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C-CATの問題アイテム開発サイクル

侯　仁鋒・丸山　浩明

1 ．はじめに
　平成27年度～29年度の科学研究費補助金（基盤研究B・課題番号15H03225・研究代表　侯仁鋒）に
よって、「コンピュータ適応型中国語テスト」（C-CAT：Chinese Computerized Adaptive Test）を
研究開発してきている。本テストは、現在は試運転の段階にあり、調整、改善を経て平成30年度から
本格的な運用を始めることになっている（http://www.c-cat.top）。
　本テストの開発動機、準拠理論、受験対象の位置づけ、CATの仕組み、テストシステム構成など
については、以下のものを参照されたい。
　①コンピュータ適応型中国語テストについて
　　侯仁鋒　今井新悟  中国語教育学会14回全国大会発表 2016. 6 . 5
　　（http://researchmap.jp/?action=cv_download_main&upload_id=112405）
　② 計算機自適応性漢語考試的開発研究－以詞彙試題開発為例－（コンピュータ適応型中国語テスト

の開発について－語彙問題アイテム開発を例にして－）
　　（http://leo.aichi-u.ac.jp/~jiten/pdf/word-vol 5 /04.pdf）
　　侯仁鋒　浅野雅樹　丸山浩明　『日中語彙研究』 5 号　2016
　③計算機自適応性漢語考試的開発（コンピュータ適応型中国語テストの開発について）
　　侯仁鋒　今井新悟　丸山浩明　『海外華文教育』（86） 3 　2017
　以上の 3 本で、コンピュータ適応型中国語テストとは何かという全体のイメージが理解されると思
われる。
　そこで、本文では、主に問題アイテムの開発について述べたいと思う。C-CATは、大きく捉えれば、
システム本体と問題アイテムバンクの二つの部分からなっていると言える。すでに開発済みのシステ
ム本体は、中国語問題アイテムに合うように一部改変する必要があるが、専門業者による委託業務で
あるので、本文では触れないことにする。一方、問題アイテムバンクは、本テストの要と位置づけら
れ、テストの妥当性や信頼性を確保する最も大事な部分である。その問題アイテムバンクに格納され
ている問題アイテムは、テストを構成して能力（成績）を測る物差しであり、その尺度をなすのは個々
の問題アイテムであるため、テストの正確さが問題アイテムに左右されることは言うまでもない。以
下はこの問題アイテムをどのように開発してきたかについてまとめてみたい。

2 ．言語能力と測定分野
　テストデザインでは、テストの受験対象をはっきりさせた上、次に何を測るかという測定分野を決
めなければならない。
　中国語能力と言っても色々な側面があるはずである。まず語彙、文法などの言語知識なのか、「聞く」、

「読む」のような受容に関わる能力なのか、「話す」、「書く」などの産出に関わる能力なのか、或いは
言葉を使う課題遂行能力なのか、このように能力の種類（側面）は様々である。
　一方、テストというのは、学習（所定）内容全体の中から、サンプルを抽出し、それを使って受験
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者の能力を推定するものであるので、C-CATも例外ではなく、図のように、一般的な中国語におけ
る言語知識と受容能力（理解能力とも言う）についてテストする。具体的な理由は次節で触れるが、
主にテストの規模や手段（方法）などによる制約があるためである。

　このように、本テストは、聴解、語彙、文法、読解という四つのセクションで、学習者の一般中国
語能力を測定する。

3 ．テストの準拠とその基準（目安）
　測定分野を決めてから、問題アイテムを作るにあたり、問題作成基準を設定しなければならない。
これは、テストの内容的妥当性を確保するためにも必要不可欠である。即ち、語彙表、文法リストな
どを決めなければならない。

3 ．1　語彙表準拠とその基準
　本テストは自家用語彙表を作成せず、以下の既存の研究成果を利用することとした。
　①「高校中国語教育のめやす」平成11年度版　　全国高等学校中国語教育研究会
　　　基礎語彙718
　　　初級文法
　　　挨拶文、教室用語
　②「中国語初級段階学習指導ガイドライン」　中国語教育学会　2007年 3 月
　　　基礎語彙1000（第一表600、第二表400）
　　　初級文法
　　　挨拶文、固有名詞（少量）
　③「新汉语水平考试大纲」（HSK） 1 � 6 级词汇表  国家汉办/孔子学院总部 编制 2010

