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―東京大学入学試験の国語問題を活用して― 
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一つの文章を複数の要素に解体・再構成して全体を捉える「積極的読み」は大学生活で必須の認知活動だが，その

難しさゆえに大学入試で問われても入学志望生はテストワイズネスを利用した浅い処理で対処しがちである．本研究

は，解決過程の制御と記録というCBTの利点を生かし，積極的読みを求める典型としての東大入試国語問題を対象に，
問題文全体の読解・要素抽出・関連付けを促すCBTを開発，統合的課題解決に及ぼす効果を検証した．この「改変版」
と入試問題をCBTに移し替えた「従来版」を用意し，積極的読みの経験が異なる二層の参加者計79名で実験を行っ
たところ，読解経験の少ない中堅大学生では従来版の統合課題成績が改変版を上回り，進学校生ではそれが逆転する

有意な交互作用が得られた．設問解答とログ分析から，同程度の成績でも中堅大学生の従来版では傍線部付近の書き

写し，進学校生の改変版では自らの言葉による再構成が把握でき，CBTの読解支援・評価両面の可能性がうかがえた． 
キーワード： CBT，積極的読み，深い処理，解決過程の制御と評価，入試問題 
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Aggressive reading is a prerequisite cognitive activity in college life, in which readers deconstruct a text into 
pieces of information and restructure them into a coherent understanding. University entrance examinees, 
however, often rely on shallow processing including test wiseness. We therefore developed CBT reading items to 
elicit aggressive reading for previous language tests of the University of Tokyo entrance examination. We 
compared this revised version with the original version transplanted from the examination to study the effects on 
items requiring knowledge integration using two groups of students, totaling 79, who differed in their experiences 
of aggressive reading. A two-way ANOVA revealed significant interactions between the versions and the groups. 
CBT also enabled process analyses that revealed a hidden difference in the solution processes of the two 
sub-groups of students who demonstrated equivalent good results. The results indicate the potential of CBT in 
assisting and assessing the reading processes. 

Keywords：Computer-Based Testing (CBT), aggressive reading, deep processing, control and assessment of 
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１．はじめに 

大学入学共通テストへの記述式問題導入に続き，コ

ンピュータベースのテスト方式（Computer-Based 
Testing：以下「CBT」）導入が議論され（文部科学省，
2016; 内閣府，2020），全国学力・学習状況調査にも
CBT導入が検討されるなど（大学入試センター, 2021; 
文部科学省，2020），テストや調査の実施方式の変更に

よる評価の改革が狙われている．しかし，本来改革は，

従来の方式に課題があり，その課題解決のために新し

い方式が必須のものであるときに行われるべきだろう．

紙ベースのテスト方式（Paper-Based Testing：以下
「PBT」）からCBTへという変更も，PBTの課題解決
のために位置付けられるべきである．その観点から現

