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研究成果の概要（和文）：CBTは，PISAをはじめとする国際調査では既に導入されており，また，わが国の高大
接続改革において，大学入学共通テスト等における導入の検討が進められている．このような背景のもと，本研
究は，インタラクティブな動的オブジェクトや映像・画像を含む国語，数学，化学のCBTの問題を開発すること
を目的とする．特に，タブレット端末を使用型とし，タブレット端末の特性を活かした問題を開発することとし
た．また，開発した問題を用いたモニター調査から得られた示唆や今後の課題を明らかにすることを目的とす
る．この目的のために，問題開発から調査の実施，結果の評価までの一連の作業を行い，その実現の可能性等の
検討を行った．

研究成果の概要（英文）：Our study is to develop Japanese language, mathematical and science problems
 for CBT. These problems are subject-based problems, including dynamic objects,  images and movies. 
We decided to develop problems making full use of the characteristics of the tablet PC. The purpose 
of this study is to foster our skills to develop problems using dynamic objects,  images and movies 
and to obtain some suggestions for further tasks through field test for developed problems.For that 
purpose, we carried out a series of tasks such as development of problems, conducting the field 
test, evaluation of results.Finally, with these problems we hope to make some contribution to the 
assessments and examinations for the articulation between the secondly school education and the 
ternary one.

研究分野： 科学教育
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
「学士課程教育の構築に向けて」(中央教育

審議会答申)(2008.12)において，高等学校と
大学の接続については，高校での学習状況，
大学生の意識，大学入試・初年次教育の現状
において様々な課題が存在し，必ずしも十分
に行われているとは言えないと提起され，
「高校・大学教育の質的改善を図る手法の確
立」という解決の方向性は示されたが，それ
が実現されないまま，「大学改革実行プラン」
(2012.6) において再度「高校・大学教育の質
的改善を図る手法の確立」という方向性が示
された。その中で，「高校段階での学力状況
を多面的・客観的に把握する様々な仕組みの
検討・整備」及び「高校教育の質保証ととも
に、意欲・能力・適性等の多面的・総合的な
評価に基づく入学者選抜への転換」の必要性
が打ち出された。 
研究代表者は，研究課題 JP20650139 によ

って，高大接続の基礎資料となるわが国で戦
後行われた全国規模の適性検査・学力検査・
大学入試共通試験について，実施の経緯，目
的，実施方法，結果等を系統的にまとめ上げ
た報告書を刊行し，それをもとに，研究課題
JP21240069 において，試験の解答形式(選択
形式・穴埋め形式・記述形式)によるパフォー
マンスの違いについて詳細に調査し，得点の
高低は特定の解答方式に依存するのではな
く，問題の難易度と受験者集団の学力レベル
に依存して変化することを明らかにした。 
しかしながら，ペーパーテスト中心の試験

においては，測れる能力には限界があり，学
習指導要領の範囲内においても，ペーパーテ
ストでは測れない能力・測りにくい能力が指
摘できる。特に，思考力・判断力・問題解決
能力を短時間の客観的に共通テストで測定
することは容易でない。 

近年，ICT の発達・進化が進み，OECD / 
PISA といった国際学力調査において，ICT
を利用した調査が実施されるようになった
が，問題のみならず，問題の枠組みも，ICT
の進化の影響を受けて，短期間で変化してい
る。また，機器のグラフィックユーザーイン
タフェースについてもマルチタッチ対応の
直観入力法が普及し，小型化，単純化された
端末が実用化されている。 

研究代表者等は，電卓を用いた思考力・
活用力を測定する試験を開発([1],[2])したが，
思考には試行錯誤による自分自身との対話
の繰り返しが必要であり，問題解決に多数の
協働によるコミュニケーションが必要であ
ることからも，この研究を発展させて，試行
錯誤しながら問題を解く新たな仕組み作り
が必要性を示唆している。また，個別音源方
式による聞く能力を測定する試験を開発([2])
したが，現代社会においては，討論といった
ような一斉に多くの人間とのコミュニケー
ション能力が要求される。音声のみの聞き取
りの場合，登場人物は 3～4 人が限界である
との指摘がある。このことからも，この研究

