1001のものをそのまま踏襲した上で，新たに「記

憶」領域を加えた。すなわち，

Ⅰ 「知覚の速さ・正確さ」領域　（反応の速さを

測定する）

 　　1）「図形･記号の探索」問題

 　　2）「図形･記号の異同弁別」問題

Ⅱ 「関係判断力･応用力」領域　（反応の正誤を

測定する）

 　　3）「空間図形の推理」問題

 　　4）「図形・記号系列の作成」問題

Ⅲ 「記憶」領域　（反応の正誤を測定するが，今

回新たに加えられた新規領域）

 　　5）「図形・記号等系列の順唱・逆唱」問題

ストの使用場面の適切さや社会的影響までを含

め，妥当性の概念をそれ以前に比べて拡張してい

る。これは，テストを開発し利用する際に重要な

視点を提起しているが，「テストそのものの妥当

性」と「テストの使用に関する適切さ」は分け

て考えることも実際には必要であり，Cambridge 

English Language Assessment や Bachman & 

Palmer（1996）では妥当性の定義をMessickに比

べて範囲を限っている

　現在，妥当性の概念そのものについても議論

が確定した状態にあるわけではなく，例えば，

Borsboom, Mellenbergh, & Heerden（2004）では，

テストの妥当性は，

ⅰ）テストが想定する特性（attribute）が存在 

し，

ⅱ）その特性上での変動がテストで測定された

結果（outcome）の変動の原因であり，その

ような特性を測定するのに妥当な道具となっ

ているかどうか，

という単純な概念である，としている。いわば，

妥当性概念の拡大化を収束させる動きである。

3 ．鉄道事業における適性検査　 
―識別性検査 A-1001開発の試み―

　この研究は，東日本旅客鉄道株式会社安全研究

所（当時）からの受託研究として実施されたもの

であり，あくまで実験的に開発されたものであっ

て，実際の業務で用いられたものではないことを

始めにお断りしておきたい。研究実施時はまだ大

学に於ける産学協同研究に対する認識は現在と異

なり，かなり否定的なものがあった。そのため，

このような研究は，当時の人文・社会科学の分野

では珍しいものであった。

　本研究は，日本国有鉄道の時代から開発・利用

されてきた，運転関係従事員の適性を測定する「識

別性検査」に対して，1）テスト理論の発展，2）

テスト実施媒体の拡大，という時代の流れを踏ま

えて，新しいタイプの識別性検査開発の可能性に
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させることによって，項目困難度を変化させる。

全部で30項目から構成される。「反応の速さ」で

はなく「正誤反応」を測定し，解答・正誤および

反応時間を記録する。

4）　図形･記号系列の作成問題

　ある規則に従って並んだ図形･記号の系列が受

験者に呈示され，受験者はその系列の並び方の規

則を発見して，呈示された系列の次およびその次

に入れるべき図形･記号を解答する。

である。

　各領域に対応する具体的な問題は以下の通りで

ある。

1）　図形・記号の探索問題

　指定された図形・記号等と同一のものを，選択

枝中から見出して解答することが受験者に要求さ

れる。

　使用する図形・記号は，

　　・トレインマーク（図2）

　　・時刻表記号

　　・JRマーク

　　・鉄道車両

の4種類で，各種類ごとに20項目，全部で80項

目から構成され，解答選択枝・正誤および反応時

間（0.01秒単位）を記録する。

2）　図形・記号の異同弁別問題

　画面中の2つの領域内の各々に呈示された複数

の図形・記号について，2つの領域でその内容が

同じであるか，異なるかを判断する。図形･記号

の配列順序も考慮する。

　使用する図形・記号は

　　・トレインマーク

　　・時刻表記号

　　・警戒標識図

　　・鉄道車両の正面（図3）

の4種類で，各領域内に含まれる図形・記号の数

を3, 4, 5, 6, 8と変化させる。反応の正誤および反

応時間（0.01秒単位）を記録する。

3）　空間図形の推理問題

　鉄道線路に用いられる枕木に似た形状の積み木

を並べたり積み上げたものを呈示し，受験者はそ

の中にひとつだけ存在する「緑色の積み木に接し

ている積み木の数」を解答する。

　使用する図形は

　　・PC枕木のイメージをもつ積み木（図4）

で，積み木の総数および接する積み木の数を変化

図2　「図形・記号の探索問題」の検査項目例

図3　「図形・記号の異同弁別問題」の検査項目例

図4　「空間図形の推理問題」の検査項目例
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【反応時間の IRT尺度化】