在の議論を吟味すると，PBTでは測り切ることのでき

ない能力をCBTで測ろうとする「能力拡張」の路線と，

PBTでは追うことのできない解決過程（プロセス）を

CBTで把握しようとする「評価充実」の路線が混在し

ているように見える（大学入試センター, 2021）．CBT
に期待される役割を，それによって引き出される認知

過程の観点から明確にし，実際に開発・検証して，能

力の拡張的な発揮とその評価の充実がどの程度可能に

なるかを緻密に見極める研究が必要である． 
そこで本稿では，読解能力に焦点を絞って，従来の

PBTによる大学入学試験（以下「入試」）の国語問題や

CBTによるPISA調査がどのような読解過程の評価を

狙っているのかを整理し，両者が共通して狙う「深い

処理」の支援方略を先行研究から導き，その支援にCBT
の機能を活用することで，深い処理の読解とその評価

が可能になるかを検証する．具体的には，大学入試二

次試験問題をそのまま再現した「従来版」としてのCBT
と，問題文の解体・再構成活動を時系列でコントロー

ルすることで「積極的読み」を引き出す「改変版」の

CBTとを開発し，深い処理による読解経験の多寡で分

けた二層の実験参加者を対象に検証実験を行う．それ

により，深い処理による読解を支援・評価できる可能

性や，「浅い処理」のまま高得点を挙げてしまう参加者

と深い処理を行おうとするが得点には至らない参加者

とを見極められる可能性などを示す．こうした成果は，

テストの重点を育成と選抜のどちらに置くにせよ，測

定したい認知過程を測定しようとする際の参考になる

という意義がある． 

1.1. 背景 

(1)  入試問題における文章読解の認知過程 

入試などハイステークステストにおける読解問題は，

どのような意図で出題され，受検者にどのように解か

れていると考えられるのだろうか． 
認知研究では，文章読解時の処理の深さを区別する

モデルが長年支持されてきた（Kintsch, 1994; Marton 
and Säljö, 1997）．浅い処理とは，読解対象の文中に
含まれる単語や単語間の関係性のみからその内容を表

象しようとするテキストベース（字句通り）の理解で

あり，深い処理とは，文章の内容と自らの既有知識と

を組み合わせて文章全体が何を指し示すのかを把握し

ようとする状況モデル構築型の理解である． 
入試問題の出題者は，素材となる文章を探し出し，

その状況モデルを自身の豊富な既有知識に従って構築

した上で，自らと同等な理解（深い処理）を受検者が

しているかを問う設問や出題形式を工夫すると想定で

きる．単純化すると，出題者は，設問のない真っ新の

題材文に対して，理解の手掛かりとなる情報を同定し，

それらの間，及びそれらと既有知識とを結び付けて一

貫した理解を自分なりに構築している．その手掛かり

となる情報が一般的な問題で言えば傍線部に該当し，

それへの解釈及びその結び付けが多枝選択式や記述式

等の設問で問われるわけである．一方，受検者が目に

するのは，傍線部や設問付きの問題文であり，その主

たる活動目標は，ハイステークステストになればなる

ほど，読解そのものより得点獲得のための問題解決に

偏る可能性が高い．設問設定によっては，解決活動は

各設問に解答するために該当する傍線部周辺を拾い読

みし，断片を活用する浅い処理に留まるものとなる．

さらに浅い処理を補うべく，読解に関係しないテスト

の特性や形式情報を利用する「テストワイズネス」

（Millman, Bishop and Ebel, 1965）を発揮して得点を

取るようになると，深い処理を期待する出題者の意図

と受検者の読解の実態は益々乖離することになる． 
こうした実態を捉えるべく，益川・白水・根本・一

柳・北澤・河﨑（2018）は，大学入試センター試験（以

後「センター試験」）の現代文（評論，小説）の多枝選

択式問題を解く認知過程を，高校3年生を対象とした思

考発話実験から分析している．その結果，選択枝同士

を比較した消去法や，傍線部付近の表面的な語彙の対

応付けなど，浅い処理の思考過程が多く見られ，高得

点の生徒でも，設問単位での傍線部の前後に留まる部
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分的な読みに限定されていた．設問間を関連付けつつ，