　以上の三つを利用する理由は、日本人中国語学習者が本テストの主な受験対象であるため、①②を
基準とし、加えて③は大規模データベースの調査による語彙表で、現代中国語常用語彙をよく反映す
る語彙表と評価されているためである。この三つの語彙表について調査した結果 １ ）、①と②の語彙
のほとんどがHSKの 3 級までの語彙表に含まれていることが分かった。従って、利用に当たっては
HSKの語彙表を主とすることとした。
　また、本テストでは、以上の三つの語彙表にない新しい語彙も一部採用した。例えば、インターネッ
トやSNSに関する現在の社会を反映する語彙、及び日本語の固有名詞である。これは本テストの特色
になっていると考える。
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3 ．2　文法リスト準拠とその基準
　文法は、言語能力を構成する重要な知識であり、ほとんどのテストの測定対象になっている。本テ
ストは以下のものを基準としている。
　①上述した①と②の初級文法リスト
　②新HSK文法リスト
　具体的に以下のように扱っている。

表 1

新HSK文法リスト 1 級 2 級 3 級

CEFR 2 ）相当 易（A 1 / 2 ） 中（B 1 / 2 ） 難（C 1 / 2 ）

　文法問題アイテムは以上の範囲内で開発する。

3 ．3　聴解の基準（目安）
　①テキスト（課題文）
　　 　会話要素のあるテキストを使う。主に会話文を用いるが、自己紹介、説明、談話、講義などの

ような独話も扱う。前者は初級に、後者は上級に多用するように工夫する。
　②テキストの長さ
　　 　テキストの長さは、初級、中級用は30秒以内とし、男女の会話の設定で、 3 回か 4 回ターンの

程度とする。上級用は 1 分間以内とする。
　③話題
　　 　話題は、日常生活、大学生活、天気、交通、社会一般など、誰でもよく触れるようなものとす

る。
　④測定ポイント
　　 　聴解の測定ポイントは、内容理解、情報キャッチに重きを置き、言葉遣いや文法を測定しない。

例えば、主に、時間、場所、誰、何、数量、行動、原因、理由、主張、趣旨などの視点から出題
して情報獲得と理解の能力を測定する。

　⑤出題視点
　　 　一テキスト 1 問で、特に上級では、テキスト全体が聞き取れなければ答えられないような問題

アイテムを開発するため、主に、主題・テーマ・主張に沿って問題を設定する。
　　　問題設定では、否定疑問文を使わない。
　　　記憶の負担が大きすぎる問題を避ける。
　　　相当な計算を要する問題を避ける。
　⑥その他
　　　錯乱肢は簡潔に同質に（難易度、表現スタイルがほぼ同じ）作成する。
　　　聴解では、当該語彙表以外の語彙と文法をできる限り避ける。

3 ．4　読解の基準（目安）
　①文体（文章のスタイル）
　　 　テキスト（課題文）は、文体の要素を考慮に入れる必要があり、多様性を原則として採用する。
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初級・中級は、記述文、書面記録などで、上級は論説文、物語などを採用する。
　②話題
　　 　テキストの話題も、多様多彩を基調として採用する。例えば、人文社会一般、学生も一般人も

読める科学報道文、新聞記事、ブログ、小説などである。ただし、以下のような内容と課題設定
を避ける。

　　　特殊な中国事情についての知識がなければ答えられないような内容を避ける。
　　　偏見を感じさせるものを避ける（文化差、世代差、性別差など）。
　　　宗教と政治に関するもの及び暗く不快感を与える内容のものを避ける。
　　　悲観的、悲壮的な内容を避ける。
　③切り取り
　　 　テストの時間制約などにより、その文章を全体で採用するより、一部分だけを切り取って使う

ことが多いので、この場合、全体の意味を損なわない、誤解を引き起こさないように気をつける。
　④テキストの長さ
　　　長さは、初級30字～ 100字、中級50字～ 300字、上級150字～ 500字を目安とする。
　⑤原文のままで利用
　　　テキストを改変せずに、そのまま、いわゆる自然言語を利用して問題アイテムを開発する。
　⑥出題視点と測定ポイント
　　 　一文章 1 問とする。この設問形式を用いるのは、IRTによるコンピュータ適応型テストの特性

に求められるためである。ゆえに文章全体が分からなければ答えられないような問題を設ける。
主に、文字による情報キャッチ、テーマ把握、趣旨理解、主張判断、意味順序把握、内容発展予
測などの能力を測定する。従って、文法、語彙の使い方の問題を出題しない。