　受験者の反応時間を直接尺度化して得点化する

ことも考えられるが，測定された反応時間には，

1 ）　解答の際の動作時間（例えば，マウスの操作

に要する時間）も含まれていて，例えばマウス

の操作に慣れていないがために解答に要する時

間が長くなる，などは測定目的からすると誤差

になる，

2 ）　時間という比尺度が，そのまま直ちに測定し

ようとする能力の尺度に対応する，という保証

はない，

3 ）　正答に対する反応時間と誤答に対する反応時

間の取り扱いをどのように分けるのか，

などの問題がある。

　本研究では，各項目に対する解答時間と解答の

正誤とを組み合わせてカテゴリを設定し，IRTの

「段階応答モデル」に基づいて，時間情報を組み

込んだ IRT尺度を構成した。

　使用する図形・記号は，

　　・時刻表記号（図5）

で，系列の要素となる時刻表記号の種類が，2, 3, 

4種類のもの各10項目，全部で30項目から構成

される。「反応の速さ」ではなく，受験者の「正

誤反応」を測定し，解答の正誤および反応時間を

記録する。

5）　図形･記号等系列の記憶問題

　受験者の記憶能力を測定する。順唱課題と逆唱

課題から構成され，画面中に順次呈示された複

数の図形･記号等（呈示時間は1.0秒）について，

その系列を呈示順に記憶し ,

　　・ 順唱課題では図形･記号等の系列をそのま

まの順序

　　・ 逆唱課題では図形・記号等の系列を逆順

で再生して解答する。

　使用する図形・記号は，

　　・数字

　　・色（図6）

　　・時刻表記号

　　・駅名

　　・列車種別

の5種類で，提示する図形・記号等の数を，順唱

課題では4, 5, 6, 7，逆唱課題では3, 4, 5, 6と変化

させて項目困難度を変える。順唱課題が20項目，

逆唱課題が20項目で，解答･正誤および反応時間

（0.01秒単位）を記録する。

【IRT尺度化】

　IRT尺度化するにあたっては，受験者の「反応

の速さ」「正誤反応」をどのように尺度化（得点 

化）するのかが問題になる。

　既に述べたように，「反応の速さ」が問題にな

るのは，1） 「図形･記号の検索」問題，2） 「図形･ 

記号の異同弁別」問題，であり，「正誤反応」が

問題になるのは，3） 「空間図形の推理」問題， 

4） 「図形・記号系列の作成」問題，5） 「図形・記

号等系列の順唱・逆唱」問題，である。

図5　「図形・記号系列の作成問題」の検査項目例

図6　「図形・記号等系列の記憶問題」の検査項目例
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　その結果，何れのタイプの問題においても，

