Tips：WebCT テストツールのデータを『TDAP』
で分析する
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を作る代わりに、既に作られた質問をインポートして、そ
れを見ることにしましょう。

概要

質問のテンプレートをインポートする
まず、自分のコースにテスト・アンケートツールが追加

従来からテストは素点をベースにした評価が行われてき

されているか確認しましょう。追加されていなければ、追

ましたが、問題が多くあることが認識されてきました。そ

加してください。

れに伴い、最近は「項目応答理論（IRT）
」を応用した評価

次に、質問のテンプレートをインポートします。

に対する関心が徐々に高まってきているようです。この

手順

Tips では、WebCT のテスト・アンケートツールの詳細情報
を簡単に『TDAP』のデータ形式に変換する方法を紹介しま

1. テスト・アンケートツールのアイコンをクリックします。

す。
『TDAP』は、中村（2002）
『テストで言語能力は測れる

するとテスト･アンケート画面が表示されます。

か〜言語テストデータ分析入門〜』に添付されているフリ

2. テスト･アンケート画面の最上部にある
「質問データベー

ーソフトで、Windows3.1 からXP まで、Windows ならどのバ

ス」リンクをクリックします。すると、質問データベース

ージョンでも使用できます。Mac 版やCGI 版も将来リリース

画面が表示されますので、画面の右側にある「 オプション：

される予定です。

質問」の下の質問をインポートをクリックします。すると、
ファイルからインポート画面が表示されます。
3. ファイル名テキストボックスの横のブラウズ...をクリ

このTips は以下の内容を含んでいます。
●概要

ックします。すると、
「ファイルブラウザ」ウィンドウが立

●質問を作る

ち上がります。

●テストを作る

4. ウィンドウ下部のファイル名テキストボックスの右の参

●詳細情報をダウンロードする

照...をクリックします。すると、
「ファイルの選択」ウィ

●詳細情報からデータファイルを作る

ンドウが立ち上がります。

●補足事項

5. ダウンロードした「 q_TDAP.txt」ファイルを選択して開
くをクリックします。すると、
「ファイルを選択」ウィンド
ウが閉じて、
「ファイルブラウザ」ウィンドウの「ファイル
名」テキストボックスにそのファイル名がパス付きでセッ

