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NTTコミュニケーションズ イノベーションセンターの取り組み

6 インターネット検定「ドットコムマスター」

インターネット検定を活用した研究が
大学 ICT 推進協議会（AXIES）で最優秀論文賞を受賞
イノベーションセンター 担当課長

吉川 昌吾

主査

加古 達也 鈴木 聡介

昨年、本誌でも紹介した NTT コミュニケーションズ社のインターネット検定「ドットコムマスター（.com Master）」は、
今年で 20 周年を迎える。今回は、大学 ICT 推進協議会（AXIES）の年次大会において最優秀論文賞を受賞※ 1 した京都
大学との共同研究の内容や、コロナ禍での検定運営の状況等について紹介する。

インターネット検定 20 年の
歩み
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権限法の影響等につい

ビスや Google の日本語検索サービ

ても加筆が予定されて

スが始まり、翌 2001 年には NTT

いる。
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そして同じ年の 5 月に、インター
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2020 年は COVID-19 の影響によ

クラウドコンピューティングによりコミュ

は始まった。現在までの受検者の累

り、 全国にある会場で実施している

ニケーションやコラボレーションを効

計は、およそ 50 万人となる。

CBT（Computer Based Testing）や

率的に行うことで、従来 3 日程度か

OCN の運営経験に基づいて作られ

PBT（Paper Based Testing：団体受

かっていたものが、1 日に短縮できた。

たカリキュラムは当初、PPPoE を基本

検のみ対応）は、4 月から 5 月にか

また検定問題出題後は、実際の解

とした ISP への接続やメール、Web

け中断を余儀なくされた。今後は、自

答結果を統計的に分析し、試験問題

の利用が主な内容だった。 その後、

宅での受検も可能となるIBT（Internet

の品質向上に取り組んでいる。容易

スマートフォンの普及と移動体通信の

Based Testing）への移行を進めるこ

過ぎる問題を排除し、難し過ぎる問

高速化、IPv4 アドレスの枯渇と IPv6

とが課題となっている。

題を容易化したり、問題の各選択肢

の普及、SNS 他多様なアプリケーショ

一方、検定の試験問題はカリキュ

の選択率を検証して教育へ反映させ

ンの提供、クラウドコンピューティング

ラムに対応して毎年作成される。ま

たり、項目応答理論等から不自然な

の普及、法制度の新設・改訂、セキュ

ずは若手技術者が中心となって問題

結果として洗い出された問題を見直

リティの多様化・高度化、第 3 次人

のドラフト案が作成され、外部有識者

したりしている。

工知能ブームといった様々な動きに対

を含め専門家のレビュー、修正が繰

応し、カリキュラムは改訂されてきた。

り返され、作問合宿で最終化される。

京都大学との共同研究

上位コースの「ドットコムマス

ニューノーマル元年となった 2020 年

タ ー ア ド バ ン ス（.com Master

は、作問合宿もオンラインでの開催と

大学生への一般教養としての情報

ADVANCE）
」の次版テキストでは、

なり各自が自宅から参 加することと

教育は、社会で活躍する上で重要な

プログラミング、IPv4 over IPv6 プ

なったが、オンライン会議システムや

教育課程であるものの、ネットワー
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クの実践的な内容は変化が激しく、

て解説を返す Bot の「友だち」を提

適宜教材を準備するのは大変であ

供した（図 1）。その結果、いずれ

る。そのようなこともあり京都大学

の学期においても全体の平均点の向

とは、ICT を専門としない新入生を

上がみられた（図 2）（年次大会発

対象とした一般情報教育の中で、検

表時は、前期のデータのみ使用）。

定を利用した共同研究を行ってきた

更に、前期において Bot を利用しな

が、この度、大学 ICT 推進協議会

かった層では平均点の伸びはほとんど

の 2019 年度年次大会における本研
究の発表が、最優秀論文に選ばれた。
この研究では、学期のはじめに検

図2

期初 - 期末年度学期別平均点の伸び

なかったが（100 点満点で＋ 0.6 点）、
Bot が出題する全 50 問中 41 問以上

初より期末の方が低い傾向がみられ

解答した層では 6.9 点もの向上がみら

定を受検してもらい、期末にも同レベ

た。一方、学生のアンケート結果から、

れ、後期においても前者が＋ 0.1 点、

ルの検定を受検してもらうことで、学

提供した教材はほとんど活用されるこ

後者が＋ 3.4 点となり、学習支援 Bot

生の点数の伸びと伸びに影響する因

とがないことがわかった。

の効果が定量的に計測された。

子を調べてきた。 授業は 1 年に前期

そこで勉強に時間が取れない場合

のクラスと後期のクラスがあり、それ

に有効とされるマイクロラーニング

ぞれで調査した。 教育効果を狙い、

を実践してみることとし、2019 年

はじめの 2 年間では公式テキストや

度の前期および後期、2 回の学期の

2020 年度、多くの大学では対面

スマートフォン向けに学習用問題集ア

授業において、学生の間で広く普及

授業が制限され、オンライン授業が

プリを提供してきたが効果が見られ

している LINE 上で、毎日 1 問、昼

行われている。その状況に対応して、

ず、意外なことに全体の平均点が期

休みのはじめに出題し、解答に対し

京都大学では、インターネット検定

今後の予定

の問題を大学の LMS に初めて搭載
し、オンライン授業と並行して試験
を行って頂いた。今後、検定問題を
QTI（LMS に問題を搭載する際の標
準フォーマット）に対応させるなど
して、ご利用頂いている他の教育機
関への展開も検討していきたい。
また、大学等の教育機関では、ルー
ブリック評価などテストの成績以外
の様々な評価も浸透していく中で、
効果的なオンライン授業を模索して
いる状況である。そこで、幾つかの
大学にご協力を頂きながら、VOD 形
式での講義と Web 掲示板等のコミュ
ニケーションツールをセットにした
コースを提供して効果測定する実証
実験を予定している（期間：2020
年 12 月〜 2021 年 1 月）。
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※ 1：ニュース https://axies.jp/news/386/、
論文 https://reg.axies.jp/conf2019/ronbun/
paper/TF2-3.pdf
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