1）　項目の識別力は比較的高い。

2） 　項目の困難度は中程度から比較的易しいもの

が多いが，困難度の高い項目も入っている。

3） 　テスト情報量は受験者の能力範囲で高い値を

示していて，測定精度には特に問題がなかった。

　詳細に関しては，今後引き続き検討すべき課題

が残されているものの，全体として実用化に向け

て今後の作業を進める方向性が示された。

【適応型テスト化】

　「適応型テスト」とは，受験（検）者個人毎に

最適な項目を選択・編集して実施するテスト方式

で，基本的には，「直前に実施した項目に対して

受験者が正答した場合には，次にはより難しい項

目を実施し，逆に受験者が誤答した場合には，次

にはより易しい項目を実施する」という手続きを

順次繰り返して測定する。

　この方式の利点は，

1） 　すべての受験者に対して高い精度の測定が実

施可能である，

2） 　精度を落とすことなく，受験者一人あたりに

実施する項目数を減らすことができる，すなわ

ち，テスト実施時間を節約できる，

3） 　難しい項目が続いて，受験者にフラストレー

ションや不安を起こさせたり，易しい項目が続

いて飽きさせたりすることがない，

4） 　受験者の予定に最大限配慮して実施できる，

　などである。

　具体的には，「項目固定型多段階テスト方式」

と「項目可変型多段階テスト方式」が適用された。

・項目固定型多段階テスト方式（図7）

　1 ．あらかじめ項目が困難度に基づいてネット

ワーク状に配列されていて，受験者は呈示さ

れた項目に対する反応に応じて逐次ネット

ワーク上の項目に解答する。

　2 ．問題項目のネットワークがあらかじめ作成

　具体的には，

1） 　正答で反応時間の短いものから順にカテゴリ

1, 2, 3, 4とし，誤答の場合はカテゴリ4とする。

2） 　カテゴリの境界には，全ての受験者の正答項

目の反応時間を大小順に並べ，第1四分位数，

中央値，第3四分位数に相当する反応時間を求

め，それらの値を丸めてきりのよい数値とした

ものを用いる。

　これらは，「知覚の速さ・正確さ」領域の「図

形･記号の探索」問題，および，「図形･記号の異

同弁別」問題，すなわち，速度検査部分に対して

適用した。

　その結果，

1） 　識別力は一部に低い項目が見られたが，おお

むね適切な値を持つ項目が多く見られた。

2） 　項目困難度パラメタは負から正まで全体とし

て偏りのない配置になっていた。

3） 　テスト情報量は，項目数が多いこともあって，

十分な精度を示した。

多値型 IRT尺度化に関する課題

1） 　カテゴリ化する際に，すべての受験者の正答

項目の反応時間の第1四分位数，中央値，第3

四分位数を取りあえずの分割点としたが，これ

が最適なカテゴリ化であるかについては，さら

に検討する必要がある。

2） 　誤答の場合の取り扱いについて，独立したカ

テゴリを設定する必要があるか，この課題の特

徴から誤答が生起することが極めて少なく，再

検討する必要がある。

3） 　従来の作業量に基づく得点化法による結果と

比較検討する必要がある。

などの課題が残された。

【「正誤反応」の IRT尺度化】

　「正誤反応」を問題にする力量検査では，通常

のテストで測定尺度構成に用いられる，2パラメ

タ・ロジスティック・モデルが適用可能である。
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そ70%弱，テスト情報量が80%の水準の測定が