をさらに発展させ，総合的なコミュニケーシ
ョン能力を評価・測定する新たな仕組み作り
が必要である。 
 
２．研究の目的 
教科科目型で多面的・総合的な学力評価・

測定を行うために，ペーパーテストでは測れ
ない力・測りにくい力を測定するためのツー
ルを開発するとともに，それらのツールを利
用して思考力・判断力・問題解決能力といっ
た力を問う問題を開発し，モニター調査や追
跡調査を通じて，短時間・客観さを求められ
る共通テストでの有効性を探る。そして，既
存のペーパーテストの改善も併せて，総合的
に，高大接続に資する多面的・総合的な学力
評価・測定を行うための新たな技術的基盤の
構築を行うことを目的とする。 
具体的には，タブレット端末を用いる試験

とし，国語，数学，及び理科のうち高等学校
で履修率が高い化学の試験の開発を行う。 
国語においてはコミュニケーション能力を
評価するための問題，数学ではインタラクテ
ィブな動的オブジェクトを実装した数学的
思考力を評価するための問題，化学では実験
の画像・映像やシミュレーションを実行でき
る動的オブジェクトを実装した問題を開発
することを目的とする。特に，.タブレット端
末の特性を活かした問題を開発することを
目指す。そして，開発した問題を用いたモニ
ター調査から得られた示唆や今後の課題を
明らかにする。 
 
３．研究の方法 
研究代表者，研究分担者，連携研究者で研

究委員会を組織し，研究計画・方法に対する
助言を得たりしながら，研究プロジェクト方
式で，研究の方法(1)～(4)にしたがって研究
を推進した。 
(1)問題開発 
研究組織を中心に，研究協力者の協力を得

ながら，各教科(国語・数学・理科)5～8名程
度による委員会にて行う。各教科 2～3 カ月
に 1回程度会議を開催し，各教科以下の方法
で行う。なお，教科科目型で，平成 21 年度
告示の高等学校学習指導要領に準拠とする。 
① 国語：国語の科目のうち，すべての生徒

に履修させる科目は「国語総合」で，そ
の内容に，「Ｃ 読むこと」「(2) イ文字，
音声，画像などのメディアによって表現
された情報を，課題に応じて読み取り，
取捨選択してまとめること。」が含まれ
ている。そこで，この内容を中心とした
映像の読み取りの問題を開発し，目的や
場に応じて的確に聞き取ったり，読み取
ったりする能力を測ることを目標とす
る。なお，映像の読み取りにおいては聞
くことが含まれるが，PBT で測りにくい
(測れない) 領域である「A話すこと・聞
くこと」は面接等の活用が考えられるた
め，本研究はＣ領域を主とした問題を開



発する。用いる映像は，主に実際テレビ
番組等で放映された 5～10 分程度の既
存の映像から，様々な題材からバランス
よく選び出す。既存の映像から選び出せ
なかったものに限り，台本から作成し，
撮影を行う。試験の実施にあたっては，
映像の再生回数等を制限するため，オリ
ジナルのアプリの開発も行う。 

② 数学：数学の科目のうち，「数学 I」,「数
学 II」,「数学 A」,「数学 B」の内容で，
動的オブジェクトを含む問題，つまり，
オブジェクトを移動，変形させると数式
も自動的に変更され，逆に，数式を変更
するとそれに応じてオブジェクトも変
形する機能を含む問題を開発する。これ
により，数学的活動を通して，数学にお
ける基本的な概念や原理・法則の体系的
な理解，事象を数学的に考察し表現する
能力を測ることを目標とする。なお，動
的オブジェクトの開発も，委員会で行う。 

③ 化学：理科の科目の中で，「化学基礎」
及び「化学」の内容で，化学実験を中心
とした映像やシミュレーションを実行
できる動的オブジェクトを含む問題を
開発する。これによって，化学的に探究
する能力や化学の基本的な概念や原
理・法則の理解を測ることを目標とする。
なお，実験映像の作成，シミュレーショ
ンが実行できる動的オブジェクトの開
発も，併せて委員会で行う。 

