
*1　CRETでは、「知識活用力」を、各教科の既習の知識・技能等を実生活の様々な場面や課題解決のために活用する力、また「語彙力」を、教科学力伸長や教科
学習上つまずきの要因となる可能性のある言葉を理解し使いこなせる力、と定義し、それぞれの力を測る問題を「知識活用問題」「語彙問題」としています。

    　In June 2008, CRET researchers visited Shenzhen University in China. Dr. Watanabe, a member of 
CRET's board of directors, gave a lecture entitled "An Introduction to Educational Statistics" to the 
graduate students of the Department of Education. At the meeting with Dr. Cao, we discussed the marking 
standards for reading items which Dr. Cao had modified from the ones CRET had originally developed. The 
reading items measure how students apply knowledge or information given in context. 

　2008年6月4
日（水）、CRET新
井理事長および

渡部理事が中国・

深　大学を訪問

しました。目的は、

渡部理事による

「応用心理学研究

カウンセリング

センター」の学生

向け講演と、昨年

度CRETで実施・分析を行った「知識活用問題」と「語彙問題」*1

をもとに曹亦薇教授が改訂された中国の中学生用「知識活用問題」

「語彙問題」について、採点基準の打ち合わせを行うことでした。

　渡部理事の講演は「教育統計学における1つの問題」というテ

ーマで行われました。深　大学教育学部の院生を中心に約40名
の参加者があり、会場は熱気に包まれました。講演は、CRETの
張研究員の通訳のもと、統計の基礎から多変量解析、ベイズ統

計学まで幅広く行われ、約1時間30分の講演後も参加者から数
多くの質問が寄せられ、大盛況に終わりました。

　「知識活用問題」「語彙問題」についての採点基準の打ち合わせ

は、曹教授と採点を行う予定の大学院生10名程度が参加し、両
国共通で出題している活用問題について、中国の生徒の解答状

況を見ながら基準の設定について議論を行いました。日本と中

国の文化背景の違い、アセスメントにおける設問形式の違いな

どで、解答の仕方も大きく異なり、あらためて、国際アセスメン

トの難しさを痛感しました。今回のアセスメントは、設問内容や

設問形式などで異なる部分があるため2国間のデータ比較は行
いませんが、今後国際アセスメントの研究を進める際に役立つ様々

な観点を得ることができました。（CRET研究員：島田 研児）



　CRETは、「知識活用問題」と「語彙問題」に対する解答状況、お
よび両者の関係を明らかにするために、算数（数学）・国語・理科・

社会の4教科において、2008年1～2月に、小学校5年生と中学
校2年生を対象に調査を実施しました。
　すべてのテストは語彙問題24問と活用問題2大問から構成
され、解答時間は小学生45分、中学生50分で実施しました。ま
た教科ごとに各版のテストを等化*4するために、語彙問題と活

用問題それぞれに共通項目を入れました。語彙問題はすべて5
肢選択の解答形式です。活用問題においては、算数（数学）はす

べて記述式にしましたが、他の3教科は記述式と選択式両方の
解答形式を用いました。活用問題の素材は学校や生活場面で子

どもが遭遇する状況を想定し、特定の受検者に不利にならない

ものを選びました。

　データの分析結果を見ると、4教科ともに、語彙問題の得点が

高く活用問題の得点が低い受検者は多く存在しますが、語彙問

題の得点が低い受検者では活用問題の得点も低い傾向がある

ことが分かりました。教科ごとにテスト等化後の語彙力と知識

活用力を推定してみると、4教科とも各教科における語彙力が
活用問題を解くための必要条件となっている傾向がより鮮明

になります。　 はこの傾向が最も強く見られる小学校算数語彙

力と活用力の推定能力値の散布図で（r=0.58）、　 はこの傾向
がやや弱い小学校国語の散布図です（r=0.67）。グラフの縦軸
が活用力、横軸が語彙力を表しますが、 　では、左上に点が分布

