複択肢選択型アンケートによる総括的学習評価の試み
Study of Summative Evaluation by New Multiple-Choice Question Format
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あらまし：⼭⼝⼤学では、理系⼤学院（⼯学研究科、理学研究科および農学研究科）を再編･統合した
創成科学研究科を平成 28 年度に開設し、総合理系⼤学院教育を開始した。創成科学研究科では、⽇進
⽉歩で進化する技術と激しく変化するビジネスを駆動できる学際的な⼈材の育成を⽬指し、全⼤学院
⽣を対象にした研究開発戦略論を開講した。当該科⽬の履修者数は 400 名に上る。本科⽬の学習⽬標
は、研究開発型企業におけるビジネスを成功させるための⽅法論として、技術開発戦略、研究開発戦略
ならびにビジネスモデルについて理解を深める。本科⽬では、複択肢複択式アンケートによりマネジメ
ントに関する理解度の評価を試みた。本発表では、4 選択肢複択形式による学習評価の有効性について
検討する。
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1.

はじめに

ても、多肢選択問題が採⽤されてきた。

⼭⼝⼤学では、平成 28 年度から全理⼯系⼤学院

ここでは、⽇本の医師国家試験において採⽤さ

（⼯学研究科、理学研究科および農学研究科）を再

れてきた多肢選択問題の形式について振り返る。5

編･統合した創成科学研究科を設置し、総合理系⼤学

つの選択肢から１つを選ぶ 5 肢択⼀は、A type と呼

院教育を開始した。⼭⼝⼤学では、⽇進⽉歩で進化

ばれている。もっともシンプルな出題形式である。

する技術と激しく変化するビジネスを駆動できる学

この形式は、解答者の不⼗分な知識による得点が、

際的な⼈材の育成を⽬指す。学際的な教育プログラ

確実に知っていて得た得点に加算されるという特質

ムとして、全⼤学院⽣を対象にした研究開発戦略論

があるため、解答者の能⼒（この場合、医師として

を開講した。当該科⽬の履修者数は 400 名に上る。

の能⼒）を必ずしも正しく評価できない。そのため、

本科⽬の学習⽬標は、研究開発型企業におけるビジ

現在では試験問題全体に占める A type の割合は

ネスを成功させるための⽅法論として、技術開発戦

30%程度になっている。

略、研究開発戦略ならびにビジネスモデルについて
説明できることである。

A type

本科⽬の総括的学習評価を⾏うために、新しい 4
選択肢複択形式による試験を実施した。本論⽂では、

単純な 5 肢択⼀問題（単⼀回答式）

新しい 4 選択肢複択形式による学習評価の有効性に

(a)

ついて検討する。

(b)
(c)

2.

背景
多肢選択形式のテスト（MCQ）は、多数の学⽣の

学習評価を効率的に⾏うための試験⽅法である。⽇
本では、⾼校⽣を対象にしたセンター試験（全国統
⼀マークシート式試験）がもっとも⼤規模な多肢選
択形式のテストである。また、医師国家試験におい

(d)
(e)
※(e)は何れでもないという場合がある。

そこで、解答者の不⼗分な知識による得点を廃除

のうち、⼀つの正選択肢と⼀つの不正選択肢が判る

するために、正解数を⼆つ以上にした。⼀⽅で、問

ものとする。すると、この学⽣の知識率は 40%（5

題作成者の負担の軽減ならびに採点の効率化を図る

つの選択肢のうち、2 つについて理解している）で

ために、解答コードを利⽤する形式が考案された。

あるにも関わらず、75%以上の確率で 60 点もの得

K2 type ならびに K3 type の形式は、5 つの選択

点を得ることが可能であることを⽰している。

肢に複数個の解答を予め与えられた解答コードから

これは、K' type の場合も、解答コード数（この場

選択する形式である。2 連式解答コードの場合を K2

合は 5 つ）という制約により、⼀部の解答コードの

type、3 連式解答コードの場合を K3 type と呼ぶ。

中の選択肢が必ず連続する。そのため、すべての選

選択肢が 2 個以上の形式は A type と⽐較して選

択肢に関する知識がなくても、正答を選ぶことを廃

択肢の組み合わせが複雑になるので、解答者の知識

除できない。この理由により、現在では、K' type の

が不⼗分な場合は正解を得ることが難しい。しかし

試験問題は出題されていない。

ながら、K2 ならびに K3 type の場合、解答の組み
合わせを解答コードとして予め与えていることによ
り、この困難性が低下することが知られている(1,2)。
K2 type
5 つの選択肢のうち、2 つの解答の組み合
わせ（⼆連式解答コード）から選ぶ

K' type
４つの選択肢の組み合わせ（複合連式）
a.

(1), (3), (4) のみ

b.

(1), (2)

のみ

c.

(2), (3)

のみ

d.

(4)

のみ

e.

(1) - (4)

のすべて

a.

(1), (2)

b.

(1), (5)

c.

(2), (3)

d.

(3), (4)

以上の問題形式の⽋点を補うために、解答コード

e.