　⑦注
　　 　読解では、該当語彙表以外の語彙は、解答に関わるキーワードとなる場合、日本語と英語の両

方で注をつける。
　⑧出典明記
　　　テキストの出所を明記する。著作権の把握と自然言語の確保のためである。
　⑨漢字の使用
　　 　固有名詞の漢字は、その字が該当級語彙表に含まれるなら、そのまま使ってよい。含まれてい

なくても、キーワードにならない限り、使用可とする。
　⑩難度を上げて開発
　　 　読解では、日本語も中国語も共に漢字を使っており、語彙としても共通しているものが少なく

ない現実を勘案して、やや難しいものを使ってもよい。
　⑪その他
　　　錯乱肢は簡潔に同質に（難易度、表現スタイルがほぼ同じ）作成する。

4 ．細目表の設定
　基準などを決めてから、開発の流れとしては、テスト細目表を設定しなければならない。言語テス
トは、つまるところ、多く（学習或いは所定内容全体）の中からサンプルを抽出して、それをテスト
に作成して受験者のレベルを測るわけであるから、このサンプル抽出の妥当性や代表性を確保するた
めに、出題細目表の設定は必要不可欠である。具体的にいうと、第一に、上述した開発目標を明確に
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した上、維持していくためである。第二に、出題の盲目性の回避、計画性の増強をするためである。
第三に、学力全体（或いは学習内容全体）を偏りなく、満遍なく取り出して評価するためである。
　従って、アイテム開発に当たって、様々な角度から細目表を設定した。例えば、級別難易度配置表、
語彙部門の細目表、文法部門の細目表、聴解タスク表、読解タスク表などである。アイテムの内容を
公開できないので、ここではただ例としてそのフレームと枠だけを示しておく。

表 2　听力试题难易比例及其取词范围（150、300等为词数）

1 级

150

2 级  300

+150

3 级  600

+300

4 级 1200

+600

5 级 2500

+1300

6 级  5000

+2500

易 中 难

100%

90%+ 10%

100%

90%+ 10%

100%

90%+ 10%

40 45 15

对话90% 讲话10% 对话85% 讲话15% 对话75% 讲话25%

表 3　试题编写分担及其题型比例

20题

易 中 难

7 8 5

对话90% 讲话10% 对话85% 讲话15% 对话75% 讲话25%

6 1 7 2 2 2

表 4　語彙部門の細目表

CEFR相当 読み方 空欄埋め 類義弁別

初
級

A1 你…… 吃…… 爸爸……

A2 　…… 　…… 　　……

中
級

B1 　…… 　…… 　　……

B2 　…… 　…… 　　……

上
級

C1 　…… 　…… 　　……

C2 　…… 　…… 　　……
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　紙幅の都合でその他を省略するが、このような形で、問題アイテム開発の方向性、バランス、内容
の代表性などを維持しながら開発を進めた。

5 ．問題アイテムの開発
　上で述べてきた方針、基準、範囲などに基づいて、具体的な開発を始めた。

5 ．1　開発チーム
　問題アイテムは、研究分担者が作成するだけでは、その内容や視点などの多様性が限られ、量的に
も保障しかねるので、研究分担者に加えて、日本の大学で中国語を教えているネイティブスピーカ（中
国語母語話者）のアイテムライターを12名要請して、総勢18人（研究分担者 5 人、アイテムライター
13名）で、日中協力の体制（日本人中国語教師 4 人、ネイティブスピーカ14人）により、問題アイテ
ム開発に当たった。

5 ．2　問題アイテム開発の研修
　研究分担者、アイテムライターが集まり、問題アイテム開発の研修を行った。問題アイテム開発マ
ニュアル、各セクションのプロトタイプなどを説明し、作成のトレーニングをした。特に、コンピュー
タの特性を活かした、画像（絵・写真・イラスト、グラフなど）や音声を利用するマルチメディア問
題の開発を意識して、より真正性の高いテストを目指し、紙媒体のテストでは実現できないタイプの
設問を開発するように、マルチメディアのスキルも研修した。

5 ．3　中間発表による修正と改善
　問題アイテム開発がスタートして終了までの 1 年間あまりでは、聴解と読解の開発について、中間
発表を 5 回行った。以下は、第 1 回目（2015年 8 月17日）と 2 回目（2015年 9 月11日）の中間発表会
の議事録の抜粋であり、中間発表が良質な問題アイテム開発の確保にいかに役立ったかが分かるので
はないかと思われる。
　抜粋①
　　　三、収穫
　　　 　17日10時から17時30分まで、田先生の作成したリスニング20問、陳先生の作成したリスニン

