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寺尾尚大 1，安永和央 2，石井秀宗 1，野口裕之 1

1名古屋大学，2日本学術振興会，東京大学

　本研究の目的は，多枝選択式の英語文章読解テストにおける錯乱枝の選択率が能力別にみてどのように異なるか検討
することであった．研究 1では，英語文章読解テストにおいてどのようなものが錯乱枝になりうるか質的に検討するた
め，調査協力者 16名に対し，私立大学入学試験問題の多枝選択式・英語文章読解テストで出題された問題を用いて，
誤答選択枝のそれぞれについてコメントを収集し，コメントの結果をもとに錯乱枝の要因・水準を作成した．研究 2で
は，大学生の受検者 366名に英語文章読解テストを実施し，能力別にみた錯乱枝の効果を検討した．多項ロジスティッ
ク回帰分析および残差分析の結果，能力低群では文章中に記述がなく否定語や因果関係を用いた錯乱枝を選ぶ者が多
かった一方，能力中群では文章中に記述があり否定語や因果関係を用いた錯乱枝を選ぶ者が多かった．また，能力高群
では文章中に記述があり対義語を用いた錯乱枝を選ぶ者が多かった．本研究の知見から，実際の英語文章読解テストに
おける誤答選択枝のもっともらしさが能力別に異なる可能性と，多枝選択式の項目作成にかかる労力を軽減できる可能
性が示唆された．
　キーワード：多枝選択式，英語文章読解テスト，錯乱枝，項目分析
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This study aims to examine the effect of attractive distractors depending on examinees’ proficiency. In Study
1, 16 participants were required to comment why each distractors are incorrect such as to determine the structure
of attractive distractors, using entrance examinations administered before in private universities in Japan. In Study
2, 366 examinees took multiple-choice reading comprehension tests in English. Multinomial logistic regression
analysis and the analysis of residual deviance revealed that low proficiency group chose distractors which included
negative expressions and included causality without description in the passage, while middle proficiency group chose
distractors which included negative expressions and causality with some descriptions in the passage. It was also
evident that in the high level, examinees chose distractors using antonyms with some descriptions in the passage.
Implications to item writing were discussed.
　 Key Words: multiple-choice tests, reading comprehension tests in English, attractive distractors, item analysis
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1 問題

1.1 本邦の入学試験における項目作成の
現状

　現代では，さまざまな場面においてテストが用いら
れる．例えば，選抜や資格認定，生徒の理解度の確認
などが挙げられる．その中でも，とりわけ入学試験に
用いられるときに，社会の関心がテストに集まる．
　入学試験はハイステークスなテストのひとつであ
る．ハイステークスなテストとは，個人の処遇を左右
するようなテストを指す．テストには受検者の能力を
精度よく測定することが求められるが，ハイステーク
スなテストでは受検者の能力を精度よく測定すること
がより強く求められると考えられる．なお，「テスト
を受ける者」は一般的に「受験者」と表記されるが，
本研究では日本テスト学会編 (2007) のテスト・スタ
ンダードに準拠し，「受検者」と表記する．
　テストが受検者の能力を精度よく測定する道具とな
るためには，テスト実施前に使用する予定の項目の統
計的性質を確認し，テストに含める項目を取捨選択す
る作業が欠かせない．TOEFLなど海外で開発されて
いるテストでは，将来使用する予定のテスト項目の統
計的性質を確認する目的で，本試験のテストに使用予
定の項目を混ぜて予備調査を実施していることがある
(野口・大隅，2014)．一方で，本邦のテストでは，受
検者に対する公平性の観点からテストの実施前に項
目を露出することが難しいため，テスト本番で用いる
項目に対して予備調査を実施することが実質的に不
可能である．そのため，本邦では項目分析を事後的に
行い，項目の統計的性質を明らかにすることで今後の
項目作成に生かすという取り組みが行われている．荒
井・椎名・小牧 (2010) は，法科大学院適性試験の本
追試験の等化を行った結果，本試験よりも追試験のほ
うが難しい傾向にあることを報告している．また，本
試験と追試験の年度間等化を行った結果，等化後の換
算得点を用いた場合よりも追試験の素点を用いた場合
に，中程度の能力をもつ受検者の順位が得点の下がり
幅以上に下がることが示されている (荒井・椎名・小
牧，2010)．このように本邦では，本番で使用するテ
スト項目の予備調査を行うことが困難であるため，本
番のテストを実施するまで項目の統計的性質を知るこ
とができない．入学試験をはじめとするハイステーク
スなテストにおいて，ベストな項目をテストに含める
ことができない現状は，本邦のテストが抱える深刻な

課題である．
　さらに，事後的な項目分析が今後のテスト作成に対
してどの程度有用な情報を提供しうるかという点も課
題である．事後的な項目分析がその後の項目作成のガ
イドラインとして機能すれば，入学試験をはじめとす
るハイステークスなテストがより質の高いものにな
ることが考えられるが，その知見が集約されて項目作
成に活用されているという報告は見られない．その原
因は，事後的な項目分析から得られた知見から，なぜ
その項目が受検者にとって難しかった（あるいは易し
かった）のか，なぜその項目が受検者の能力を識別で
きた（あるいは識別できなかった）のかということに
関する示唆が得られにくいためであると推測される．
したがって，項目を実験的に操作した上で項目の統計
的性質について議論する必要があると考えられる．

1.2 多枝選択式テストにおける項目作成
　入学試験を全国的な規模で実施する場合は，受検者
が膨大な数となる．このような大規模テストでは，多
枝選択式テストが多く用いられる．多枝選択式テスト
とは，複数の選択枝の中から正答選択枝を選び，選択
枝の番号を解答する形式のテストとして知られてい
る．なお，「設問に対する答え」は一般的に「選択肢」
と表記されるが，本研究では日本テスト学会編 (2007)
のテスト・スタンダードに準拠し，「選択枝」と表記
する．
　多枝選択式テストは，採点が簡便である一方，項目
を作成する際には多大な労力と時間がかかる．Hala-
dyna, Downing and Rodriguez (2002) が提案した多枝
選択式テストの項目作成ガイドラインでは，大きく四
つの事項に関して注意が必要であると指摘されてい
る．具体的には，内容に関するガイドライン (7項目)，
形式やフォーマットに関する事項 (6項目)，設問幹の
作成 (3 項目)，選択枝の作成 (13 項目) が挙げられて
いる．
　多枝選択式テストにおける選択枝はそれぞれ，受検
者の能力に関する情報をもっている．したがって，多
枝選択式テストにおける選択枝がもつ情報を活用すれ
ば，受検者の能力に関するより多くの情報を手に入れ
ることができる．実際，多枝選択式テストにおける選
択枝すべてをモデルに含めることで，受検者の能力の
推定精度が向上することが示されている (平井，1993；
廣瀬，1999)．多枝選択式テストにおいて，段階反応
モデル・名義反応モデルともに 2パラメータ・ロジス
ティックモデルよりも項目情報量が大きくなることが
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明らかにされている (平井，1993)．また，複数回解答
できるテストにおいて，正答選択枝を選択するまでに
至る解答経路を利用することで，受検者特性値の推定
精度が向上することが報告されている (廣瀬，1999)．
以上に見るように，それぞれの選択枝がもつ受検者の
能力に関する情報を駆使すれば，受検者の能力を精度
よく測定することができると考えられる．ただし，ど
のような選択枝が受検者特性値の推定精度を向上させ
るのかについては明らかにされていない．
　 Haladyna, Downing and Rodriguez (2002)は「誤答
選択枝をもっともらしくすること」が必要であると指
摘している．本研究では，受検者が選びやすい誤答選
択枝を「錯乱枝」と呼ぶ．錯乱枝が正答以外の選択枝
すべてを指す場合もあるが (野口・大隅，2014)，本研
究では誤答選択枝の中でも，受検者が選びやすいもの
を錯乱枝と呼ぶこととする．
　錯乱枝を誤答選択枝に含めると，テストの統計的
性質が改善されるという知見が得られている (e.g.,
Drum, Calfee & Cook, 1981; Haladyna, Downing &
Rodriguez, 2002)．例えば，錯乱枝がテスト項目の中
に多く入っていると，能力の低い受検者が正答選択枝
を選ばなくなるので，項目困難度が下がりすぎるのを
防ぐことができる (Drum, Calfee & Cook, 1981)．そ
の結果，能力の低い受検者は誤答し，能力の高い受
検者が正答するような項目になるため，項目識別力
が高くなる (Haladyna, Downing & Rodriguez, 2002)．
以上のことから，よいテスト項目を作成するためには
錯乱枝となるものを多く用いることが重要であること
がわかる．

1.3 英語テストにおける錯乱枝の効果
　ハイステークスなテストの代表格である大学入試
センター試験では，英語（筆記）の受検者数が最も多
く，2014年度本試験における英語（筆記）の受検者数
は 525,217 名であり，全受検者の 98.8% が英語（筆
記）の試験を受検していたことになる (大学入試セン
ター，2014)．また，2015年度国家公務員採用総合職
試験においても，TOEFLや TOEIC，IELTSのスコア
を活用することが決定された (人事院，2013)．このこ
とから，ハイステークスなテストに英語テストが多く
用いられていることが見て取れる．
　英語テストにおける錯乱枝の効果を検討するため，
Goodrich (1977) は語彙に関する空所補充問題を用い
た．その結果，文脈に関連した語を錯乱枝としたも
の，対義語を錯乱枝としたもの，類義語を錯乱枝と