概要

トされます。
6. 「アップロード先」ドロップダウンリストの右のアップ
ロードをクリックします。すると、ファイルが「MyFiles」

質問を作るときに設定を工夫すると簡単に『TDAP』で

フォルダにアップロードされて、ファイルの左のラジオボ

テスト結果を分析できるようになります。どんな手順でそ

タンにチェックが入ります。

れができるのか、概要をみてみましょう。まず、そのため

7. 「ファイルブラウザ」ウィンドウの左下の追加をクリッ

の準備をします。

クします。すると、
「ファイルブラウザ」ウィンドウが閉じ

このTips をダウンロードした場所に以下の二つのファイ
ルがあります。これをダウンロードしてください。

てファイルからインポート画面の「ファイル名」テキスト
ボックスにファイル名がパス付きで入ります。
8. インポートをクリックします。すると、画面にインポー

・
「q_TDAP.txt」
これは質問のテンプレートをエクスポートした

トする質問が全て表示されます。

テキスト形式のファイルです。

9. 正しく表示されていることを確認して、続けるをクリッ

・
「TDAP.exe」

クします。すると、質問データベースに TDAP というカテゴ

これはTDAP プログラムの自己解凍ファイルです。

リが生成されて、その中に 5 つの質問がインポートされま

ダブルクリックして解凍しておきます。

す。

準備ができましたら、実際の例をみてみましょう。質問
1

これらの質問は以下のような設定になっています。

ス｣リンクをクリックします。すると質問データベース画

・質問の形式：選択形式

面が表示されます。

・選択できる回答数：単一回答

3. 画面の右側にある｢オプション：質問｣の下の｢質問を作

・選択肢の順序：ランダム

成｣のドロップダウンリストから｢選択形式｣を選択して

・選択肢の項番：文字

OK をクリックします。すると選択形式の質問画面が表示

・回答１：必ず正解の選択肢をセット

されます。

すべての質問の選択肢の数は同じにする必要があります。

4. ｢質問｣の下の｢タイトル｣と｢質問｣テキストボックスに

テストを作って受験させる

タイトルと質問を入力します。
5. 設定の下の｢選択できる回答数｣を｢単一回答｣に指定し

上記の質問を使ってテストを作ります。テストの設定は

ます。

「学生に結果を通知」チェックボックスで「テストが提出

6. ｢選択肢の順序｣を｢ ランダム｣に指定します。

されたらすぐに結果を通知」を選択すること以外には特別

7. ｢選択肢の項番｣を｢ 文字｣に指定します。

な設定は必要ありません。作成したテストを学生に受験さ

8. ｢回答｣の下で回答を作成します。
（この場合は3 つ）｢回

せてください。PROX 法（前述の『テストで言語能力は測

答1｣の｢ 正解｣に必ずチェックを入れます。

れるか』参照）による分析の結果は、最低でも 80 人の学生

9. 最後に保存をクリックします。すると質問データベース

が受験していないと統計的に意味のあるデータにはなりま

画面が表示されます。

せん。試しに分析して結果を見るだけなら 10 人程度受験し

続けて質問を作成するには手順の｢4｣〜｢10｣を繰り返して

ていれば良いでしょう。学生の人数が少ない場合、満点や

ください。

零点にならないように受験させてください。これは、
『TDAP』がPROX 法で困難度を計算する場合、そのよう
なデータを除外して計算をするためです。

テストを作る

テストの詳細情報をダウンロードする
受験し終わったら、テスト・アンケート画面で受験し終

作った質問をテストに追加します。

ったテストの詳細情報をダウンロードします。その際に不

手順

要なカラムをダウンロードファイルに入れないようにする
ため、予め非表示にしておきます。次のカラムだけ表示し

1. 質問データベース画面の最上部にある｢テスト・アンケ

ます。

ート｣リンクをクリックします。するとテスト・アンケ

・ユーザID

ート画面が表示されます。

・テストの全ての質問の回答

2. 画面の右側にある｢オプション｣の下のテストを作成を
クリックします。するとテストを作成画面が表示されま

詳細情報からデータファイルを作る

す。

ダウンロードしたテストの詳細情報ファイルを『秀丸エ

3. ｢タイトル｣テキストボックスにテストのタイトルを入

ディタ』など UTF-8 コードが扱えるテキストエディタで開

力します。

き、編集・保存した後、EXCEL で必要な項目を追加して、

4. テンプレートは｢他のテスト・アンケートをテンプレー

さらに、テキストエディタで加工し、
『TDAP』の ABC 形

トとして使用しない｣のチェックがされたままで、作成

式のファイルを作ります。

をクリックします。すると再びテスト・アンケート画面
が表示されますので、作成したテストが追加されたこと

以上が概要です。

を確認します。
5. 作成したテストをクリックします。するとテストエディ
タ：
（テスト名）画面が表示されます。

質問を作る

6. 画面の右側にある｢オプション｣の下の質問を追加をク
リックします。すると｢質問ブラウザ｣のウィンドウが立
ち上がります。

手順

7. 作成した質問を選択して、追加をクリックします。する

1.ホームページにある「テスト」をクリックします。する

と再びテストエディタ画面が表示されます。

とテスト・アンケート画面が表示されます。

8. テストの点数を入力して、合計を更新をクリックします。
9. 画面の右側にある｢オプション｣の下のテストの設定を

2.テスト・アンケート画面の最上部にある｢質問データベー

編集をクリックします。するとテストを設定画面が表示
2

されます。

詳細情報からデータファイルを作る

10. ｢期間｣の下の開始日時を今すぐ開始に設定します。
11. ｢結果｣の下の｢ 学生に結果を通知｣を｢テストが提出され
たらすぐに結果を通知｣に設定します。
12. その他の設定は自由におこなってください。設定が終わ