グ20問について、一問一問と検討を加えながら、修正をしました。
　　　 　①アイテムのテキストについて、現実にありそうなシチュエーションの設定、話し言葉の確

保、自然な中国語と初・中級学習者のレベルを勘案して適当な表現を選定するといったところ
は、良質なアイテム作成の前提であると、検討、修正の作業を通してまずはこれを守らなけれ
ばならないと大前提として固めました。

　　　 　②テキストの内容を十分に把握したうえで、何について聞けば、受験者が聞き取れるかどう
かを判断できるということを想定しながら、設問を設置する必要があると改めて認識し、実感
しました。

　　　 　③選択肢の作成は、同質の上に簡潔でなければなりません。そして、イラスト、写真、動画
の利用の開発に挑戦しようという意志がありました。

　　　･･････
　　　 　今回の中間発表を通して、アイテムの方向性と質の確保をするために、中間発表は質のアッ

102



県立広島大学人間文化学部紀要　13，97-111（2018）

プにつながって、必要であるとつくづくと感じましたので、また、このような小規模の中間発
表を企画しようと考えています。

　抜粋②
　　　三、問題点と改善
　　　 　①常に学習者のレベルを念頭に入れながら、開発しなければならない。母語話者なら当たり

前の表現だが、学習者にとってハイテクストであったりすれば、理解ができないか難しいとい
うようなことになるので、このようなところに気を付ける必要がある。

　　　 　②アイテムの表現に問題はないが、テキスト（課題文）があまり短すぎて、シチュエーショ
ンの適切な提示が不十分になる。課題文にふさわしいクッションの部分を入れる必要がある。
これにより内容の場面を明確化する。初級レベルでもテキストの長さとしては20秒ほどが好ま
しい。上級のアイテムは30秒ぐらい作成するというのを目安とする。

　　　 　③リスニングなので、独話のアイテムでも、テキストの話し言葉の特質を十分に意識して作
成する。

　　　　④設問は読解のように作成したものがあった。読解と聴解の違いを意識して問題を設定する。

　このように、中間発表を通して、みんなの知恵を出し合ってこそ、良質な問題アイテムが開発でき
るという共通認識があった。

5 ．4　研究分担者によるチェック
　アイテムライターが個別に開発し、中間発表により修正をしながら出来た問題アイテムは、更に研
究分担者が相互チェックを加えた。加えて、本テストの開発と関係のない第三者（有名な中国語学者）
に、言語学の視点から、問題アイテムの妥当性を客観的に評価してもらった。これは問題アイテムの
選定に大いに参考になった。
　このような一連の作業で、良質の問題アイテムの確保ができたと思われる。

5 ．5　問題アイテム開発の実績
　このように一年あまりで、追加開発を含めて、表 5 で示した通りに問題アイテムを開発した。

表 5

部門 数量

聴解 250

語彙 250

文法 250

読解 250

6 ．問題アイテムの例示
　問題アイテムの例をいくつか示しておく。なお、これらはプレテスト実施のため、例として用いて
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いたもので、必ずしも項目分析などで適正と判断された問題アイテムではないことをお断りしておく。

6 ．1　聴解セクションの例
　スクリプト（テキスト）は会話か独話である。
　音声は 1 回しか放送されない。スピードは、初級はゆっくり、中級はややゆっくり、上級は普通の
会話に近い程度で放送される。
　最初は最小限度の場面提示と質問が、その次に課題の会話か独話が放送されて、最後にもう一度質
問が繰り返される（スクリプトを参照）。
　選択肢は、カラーイラストか文字の形で提示される。

　　　　听力理解。听录音回答下列问题。

　　　　

　　　　听力理解。听录音回答下列问题。

　　　　　a．红茶  b．咖啡

　　　　　c．酒   d．果汁

　　　　スクリプト
　　　　　（情景提示）一女一男对话。

　　　　　　　　　　 现在几点了？

　　　　　女：对不起。

　　　　　　　请问现在几点了？

　　　　　男：现在一点半了。

　　　　　女：谢谢。

　　　　　问：现在几点了？

　　　　　（情景提示）一男一女对话。

　　　　　　　　　　 女的喝什么？
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　　　　　男：小陈，你喝点什么？有咖啡、红茶和果汁。