したものの選択率が高く，項目識別力が高かったと
報告している．Morimoto (2008)は，錯乱枝の効果が
能力別に異なる可能性を指摘し，英文法に関する空
所補充問題を用いて錯乱枝の効果を能力別に検討し
た．その結果，能力高群の受検者では，正答となる語
と意味的には関連があるが語法などの点で誤りとな
る統語的錯乱枝の選択率が高かった一方，能力低群の
受検者では，正答となる語と意味的な結びつきも連語
関係もない無関連錯乱枝の選択率が高かった (Mori-
moto, 2008)．統語的錯乱枝には，対義語や類義語を
用いて錯乱枝としたものも定義の中に含まれており，
Goodrich (1977) の結果を精緻化する知見が与えられ
たことになる．
　このように，多枝選択式の英語テストにおける錯乱
枝の選ばれ方を検討した研究の多くは，語彙や英文法
に関する空所補充問題を材料としている．しかし，ハ
イステークスなテストに焦点を当てたとき，英語テ
ストの大部分を占めているのは英語文章読解問題で
ある (Brown & Yamashita, 1995;一杉，2007; Kikuchi,
2006)．私立大学の入学試験のうち，難関大学の英語
テストの 68.1%，中堅大学の英語テストの 53.2% が
文章読解問題である一方，文法・語法に関する問題は，
難関大学で 19.0%，中堅大学で 31.7%と，文章読解問
題に比べて割合が小さい (一杉，2007)．したがって，
英語文章読解問題に関する検討が必要であると考えら
れる．
　英語文章読解テストにおける錯乱枝の研究は世界的
に見ても少ない．Drum, Calfee and Cook (1981) は，
多枝選択式の英語文章読解テストにおける錯乱枝が
もっともらしくなるほど項目困難度が上がることを明
らかにした．また，Lin, Chu and Meng (2010)は，受
検者の犯しやすい誤りを反映した錯乱枝の理論的分類
(Distractor Rationale Taxonomy: DRT) に基づいて錯
乱枝を作成し，モデルの検討を行った．錯乱枝の理論
的分類とは，多枝選択式の英語文章読解テストで提示
される選択枝を Level 1～Level 4までの四段階のそれ
ぞれに位置づけようとする枠組みである．錯乱枝の理
論的分類において，Level 1は「文章に関連しない内容
を含む誤答選択枝」，Level 2は「文章中に記述されて
いる事実どうしの関係を取り違えている誤答選択枝」，
Level 3は「分析や解釈を必要とし，正答に比べていく
らか弱い誤答選択枝」，Level 4 は正答選択枝である．
しかし，実際のテストでどのように錯乱枝を作成する
とどの能力層に選ばれやすくなるかという点について
は明確な示唆が得られておらず不十分であるため，能
力群ごとに錯乱枝の選択率を比較する分析 (錯乱枝有
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効度分析；G-P分析)が必要である (Brown, 1996;和田
(訳)，2003；野口・大隅，2014)．したがって，多枝選
択式の英語文章読解問題についても Goodrich (1977)
やMorimoto (2008)のように，錯乱枝となりうるもの
を質的に検討した上で，錯乱枝を実験的に操作しその
選ばれ方を能力群別に検討するような詳細な研究が必
要であると考えられる．以上を踏まえ，本研究では多
枝選択式の英語文章読解テストにおける錯乱枝の選ば
れ方が能力群別に異なるかどうかを検討する．
　本研究は，研究 1と研究 2の二つの研究から構成さ
れる．研究 1では，英語文章読解テストにおいてどの
ようなものが錯乱枝となりうるか質的に検討を行う．
研究 2では，研究 1で得られた結果をもとに錯乱枝を
実験的に配置し，それぞれの錯乱枝の選択率に関する
検討を行う．なお，本研究において「解答」と表記し
た場合は正答のあるものに対する反応を指し，「回答」
と表記した場合は誤答選択枝の間違いの理由に対する
コメントを指すものとする．

2 研究 1

2.1 目的
　研究 1 では，英語文章読解テストにおける錯乱枝
がどのようなものからなるのか，質的に検討を行うこ
とを目的とする．調査対象者に文章を読んでもらい，
誤答選択枝のそれぞれについて間違いの理由をコメ
ントしてもらうことで，錯乱枝になりうるものを抽出
した．

2.2 方法
2.2.1 調査対象者
　東海地方の難関国立大学に通う大学生・大学院生 16
名 (男性 3名，女性 13名)を調査対象とした．調査対
象者には，英語文章読解問題においてターゲットとさ
れている誤りを正しく指摘してもらう必要がある．難
関国立大学に通う調査対象者は，英語文章読解能力が
高いことが予想されるため，誤答選択枝がターゲット
とする誤りを正しく指摘できると考えられる．そのた
め，難関国立大学に通う大学生・大学院生を調査対象
とする必要があった．

2.2.2 材料
　学校法人河合塾のホームページで公開されている私
立大学の入学試験問題の英語テストのうち，多枝選択

式の文章読解問題を用いた．問いと選択枝の両方が英
語で書かれている問題（英問英答）を選定した．さま
ざまな種類の誤答選択枝に対して間違いの理由を指摘
してもらうため，複数の大学・学部で出題された英語
文章読解問題を使用した．
　私立大学の入学試験を用いた理由は，国立大学の入
学試験問題には英問英答の問題が少なかったこと，大
学入試センター試験に比べて困難度が高く，実際の誤
答も錯乱枝の特徴を把握するための参考資料になり
うること，私立大学の入学試験では多枝選択式テスト
が多く用いられており，抽出できる錯乱枝のバリエー
ションが多いことなどが挙げられる．
　英語文章読解問題の選定にあたり，文章の内容が難
しくないこと，選択枝が句や節，文で提示されている
ことに配慮した．設問の困難度とは独立に，文章の難
易度が高すぎると，難関国立大学の大学生・大学院生
であっても誤答を正しく指摘できない可能性があり，
研究 1 の目的を達成することができないことが想定
される．そのため，難しすぎない文章を使用した．ま
た，選択枝については，本研究が文章読解の過程の中
で生じる読解の誤りの特徴に焦点を当てており，語の
意味を取り違えた誤りに焦点を当ててはいないことか
ら，選択枝が句や節，文で提示されている設問を使用
した．

2.2.3 調査冊子の構成
　英語文章読解問題（文章，設問幹，選択枝のセット）
を計 11題使用した．各冊子の文章が重複しないよう
留意し，計 10 種類の調査冊子を作成した．1 種類の
調査冊子につき原則 1題の英語文章読解問題を収録し
たが，そのうち 1種類は，文章の短いものをまとめて
2題収録した．
　調査冊子は文章，設問（設問幹，正答選択枝 1つと
誤答選択枝 3つ），誤答の理由をコメントするための
コメント欄から構成された．1つの文章につき設問を
2～7 問提示した．調査対象者が間違いだと思う選択
枝のそれぞれについて誤答だと思う理由を記入するこ
とができるよう，各設問の下のコメント欄にはすべて
①～④の選択枝番号を記した．
　調査冊子を調査対象者に割り当てる際，調査対象者
1名につき，10種類の調査冊子のうち 1種類が割り当
てられるようにした．まず 10名の調査対象者にそれ
ぞれ 1種類ずつの調査冊子を割り当て，調査冊子への
解答・回答を求めた．その後採点を行い，正答選択枝
に対して誤りの理由がコメントされていた設問を含む
冊子のうち，誤答の理由についてより多くの情報を収
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集する必要があると判断した設問を含むものについて
は，もう 1名の調査対象者に解答・回答を求めた．

2.2.4 手続き
　調査は実験室で個別に実施した．調査対象者には募
集段階で，英語文章読解テストに関する調査であるこ
とを伝えた．実験室において，調査対象者の解答・回
答が調査対象者を評価するものでは一切ないこと，調
査の途中で解答・回答したくないと思った場合には研
究への参加を辞退してよいことなどを伝えた．同意が
得られた調査対象者の回答のみを分析に含めた．調査
の開始前に，調査対象者に回答例を示しながら回答方
法の説明を行った．
　調査対象者には，英語の文章を読み，設問ごとに正
答だと思う選択枝の番号を塗りつぶすよう教示した．
次に，正答でないと思った選択枝のそれぞれについ
て，間違いだと思う箇所に下線を引くよう教示した上
で，なぜそれらの選択枝が間違いなのかを具体的にコ
メントするよう伝えた．回答時間は設けず，調査対象
者がすべての問題に解答・回答できた時点で調査を終
了した．

2.2.5 分析
　それぞれの冊子に対する調査対象者 10名の解答の
採点状況から，もう 1名の調査対象者に解答・回答を
求める必要があると判断した調査冊子が 6 種類あっ
た．そこで，対象の調査冊子 6種類に対して 6名の調
査対象者を割り当て，解答・回答を求めた．したがっ
て，6種類の調査冊子には 2名の調査対象者が割り当
てられ，残り 4種類の調査冊子には 1名の調査対象者
が割り当てられた．
　すべての調査が終了した段階で，調査対象者のコメ
ントをカテゴリに分けて整理し，先行研究を参考にし
ながら，錯乱枝の要因となるものを抽出した．