可能になった，

ⅱ ）推定尺度値に関しても特に望ましくない影響

が出ている様子は見られなかった，

項目可変型については，

ⅲ ）所要時間が約 60%かつ解答項目数が約 60% 

で，テスト情報量が90%に近い値を示していた，

ⅳ ）テスト所要時間はかなり短縮できるが，個人

差が大きいという面もある，

などが明らかになった。

【識別性検査A-1001のまとめ】

　あくまで本研究は試行的実験的に実施されたも

のであり，

ⅰ ）個別問題ごとに IRT尺度化が可能である，

ⅱ ）反応時間を組み込んだ IRT尺度化が可能性で

ある，

ⅲ ）5つの独立尺度をどのようにまとめるかは今

後の課題として残された，特に新規問題として

加えた「記憶」問題をどう位置づけるかが未定

である，

に加えて，

ⅳ ）鉄道の運転関係従事員でも同様の結果が得ら

れるかをチェックする，

ⅴ ）現行の識別性検査との基準関連妥当性を確認

する，

などが，課題として残された。

4 ．日本語教育におけるテスト―日本語能
力試験の級間共通尺度の構成―

　日本語能力試験（Japanese Language Proficien-

cy Test : JLPT）は，外国語としての日本語に関し

て「課題遂行能力とそのためのコミュニケーショ

ン能力」とそれに必要な「言語構造に関する運用

能力」を測定する試験で，2010年度からそれ以

前の仕様を大きく改定した新しいものが実施され

されている必要がある。

「図形･記号の探索問題」「図形･記号の異同弁別

問題」「図形･記号等系列の記憶問題」に適用した。

・項目可変型多段階テスト方式（図8）

　1 ．項目困難度および識別力パラメタ値が推定

されている項目プールの中から最適な項目を

逐次取り出して受験者に呈示する。

　2 ．「最大情報量方式」を採用する。

　3 ．その時点までの当該受験者の項目反応に基

づいて推定尺度値を計算し，さらに項目プー

ル中の未実施項目の中からその推定尺度値で

最大の項目情報量を示す項目を選んで次に受

験者に呈示するという手順を繰り返す。

「空間図形の推理問題」「図形･記号系列の作成問

題」に適用された。

【適応型テスト化の効果】

項目固定型については，

ⅰ ）実施項目数が60%程度で，総解答時間がおよ

図7　項目固定型多段階テスト方式

図8　項目可変型多段階テスト方式
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かを確認する，

ことを目的として実施された。当然ではあるが，

その結果を改定後の JLPTのレベル構成に反映さ

せることが研究の前提となっていた。

【方　法】

　この研究が実施された手続きは以下の通りであ

る。

1）共通尺度を構成するために，等化デザインの

一つであるアンカーテスト・デザイン（anchor-test 

design）を採用し，アンカー・テストとして，3

つのモニター・テスト（monitor tests）が構成さ

れた。

　具体的には，2001年度 JLPTで実際に使われた

項目を用いて

　Monitor Test A（1級と2級のアンカーとして）

　Monitor Test B（2級と3級のアンカーとして）

　Monitor Test C（3級と4級のアンカーとして）

の3つのモニター・テストが構成された。モニター・

テストを構成するに際しては，項目困難度が適度

に散らばるように，項目の内容および形式がもと

のJLPTを反映するように配慮して構成された。

　モニター・テストの結果を用いて，2001年度

の1級から4級のすべての問題項目の困難度およ

び受験者の特性尺度値（能力）が，共通尺度上で

相互に比較できるようになる。

・モニター試験の実施概要

　2006年3月に日本国内で，2005年度 JLPT受験

者の中から受験者を募集し実施した。実施概要は

表1に示した通りである。

　また，受験者の母語比率は本試験の母語比率に

近くなるように配慮した（表2）。

2）共通尺度を構成するために，

　まず，各レベル（1級，2級，3級，4級），各類

（文字・語彙，聴解，読解・文法）毎に2001年度

JLPT全受験者データから，4レベル×3類の全部

で12の IRT（2-Parameter Logistic Model）尺度を

構成した。この段階では，項目パラメタの値は尺

ている。

　ここでは，改定にあたって研究された成果で，

著者が関係したもののひとつを紹介する。詳しく

は，野口・熊谷・大隅（2007）を参照されたい。

【研究の背景】

　改定前の JLPTでは，毎年当該年度に実施した

試験の分析報告書が刊行されて来た（1984-2009）

が，その中では4つのレベル（級）が独立に分析

された結果が報告されていた。公的試験で問題項

目やテストの性能について分析した結果が公表さ

れていることは，テストの公開性・透明性の視点

から特筆できることであった。

　しかしながら，4つのレベル毎に独立して分析

されていたために，異なるレベル間で，項目の識

別力や困難度を比較することができないし，また，

異なるレベルの試験を受験した学習者の間で得点

を相互に比較することができなかった。

　一方，日本語教育界で言われて来た「3級合格

から2級合格までの間に大きなギャップがある」，

特に海外の非漢字圏でよく言われて来た「大学学

部の日本語専攻の学生でも，1年間日本へ留学し

ないと2級に合格できない」という事実があった

ため，改定後のJLPTでは3級と2級の間に新しい

レベルを導入するかどうかが重要な検討事項で

あった。

　これらに対して根拠のある（evidence based）

解答を出すために，レベル間に共通の尺度を構成

し，その上に4つのレベルの試験を位置づける，

すなわち垂直尺度化（vertical scaling）すること

を試みた。

【研究の目的】

　上記の背景を踏まえて，この研究では JLPTの

4つのレベル間に共通尺度を構成することにより，

　ⅰ ） 異なるレベル間で項目の困難度を比較す

る，

　ⅱ ） 各レベルの合否分割点間の距離を確認す

る，

　ⅲ ）3級と2級との間にギャップがあるのか否
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ⅰ ）文字・語彙類では，全体として困難度が段階