(2)タブレット端末への実装 
できる限り研究組織内で実施。特に，数学

と化学については，作題委員で作成できる環
境として，汎用的な(フリーあるいは OS に付
随している) アプリケーションを組み合わ
せることとし，以下の手法をとる。具体的に
は， Apple Inc. が提供する電子書籍アプリ
ケーション iBooks による電子冊子とし，作
成においては，Apple Inc. が提供するツー
ル iBooks Author (iBA)を用いる。映像や動
的オブジェクトの挿入は，ウィジェット
(widget) と呼ばれるツールで行うこと 
ができ，動的オブジェクト部分となる HTML5 
ウィジェットは，動的数学ソフトウェア
「GeoGebra」で作成し，iBA の HTML ウィジ
ェットに変換して iBA に埋め込む。 
(3)調査実施 
開発問題を使って，高校生及び大学生を対

象にした調査を行う。併せて，質問紙調査も
行う。 
(4)調査結果の分析と評価 
採点作業は，研究組織で教科ごとに行い，

作題委員会のメンバーで分析，評価を行う。 
 

４．研究成果 
実際に問題の作成から試験の実施，結果の評
価まで，一連の作業を行った。 
(1)開発した問題 
① 国語：映像の読み取り問題を開発するに 

表 1 開発問題(国語) 
冊
子 

問題 
番号 

内容 視聴 
時間 

解答 
時間 

α 第 1問 文学的な題材 10 分 10 分 
α 第 2問 時事・社会問題(科学) 10 分 10 分 
α 第 3問 実用的な題材 10 分 10 分 
β 第 1問 科学的な題材 5 分 5 分 
β 第 2問 演技が含まれる題材 3.5分 5 分 
β 第 3問 討論 24 分 17 分 
 

表 2 開発問題(数学) 
ID 科

目 
単元 内容 オブ

ジェ
クト 

冊子 
問題
番号 

01 I 図形と
計量 

正八角形に内接する三
角形の面積(最大値) 

② 2 

02 I 図形と
計量 

三角形の敷き詰め 
① β5 

03 I 二次 
関数 

二つのグラフの交点と
共有点 

③ - 

04 I データ
の分析 

データに基づく判別 
③④ β4 

05 II 図形と
方程式 

線形計画法 
③④ α4 

06 II 図形と
方程式 

放物線の弦の中点の軌
跡 

① γ3 

07 II 図形と
方程式 

図形の軌跡を表す方程
式 

① 1 

08 II 三角 
関数 

周期・周波数・角速度 
①④ γ5 

09 II 
微分法 

三次関数の決定(導関
数) 

② β3 

10 II 
微分法 

球面に内接する円柱の
体積(最大) 

② α3 

11 A 図形の
性質 

動点となす角の最大値 
② α5 

12 B 漸化式
と数列 

薬の体内残存量に関す
る漸化式モデル 

③④ γ4 

あたっては，タブレット端末で映像を 1 
回(問題によっては1 回と2 回の集団を
比較) 視聴し，視聴し終った後に，問題
冊子の多肢選択式あるいは記述式の問
題に解答する方式とした。視聴時間と大
問ごとの解答時間を事前に定め，映像に
ついては，現実の場面を想定し，一時停
止，早戻し，早送りが一切できない仕様
とした。この仕様を実現するためには，
汎用の映像再生アプリケーションでは
制御できないため，アプリケーションは
独自開発とした。映像は，「文学的な題
材」，「実用的な題材」，「科学的な題材」，
「時事・社会問題」，「演技が含まれる題
材」，「討論」の 6 種類を想定し，「読む
こと」での文章と同じように，原則とし 

オブジェクトの役割  

①数学化 ②方略 ③数学的処理 ④意味付け 



表 3 開発問題(化学) 
冊
子 

問題 
番号 

内容 オブジェ
クト 

α 第 1問 水酸化ナトリウムの
調製(実験操作) 

映像 

β 第 1問 分留(実験装置の組み
立て) 

画像 

γ 第 1問 酢酸水溶液の中和滴
定(器具・操作) 

映像 

α 第 2問 蒸気圧と沸騰(水の沸
騰) 