WebCT からダウンロードしたファイルを、冒頭で説明い

ったら、更新をクリックします。するとテストエディ

たしましたようにＡＢＣ形式のファイルフォーマットに変

タ：
（テスト名）画面が表示されます。

換します。ここでは、EXCEL と秀丸エディタを利用した
変換方法を記述しますが、最終的に以下の形式になればＯ

これでテストが利用可能にする設定が終わりました。さ

Ｋです。

あ、学生に受験させましょう。

詳細情報をダウンロードする

学生が受験した後の採点情報をテキストファイルでダウ
ンロードします。ダウンロードする情報は、学生の WebCT
図 2：ＡＢＣファイル

ＩＤと各質問について選択した選択肢のみにします。

手順

手順

1. ホームページにある「テスト」をクリックします。する

1. ダウンロードしたファイルを秀丸エディタで開きます。

とテスト・アンケート画面が表示されます。

2. 質問のタイトルなどカラム名が書かれている最初の行

2. 作成したテスト名の下にある詳細をクリックします。す

を削除します。

ると、
「結果は古いデータです．オプション：カラムを

3. 「ファイル」→「名前を付けて保存」をクリックします。

管理で，テーブルを更新をクリックします．
」というダ

すると、名前を付けて保存ダイアログが表示されます。

イアログが表示される1のでOK をクリックします。

4. ファイルの種類はテキストファイル（*.txt)、文字コード

3. 「オプション：カラムを管理」の下でテーブルを更新を

は日本語（SHIFT-JIS）を選択して、ファイル名テキス

クリックします。すると、画面中央に学生の成績の情報

トボックスに保存するファイル名を記述し、保存をクリ

が表示されます。

ックします。
（今回はresult.txt という名前をつけるとし

4. 「オプション：カラムを管理」の下でカラムを表示／非

ます）

表示をクリックします。すると、カラムを表示／非表示

5. EXCEL を立ち上げます。
「ファイル」→「開く」をクリ

画面が表示されます。

ックします。すると、ファイルを開くダイアログが表示

5. 今回不要な「姓」
「名」
「成績」の上にあるチェックボッ

されます。

クスにチェックをいれ、更新をクリックします。ふたた

6. 先ほど保存した result.txt ファイルを指定します。する

び詳細画面が表示されます。

と、テキストファイルウィザードが表示されます。特に

6. 「オプション：カラムを管理」の下で詳細をダウンロー

設定を変更することはないので、画面の指示に従って次

ドをクリックします。すると、ダウンロードダイアログ

へをクリックしていき、最後に完了をクリックします。

が表示されるので指示に従ってダウンロードします。

図 1：ダウンロードしたファイル例

図 3：テキストファイルウィザード
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カラムの情報が最新の場合はこのダイアログは表示されません。3の操作
もスキップしてください。
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7. すると result.txt ファイルが Excel シート上に表示され

Ø 検索文字列：[a-z][a-z][a-z][a-z][a-z]¥f[a-z]*¥f$ 置換文
字列：□¥0□¥1（半角スペース 1 つ＋¥0+半角スペー

ます。
8. Ａ列（ユーザＩＤ）とＢ列（質問の回答 1 つめ）の間に

ス 1 つ+¥1）

列を 1 つ追加し一意の 5 桁の数字を入力します。2
9. この時点で一度ファイルを別名で保存します。（今回は
id_matrix.txt とします。
）

図 4：id_matrix.txt
図 6：置換ダイアログ

10. Ｂ列（5 桁の数字）をコピーして、B 列とＣ列の間に挿
入します。

17. これでＡＢＣ形式ファイルは出来上がりです。
「ファイ

11. Ａ列（ユーザＩＤ）を削除します。

ル」→「名前を付けて保存」をクリックしてファイルを

12. Ｂ列（5 桁の数字）の数字の前に「''」
（シングルクォー

保存します。保存する際、ファイルの拡張子は必ず abc

トを２つ）を追加します。3

にしてください。

13. 先頭に行を１つ追加します。セルＡ1 に「□□□□□」
（半角スペース 5 つ）
「''□□□□□」
（シングルクォート
を 2 つ＋半角スペース 5 つ）を追加します。1 行目のＣ
列以降から質問のある列まで正解の a を入力します。
14. この EXCEL のファイルを別名で保存します。
（今回は、
data.txt とします。）保存後、EXCEL は終了してくださ
い。

図 7：作成したＡＢＣファイル例

補足事項

Ø この Tips で紹介した『TDAP』の使用方法は冒頭に紹介
図 5：data.txt

した中村（2002）
『テストで言語能力は測れるか〜言語
テストデータ分析入門〜』桐原書店、3500 円 が最適で

15. data.txt を秀丸で開きます。
「検索」→「置換」をクリ

す。
『TDAP』にはバグがあり、処理できる質問の数に制

ックします。すると、置換ダイアログが表示されます。

があります。50 問を超える質問で構成されるテストは扱

16. 以下の置換をファイルの先頭行から全てに対して行っ

えません。受験者数に制限はありません。

てください。置換する項目は必ず上から順序どおり行う

Ø このプログラムのバグに関しては 合資会社アイ・ラーニ

ようにしてください。また、置換ダイアログのオプショ

ング 秋山 實 akiyama@i‑Learning.ne.jp へレポート

ンは「正規表現」
「置換の前に確認」にチェックを入れ

をおねがいします。

ておきます。
Ø 検索文字列：¥t¥f[a-z]¥f 置換文字列：¥1

このTips は以下の環境で確認しました。

Ø 検索文字列：¥t 置換文字列：□（半角スペース 1 つ）

■ サーバ：WebCT4.0 日本語版 / RedhatLinux 7.3

Ø 検索文字列：[a-z]+¥f 置換文字列：□¥0（半角スペー

■ クライアントOS：WindowsXP

ス 1 つ＋¥0）

クライアントブラウザ：IE6.0SP1,Netscape 7.1
■ テキストエディタ：秀丸エディタ 3.17
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■ 表計算ソフト：MS‑EXCEL 2002

B1の右下にカーソルを持っていき、次行にドラッグ＆ドロップすれば連
番を作成できます。

(2004 年2 月6 日 秋山 實、周 孟青、瀧 美渚子作成)
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B1を編集して、右下にカーソルを持っていき、次行にドラッグ＆ドロッ
プすれば連番で作成できます。
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