的に推移している傾向が見られる。

ⅱ ）聴解類では4級と3級の間での重なりが少な

く，3級はほとんどの項目が2級と重なってい

る。また，2級と1級もほとんど重なっている。

しかしながら，全体としては困難度が段階的に

推移している傾向が見られる。

ⅲ ）読解・文法類では，4級が3級に，2級が1級

にそれぞれ含まれ，4, 3級と2, 1級の2群に分

かれており，段階的な推移とはいいにくい。た

だし，4, 3級のまとまりに比べて，2, 1級のま

とまりの方が困難度の高い位置にある。

2）JLPTの総点と IRT総合尺度得点との関係

　ここまでは，項目単体で共通尺度上に乗せた結

果について示したが，類別得点を合計した JLPT

の総点と IRT総合尺度得点との関係も検討する

ことができる。これは図12に示した通りである。

図12の4本の曲線は，級別に当該総合尺度得点を

示す受験者の JLPTの総点の分布の平均値を結ん

だものである。

　縦軸上で JLPT各級の合否分割点に対応する，

横軸の IRT総合尺度得点を見ると，表3のように

なる。IRT総合尺度得点の級間の差は，1, 2級間

で1.55，2, 3級間で1.80，3, 4級間で1.80とほぼ等

しく，いわゆる「1, 2級と3, 4級との間のギャップ」

は，JLPT受験者集団全体としては見られなかっ

た。

3）母語別に見た各類3級と2級の平均値の差

　2001年度 JLPTの各類特性尺度値の分布状況を

母語別（中国語・韓国語・その他）に見ると，文

字・語彙は表4，聴解は表5，読解・文法は表6に

示した通りである。

　文字・語彙では3級と2級の平均値差が，中国

語母語の学習者（以下，「中国語」と略す）で1.71，

韓国語母語の学習者（以下，「韓国語」と略す）

で 1.48，その他の母語の学習者（以下，「その他」

と略す）で1.00であり，「中国語」「韓国語」に比

べて，「その他」は変化が小さい。このため，3

度毎に独立で相互に比較することはできない。

3）次に，モニター・テストの結果を用いて等化

係数（equating coefficients）を推定する。各類ご

とに，Monitor Test Aの結果から1級を2級に合わ

せ，Monitor Test Bの結果から3級を2級に合わせ，

Monitor Test Cの結果から4級を3級に合わせた。

このことにより，1級，3級，4級独自の IRT尺度

の原点と単位を2級の IRT尺度の原点と単位に合

わせた。

　等化係数の推定にはMean and Sigma method 

（Marco, 1977）を用いた。

4）最後に，これらの等化係数推定値を用いて，

JLPT2001の全ての項目を類毎に共通尺度上に位

置づけた。

【結　果】

1）項目困難度の分布状況

　項目困難度の分布状況は，図9から図11に，文

字・語彙，聴解，読解・文法の類別に示した通り

である。

表1　モニター試験の実施概要

表2　母語別比率
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図12　JLPT の総点と IRT 総合尺度得点との関係

図9　文字・語彙項目の困難度分布
図10　聴解項目の困難度分布

図11　読解・文法項目の困難度分布

表3　JLPT 各級の合否分割点と対応する
IRT 総合尺度得点
合否分割点 総合尺度得点

1級 280 1.55

2級 240 0.00

3級 240 －1.80

4級 240 －3.60
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　以上の結果（およびその他の研究結果）を踏ま

えて，改定後のJLPTでは，「その他」の言語を母

語とする日本語学習者が日本語に対する学習意欲

級では平均値が「その他」の方が「韓国語」より

も大きかったのが，2級では逆転している。3級

と2級ともに「中国語」の平均値が最も高い値を

示している。

　これに対して，聴解では平均値差が「中国語」

で 1.27，「韓国語」で1.38，「その他」で1.32であり，

母語による変化の違いは見られない。平均値その

ものは，3級，2級ともに「その他」が最も高く，「韓

国語」「中国語」の順になっている。

　さらに，「読解・文法」では平均値差が「中国語」

で1.49，「韓国語」で1.93，「その他」で0.88であ

り，「中国語」「韓国語」に比べて「その他」の差

が小さい。平均値そのものは，3級では「その他」

が最も高く，「中国語」「韓国語」の順であるが，

2級では「韓国語」「中国語」「その他」の順になっ

ている。

　これらの結果を合わせると，「その他」グルー

プが代表する「非漢字圏」日本語学習者が「文字・

語彙」，「読解・文法」において，3級受験者の能

力水準から2級受験者の能力水準に達するために

は，「中国語」「韓国語」グループに比べて，より

長い期間を要する，すなわち，学習に努力を要す

るということが示唆された。

【本研究のまとめ】

　以上の結果をまとめると，

1 ）JLPTでは異なるレベル間で項目の困難度が重

なりを持っていること，

2 ）級別の合否分割点の距離は IRT共通尺度上で

ほぼ等間隔であること，

3 ）いわゆる「2-3級の差」に関しては，共通尺度

上における合否分割点の距離を反映したもので

はなく，非漢字圏学習者の類別尺度得点分布に

おける3級平均値と2級平均値との差が「文字・

語彙」「読解・文法」で漢字圏学習者に比べて相

対的に小さく，3級水準から2級水準へ学習が進

行する速度が漢字圏学習者に比べて緩やかな可

能性を反映したものであること，

などが明らかになった。

表4　文字・語彙類の3級と2級平均値差

表5　聴解類の3級と2級平均値差

表6　読解・文法の3級と2級平均値差
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で等化係数k, lの推定値を得るが，（6） 式は本来  