(4), (5)

を与えない format が考案された。これを Xn type と
呼ぶ。n は、選択する解答数である。Kn type と Xn
type は、解答の⽅式が異なるだけであるので、問題

K3 type

の主旨を変えずに作成することができる。そのため、
解答者の知識の有無をより正当に評価できると⾔わ

5 つの選択肢のうち、3 つの解答を組み合
わせ（三連式解答コード）から選ぶ
a.

(1), (2), (3)

b.

(1), (2), (5)

c.

(2), (4), (5)

d.

(2), (3), (4)

e.

(3), (4), (5)

れている。三⾕は、Xn type の Kn type に対する優
位性を検討し、不⼗分な知識による正答率が低くな
ることを⽰している(3,4)。
X2 type
五つの選択肢から、2 つ選ぶ
a.
b.

この問題を回避するために、正解数を伏せて解

c.

答コードを与える Kʼ type の形式が考案された。斎

d.

藤らによる考察では、成績の良くない学⽣が Kʼ type

e.

の問題を解答した場合に得られる得点を考察してい
る。問題は 5 肢問題とし、この学⽣は 5 つの選択肢

X3 type

サンプル XA type
次の中から、正しいと思う選択肢を必要な

五つの選択肢から、３つ選ぶ

だけ選びなさい。

a.

a.

….

b.

b.

….

c.

c.

….

d.

d.

….

e.

池袋は、Xn type における知識量（受験者が 5 つ
の選択肢の中から、その正誤を判定できた数）と予
想正解率との関係を⼀般化し、正解数を指定しない
出題形式の知識量と予想正解率の関係を考察した。
池袋は更に知識量が 0 から 5 の場合までを上述の関

図 1 は、解答者が 4 つの選択肢を全て選択した場合
の評定表を⽰す。評点は、出題者が設定した正答の
数に依存する。図中、クロスで⽰された枠（クロス
ド エレメント）は、起こりえない組み合わせを⽰す。
図 1 では、解答者が 4 つの選択肢を全て選択した場
合には、5 通りの評定があることが判る。

係式で算出し、正解率曲線を求めた。この正解率曲
線では、知識量 0 から知識量 4 までの範囲において、
X type は K type よりも正答に評価できることが⽰
された。しかしながら、X type と K type のいずれ
も、知識量 4 の場合と知識量 5 の差異（能⼒差）を

(1)
(2)
(3)

正答に評価できないことも判明した(5,6)。
(4)

3.

結果および考察

以上、述べてきたように、医師国家試験では、不⼗
分な知識による得点を廃除することを念頭において、
多肢選択問題の特性が議論されてきた。本論⽂では、
多肢問題による学習評価が⼗分可能であるとし、池
袋による指⽰正解数を与えない出題⽅法をベースに
した新しい試験⽅法を検討した。
本科⽬の試験は、知識の有無を図るものではないと
いう点において、医師国家試験と異なる。医師国家
試験はその特性上、部分的に正解した場合の部分点
は、考慮していない。⼀⽅、本科⽬では、教授者の
意図がどの程度伝わっているかを測り、評定する。
そのため、完全に解答が⼀致しなくても、部分的に
⼀致していれば、⼀致度の程度に応じて部分点を与
える。また、採点に関する操作を容易にするために、
選択肢数を 4 つとした。以下にサンプルを⽰す。

(5)

出題者が設定した正答数が
正解率 100％
評定 A
出題者が設定した正答数が
正解率 75％
評定 B
出題者が設定した正答数が
正解率 50％
評定 C
出題者が設定した正答数が
正解率 25％
評定 D
出題者が設定した正答数が
正解率 0％
評定 E

4 個の場合
3 個の場合
2 個の場合
1 個の場合
0 個の場合

図1

ただし、評定の配点は以下の様に取り決める。
Table 1

Rating
A
B
C
D
E

Score
S: Full Score
0.7 x S
0.5 x S
0.3 x S
0 : Score less

また、図 2 は、解答者が 0 個の選択肢を選んだ場合
の評定表を⽰す。この場合も、評点は出題者が設定
した正答の数に依存する。

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

出題者が設定した正答数が 4 個の場合
正解率 0％評定 E
出題者が設定した正答数が 3 個の場合
正解率 25％
評定 D
出題者が設定した正答数が 2 個の場合
正解率 50％
評定 C
出題者が設定した正答数が 1 個の場合
正解率 75％
評定 B
出題者が設定した正答数が 0 個の場合
正解率 100％
評定 A

4.

おわりに
⼭⼝⼤学では、平成 28 年 4 ⽉から開設した創成

科学研究科の必須科⽬として、研究開発戦略論を開
講した。本講義における統括的学習評価を効率的に
⾏うために、新しい 4 選択肢複択形式による学習評
価を⾏った。出題形式は、指⽰正解数を与えない 4
選択肢複択形式した。さらに、完全に解答が⼀致し
なくても、部分的に⼀致した場合には⼀致度の程度
に応じて部分点を与えるルールを導⼊することによ
り、0 点から満点までスムーズな評定点を与えるこ
とができた。

図2

クロスで⽰された枠（クロスド エレメント）は、起
こりえない組み合わせを⽰す。上述の評定ルールを
拡張し、解答者の選択数（0-4）と出題者が設定する
正答数（0-4）のすべての組み合わせを図 4 に⽰す。
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