問題文全体を捉えて解答を検討する生徒は皆無だった．

この解決過程は，CBTで同じ小説問題を解かせた場合

にも再現された（北澤・白水, 2020）． 
続いて益川・白水（2020）では，大学2，3年生に対
してセンター試験の現代文（小説）を対象に，設問形

式だけ記述式に変更し，多枝選択式問題との比較実験

を行った．一人で解いた後に2，3人で対話させ，その

内容を分析した結果，多枝選択式問題が選択枝間の相

違に焦点化した議論を促すのに対し，問題文全体を踏

まえた解答を求める記述式問題は，文章内の諸情報を

関連付け，主たる要素間の関係やその変化を把握する

議論を促すことが示唆された．しかしながら，それら

を統合したはずの記述解答は，出題者が望むレベルに

は達しないことも見えてきた． 
一方，益川・白水（2019）では，作者が同一である

センター試験の現代文（小説）問題と東京大学（以下

「東大」）入試の現代文（小説）とを同じ実験参加者（博

士前期課程生）に解かせた．その結果，センター試験

より東大の問題において，問題文全体を読んだ上で各

設問を解釈的に判断して解決したり，場面・設問間の

関係について統合的に捉えようとしたりする高次な思

考が誘発された．しかしながら，東大入試の難易度の

高さ故か，その誘発度合いには個人差が見られ，さら

なる支援が必要だと示唆された． 
一連の研究をまとめると， 傍線部や設問間の関連付

けの緊密さから推察できる出題者の深い読みへの期待

や問題作成部会の見解などに明示される期待とは乖離

した実験参加者の実態が，特に多枝選択式問題を中心

にうかがえる．すなわち，それは各設問（小問）解決

のための問題文の部分読みであり，それらの間の関連

付けの欠如であり，各設問に対する解答結果を統合す

る，より総合的な問題解決過程の欠如である．しかも，

多枝選択式問題などだけではその深い処理の欠如に評

価する側が気づかないという可能性も示唆された．一

方で，多枝選択式問題の「記述式問題化」や東大入試

問題の活用など出題形式の変更，そして実験参加者の

既有知識や読解力との相互作用によって，深い処理が

可能になる方向性も垣間見えている． 

(2) 深い処理を促す「積極的読み（aggressive reading）」 

そこで，読解における深い処理を促す支援方略につ

いて検討する．文章読解の支援方略については，認知・

教育心理学や教科教育に膨大な研究の蓄積がある（レ

ビューとして犬塚, 2013）．例えば，お話から主人公が

誰かやどんなイベントが起きたのかなどを問いかけ，

確かめ，まとめ，次を予測するという役割を教師と子

ども，子ども同士の間で交代しながら読解方略を身に

つける相互教授法（Palincsar and Brown, 1984）や，

説明文理解のための質問づくり（秋田, 1988; 笠原, 
1991），既有知識の活性化（Spires and Donley, 1998），
読解方略のパッケージでの訓練（Cantrell, Almasi, 
Carter, Rintamaa and Madden, 2010）がある．ただ
し，これらは，読みに困難を覚える初学者や小・中学

生を対象にしており，高校生・大学生のより複雑な読

みに対応したものではない．読解方略を「読む準備」「単

語や文，文中の概念の解釈」「文章の（再）構造化と統

合」「文章内容からの深化・発展」の４つに分けて総合

的に構造化したMcNamara, Ozuru, Best and O’Reilly
（2007）においても，支援方略は「初めに全体をざっ

と一読する」（prereading）などの方略止まりであり，

本稿で求める読みではない． 
例外は，三宅（2004）, 三宅・益川（2001），Miyake, 

Masukawa, Yuasa and Shirouzu（2002）により提案
された積極的読み（aggressive reading）である．これ
は，研究論文を構成要素へと解体し，読み手なりに再

構成する読解方略を指す．具体的には，「複数の研究例

についてその『成立理由』『現状での成果』『将来展望』

などの構成要素を同定しそれらを統合的に構成して研

究仮説を得る」（三宅・益川, 2001, p.236）読みである． 
この提案は，要約を求められた学部生が文章の序盤

にある問題やテーマ，中盤の中間的なまとめ，そして

終末の結論を抜き出し繋げてレポートを書いてしまう

という観察や，研究者・大学院生・学部生を対象に複

数文献読解をさせ，付箋紙を用いて文献内容の要素を

空間配置させた際，研究者は各文献の構成要素ごとに

分解した上でそれらを串刺しして関連付け，各事実を

対比させつつ再構成したのに対し（図1），院生・学部
生は文章の段落順に抜き出した要素を文献ごとに並べ

てグルーピングする程度に留まっていた（図2）といっ
た観察に基づく．ここには，出題者の出題意図と受検

者の解決実態の乖離に似た読みのギャップが認められ

る．それにも関わらず，積極的で能動的な読みを行う

研究者（大学教員）は，先述のようなレポートが提出

されたとき，学生自らが具体例を抽象度の高いまとめ

へと再構成したものとして読み込んでしまい，評価を

誤る可能性がある．その反面，こうしたレポートを書

いてしまう学生自身は「わかった」気がしないと言う

（三宅, 2004）． 
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図1 研究者による文章読解の解体再構成の特徴 