　　　　　女：嗯，就喝杯红茶吧。

　　　　　男：还有酒啊。

　　　　　女：我不会喝酒。

　　　　　问：女的喝什么？

　　　　　正解：（出る順、以下同様）b、a

6 ．2　語彙セクションの例
　　　　选择读音。给下列单词的读音选择一个正确答案。

　　　　　天气

　　　　　a．tiānqì  b．tiánqì

　　　　　c．diānqì  d．diánqì

　　　　词语填空。给下列句子的括号处选择一个正确答案。

　　　　　我们学校的王老师能力很（　　　　），大家都很喜欢他。

　　　　　a．强   b．高

　　　　　c．大   d．多

　　　　词语释义。给下列句子划线词选择一个正确答案。

　　　　　我姥姥家在北京。

　　　　　a．爸爸的妈妈  b．妈妈的妈妈

　　　　　c．爸爸的姐姐  d．妈妈的姐姐

　　　　　正解：a、a、b

6 ．3　文法セクションの例
　　　　选词填空。给下列句子的括号处选择一个正确答案。

　　　　　请问，这（　　　　）衣服多少钱？

　　　　　a．件   b．条

　　　　　c．张   d．枚

　　　　词语插入。每句话前的一词应该插入句中哪个位置？选出一个正确答案。

　　　　　在图书馆 

　　　　　（a）每个星期六上午（b）我和小王（c）都（d）学习。

　　　　词语排序。给划线处选择一个正确答案。

　　　　　我们俩一样高，但　　　　　。

　　　　　a．我比他两岁小
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　　　　　b．我两岁比他小

　　　　　c．我小两岁比他

　　　　　d．我比他小两岁

　　　　　正解：a、d、d

6 ．4　読解セクションの例
　　　　阅读下面文章回答提问。

　　　　 　　刚来这儿工作的时候，谁都不认识，哪儿也不熟悉。每天一个人上班，一个人回家，周末

哪儿也不去。现在（　　　　），我和公司的同事经常一起开车出去玩儿，下班还一起去体育

馆运动运动，每天都特别开心。 

　　　　　问题：给（　　　　）括号处选择一个正确答案。

　　　　　a．更好了

　　　　　b．不一样了

　　　　　c．还是一样

　　　　　d．公司不忙

　　　　阅读下面文章回答提问。

　　　　　　一位老爷爷和他的孙子骑着一头小毛驴，到北村去看朋友。

　　　　 　　刚出村子，迎面走来了一个中年人，他自言自语地说：“两个人骑一头小毛驴，快把驴压

死了!”

　　　　 　　爷爷听了，立刻下来，让孙子一个人骑，自己在旁边走。没走多远，一个老人看见了，摇

摇头说：“孙子骑驴，让爷爷走路，太不尊敬老人了！”

　　　　 　　爷爷连忙叫孙子下来，自己骑上去。又走了不远，一个孩子看见了，很生气地说：“没见

过这样的爷爷，自己骑驴，让孙子跟在后面跑。”爷爷赶紧下来，和孙子一同走。

　　　　 　　他们来到北村，几个种菜的看见了，说：“有驴不骑，多笨啊！”爷爷摸摸脑袋，看看孙子，

不知道怎么做才好。

　　　　　问题：这个小故事要告诉人们什么？

　　　　　a．无论做什么事，公平最重要。

　　　　　b．不要在乎别人说什么，走自己的路。

　　　　　c．无论做什么事，都要多听别人的意见。

　　　　　d．不了解具体情况，最好不要说三道四。

　　　　　参考解答：b、b

7 ．プレテスト
　これまでに述べてきたように、専門家による質的な検討を経て残った問題アイテムを使って、複数
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のテストセットを作った。その中に等化を行うためのアンカーアイテムを入れた。これを想定される
C-CATの受験者分布に近いサンプル集団に受験してもらう。これをプレテストと呼ぶ。