σ 2（θ） および σ 2（θ *） であるものを，これらの分散

の真値は未知であるため，S2（θ̂） および S2（θ̂ *） に

置き換えて用いるが，そのため尺度値の推定誤差

が等化係数の推定値に影響を与えてしまう。特に

誤差分散の大きさが尺度間で異なっている場合に

は影響の度合いが大きくなってしまう。例えば，

等化すべき2つの IRT尺度の項目数が等化デザイン

の関係で無視できない程度異なっているような場

合には，Mean & Sigma法をそのまま適用しても等

化係数の適切な推定値が得られない可能性がある。

　そこで，野口・熊谷（2011）では，このような

状況に対応できるように，Mean & Sigma法によ

る等化係数 k および l の推定値に補正を加えるこ

とを提案した。

・概　要

　いま，推定尺度値 θ̂i および θ̂ *
i（ i = 1, …, N） が

最尤法で得られている場合には，尺度値の推定誤

差は最尤推定量の漸近的性質から，

　　　θ̂i = θ i + ε i （ i = 1, …, N） （8）

　　　θ̂ *
i = θ *

i + ε *
i （ i = 1, …, N） （9）

において，

　　　ε i～N（0, I（θ i）1） （ i = 1, …, N） （10）

　　　ε *
i～N（0, I（θ *

i）1） （ i = 1, …, N） （11）

となる。ただし，I（・）はテスト情報量を表わす。

　また，

　　　S2（θ̂）= S2（θ）+ S2（ε） （12）

　　　S2（θ̂ *）= S2（θ *）+ S2（ε*） （13）

であるから，（6），（7） 式による等化係数 k, l の推

定には（12），（13） 式右辺の S2（ε） および S2（ε*） 

の値が大きい場合や，両者の比が S2（θ） と S2（θ *） 

の比から大きく離れている場合には，等化係数の

推定に影響を与えてしまう。

　そこで，S2（ε） および S2（ε*） の値を推定し，

　　　S2（θ）= S2（θ̂） S2（ε） （14）

　　　S2（θ *）= S2（θ̂ *） S2（ε*） （15）

を求めて，

　　　　k̂ =  　S2（θ*）／（S2（θ） （16）

を失わないで，学習を続けられるように，新しい

レベルが加えられた。現在の JLPTでは，上から

N1, N2, N3, N4, N5の5レベルが用いられている。

5 ．等化係数の推定法

　この研究はこれまでに述べた実際のテスト開発

に関する研究と異なり，「等化」を実施する際に

必要な「等化係数」の推定に関する研究で項目応

答理論に関するモデル開発研究ではないが，理論

的な研究に属するものである。

　共通受験者デザインを適用してテストの等化を

実施する場合に，等化係数の推定には，Mean & 

Sigma 法がよく用いられている。しかしながら，

等化すべき2つの IRT尺度に含まれる項目数が異

なっている場合などには，推定尺度値に含まれる

誤差成分の大きさが尺度間で異なり，この影響で

Mean & Sigma法では適切な等化係数の推定値が

得られないことがある。野口・熊谷（2011）では，

推定尺度値の分散に含まれる誤差成分の大きさを

推定し取り除くという補正方法を提案し（以下，

NK補正と略記する），熊谷・野口（2012）では，

潜在特性尺度値の母集団分布を推定し，その情報

を利用することで誤差分散の影響を低減する方法

（以下，KN法と略記する）を提案した。

　なお，これらの研究成果は，東北大学大学院教

育学研究科の熊谷龍一准教授と続けてきた研究会

での議論の中から出て来たもので，KN法に関し

ては，熊谷氏のアイデアが核になっていることを

銘記しておきたい。

【NK補正】　―野口・熊谷（2011）

・問　題
　Mean & Sigma法を実際に適用する場合には，

共通受験者の真の尺度値 （θ i, θ *
i）（ i = 1, …, N） に

替えて，推定尺度値 （θ̂i, θ̂ *
i）（ i = 1, …, N） を用い

て，

　　　　　k̂ = 　S2（θ̂ *）／S2（θ̂） （6）

　　　　　　l̂ = θ̂̅ *  k̂θ̂̅  （7）
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　　　　k̂ =  　S2（θ*）／（S2（θ） （26）