2.3 結果と考察
2.3.1 コメントの集計結果と解釈
　 11 題の文章と 45 問の設問について，誤答に対す
るコメントが計 206 件得られた．コメントの集計結
果を Table 1に示した．なお，同一の冊子に対する複
数の調査対象者の回答は，重複しているものもあった
が，重複していないもののほうが多かった．同じ選択
枝に対するコメントのうち重複していなかったもの
は，どちらも誤答の理由として妥当な指摘であったこ
とから，私立大学の入学試験問題で提示されている誤

答選択枝が複数の種類の誤りを含むものになっている
と解釈し，両方をカウントした．また，正答選択枝に
対して誤りの理由がコメントされている場合には，カ
ウントに含めなかった．

Table 1 誤答に対するコメント

理由 度数 具体例
文章中の記述なし 94 「書いてない」
言及対象の取り違え 45 「◯と△の比較だから」
対義語の使用 34 「◯は逆」
対比 16 「矛盾している」
不明 10 「なんとなく」
類義語の使用 2 「◯と△は異なる意味」
時制の不一致 2 「これからの話」
限定し過ぎ 2 「◯に限定されないから」
消去法の使用 1 「消去法で」
合計 206

　以下では，Table 1 の誤答に対するコメントについ
て，度数の多かった順にその詳細を述べる．
　最もコメントの多かった「文章中の記述なし」は，
錯乱枝に述べられている内容が文章中に記述されてい
ないため，問いに対する答えとして誤りであるとの指
摘である．
　二番目に多かった「言及対象の取り違え」に関する
コメントは，最初に分類したときには「内容の取り違
え」「因果関係の取り違え」「比較対象の取り違え」と
されていたが，取り違えという共通点があったことか
ら，「言及対象の取り違え」にまとめることとした．一
つ目の下位カテゴリである「内容の取り違え」には，
例えば文章中で「ニューヨークの交通は自動車中心で
ある」と述べられているにもかかわらず，「歩行者中
心である」という錯乱枝が提示された場合に，「歩行
者中心ではなく自動車中心だから」といったコメント
などが含まれる．また，二つ目の下位カテゴリである
「因果関係の取り違え」には，例えば文章中で「情報技
術が発展すればするほど，情報技術が普及していく」
と述べられているにもかかわらず，「情報技術の普及
が情報技術の発展をもたらす」という錯乱枝が提示さ
れた場合に，「因果関係が逆である」というコメントな
どが含まれる．三つ目の下位カテゴリである「比較対
象の取り違え」には，例えばアジアとヨーロッパを比
較している文章で，以前のアジアと現在のアジアを比
較するような問いが立てられているにもかかわらず，
ヨーロッパに関する記述が錯乱枝に含まれていた場合
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Table 2 研究 2で用いる錯乱枝の要因・水準とその定義

要因 水準 定義

文章中の記述の有無
文章中の記述あり 当該錯乱枝の記述を誤りとする内容が文章中に記述されている
文章中の記述なし 当該錯乱枝の記述を誤りとする内容が文章中に記述されていない

対概念の使用
否定語の使用 当該錯乱枝に，not・no・few・little・un–などの否定語・否定辞を含んでいる
対義語の使用 当該錯乱枝に，文章中に使用されている語の対義語を含んでいる
対比関係の使用 当該錯乱枝に，文章全体の対比関係を利用した表現を含んでいる

言及対象の取り違え
内容の取り違え 文章中の内容を取り違えて表現している
因果関係の取り違え 文章中の因果関係を取り違えて表現している
比較対象の取り違え 文章中の比較対象を取り違えて表現している

に，「比較対象は以前のアジアであってヨーロッパで
はない」というコメントなどが含まれる．
　三番目に多かった「対義語の使用」は，例えば文章
中に “short”と記述されているにもかかわらず，錯乱
枝で “long” と述べられていた場合，選択枝の “long”
に下線を引き「文章中には “short”とある」といった
類のコメントをまとめたものである．
　四番目の「対比」は，文章全体の対比構造を用いた
錯乱枝に対するコメントをまとめたものである．例え
ば，国際政治に関する問いの中で，文章中には「政府
を超越するような大きな国際的組織の存在」が強調さ
れており，国際的組織の特徴を問われているにもか
かわらず，政府がもつ特徴について述べた錯乱枝が
提示された場合に，「政府を超越するような組織が主
題である」というコメントがあった．文章全体が「政
府 対 国際的組織」として述べられている中で，国際
的組織を主題にするところを政府を主題にした誤りで
ある．
　五番目以降のコメントについては，以下に述べるそ
れぞれの理由から研究 2での検討対象とはしないこと
とする．まず「類義語の使用」を検討対象としない理
由は，類義語を用いない錯乱枝の作成が困難であると
判断したためである．また，「時制の不一致」「限定し
過ぎ」を検討対象としない理由は，コメントの度数が
少なく，どの文章でも使用できる錯乱枝ではないと判
断したためである．「不明」「消去法の使用」を検討対
象としない理由は，錯乱枝の要因として不適切である
と判断したためである．

2.3.2 研究 2で用いる錯乱枝
　研究 2において錯乱枝の効果に関する検討を行うた
めに，研究 1の結果および先行研究を踏まえて錯乱枝
の要因と水準を確定した (Table 2)．
　錯乱枝の要因は大きく三つに分けられる．一つ目

は，当該錯乱枝を誤答であると判断するに至る記述が
文章中にあるかどうかという「文章中の記述の有無」
である．この要因は，文章中の記述あり錯乱枝と文章
中の記述なし錯乱枝から構成される．文章中の記述
あり錯乱枝は，Goodrich (1977) における文脈関連錯
乱枝に対応している．また，文章中の記述なし錯乱枝
は，Morimoto (2008)の無関連錯乱枝および研究 1の
「文章中の記述なし」というカテゴリに由来している．
　二つ目は，否定語や対義語，対比関係の使用によっ
て文章中の内容を逆転させた「対概念の使用」であ
る．この要因は，否定語の使用錯乱枝（以下，否定語
錯乱枝），対義語の使用錯乱枝（以下，対義語錯乱枝），
対比関係の使用錯乱枝（以下，対比関係錯乱枝）から
構成される．否定語錯乱枝は，誤答選択枝に含まれる
否定語の数が増えると項目困難度が高くなるという知
見 (Freedle & Kostin, 1993) に基づいて設定されたも
のである．項目困難度が高くなるということは，正答
率が低くなることを意味しており，否定語錯乱枝を選
ぶ受検者が多くなることが予測されるため，研究 2で
の検討対象とする．対義語錯乱枝は，Goodrich (1977)
の対義語錯乱枝およびMorimoto (2008)の統語的錯乱
枝に対応している．対比関係錯乱枝は，研究 1の「対
比」カテゴリに由来している．
　三つ目は，文章中の記述を別のものと取り違えた
「言及対象の取り違え」である．この要因は，内容の
取り違え錯乱枝，因果関係の取り違え錯乱枝，比較対
象の取り違え錯乱枝から構成され，これらは研究 1で
「言及対象の取り違え」と分類された中の下位分類に
対応している．
　以上の結果から，研究 2では 3要因 8水準の錯乱枝
を実験的に操作してテストを作成し，能力群ごとに選
択率が異なるのかどうか検討する．
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Table 3 テストデザイン

冊子 No.
第 1問（3項目） 第 2問（5項目）
共通項目 A B C A1×B A2×B B1×C B2×C B3×C A1×C A2×C

冊子 1 問 1 問 2 問 3 問 1 問 2 問 3 問 4 問 5
冊子 2 問 1 問 2 問 3 問 1 問 2 問 3 問 4 問 5
冊子 3 問 1 問 2 問 3 問 1 問 2 問 3 問 4 問 5
冊子 4 問 1 問 2 問 3 問 3 問 4 問 5 問 2 問 1
冊子 5 問 1 問 2 問 3 問 1 問 3 問 2 問 4 問 5
冊子 6 問 1 問 2 問 3 問 2 問 1 問 3 問 4 問 5
冊子 7 問 1 問 2 問 3 問 1 問 2 問 4 問 5 問 3
冊子 8 問 1 問 2 問 3 問 3 問 4 問 5 問 1 問 2

A・B・Cは錯乱枝のそれぞれの要因を示している．
A：文章中の記述の有無（A1：記述あり，A2：記述なし）
B：対概念の使用（B1：否定語，B2：対義語，B3：対比関係）
C：言及対象の取り違え

3 研究 2

3.1 目的
　研究 2 では，Table 2 をもとに，それぞれの錯乱枝
の選択率が能力群（能力低群・能力中群・能力高群）
ごとに異なるか検討することを目的とする．

3.2 仮説
　仮説 1：文章中の記述なし錯乱枝　Morimoto (2008)
では能力低群において無関連錯乱枝の選択率が高かっ
たことから，能力低群のほうが能力中群・能力高群よ
りも文章中の記述なし錯乱枝を選ぶ受検者が多いと予
測される．