7 ．1　テストセットの構成
　日本の大学で実施するという一コマ90分を勘案して、以下のように、1 プレテストセットを組んだ。

表 6

部門と数量 数量配置

聴解20問 問題アイテム14問＋アンカー 6 問（易中難各 2 問）

語彙20問 問題アイテム14問＋アンカー 6 問（易中難各 2 問）

文法20問 問題アイテム14問＋アンカー 6 問（易中難各 2 問）

読解20問 問題アイテム14問＋アンカー 6 問（易中難各 2 問）

　これで分かるように、 1 プレテストは、80問＝（56＋24）となっており、90分間で実施する。

7 ．2　プレテストの数
　表 7 に示すように、プレテストは10セットを用意した。

表 7

級別 数量

初級
上 2

下 3

中級 3

上級 2

合計 10

　初級、中級のプレテストが多いのは、日本では中国語学習者に初・中レベルの人が圧倒的に多いた
めであり、また、それに合わせて問題アイテムを開発した結果だと言える。

7 ．3　プレテストの実施実績
　本来、プレテストは本試験と同じ条件・同じ環境で実施すべきであるが、一斉に実施する大規模な
コンピュータルームの確保、受験者の大量動員などの制約、また、個人によるWEB上の受験が可能
だが、監督不在のため、その信頼性が保証できないので、WEB上でのプレテストの実施は仕方なく
諦めた。その代わりに、音声はCD、その他は紙媒体で実施した。サンプル集団を実際の集団の分布
に近づけるため、国内の中国語学習者を中心に、初級・中級・上級を広範囲で実施した上、海外（中
国で勉強する）の外国人中国語学習者にもプレテストを実施した。実績は以下の通りである。
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表 8　プレテスト実施データ一覧

級別 テストコード 実施校数 人数

初級

上
　09 8 275

　10 8 267

下

　01 8 （1） 273

　02 9 （3） 262

　03 9 （2） 246

中級

04 10（2） 267

05 10（1） 257

06 10（2） 271

上級
07 10（3） 257

08 9 （1） 256

計 2,631

　国内では大学27校、専門学校 1 校、海外では大学 5 校（22 ヶ国の中国語学習者）、受験者合計 2 ,631
人を対象にプレテストを実施して、解答データを取得した。

8 ．解答データ解析
　プレテストで取得した解答データを使って、筑波大学今井新悟（研究分担者）先生を中心に、問題
アイテムのパラメタ（指標）の算出を行った。

8 ．1　採用モデル
　項目応答理論には、一つのパラメタ（困難度）を用いる 1 パラメタモデル、二つのパラメタ（困難
度、識別度）を用いる 2 パラメタモデル、三つのパラメタ（困難度、識別度、疑似正答確率）を用い
る 3 パラメタモデルなどがある。それぞれに特徴があり、推定の正確度では 2 パラメタが優れている
という説もあるため、また先行研究J-CATは 2 パラメタのシステムを構築して、安定且つ正確に機能
しているので、C-CATでも基本的にこの 2 パラメタシステムを援用することにした。

8 ．2　問題アイテム等化とそのパラメタの算出
　C-CATは、項目応答理論によって構築されるシステムであり、項目応答理論ではロジット得点を
使う。これにより、古典テスト理論では不可能な、問題アイテムの等化が可能になる。これが前提で、
上述したことからでも分かるように、プレテストは10セットもあり、即ちアンカー以外は問題アイテ
ムがそれぞれ異なっているし、しかも、異なる受験者集団で実施した。そのため、プレテストで取得
した解答を等化していく作業をまず行った。
　これをベースにして、専用ソフトを使って、プレテストの回答バターンを解析した。更にこのデー
タについて、多角度でシミュレーションをし、確認を繰り返して、個々の問題アイテムのパラメタと
しての困難度と識別度が得られた。膨大な計算と繰り返しの作業で、ほぼ 3 週間の時間を要した。確
実な困難度と識別度の獲得は、専用ソフトによる膨大な計算、繰り返しのシミュレーション、専門的
作業者の長期のデータ検証による総合的な結実である。
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8 ．3　問題アイテム選定とアイテムバンクへの格納
　問題アイテムの選定は、主に前節で述べたように得られた識別度と困難度のパラメタ（指標）に基
づいて行った。
　①識別度による選定
　　 　識別度は、その問題アイテムがどの程度受験者間の能力の違いを識別できるかという指標であ

る。理論上では－無限大から＋無限大の値を取り、高いほどよいのだが、では、この識別度がど
の程度なら、「良い」アイテムなのかというと、それは高ければ高いほどよいとしか言えない。「良
い」と「悪い」の線引きをどこでして、「悪い」アイテムを削除するかは、アイテム作成コスト、
アイテムバンクのサイズ、テストの時間などを勘案して設定する。このような認識に基づいて、
選定は0.3を基準として、それ以下を落とすという形でまず問題アイテムを選定した。