映像 

β 第 2問 薬品保存方法(自然発
火・酸化・潮解・風解) 

映像 

γ 第 2問 極性分子の性質 映像 
α 第 3問 化学反応と量的関係 シミュレ

ーション 
β 第 3問 発泡性入浴剤の合成 シミュレ

ーション 
γ 第 3問 反応速度 シミュレ

ーション 
α 第 4問 電気分解 映像 
β 第 4問 電池のしくみ 映像 
γ 第 4問 イオン化傾向 映像 
α 第 5問 化学物質の同定 映像 
β 第 5問 沈殿反応 映像 
γ 第 5問 金属イオンの系統分

離 
映像 

 
て既存の映像作品を用いた。映像の長さ
は 5～10 分程度のものとし，1作品を一
つの大問とした。具体的には，主に NHK 
番組「視点・論点」，「時論公論」，「10min. 
ボックス」，「星新一ショートショート劇
場」を題材に用い，表 1 に示す 6題を開
発した。調査では，いくつかの組合せや
実施方法を試みたが，代表的な組合せは
表 1 の示す冊子である。 

② 数学：開発した問題は表 2 の 12 題であ
る．これらの問題は，現行高等学校学習
指導要領の数学Ⅰ，数学Ⅱ，数学 A，数
学 Bの履修を想定している。すべての問
題が動的オブジェクトを含んでおり，そ
れらを直接的，間接的に用いて解決する
2～3の小設問からなる。動的なオブジェ
クトの働きは，表 2 に示す通りである。 

③ 化学：表 3 に示す 15 題を開発した。そ
れらは，実験映像，画像，シミュレーシ
ョンを行うことができる動的オブジェ
クトのいずれかを有する。 

(2)モニター調査 
(1)で開発した問題を用いて，①～③のモ

ニター調査を実施した。 
① 2014-2015 年調査：大学 1 年生を対象(3 

大学 207 人)に国語の調査。 
② 2016年2-3月に,高等学校第2学年(若干

名第3学年も含む)の生徒を対象(高等学
校 9 校のべ 370 名)に数学と化学の調査。 

③ 2017年3月に，高等学校9校(県立8校，
私立1校)第2学年の生徒(若干名第3 学

年を含む)を対象に調査。(数学：256 名，
化学：407 名)  

(3)調査結果 
国語は想定した難易度よりも易しく，数学

は難しく，化学は想定した程度であった。問
題によっては，映像を見なくても知識で解答
できてしまうものが含まれていたり，動的オ
ブジェクトが役に立たなかったりした問題
も観察できた。また，当然のことであるが，
受験者にとって初見であったと思われる問
題が想定した難易度よりも実際の結果が低
いばかりでなく，α係数を低くする傾向がみ
られた。そこで，問題を改良し，2017 年に再
度調査を行った。改良した問題は結果が想定
していた範囲内にほぼ収まっており，難易度
の調整ができていたが，新規問題の中に，正
答率が低い，高難度の問題が見受けられた。 
なお，数学において，動的オブジェクトの有
益性に肯定的な反応が 50%に満たない問題は，
ID05(線形計画法),ID09(三次関数の決定)の
2 題のみであった。数学では，すべての問題
に動的オブジェクトを含め，それらを適切に
利用すれば正答につながるように作題を行
った。この 2 題についても解くのには必ず必
要であるが，受験者にとって見慣れない問題
であったこともあり，動的オブジェクトを使
うか否かよりも問題の意味理解が不十分で
あったことに起因していると推察された。 
(3)今後の課題 
本研究課題の発展課題(17H00822)におい

て，科目，内容，難易度とも広範になること
を目指し，継続的に問題開発を進めている。
特に，ある程度の難度の問題は開発可能であ
ることが確認できたため，これらよりも難度
が低い問題の開発に取り組んでいる。また，
各問題が意図した能力を測ることができて
いるのかを，PBT との比較研究等を行い精査
している。併せて，問題開発のみならずタブ
レットへ直接入力する解答方法の組み込み
等技術的側面の開発を含め，CBT に関する総
合的研究に発展させている。 
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