　　　　　l̂ = θ̂̅ *  k̂θ̂̅  （27）

で等化係数が推定できる。

　本方法は複雑な数値計算を必要としない簡便性

を保持しながら，真の尺度値（θ i, θ *
i）（ i = 1, …, N）

の分散を推定し，それらを利用して等化係数を推

定する点に特徴がある。

・補正の効果

　この補正方法についてシミュレーション・デー

タを用いて検討した結果，等化する尺度間で推定

尺度値の誤差分散の大きさに違いがあるほど，ま

た，尺度に含まれる項目の識別力パラメタが全体

的に小さい値を示す場合ほど，顕著な効果のある

ことが示された。

・課　題

　NK補正の有効性がシミュレーション実験の結

果で示されたが，今後さらに，実用水準で用いる

ためには，

ⅰ ）等化係数の真値が k = 1.0, l = 0.0以外の場合

にどのような改善が見られるか，

ⅱ ）本補正方法の有効性が顕著になる項目数や受

験者数がどの程度であるのか，

などについて詳細に検討する必要がある。

【KN法】　―熊谷・野口（2012）

・問　題

　NK補正では，項目数が非常に少なく，かつ，

識別力パラメタの値が非常に小さい場合，適切に

誤差分散の推定を行なうことができず，等化係数

の推定に影響を与えてしまうことが分かった（熊

谷・野口，2011）。すなわち，誤差分散の大きさ

によっては，NK補正でも適切な推定値が得られ

ないことがあるため，熊谷・野口（2012）では，

潜在特性尺度値の母集団分布を推定し，その情報

を利用することで誤差分散の影響を低減する方法

を提案した。

　　　　　l̂ = θ̂̅ *  k̂θ̂̅  （17）

で等化係数を推定することを考える。

　いま，（14） 式の右辺第1項 S2（θ̂） は実データか

ら得られた θ̂i（ i = 1, …, N） から計算可能である

が，第2項の S2（ε） は計算することができない。

　ところで，

　　　S2（ε）= N 1 ∑i（ε i  ε̅）2 （18）

であり，ε iの分布は（10） 式で表わされ，かつ ε̅

の分布は，

　　　ε̅ = N 1 ∑i ε i ～ N（0, N 2 ∑i I（θ i）1） （19）

である。これらを利用して，S2（ε）を，このN名

で繰り返し測定した時の不偏分散 S*2（ε） の期待

値で置き換える。

　すなわち，（18），（19） 式に注意して展開すると，

　　E {S*2（ε）} = E  （N 1）1 ∑
i
（ε i  ε̅）2

�
�
�

　　　　　=（N 1）1 E   ∑
i
（ε i  ε̅）2

�
�
�

　　　　　=（N 1）1 E   ∑
i

 ε2
i  N ε̅ 2

�
�
�

　　　　　=（N 1）1 ∑
i

E（ε2
i） N（N  1）1 E（ε̅ 2）

 （20）

となる。（20） 式の右辺の E（ε2
i），E（ε̅ 2） はそれぞ

れε i，ε̅の分散になるから，

　　E {S*2（ε）} =（N  1）1 ∑
i

I（θ i）1

　　　　　  N（N  1）1 N 2 ∑
i

I（θ i）1

　　　　　 = N 1 ∑
i

I（θ i）1 （21）

S2（ε*）についても同様であるから，結局，

　　　S2（ε）= E {S*2（ε）} = N 1 ∑i I（θ̂i）1 （22）

　　　S2（ε*）= E {S*2（ε*）} = N 1 ∑i I*（θ̂ *
i）1 （23）

で（14），（15） 式右辺の S2（ε） および S2（ε*） が推

定できる。

　その結果，

　　　S2（θ）= S2（θ̂） S2（ε） （24）

　　　S2（θ*）= S2（θ̂ *） S2（ε*） （25）

が得られ，

�
�
�

�
�
�
�
�
�
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　　　σ ĝ =  　∑M
m=1（θm  μ ĝ）2 A（θm） （32）