　②困難度による選定
　　　これで選定した問題アイテムを更に困難度で選定していく。
　　 　困難度は、理論上は 0 を中心として、－無限大から＋無限大まであり得るのだが、実際には、

－3.0＋3.0にほぼ収まる。その範囲外になる問題アイテムは数問のみであり、識別度がよいので
採用した。

　　 　また、一様分布になることを目指す。つまり、困難度の低い簡単な問題アイテムから困難度の
高い難しい問題アイテムまでが満遍なく均等にあるアイテムバンクが理想的である。しかし、日
本人の中国語学習者のレベルに合わせて問題アイテムを開発したので、実際には、初級から中級
までの困難度の問題アイテムが多くなる。このあたりの困難度の問題アイテムが多いということ
は、受験者の集まるレベルの精度が高くなることを意味する。そうは言っても、受験者の比較的
に少ないレベルの問題アイテムが少なくていいということではないので、意識して困難度の低い
問題アイテムも、困難度の高い問題アイテムもある程度確保する形を取った。

　③選択肢の被選択率による選定
　　 　また、困難度を見るとき、すべての問題は 4 択の問題アイテムで、その 4 つが均等に選ばれて

いる場合に最も値がよくなる。逆に全員が同じ選択肢しか選んでいない場合（それが正解か誤答
かに関わらず）に最も悪くなる。また、錯乱肢としてもそのうちの 1 つがあまり選ればれていな
い（ 5 ％以下）場合も、困難度も識別力も望ましくないことを意味するので、このような問題ア
イテムも使用しないことにする。

　このような作業と段取りを経て選定した問題アイテムをアイテムバンクに貯めていく。

9 ．終わりに
　C-CATにおいては、級分けを行わない。受験者に対する結果はワンスケールの点数で示す。また、
その点数の基となる各問題アイテムの難易度は、アイテムライターの意図にも関わらず、すべてプレ
テストを経て統計的に決定される。しかしながら、問題アイテム作成時には、難易度を予測して、バ
ランスよく開発することが求められる。以上述べてきたことは正にこれを叶えるための作業のサイク
ルである。
　このサイクルにおいて、上述してきたような手続き、段取りを踏んで作成した問題アイテムでも、
プレテストの結果、望ましくないものもあった。テストの良質を維持するため、時間も手間もコスト
もかかったが割愛した。良質の問題アイテムの産出はいかに難しいか、開発チーム一同の共通認識で
あった。
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　テストは何をどのように測定するかということであると簡略に定義してもよいかと思われる。
C-CATにおけるこの「何をどのように」について、「何を」は、明確な出題基準と出題細目表などに
より保障することができたかと思われる。「どのように」は、CATの制約で 1 題 1 問という形になっ
ているので、このCATの方式の特長を生かして、特に聴解と読解では、課題文全体が分からないと
答えられないという指針で問題アイテムを開発した。このような問題アイテムこそ、受験者の全能力
を測定できる可能性が高いと考えられる。

注：
1 ）侯仁鋒・申荷麗（2015）「教材・測試与日本漢語教学初級階段詞表詞汇的相関性考察」（『海外華

文教育』（77）4 　548-554 ）を参照されたい。
2 ）CEFRとは外国語の語学力を評価する国際的な指標である。Common European Framework of 

Reference for Languagesの略で、ヨーロッパで作成され、主に欧米で広く使われているが、指
標として世界的に重要視されつつある。
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Abstract

C-CAT Test Item Development Cycle

Hou Renfeng・Maruyama Hiroaki

摘要

　　从总体上来说，计算机自适应性汉语考试系统由两大块组成，一块是在线计算机运行平台，另一块

就是试题库。而试题库是由每一道试题组成的，能进入试题库的试题，必须是经过检验了的、达到标准

的、具有科学性的试题。本文主要阐述了开发这种试题的过程，主要做法是，为了确保考试的效度和信

度，首先制定严格的考试范围和试题开发标准，进而从多角度制定试题细目表，以确保试题命制的大方

向和试题有良好的代表性。组建以测试专家为首的、有在一线教学了解教学实际情况的教师参加的开发

团队，分工合作，集思广益，力求试题精益求精。进行大范围的预测，根据相关理论，对多个版本的试

题进行等值，进而通过获得的参数，对试题进行分析筛选，合格的纳入题库。
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