　仮説 2：対義語錯乱枝　Morimoto (2008)では能力
高群において対義語錯乱枝の選択率が高かったことか
ら，能力高群のほうが能力低群・能力中群よりも対義
語錯乱枝を選ぶ受検者が多いと予測される．

3.3 方法
3.3.1 受検者
　愛知県内の国立・私立大学に通う学生 366名 (男性
92名，女性 273名，不明 1名)を受検者とした．

3.3.2 材料
　研究 1と同様，河合塾のホームページで公開されて
いる私立大学の入学試験問題の英語テストのうち，多

枝選択式の文章読解問題を用いた．素材文および設問
幹，正答選択枝は手を加えずに用いたが，誤答選択枝
については本研究の実験操作に合うよう作成した．

3.3.3 テスト冊子とテストデザイン
　テスト冊子は英語文章読解問題 2題から構成され，
第 1問はどの冊子の受検者も解答する共通項目 (3項
目)，第 2 問は冊子ごとに異なる実験項目 (5 項目) と
した．第 1問では錯乱枝を操作せず，出典のまま引用
した．第 2 問では冊子ごとに異なる文章を用い，各
設問に文章中の記述の有無 (A)，対概念の使用 (B)，
言及対象の取り違え (C)，文章中に記述がある場合
の対概念の使用 (A1×B)，文章中に記述がない場合
の対概念の使用 (A2×B)，否定語を用いた言及対象
の取り違え (B1×C)，対義語を用いた言及対象の取り
違え (B2×C)，対比関係を用いた言及対象の取り違え
(B3×C)，文章中に記述がある場合の言及対象の取り
違え (A1×C)，文章中に記述がない場合の言及対象の
取り違え (A2×C)のいずれかを割り付けた上で，それ
ぞれの誤答選択枝が割り付けられた要因の各水準を反
映するように作成した．計 8冊のテスト冊子を作成し
た．要因と設問の対応を Table 3に示した．
　テストデザインを計画するにあたり，以下の四つの
点に配慮した．第一に，特定の 1項目のみを使用した
場合，錯乱枝の選択率がその項目の困難度に影響を受
けてしまい，本研究の知見が一般的でなくなるおそれ
がある．この問題を解決するため，第 2問で提示する
文章は冊子によって異なるものとし，一つの条件に対
して複数の冊子から設問 4問を選んで割り当てた．こ
のことにより，条件ごとに項目を集約した際，易しい
項目も難しい項目も含まれた上で，選択率の高い錯乱
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枝に関する一般的な知見が得られることになる．
　第二に，本研究では私立大学で出題された設問を改
変せずに使用しているため，要因を問 1 から A，B，
· · · と順に割り当てた場合，錯乱枝を操作することが
文章の論理構成および設問の内容の観点から項目の妥
当性を損なう可能性がある．この点に配慮し，文章の
論理構成や設問の内容に合わせて要因を割り当てた結
果，一つの要因に割り当てられた項目が問 1から問 5
までバランスのよいものもあれば，そうでないものも
あるという状況になっている．
　第三に，多枝選択式のテスト項目では選択枝数を統
一することが望ましいとの観点から，文章中の記述
の有無 (A) を配置した項目以外では四枝選択に統一
した．選択枝数の統一にあたり，文章中の記述の有無
(A)と言及対象の取り違え (C)の組み合わせ方に留意
した．例えば，文章中の記述の有無 (A) ×内容の取り
違え (C1) のように，言及対象の取り違えにおける水
準を一つ固定して文章中の記述の有無を錯乱枝で操作
する場合，文章中の記述の有無 (A)が 2水準であるた
め，正答選択枝を含めて三枝選択となる．この点を解
決するため，文章中の記述あり (A1) ×言及対象の取
り違え (C)のように，文章中の記述がある場合の言及
対象の取り違えを錯乱枝で操作することとした．この
ように組み合わせることで，言及対象の取り違え (C)
が 3水準のため，正答選択枝を含めて四枝選択にする
ことができる．なお，文章中の記述の有無 (A)のみ三
枝選択となっていることから，選択枝数の影響が懸念
される．しかし，文章中の記述の有無に関連する四枝
選択の項目 (A1×B など) を用いた検討の際，四枝選
択の場合の文章中の記述の有無の効果を確認できる．
したがって，選択枝数の影響については考察で再度触
れることとする．
　第四に，錯乱枝を作成する際，錯乱枝の定義から逸
脱しない範囲で表現にバリエーションをもたせた．例
えば，否定語あるいは否定辞を含めて言及対象の取
り違えを操作する場合 (B1×C)，誤答選択枝すべてに
notを使用してしまうと，誤答選択枝に notが三回並
び，正答選択枝のみ not を含まないことになるので，
受検者に正答のヒントを与えることになってしまう．
この問題に対応するため，否定語あるいは否定辞とし
て notだけではなく，withoutや few，little，un—で始
まる語を用いるなど表現を工夫し，notが含まれる錯
乱枝を連続で作成しないようにした．他の項目につい
ても同様に，表現にバリエーションをもたせて作成し
た．
　以上の点を踏まえて設問に要因を配置し，錯乱枝を

作成した．設問例と選択枝例を Appendixに示した．

3.3.4 手続き
　テストは受検会場ごとに集団実施した．受検者に対
し，この調査が英語文章読解テストに関する調査であ
ることを伝え，8冊のテスト冊子からランダムに 1冊
配布した．受検者は解答する前に，解答データは統計
的に処理され，個人を特定されないこと，テストの採
点結果が受検者の評価には関係ないこと，解答は任意
であり，解答したくないと思った場合は途中で解答を
やめてもよいことなどを伝えられた．
　受検者には，英語の文章を読み，問いに対する答え
として正しい選択枝の番号を塗りつぶすよう教示し
た．解答時間は 25分間であった．

3.4 結果
3.4.1 項目分析
　受検者から得られた名義反応データ行列を 2 値反
応データ行列 (正答＝ 1，誤答＝ 0)に変換し，第 1問
については，項目困難度（正答率）と項目識別力（I-T
相関係数）のみを算出した．I-T相関係数には，正答
への反応と当該項目削除得点の相関係数を用いた．一
方，第 2問については，本研究が選択枝に着目してい
ることから，すべての選択枝の選択率と選択枝識別力
を算出した．「選択枝識別力」という用語は本研究独
自のものであり，正答選択枝の識別力と誤答選択枝の
識別力 (Discrimination Index for Distractors; Attali &
Fraenkel, 2000)の総称である．選択枝識別力には，当
該選択枝への反応と当該項目削除得点の相関係数を用
いた．正答選択枝の選択枝識別力は I-T相関係数に一
致し，基本的には正の値を取るが，誤答選択枝の選択
枝識別力は基本的に負の値を取る (Attali & Fraenkel,
2000)．項目分析の結果を Table 4に示した．
　野口・大隅 (2014)によれば，I-T相関係数が 0.2を
下回る項目については削除対象となったり，改良を加
えるべきと判断されたりする．本研究で用いたテスト
の中には，I-T相関係数が 0.2を下回る項目が 4項目
存在したが，本研究が多枝選択式項目に関する実験的
検討であることや，同じ条件に配置されたその他の項
目の I-T相関係数が高くなっていたことを踏まえ，以
降の分析でも I-T相関係数が 0.2を下回った項目は削
除しなかった．
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Table 4 項目分析の結果

第 1問 正答率 I-T相関係数

共通項目 (N = 366)
問 1 .493 .486
問 2 .288 .268
問 3 .536 .446

第 2問 選択率 選択枝識別力 選択率 選択枝識別力

冊子 1 (N = 44)

問 1
1 (あり) .500 −.174

冊子 3 (N = 44)

問 1

1 (正答) .163 .389

2 (正答) .386 .161 2 (内容) .009 −.813

3 (なし) .114 −.185 3 (因果) .581 −.398

問 2

1 (対義) .114 −.390 4 (比較) .163 −.413

2 (否定) .091 −.351

問 2

1 (正答) .209 .030

3 (正答) .750 .492 2 (内容) .465 −.033

4 (対比) .045 −.341 3 (因果) .070 −.421

問 3

1 (内容) .364 −.796 4 (比較) .256 −.047

2 (因果) .182 −.801

問 3

1 (比較) .116 −.146

3 (比較) .182 −.470 2 (正答) .581 .517

4 (正答) .273 .662 3 (因果) .209 −.572

問 4

1 (正答) .386 .495 4 (内容) .093 −.321

2 (否定) .227 −.494

問 4

1 (内容) .070 −.579

3 (対比) .318 −.431 2 (因果) .256 −.184

4 (対義) .068 −.141 3 (比較) .186 −.239

問 5

1 (対比) .250 −.560 4 (正答) .488 .302

2 (否定) .114 −.546

問 5

1 (内容) .209 −.434

3 (正答) .455 .652 2 (因果) .023 −.670

4 (対義) .181 −.636 3 (正答) .558 .523

冊子 2 (N = 45)

問 1

1 (正答) .289 .184 4 (比較) .209 −.457

2 (対比) .133 −.280

冊子 4 (N = 46)