となる。またθ̂ *についても同様に

　　　μ *
ĝ = ∑M

m=1 θ *
m A（θ *

m） （33）

　　　σ *
ĝ =  　∑M

m=1（θ *
m  μ *

ĝ）2 A（θ *
m） （34）

として，g*（θ） の平均，標準偏差を求め，

　　　k =  　σ *
ĝ

2 ／σ 2
ĝ （35）

　　　l = μ *
ĝ  kμ ĝ （36）

としてMean & Sigma法を行なう。

・KN法による推定の向上

　シミュレーション実験，および2006年度PISA

調査データを用いた実データによる実験から，通

常のMean & Sigma法や野口・熊谷（2011）のNK

補正では，項目数や等化係数の設定値によっては

適切な推定値が得られない場合があるのに対し

て，KN法は概ねどのような状況でも適切な推定

値が得られることが確認された。実際のテスト場

面においては，真の等化係数が未知であり，また

テストに含まれる項目数なども制限されることが

あるため，本方法のようにどのような条件でも安

定した数値が得られることは大きな利点である。

　NK補正は誤差成分を直接取り除こうとしてい

るのに対し，KN法では，通常のMean & Sigma法

において受験者ごとに誤差が混入している部分に

ついて，推定母集団分布を利用することでその影

響を低減させているという点が大きく異なってい

る。

・課　題

　本研究でのシミュレーション実験では，受験者

数や項目識別力など，ある一定の条件の下での比

較結果となっている。このほかにも，

ⅰ）等化係数をさらに変化させる，

ⅱ ）Mean & Sigma法（MLE）や野口・熊谷（2011）

の方法において全問正答および誤答データに対

する処理を変化させる，

など様々な条件の下での比較検討が今後必要であ

・概　要

　この方法は，項目パラメタおよび項目応答パタ

ン行列から，潜在特性尺度値の母集団分布を推定

し，その平均値および標準偏差を用いて，Mean 

& Sigma法を行なう。従来の潜在特性尺度値を利

用したMean & Sigma法では，項目パラメタおよ

び項目応答パタン行列から，潜在特性尺度値の推

定値 θ̂i, θ̂ *
i を受験者数分求め，それらの平均値お

よび標準偏差を用いて，（6），（7） 式より等化係

数 k，l を推定する。本研究で提案する方法では，

個人ごとの潜在特性尺度値の推定値ではなく，受

験者集団の母集団分布 g（θ）の推定を行なう。g（θ）

の推定には，項目パラメタを周辺最尤推定する際

に用いるEMアルゴリズムを利用して行う（Bock 

& Aitkin, 1981）場合で，母集団分布も同時に推

定する方法（Mislevy & Bock, 1985）を用いる。

これは，潜在特性尺度値θをM個の求積点 θm（m

= 1, 2, …, M） に分割し，各求積点θmの重み A（θm） 

をEMアルゴリズム内のMステップで，

　　　A（t+1）（θm）=
1
N

 nm
（t） （28）

として反復推定するものである。ここで tは繰り

返し回数を示す変数，Nは受験者数，nmは求積

点mにおける期待解答者数であり，

　　　nm
（t）= ∑N

i=1 
L（θm）A（t）（θm）

∑m' L（θm'）A（t）（θm'）
 （29）

となる。ここで

　　　L（θm）= ∏ j Pj（θm）uij Qj（θm）（1uij） （30）

であり，uijは受験者 iの項目 jに対する応答，Pj

は項目特性関数，Qj = 1  Pjである。

　通常は，項目パラメタ値の推定と同時に（28） 

式により A（θm） の推定を行うが，本方法では項

目パラメタは既知である条件の下で A（θm） だけ

の推定を行うことになる。この計算については，

EasyEstimation（熊谷，2009）のVer.1.4.0以上で

行うことが可能である。

　これにより推定されたM個の A（θm） をもって，

g（θ） を離散分布としたときの推定分布 g（θ）
 
とす

る。この g（θ） の平均，標準偏差はそれぞれ，
　　　μ ĝ = ∑M

m=1 θm A（θm） （31）
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村木 英治 （2011）．項目反応理論．朝倉書店

野口 裕之・大隅 敦子 （2014）．テスティングの基

る。さらに，

ⅲ ）項目母数の値を既知として計算を行った結果

を用いているが，等化係数の推定には項目母数

の推定誤差も影響するため（村木，2011），そ

の影響を調べることも次の課題となる。

6 ．そして，………

　以上で紹介した研究は心理学研究者の目に触れ

にくいため，少し詳しく紹介したが，さらに詳

しくは各研究の結果に関する論文等を参照された

い。

　これら以外にも，医学系のQOL尺度開発チー

ムで IRT尺度構成に関係する研究，大学の英語教

育における大学内共通テストと外部試験との関係

を検討する研究，日本語学習者が日本語でできる

言語行動を調査する「日本語 Can-do-statements」

開発研究，日本語口頭能力測定に関するパフォー

マンス測定の研究，さらに学生相談場面で用いら

れる複数の心理測定尺度のリンキングに関する研

究，などを実施して来た。このリンキングを実際

の複数の心理尺度の共通尺度化に適用した研究

は，酒井・野口（2015）として成果の一部を発表

したが，著者が名古屋大学在職時の最後の課程博

士である酒井渉氏との協同研究で，筆者にとって

記念すべき成果であり，しばらく離れていた心理

学らしい研究である。

　いずれの場合も研究を楽しんで来たが，これを

もって研究者を止めるわけではない。所属のある

なしを問わず，可能な研究を楽しみながら続けて

行きたいと考えている。研究者としては道半ばに

差し掛かったところである。これからも趣味の鉄

道の旅と同様に研究も大いに楽しみたいものであ

る。

　線路は続くよ，どこまでも……♪
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