していないことが分かります。つまり、語彙力が低いと活用問

題が解けないことを示しています。これを必要条件性といいます。

理科と社会の語彙力は必要条件性が算数（数学）と国語の中間

程度となっています。（　）

　また、語彙問題の中で識別力*5の高い語彙は活用問題の各小

問を正答できるかどうかとの関連が強く、識別力が低い語彙は

活用問題を正答できるかどうかとの関係が弱いことも分かり

ました。

　今回の調査によって、教科書で述べられている言葉を理解す

ることが、つまずきのある生徒にとって極めて重要であること

が示されたといえます。（CRET研究員：張  一平）

*2　妥当性・・・測定対象能力が正しく測定されているとき、そのテストは妥
当性があるという。妥当性はデータ分析の結果や教科の専門家の視点で確か

められる。

*3　信頼性・・・テスト得点の安定性や一貫性が高いとき、そのテストは信頼
性が高いという。

*4　等化・・・各テストの得点を同一の尺度上の値に変換して表すことを等
化するという。

*5　識別力・・・問題が受検者の能力を識別する力を表す数値である。能力の
高い生徒の正答率が高く、能力の低い生徒の正答率が低い問題ほど識別力が

高いという。

     In 2007, CRET developed vocabulary tests and knowledge-application tests in 4 subjects (math, 
reading, science and social studies) for 5th and 8th graders. Close analysis of the data shows that the 
subject-specific vocabulary skills function as prerequisite for knowledge-application. Thus, it is essential 
to understand those vocabularies in textbooks, especially for students with low achievement. 

↓



　豪州では、学問分野や職業にかかわらずすべての人に必要と

されるジェネリック・スキルを、キー・コンピテンシー（Key 
Competency）やエンプロイヤビリティ・スキル（Employability 
Skills）と称し、それらを高等教育や職業訓練教育に導入してい
ます。ジェネリック・スキルのアセスメントの研究に携わる国立

職業教育研究所（NCVER、National Centre for Vocational 
Education Research）のDavid Curtis氏にお話を伺ったとこ
ろ、豪州におけるジェネリック・スキル導入の起源と背景が見え

てきました。

　導入の出発点となったのは、1992年に出されたマイヤー・レ
ポート（Mayer Report）です。この報告書では、産業界側が必
要とするコンピテンシーを調査した結果、 　のような7つのキ
ー・コンピテンシーを設定しました。2002年のレポートでは、
それが拡張された形のエンプロイヤビリティ・スキルの枠組み

ができました。Curtis氏は、キー・コンピテンシーの背景には人
的資本論があるといいます。人々に対する教育・訓練を、経済成

長のための投資と見る経済理論です。オーストラリアの教育制

度は全般的に産業界側の視点が反映されているそうです。

　キー・コンピテンシーは産業界と密接に結びついた職業教育

訓練セクターにいち早く導入されました。州立の職業教育訓練

学校であるTAFE（Technical and Further Education）で
は、各産業が自ら必要なコンピテンシー・スタンダードを明記

したトレーニング・パッケージ（Training Package）をもとに
教育が行われます。そこにキー・コンピテンシーも導入されま

した。

　一方、自律的な機関である大学への導入はやや遅れましたが、

政府の働きかけもあり、現在では多くの大学が卒業生に習得し

ていてほしい特性（Graduate Attributes）を設定しています。
これは、ジェネリック・スキルを含むさらに広い概念（国際的視

野や社会的責任などを含む）です。

　さて、ジェネリック・スキルが教育に導入されると、そのアセ

スメントが必要になります。南オーストラリアTAFEのRob 
Denton氏は、Curtis氏と共同で、心理学的理論を背景とした自
己アセスメント・ツールを開発しました。米国のジェネリック・

スキル育成で有名なアルベルノ大学でも好評価を得たそうです。

ジェネリック・スキルのひとつである課題解決力を例にとると、

このアセスメント・ツールでは学習者自らが解決すべき課題を

設定し、解決方法や実行過程を自ら振り返って評価することが

できるため、分野横断的に使用できるという点が画期的です。

このツールは、以下のウェブサイトで紹介されています。

　

　各セクターの温度差はあるものの、オーストラリアでは全国

的にジェネリック・スキルの重要性が認識され、その育成に力

が入れられているようです。日本にいる私たちはどのような形

でジェネリック・スキルを導入していくべきなのか、考えさせ

られます。（CRET研究員：中田 麗子）

     In 2008, CRET has been working on research on the skills needed for adults in the 21st Century. In 
Australia, those generic skills are called Key Competencies (Mayer Report, 1992), or Employability Skills 
(ACCI-BCA Report, 2002), and have been implemented in various education and training institutions. In 
vocational colleges (TAFE: Technical and Further Education), Key Competencies are implemented in 
Training Packages which list the competencies needed in each industry. In universities, generic skills are 
incorporated in so-called "Graduate Attributes". A self-assessment tool for generic skills has been developed 
by Mr. Rob Denton (TAFE South Australia) and Dr. David Curtis (National Centre for Vocational Education 
Research). The assessment tool is introduced on the following website: 　http://linkup.tafesa.edu.au/