問 1

1 (正答) .522 .586

3 (否定) .222 −.362 2 (比較) .196 −.538

4 (対義) .356 −.275 3 (内容) .152 −.573

問 2

1 (対義) .159 −.562 4 (因果) .130 −.457

2 (正答) .364 .589

問 2

1 (正答) .378 .586

3 (対比) .182 −.577 2 (因果) .222 −.184

4 (否定) .295 −.581 3 (比較) .289 −.495

問 3
1 (正答) .341 .627 4 (内容) .111 −.420

2 (内容) .227 −.746
問 3

1 (あり) .457 −.593

3 (因果) .205 −.566 2 (正答) .326 .417

4 (比較) .227 −.581 3 (なし) .217 −.545

問 4

1 (内容) .047 −.649

問 4

1 (否定) .136 −.524

2 (因果) .163 −.594 2 (正答) .364 .573

3 (正答) .651 .570 3 (対義) .341 −.571

4 (比較) .140 −.268 4 (対比) .159 −.570

問 5

1 (内容) .302 −.375

問 5

1 (内容) .205 −.420

2 (因果) .233 −.410 2 (比較) .295 −.172

3 (正答) .279 .440 3 (因果) .205 −.296

4 (比較) .186 −.749 4 (正答) .295 .278

（次ページに続く）
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Table 4　項目分析の結果（続き）

第 2問 選択率 選択枝識別力 選択率 選択枝識別力

冊子 5 (N = 47)

問 1
1 (あり) .362 −.619

冊子 7 (N = 48)

問 1

1 (内容) .208 −.416

2 (正答) .362 .635 2 (因果) .208 −.442

3 (なし) .277 −.648 3 (正答) .563 .480

問 2

1 (内容) .064 −.307 4 (比較) .021 −.228

2 (比較) .255 −.155

問 2

1 (正答) .354 .582

3 (正答) .426 .275 2 (内容) .354 −.570

4 (因果) .255 −.374 3 (因果) .250 −.643

問 3

1 (対比) .277 −.520 4 (比較) .042 −.252

2 (対義) .149 −.650

問 3

1 (比較) .170 −.697

3 (否定) .191 −.769 2 (内容) .170 −.567

4 (正答) .383 .642 3 (正答) .319 .507

問 4

1 (対比) .064 −.262 4 (因果) .340 −.440

2 (正答) .553 .618

問 4

1 (内容) .229 −.350

3 (否定) .213 −.576 2 (因果) .271 −.611

4 (対義) .170 −.565 3 (正答) .438 .503

問 5

1 (否定) .239 −.395 4 (比較) .063 −.199

2 (対比) .174 −.595

問 5

1 (比較) .354 −.277

3 (正答) .348 .524 2 (因果) .167 −.212

4 (対義) .239 −.638 3 (内容) .208 −.395

冊子 6 (N = 48)

問 1

1 (否定) .250 −.326 4 (正答) .271 .287

2 (正答) .479 .428

冊子 8 (N = 44)

問 1

1 (内容) .182 −.247

3 (対義) .083 −.382 2 (正答) .227 .167

4 (対比) .188 −.389 3 (因果) .545 −.122

問 2

1 (正答) .234 .391 4 (比較) .045 −.011

2 (否定) .043 −.433

問 2

1 (因果) .047 −.195

3 (対義) .511 −.345 2 (正答) .674 .420

4 (対比) .213 −.477 3 (内容) .116 −.351

問 3
1 (内容) .375 −.374 4 (比較) .162 −.414

2 (正答) .208 .261
問 3

1 (正答) .465 .353

3 (因果) .167 −.315 2 (なし) .209 −.550

4 (比較) .250 −.146 3 (あり) .326 −.218

問 4

1 (正答) .435 .530

問 4

1 (対義) .143 −.355

2 (内容) .304 −.504 2 (否定) .048 −.293

3 (因果) .130 −.573 3 (正答) .738 .459

4 (比較) .130 −.381 4 (対比) .071 −.263

問 5

1 (因果) .222 −.421

問 5

1 (内容) .163 −.300

2 (比較) .111 −.451 2 (比較) .163 −.508

3 (正答) .511 .500 3 (因果) .233 −.413

4 (内容) .156 −.414 4 (正答) .442 .449
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3.4.2 潜在特性値 θ の推定
　受検者の能力値として，IRT の 1PLM で潜在特
性値 θ を最尤推定した．推定には統計解析ソフト
R の ltm パッケージおよび irtoys パッケージを用
いた．一次元性に関して，8 冊子全体の四分相関行
列の固有値を求めた結果，第一固有値と第二固有値
の比 λ1/λ2 = 12.32，第二固有値と第三固有値の比
λ2/λ3 = 1.10 であった．第一固有値が第二固有値に
比べて非常に大きい値を示したため，8冊子全体では
一次元性が満たされているものと判断した．θ̂ の分布
を Figure 1に示した．
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Figure 1 θ̂ の分布

3.4.3 受検者の群分け
　推定した潜在特性値 θ̂ をもとに受検者の群分けを
行った．受検者の群分けに関して，古典的テスト理論
では，分布の上側 27%を能力高群，下側 27%を能力
低群とし，真ん中 46% を能力中群とする方法がよく
用いられている (Brown, 1996; 和田 (訳)，2003)．本
研究においてもこの方法を踏襲し，分布の 27パーセ
ンタイル点 (q(.27) =−1.12)と 73パーセンタイル点
(q(.73) = 0.98)を境界値として求めた上で，受検者を
3群に分割した．各群の受検者数，θ̂ の平均値 (Mθ̂ )，
θ̂ の標準偏差 (SDθ̂ )を Table 5に示した．

Table 5 各群の受検者数，M，SD

能力低群 能力中群 能力高群
N 99 168 99

Mθ −1.97 −0.16 1.69
SDθ .92 .53 .68

3.4.4 錯乱枝の効果に関する検討
　能力群別に錯乱枝の効果を検討する際，実際のテス
トでは錯乱枝有効度分析 (G-P 分析) を行うことが一
般的である (Brown, 1996; 和田 (訳), 2003；野口・大
隅，2014)．しかしながら本研究では，実験的に項目
を操作した上での錯乱枝の効果を検討する必要がある
ため，実験条件ごとに項目を集約し，能力群をはじめ
とする説明変数から各受検者が選択した錯乱枝を予測
する多項ロジスティック回帰分析を行った．正答選択
枝をレファレンスカテゴリとし，正答選択枝の選択率
に対する錯乱枝の選択率のオッズをそれぞれ求めた．
また，能力高群をレファレンスグループとし，能力高
群に対する能力低群・能力中群のオッズ比 (OR)をそ
れぞれ算出した後，Wald 検定を行った．モデルの適
合度の確認には尤度比検定を行い，最後にモデルの決
定係数を求めた．Nagelkerke (1991)や Agresti (2013)
によると，多項ロジスティックモデルにおける決定係
数 R2 は尤度を用いて算出できる．
　分析 1では Table 3の A，分析 2では B，分析 3で
は C に配置した項目をそれぞれ用いて，能力群のみ
を説明変数，文章中の記述の有無 (分析 1)，対概念の
使用 (分析 2)，言及対象の取り違え (分析 3)の錯乱枝
を基準変数とするモデルを立てた．分析 4では Table
3 の A1×B，A2×B，分析 5 では Table 3 の A1×C，
A2×Cに割り付けた項目を用いて，能力群，文章中の
記述の有無，能力群 × 文章中の記述の有無の交互作
用項を説明変数，対概念の使用 (分析 4)，言及対象の
取り違え (分析 5)の錯乱枝を基準変数とするモデルを
立てた．分析 6では B1×C，B2×C，B3×Cに配置し
た項目を用いて，能力群，対概念の使用，能力群 ×対
概念の使用の交互作用項を説明変数，言及対象の取り
違えの錯乱枝を基準変数とするモデルを立てた．
　分析 4～分析 6では，主効果項のみのモデルと交互
作用項を含むモデルのデビアンスを比較し，交互作用
モデルのデビアンスのほうが小さくなると，交互作用
が検出されたことになる．交互作用が検出された場
合には，主効果項のみを投入したモデルの標準化デ
ビアンス残差を用いて残差分析を実施した．Agresti
(2013)および Bilder and Loughin (2014)によれば，標
準化デビアンス残差は近似的に N(0,1)に従うという
性質をもっている．したがって，標準化デビアンス残
差の絶対値が 1.96を上回るかどうか判断することで，
応答カテゴリに対する交互作用の検討を行うことが可
能となる．
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3.4.4.1　文章中の記述の有無（分析 1）
　能力群を説明変数とし，文章中の記述の有無に関す
る錯乱枝の選択率のオッズ比を予測したモデルについ
て検討を行った (Table 6)．

Table 6 文章中の記述の有無を能力群のみから予測
した結果

OR 95%CI z
能力低群
　記述あり 6.42 [2.34, 17.62] 3.60∗∗∗

　記述なし 7.88 [2.07, 29.96] 3.03∗∗

能力中群
　記述あり 3.32 [1.51, 7.29] 3.00∗∗

　記述なし 6.19 [2.08, 18.46] 3.27∗∗
∗∗∗p < .001，∗∗p < .01，∗p < .05

　モデルの適合度を検討するため尤度比検定を
行った結果，能力群から文章中の記述の有無に関
する錯乱枝のオッズ比を予測したモデルは，切片
のみのモデルよりもデビアンスが小さくなってい
た (χ2(4) = 24.14, p < .001)．モデルの決定係数は
R2 = .130であった．
　文章中の記述の有無に関する錯乱枝について，能力
低群は能力高群に比べ，記述あり錯乱枝・記述なし錯
乱枝のオッズの値が大きかった．このことから，能力
低群の受検者のうち，記述あり錯乱枝・記述なし錯乱
枝を選ぶ者が能力高群の受検者に比べて多いというこ
とが示された．能力中群も同様，記述あり錯乱枝・記
述なし錯乱枝の両方においてオッズの値が大きくなっ
ていたが，記述あり錯乱枝において，能力中群／能力
高群のオッズ比は能力低群／能力高群のオッズ比の半
分に下がっていた．すなわち，能力中群の受検者では
能力低群の受検者ほど記述あり錯乱枝を選ぶ者が多く
なかったということが言える．

3.4.4.2　対概念の使用（分析 2）
　能力群を説明変数とし，対概念の使用に関する錯乱
枝の選択率のオッズ比を予測したモデルについて検討
を行った (Table 7)．

Table 7 対概念の使用を能力群のみから予測した結果
OR 95%CI z

能力低群
　否定語 30.65 [3.52,266.65] 3.10∗∗

　対義語 ∞ − −
　対比関係 4.81 [1.13, 20.48] 2.12∗

能力中群
　否定語 17.08 [2.13, 136.98] 2.67∗∗

　対義語 ∞ − −
　対比関係 5.71 [1.76, 18.55] 2.90∗∗
∗∗∗p < .001，∗∗p < .01，∗p < .05

　モデルの適合度を検討するため尤度比検定を行った
結果，能力群から対概念の使用に関する錯乱枝のオッ
ズ比を予測したモデルは，切片のみのモデルよりも
デビアンスが小さくなっており (χ2(6) = 55.57, p <

.001)，モデルの決定係数は R2 = .236であった．
　対概念の使用に関する錯乱枝について，能力低群で
は高群に比べて否定語錯乱枝も対比関係錯乱枝もオッ
ズの値が大きく，特に否定語錯乱枝のオッズがかなり
大きな値になっていた．つまり，能力高群の受検者の
中で否定語錯乱枝を選ぶ者は少数である一方，非常に
多くの能力低群の受検者が否定語錯乱枝を選んでいた
ことになる．また，能力中群についても能力高群に比
べて否定語錯乱枝・対比関係錯乱枝ともにオッズの値
が大きかった．能力低群と能力中群のオッズ比を比較
すると，能力中群の受検者のうち否定語錯乱枝を選ぶ
者は半分よりやや多い程度に減っていたが，対比関係
錯乱枝を選ぶ者は能力低群と能力中群でほぼ変わらな
いという結果が得られた．なお，対義語錯乱枝のオッ
ズ比が無限大になっているのは，能力高群の対義語錯
乱枝の選択率が 0であったことによる．

3.4.4.3　言及対象の取り違え（分析 3）
　能力群を説明変数とし，言及対象の取り違えに関す
る錯乱枝の選択率のオッズ比を予測したモデルについ
て検討を行った (Table 8)．

Table 8 言及対象の取り違えを能力群のみから予測
した結果

OR 95%CI z
能力低群
　内容 39.67 [7.84, 200.67] 4.45∗∗∗

　因果関係 20.40 [4.69, 88.76] 4.02∗∗∗

　比較対象 6.38 [1.65, 24.57] 2.69∗∗∗

能力中群
　内容 7.85 [2.09, 29.51] 3.04∗∗

　因果関係 5.75 [1.92, 17.24] 3.12∗∗

　比較対象 2.07 [0.85, 5.02] 1.61
∗∗∗p < .001，∗∗p < .01，∗p < .05

　モデルの適合度を検討するため尤度比検定を
行った結果，能力群から言及対象の取り違えに関
する錯乱枝のオッズ比を予測したモデルは，切片
のみのモデルよりもデビアンスが小さくなってお
り (χ2(6) = 38.47, p < .001)，モデルの決定係数は
R2 = .200であった．
　言及対象の取り違えに関する錯乱枝について，能力
低群は能力高群に比べて三つの錯乱枝ともにオッズの
値が大きくなっており，とりわけ内容の取り違え錯乱
枝と因果関係の取り違え錯乱枝において非常に大きな
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オッズの値を示していた．すなわち，否定語錯乱枝と
同様に，能力高群の受検者の中で内容の取り違え錯乱
枝・因果関係の取り違え錯乱枝を選ぶ者は非常に少な
かった一方で，多くの能力低群の受検者がこれらの錯
乱枝を選んでいたということになる．比較対象の取り
違え錯乱枝については，能力低群のオッズのほうが高
群のオッズに比べて大きくなっていたものの，能力中
群のオッズと能力高群のオッズは差があるとは言えな
いという結果が得られた．つまり，比較対象の取り違
え錯乱枝は，能力中群の受検者も能力高群の受検者と
同程度の選択率であったと言える．

3.4.4.4 　能力群と文章中の記述の有無が対概念の使
用に関する錯乱枝に及ぼす影響（分析 4）

　能力群と文章中の記述の有無の主効果項および交互
作用項を説明変数とし，対概念の使用に関する錯乱枝
の選択率のオッズ比を予測したモデルを立て，検討を
行った．

Table 9 対概念の使用に関する残差分析
対概念の使用

正答
否定語 対義語 対比関係

能力低群
　記述あり −2.221 −1.017 1.483 1.758
　記述なし 2.226 1.018 −1.482 −1.763
能力中群
　記述あり 2.857 −1.889 −2.207 1.240
　記述なし −2.857 1.890 2.207 −1.240
能力高群
　記述あり −0.633 2.903 0.726 −3.000
　記述なし 0.635 −2.913 −0.728 3.005

　モデルの適合度を検討するため尤度比検定を行った
結果，主効果項のみを投入したモデルに比べてもデビ
アンスが小さくなっていた (χ2(6) = 11.97, p < .10)．
モデルの決定係数は R2 = .212であった．交互作用が
検出されたため，標準化デビアンス残差を用いて残差
分析を行った (Table 9)．
　能力低群においては，文章中に記述がない条件の否
定語錯乱枝のデビアンス残差が 1.96を上回っていた．
すなわち，文章中に記述がない場合の否定語錯乱枝を
選ぶ能力低群の受検者が，主効果のみを投入したモデ
ルの予測値に比べても多かったということになる．一
方，能力中群においては，文章中に記述がある条件の
否定語錯乱枝，文章中に記述がない条件の対比関係錯
乱枝のデビアンス残差が 1.96 を上回っていた．つま
り，能力中群の受検者のうち，文章中に記述がある場
合の否定語錯乱枝，文章中に記述がない場合の対比関
係錯乱枝を選ぶ者が予測値よりも多かったことを意

味している．さらに，能力高群においては，文章中に
記述がある条件の対義語錯乱枝のデビアンス残差が
1.96を上回っていた．よって，能力高群において予測
値よりも多くの受検者が文章中に記述がある場合の対
義語錯乱枝を選んでいたことが示された．

3.4.4.5 　能力群と文章中の記述の有無が言及対象の
取り違えに関する錯乱枝に及ぼす影響（分析
5）

　能力群と文章中の記述の有無の主効果項および交互
作用項を説明変数とし，言及対象の取り違えに関する
錯乱枝の選択率のオッズ比を予測したモデルを立て，
検討を行った．

Table 10 言及対象の取り違えに関する残差分析
言及対象の取り違え

正答
内容 因果関係 比較対象

能力低群
　記述あり −0.567 −3.076 −0.552 4.195
　記述なし 0.565 3.065 0.550 −4.181
能力中群
　記述あり −0.291 3.937 −1.058 −2.588
　記述なし 0.291 −3.936 1.057 2.588
能力高群
　記述あり 0.854 −0.884 1.606 −1.577
　記述なし −0.857 0.886 −1.611 1.582

　モデルの適合度を検討するため尤度比検定を行った
結果，主効果項のみを投入したモデルに比べてもデビ
アンスが小さくなっていた (χ2(6) = 13.59, p < .05)．
モデルの決定係数は R2 = .151であった．交互作用が
検出されたため，標準化デビアンス残差を用いて残差
分析を行った (Table 10)．
　能力低群においては，文章中に記述がない条件での
因果関係の取り違え錯乱枝で，デビアンス残差が 1.96
を上回っていた．予測値に比べて，能力低群の受検者
の多くが文章中に記述のない場合の因果関係錯乱枝を
選んでいたということになる．また，能力中群におい
ては，文章中に記述がある条件での因果関係の取り違
え錯乱枝で，デビアンス残差が 1.96を上回っていた．
すなわち，予測値よりも多くの能力中群の受検者が，
文章中に記述がある場合の因果関係の取り違え錯乱枝
を選んでいた．能力高群では，標準化デビアンス残差
の絶対値が 1.96 を上回る錯乱枝は見られず，能力群
と文章中の記述の有無の交互作用で説明できる錯乱枝
は存在しなかった．
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3.4.4.6 　能力群と対概念の使用が言及対象の取り違
えに関する錯乱枝に及ぼす影響（分析 6）