http://linkup.tafesa.edu.au/



　現在、東京都高等学校国語教育研究会（都国研）の依頼を受け、学力テスト（2006～2008年度、都国研学力テスト作成委員会）を分析していま
す。偏差値や正答率にとどまらない理論的な分析を提供することで、現場の先生方の指導のお役に立てると考えています。結果については11月
に催される全国高等学校国語教育研究連合会研究大会で発表する予定です。詳細が決まりましたら、CRETのウェブサイトで改めてご案内いた
します。（CRET研究員：須永 正巳）

　昨年度から取り組んでいるチームワーク力の測定研究の対象を子どもから社会人へと広げ、日本人とアメリカ人のチームワークに対する概念調

査を進めています。チームワーク力の研究は海外文献が多いため、今後それらを参考に妥当性の高い尺度開発を行ううえでも、文化的な概念差を考

慮することは重要です。概念調査の結果を受け、尺度開発、データ収集と研究を深め、学会でも発表をしていきます。（CRET研究員：横井 理絵）

　ニューズレター第6号でご紹介した、縦書きによる長文読解のために研究を進めているCBT用のインタフェースを、国際学会ED-MEDIA*6

で発表しました。日本語用のものであったにもかかわらず、他言語にも共通する課題として、3名の英語圏の研究者から質問や提案がありまし
た。今後も引き続き、コンピュータ入力の自由記述式テストへの影響や、数学の途中式への対応などの研究を進め、自動採点技術と連携したテ

スト環境の実現をめざしていきます。（CRET研究員：谷内  正裕）
*6　学会正式名称は、World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2008（発表論文名は、研究発表・論文
のご紹介のコーナーをご参照ください）

http://www.cret.or.jp info@cret.or.jp 

　今号から新設のこのコーナーでは、CRET研究員の研究発表・論文や、CRET研究員が注目している最新論文をご紹介します。CRETの研究動
向についての学術的知見を共有する場を提供していきます。

・柳井晴夫・石井秀宗　(2008). 大規模学力テストと学ぶ力に関する研究をめぐって 日本児童研究所（編）　児童心理学の進歩VOL.47　金子書房　2008年版
　第3章　pp. 57-86.　
・Yachi, M., Nakajima, K., Yanagisawa, M. & Akahori, K. (2008). Zooming and Scrolling Interface for Computer-based Reading Test. In 
Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2008. Vienna, Austria, pp. 1623-1633.

・Analysis of the data of the achievement test results in high school students, requested by the Tokyo-to Kotogakko Kokugo 
Kyoiku Kenkyukai (Tokyo High School Japanese Language Education Research Group).

・Research on the conception of teamwork skills among Japanese and American working people, in order to develop reliable 
teamwork skills test items.

・Conference presentation regarding an effective computer interface for assessment using the Japanese language, at ED-MEDIA 
2008, Austria. 

　この本は、「思いやりの関係を築く」ということ

を核として、小中学校の先生方が子どもたちと円

滑にやりとりをするための具体的な方法やコツを

紹介したものである。スキルということを前面に

出すと「スキルを一つひとつ問題にしていたらきりがない」とか「マ

ニュアル人間をつくることにならないか」といった批判がなされが

ちであるが、人の行動や思考の自動性・無意識性ということから考え

ると、いわゆる気持ち（姿勢や信念や価値観など）の問題だけでなく、

個々のスキルの学習も重要だと考えられる。そして、型にはまるので

はなく、あくまで参照枠であるという認識のもとに型を学んでほし

いと思う。以上のようなことを再認識させてくれる本である。（兵庫

教育大学大学院教授　吉田 寿夫）

　最新の教育測定に関する総まとめともいえる定

評ある書の第4版である。一般化可能性理論で著名
なR.L.Brennanが監修にあたっている。テストの

理論・実施面・応用面3つの領域について、いわばくまなく触れている。
Brennanが第１章で教育測定の進化と将来について展望しているが、
IRTには批判的なだけにIRTへの言及は少ない。特に、5章の尺度化と
6章の等化が興味深い。扱う領域が広いだけに、興味に応じて分担し、
輪読すると良いだろう。（CRET理事、東京大学名誉教授　渡部 洋）
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