　能力群と対概念の使用の主効果項および交互作用項
を説明変数とし，言及対象の取り違えに関する錯乱枝
の選択率のオッズ比を予測したモデルを立て，検討を
行った．
　モデルの適合度を検討するため尤度比検定を行っ
た結果，主効果項のみを投入したモデルに比べる
とデビアンスは小さくなっていなかった (χ2(12) =
15.285, n.s.)．モデルの決定係数は R2 = .142 であっ
た．交互作用が検出されなかったため，残差分析は行
わなかった．

3.5 考察
3.5.1 文章中の記述なし錯乱枝
　仮説 1について，分析 1では能力低群において能力
高群よりも文章中の記述なし錯乱枝を選ぶ受検者が多
いという結果が得られた．能力中群においても能力高
群に比べて文章中の記述なし錯乱枝を選ぶ受検者が多
く，能力低群と能力中群との間に選択率の差は見られ
なかった．この結果は，Morimoto (2008)の無関連錯
乱枝に関する結果を一部支持するものである．四枝選
択の項目を用いた交互作用の検討 (分析 4・分析 5)で
も，能力低群では文章中の記述がない条件の錯乱枝を
選ぶ受検者が多く，能力中群についても一部文章中の
記述のない条件の錯乱枝を選ぶ受検者が多いという結
果が得られた．Goodrich (1977) や Morimoto (2008)
で材料としていた英文法に関する空所補充問題では能
力低群のみで選択率の高かった錯乱枝が，文章読解に
なると能力中群でも一部選択率が高くなるという結果
となった．三枝選択の項目を用いても (分析 1)，四枝
選択の項目を用いても (分析 4・分析 5)，得られた結
果は一貫していた．
　文章中に記述されていないことがらに関する錯乱枝
が提示された場合，受検者には，当該錯乱枝を文章中
に記述されていないため誤りだと判断することが要求
される．本研究の結果から，英語文章読解能力の低い
受検者は，文章中に記述されていないことがらを誤り
と判断できないということが考えられる．このことか
ら，文章中に記述されていないことがらを誤りと判断
できるようになることが，英語文章読解のひとつの関
門になっている可能性が示唆される．

3.5.2 対義語錯乱枝
　仮説 2について，能力高群のほうが能力低群・中群
よりも対義語錯乱枝を選ぶ者が多いと予測していた
が，分析 2 ではオッズ比が無限大になってしまった
ことから，高群で対義語錯乱枝を選ぶ者は非常に少な
かったということが明らかになった．一方で，分析 4
では文章中に記述のある条件で，予測値よりも多くの
能力高群の受検者が対義語錯乱枝を選んでいるという
結果が得られた．したがって，Morimoto (2008)の対
義語錯乱枝に関する知見を文章読解に適用するときに
は，能力群と文章中の記述の有無の交互作用を含めて
適用する必要があることが示唆された．
　文章を読解できている能力高群の受検者は，例えば
longが shortに置き換わっている錯乱枝が提示された
場合にはすぐに誤答と判断できると考えられる．一
方，Appendix に示した選択枝例のように，mad（狂
気）が sane（正気）に置き換わっている錯乱枝が提示
された場合には，文章中のキーセンテンスと反対の意
味になっていることに気がつかないのかもしれない．
以上より，能力高群において対義語錯乱枝が高かった
のは文章中の単語が難しかったからであり，文章読解
とは無関係に受検者が選んでしまうような，効果的で
ない錯乱枝になっていることが考えられる．

3.5.3 否定語錯乱枝
　分析 4の結果，能力低群では文章中に記述のない場
合に否定語錯乱枝を選ぶ受検者が多いということが明
らかになった．一方，能力中群では文章中に記述のあ
る場合に否定語錯乱枝を選ぶ受検者が多いということ
が示された．
　否定語を含む文を理解する際，はじめに否定語を含
まない文の表象を生成し，その後に否定の意味を付け
加えて理解するということが知られている (Carpen-
ter & Just, 1975)．したがって，否定語を多く含む文
の理解は，否定語の数だけ文表象の操作を必要とする
ために，正誤判断に時間がかかる (Carpenter & Just,
1975)．本研究で作成した錯乱枝は，否定語あるいは
否定辞を含む語を 1語しか含めていないため，本来な
らば文表象の操作は比較的容易なはずである．しかし
ながら，能力低群・能力中群の受検者の多くが否定語
錯乱枝を選んでしまっていた．
　能力低群の受検者のうち，文章中に記述がない場合
の否定語錯乱枝を選んだ受検者は，設問に対する答え
のヒントとなる文章中のキーセンテンスを見つけられ
なかった可能性がある．一方，能力中群の受検者のう
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ち，文章中に記述のある場合の否定語錯乱枝を選んだ
受検者は，文章中のキーセンテンスを見つけることは
できているものの，キーセンテンスを読解できなかっ
た，あるいは否定語を含んだ錯乱枝を読解できなかっ
たため誤答したと考えられる．

3.5.4 因果関係の取り違え錯乱枝
　分析 5の結果，能力低群では文章中に記述のない場
合に因果関係の取り違え錯乱枝を選ぶ受検者が多いと
いうことが示された．一方，能力中群では文章中に記
述のある場合に因果関係の取り違え錯乱枝を選ぶ受検
者が多いという結果が得られた．
　 Lin, Chu and Meng (2010) による錯乱枝の理論的
分類に照らして考えてみると，文章中に記述のない場
合の因果関係の取り違え錯乱枝は能力低群で選択率が
高かったことから，Level 1「文章中に関連しない内
容を含む誤答選択枝」に対応づけることができる．ま
た，文章中に記述のある場合の因果関係の取り違え錯
乱枝は能力中群で選択率が高かったことから，Level 2
「文章中に記述されている事実どうしの関係を取り違
えている誤答選択枝」に対応づけることができる．し
たがって，能力低群の受検者は，因果関係の判断の前
に文章中の記述の有無に関する判断を誤った可能性が
ある．一方で，能力中群の受検者は，事象 Aと事象 B
が文章中で記述されていることは理解できているが，
どちらが原因（先行する事象）でどちらが結果（後続
する事象）なのかを判断できず，結果として二つの事
象の時間的な因果関係や論理関係の判断を誤った可能
性がある．以上のことから，学習者はまず文章中に記
述されているかどうかを判断できるようになり，その
後，文章中に述べられている因果関係の判断ができる
ようになることが示唆される．

3.6 本研究の意義と課題・今後の展望
3.6.1 本研究の意義
　本研究の第一の意義は，先行研究において一要因多
水準のモデルとして捉えられていた錯乱枝を，交互作
用を含めたモデルとして検討することで，実際のテス
トにおける錯乱枝により近いものを用いて検討できた
ことである．一要因多水準であると，本研究で設定し
たような交互作用が検討できない．本研究では，例え
ば能力群と文章中の記述の有無の交互作用が検出さ
れた否定語錯乱枝，因果関係の取り違え錯乱枝につい
て，能力低群では文章中の記述がない場合に選択率が
高くなるのに対して，その他の群では文章中に記述が

ある場合に選択率が高くなるという知見が得られた．
このことは，実際の英語文章読解プロセスを反映して
いると考えられる．実際のテスト項目では，どの程度
の能力の受検者がどの錯乱枝に集まりやすいかを予測
できることが重要であり，本研究が明らかにした知見
は学術的に意義のあるものと考えられる．
　第二に，先行研究では英文法問題における錯乱枝の
効果の検討を行っていたが，本研究はハイステークス
なテストにおいてより用いられる可能性の高い英語文
章読解問題に焦点を当てて錯乱枝の検討を行ったこと
も学術的意義の一つである．本研究では，文章中の記
述の有無や対義語のように先行研究で検討されている
ものを錯乱枝として含めただけでなく，因果関係の取
り違えや対比関係のように，英語文章読解特有の錯乱
枝それぞれの選ばれ方の違いを明らかにすることがで
きた．このことは，本研究の大きな意義の一つである
と考えられる．
　第三の意義として，本研究の知見が実際のテストに
おける項目作成のガイドラインとして機能しうるこ
とが挙げられる．Lin, Chu and Meng (2010)では錯乱
枝の理論的分類に基づいて錯乱枝を作成していたが，
Level 2 の「文章中に記述されている事実どうしの関
係を取り違えている誤答選択枝」が具体的にどのよう
な錯乱枝を選んでしまうことに対応するのかが不明確
であった．本研究は検討対象の錯乱枝の操作的定義を
明確にして検討したことで，特定の語や表現を入れる
と特定の能力群に選ばれやすくなるという知見を得
た．
　本研究の知見は実際のテスト作成に利用可能であ
る．本研究の知見を踏まえて錯乱枝を作成すること
で，どの程度の能力の受検者がどの錯乱枝に集まりや
すいかを予測でき，結果として項目作成者が項目の困
難度および識別力について事前に見当をつけられる可
能性が高まる．本邦のテストでは，実施前に項目の統
計的性質を確かめる目的の予備調査を行うことが極
めて難しく，事後分析を行って今後の項目作成に生か
すことが行われてきた．本邦のこのような状況におい
て，項目の統計的性質が事前に示されていれば，困難
度が極端な値を示す項目や識別力が著しく低い項目を
本番で使用してしまうことを防ぐことができ，試験の
品質管理に貢献できると考えられる．以上を踏まえる
と，本研究の知見は実際の項目作成の際の事前情報に
なりうるという点で，意義あるものと考えられる．
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3.6.2 課題
　本研究は，英語文章読解テストを用いて錯乱枝の効
果を検討することを目的としていたが，テストの作成
および項目の妥当性の観点で課題が残った．例えば，
錯乱枝となりうる要因を各設問に割り当てる際に，問
1から問 5までのバランスがよくないことや，錯乱枝
すべてに否定語を含めるようなデザインを組んだこ
と，項目によって選択枝数が異なったことなどによ
り，実際のテストで用いられている項目に比べて異質
な項目となっていたことが考えられる．今後，テスト
の項目について検討する際は，これらの点に十分留意
してテスト項目を作成する必要がある．
　本研究では，錯乱枝中に否定語を含めた場合の選択
率が能力群ごとに異なることを明らかにすることが
できた．しかし，文章中のある一文を抜き出し，そこ
に否定語を含めただけの錯乱枝と，ターゲットとなる
一文をパラフレーズした上で否定語を含めた錯乱枝
では，選ばれ方も異なるものと考えられる．したがっ
て，文章中のターゲット文と錯乱枝との類似度を踏ま
えて錯乱枝の選択率を検討することも必要である．
　また，本研究では文章中の因果関係を取り違えた錯
乱枝の選択率が能力群ごとに異なることを明らかにす
ることができた．一方で，どのような内容について因
果関係を問うかということも，錯乱枝の選択率に影響
を及ぼすと考えられる．例えば，「地球の中心方向に
力が加わるので，リンゴは地面に落ちる」のような原
理に関する因果関係は，「地球の中心方向に力が加わ
る」ならば「リンゴは地面に落ちる」という論理的な
因果関係である．それに対して，「話し言葉では遠く
にいる人にメッセージを正確に伝えることができない
ので，書き言葉が発明された」のような事実に関する
因果関係は，「話し言葉では遠くにいる人にメッセー
ジを正確に伝えることができない」という問題が先行
して存在し，その解決策として「書き言葉が発明され
た」という事実が後続するという因果関係である．こ
れらの違いを捉えることにより，文章中の因果関係を
理解するときに起こる誤りについて示唆を得ることが
できると考えられる．
　本研究では錯乱枝のみを操作して行ったが，実際に
は設問の問い方や問う内容，文章中のどの程度の範
囲を踏まえるかということも影響することが考えら
れる．今後，これらの要因を取り出して実験的に操作
し，錯乱枝の選択率の違いを明らかにする研究が必要
となる．

3.6.3 今後の展望
　本邦におけるハイステークスなテストでは，公平性
の観点から事前に問題を露出できない上に，一度使用
した問題はよい項目であっても使用しにくい状況に
なっている．この状況下では，錯乱枝の選ばれ方をは
じめとした項目に関する事前情報の蓄積が必要不可欠
であると考えられる．本邦において項目に関する事前
情報が蓄積され，ハイステークスなテストにおけるテ
スト項目をよりよいものにしてテストに含めることに
より，受検者の能力の精度よい測定につながることが
期待される．
　これまで見たように，多枝選択式テストにおける錯
乱枝に関する研究は国の内外を問わず少ない．した
がって，ハイステークスなテストで多枝選択式テスト
が多く用いられている状況を勘案すると，今後錯乱枝
に関する研究は発展させる必要のある研究領域である
と言えるだろう．
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Appendix　設問例と選択枝例

4 
 

H[8� B >*O+�Y�� 8��I��������

�

   After the breaking of the medieval economic system in 15-century Europe, artists’ attitudes 

toward their work changed. Instead of being subjected to the regulated routine of a collective 

workshop, they were now often on their own and developed habits compatible with their newly 

acquired freedom. Periods of intense and concentrated work alternated with unexpected lapses into 

inactivity. For instance, a contemporary who saw Leonardo da Vinci working on The Last Supper 

describes how he stayed on the scaffolding from dawn to dusk without putting down his brush, 

forgetting to eat and drink, painting all the time. Then for three or four days he would not touch his 

work and yet stay there gazing, sometimes for hours at a time, lost in contemplation. 

   Solitude and secrecy became the hallmark of many artists. Michelangelo allowed no one – not 

even the pope – to come near him while he worked. Another celebrated artist would seldom admit 

his friends, let alone other artists, to his studio. His explanation was that one should never show 

one’s work to anybody before it was completed. Why this insistence on creating in solitude? Apart 

from professional and artistic jealousies, it was the need for undisturbed concentration which made 

solitude necessary. Goya, at the threshold of the romantic age, talked persuasively about looking into 

himself as a spiritual monologue. It seems that this attitude is a sure sign of a highly developed 

individualism. To the outsider, it might appear to be a self-centered demand for special consideration 

by the elect few. 

   More than once, Michelangelo gives us an insight into the problems with which he was deeply 

concerned. The essence is expressed in the three lines of a poem: “Entire understanding none can 

have / Before he’s experienced the immensity / Of art and life.” That experience can only be gained 

in isolation. And isolation causes him agony. A thread of suffering runs through many of his letters. 

Already as a young man of twenty-two, he wrote to his father: “Don’t wonder if I have sometimes 

written irritable letters, for I often suffer great distress of mind and temper.” And fifteen years later 

he complained about living in poverty, suffering “the greatest hardships and innumerable anxieties 

and dreads.” At fifty, he reports to one of his closest friends about a dinner party: “This gave me 

exceeding great pleasure, since it drew me forth a little from my melancholy, or shall we call it my 

mad mood.” Again, at the age of seventy-four: “You will say that I am old and mad; but I answer 

that there is no better way of keeping sane and free from anxiety than being mad.” 

   There seems to be no doubt that absorption in self reflection was a satisfying experience to an 

artist like Michelangelo. But it would be wrong to believe, as is often done, that Michelangelo was 

an exception. In actual fact, he had those traits of personality, enhanced and to excess, which we find 

in a number of Renaissance artists. 

 

 
Figure 2 冊子 4・第 2問で使用した文章
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8Z� According to the first paragraph, the breaking of the medieval economic system produced�

�]� � 

� � � î�» %âÜ"��h0Ý	ï 

� ��a change of artists’ working style from collectivism to individualism 

� � much lazier attitudes of artists than 15th centuryCQ 

  � artists’ routines of concentrating on their work for three days and resting for four days5; 

  � artists such as Leonard da Vinci whom patrons enabled to spend all energy for their work 

 

 

 

8[� According to the second paragraph, Renaissance artists regarded solitude as necessary 

because � ^� � 

� � � î�» %âÜ�0�h0Ý	ï 

� ��it allowed them an exclusive devotion to their own work 

� � they were self-oriented enough to keep the outsider out of their ateliers :@ 

  � they could concentrate on their work more in their studio than in any other place  CQ 

  � they needed to hide their work in progress from their rivalsW5;X 

 

 

 

8\� In the poem quoted in the text, Michelangelo wrote of his desire to � _� � 

� �  
� ��tell others what sufferings he had through his art（記述あり） 

� � fully realize himself through his art（正答） 

  � make bigger and more beautiful works of art（記述なし） 
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Figure 3 冊子 4・第 2問・問 3（文章中の記述の有無）
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8]� According to the third and fourth paragraph, Michelangelo � `� � 

 

� ��did not wonder why he wrote annoying letter when he was 22 years old（否定語） 

� � felt himself stuck in the psychological paradox of self reflection（正答） 

  � thought that being sane was the only way to free from his distress（対義語） 

  � was an exception of Renaissance artists, who were called a mad man（対比） 

 

 

 

8^� Which of the following statements is true? � a� �

 

� � Artists in the Renaissance spent their time working depending on the controlled routine. 

� � （内容の取り違え） 
� � Like Michelangelo, Goya talked to himself to persuade spiritually.（比較対象の取り違え） 

  � Michelangelo forbade his friends to get in his atelier unless he wanted to be alone. 

� � （因果関係の取り違え） 
  � Renaissance artists were satisfied to be involved in introspection.（正答） 
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Figure 4 冊子 4・第 2問・問 4（対概念の使用）
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8]� According to the third and fourth paragraph, Michelangelo � `� � 

 

� ��did not wonder why he wrote annoying letter when he was 22 years old（否定語） 

� � felt himself stuck in the psychological paradox of self reflection（正答） 

  � thought that being sane was the only way to free from his distress（対義語） 

  � was an exception of Renaissance artists, who were called a mad man（対比） 

 

 

 

8^� Which of the following statements is true? � a� �

 

� � Artists in the Renaissance spent their time working depending on the controlled routine. 

� � （内容の取り違え） 
� � Like Michelangelo, Goya talked to himself to persuade spiritually.（比較対象の取り違え） 

  � Michelangelo forbade his friends to get in his atelier unless he wanted to be alone. 

� � （因果関係の取り違え） 
  � Renaissance artists were satisfied to be involved in introspection.（正答） 
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Figure 5 冊子 4・第 2問・問 5（言及対象の取り違え）
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