 
図2 学部・院生による文章読解の解体再構成の特徴 
 
読み手自身がより主体的に積極的読みを行い，その

活動成果を受け取った側も，その認知過程を妥当に評

価できるような支援方略が求められる．そこで，三宅・

益川（2001）は，中堅私立大学の学部生を対象として，
三つの研究論文について，その構成要素を二次元平面

上に空間配置させ，論文間で共通する要素は同色のカ

ードに書き出すなどの視覚的な支援を行った結果，非

支援群よりも要約の質が向上することを示した． 

(3) CBTによる文章読解能力調査 

以上の浅い処理から積極的読みを通した深い処理へ

の転換をテスト場面も図りたいとすれば，CBTはそこ
にどう貢献可能だろうか． 

CBTを活用した読解能力調査として著名なものは，
OECDのPISA調査である．2015年からCBTが導入さ
れ，2018年度調査は参加国全てがCBTでの実施であっ

た．調査目的である読解力（reading literacy）は「自
らのゴールを達成し，自らの知識と潜在的可能性を発

達させ，社会に参加するために，テキストを理解・活

用・熟考し，これに取り組む」能力だと定義されてい

る．その能力が発揮された認知過程は，次のように想

定されている（OECD, 2019a, p.33）．  
1. 情報を同定する 

1.1. テキスト中の情報にアクセスし拾い集める 
1.2. 関連するテキストを探して選ぶ 

2. 理解する 
2.1. 字句通りの表象を作る 
2.2. 統合し，推論を生成する 

3. 評価し熟考する 
3.1. 質と信憑性を評価する 
3.2. 内容と形式について熟考する 
3.3. 矛盾を見つけ処理する  
以上のリストに見るように，実社会・実生活で直面

する疑わしいソースや相矛盾する内容も含んだテキス

トを機能的に読み，信憑性も判断しながら，自らの目

的のために活用する読解過程がイメージされている．

先述の処理レベルに照らせば，浅い処理である1.1, 2.1
の過程を超えた深い処理に関わる2.2，3の過程が求め
られている．1.2の過程に関わる複数資料の読解も，深
い処理を引き起こす一環として位置付けられていると

考えれば，その意義が理解できる． 
実際，PISA2018の調査問題では，架空の教授が書い

たブログやラパヌイ（イースター）島の大木消滅の原

因に関する二つの言説を読み解き，言説の構造（何を

原因とし何を結果としているかなど）を表にマップし

た上で，調査参加者自身は何を原因と考えるかを問う

ものとなっている（OECD, 2019b）．その調査目的に

合わせて，調査形式もコントロールされたページ遷移，

タブによるマルチテキストの選択・閲覧，電子的な付

箋の表へのマップといった機能を持つCBTで行われた．
調査参加者の操作記録（ログ）の分析は報告されてい

ないが（OECD, 2019b），読解過程がある程度時系列

でコントロールされているだけに，各設問の解答を分

析するだけでも参加者の読解過程の評価を充実させる

ことが可能になる．その一方で，サンプル問題を見る

限りは，読解の下位過程と小問との対応付けを優先す

る余り，小問間の関連付け（例：表への因果関係の抽

出と自身の原因考察とは切り離されているなど）や統

合は積極的に問われていない（そこには，設問ごとの

結果に項目反応理論（IRT）を適用するために局所独立
性を保証したいという動機もあるだろう）． 
それゆえ，我が国の国語教育の立場からは，より真

正な題材文を扱うべきとの批判や，従来の問題でも同

一文章内の複数情報の関連付けや統合，推論は問われ

ていたとする指摘（紅野, 2020）がなされている．我が
国の従来の入試問題は，実用文などを扱わないことに

よって上記3の下位過程（信憑性を評価するような読み）

は問い難くなる面があるが，逆に上記1，2の評価は充

実していた可能性もある．特に，テキストの複数性に

ついて，紅野（2020）が「ひとつの資料のなかにある
複数の情報に目を向けることこそが（略）情報を読み

解く力になる」（p.251）と指摘するように，著者が特

定の主張を論理的に展開する意図を持って記述した評

論文等を対象に，単一資料であっても各段落に現れる

複数の事実を要素ごとに分解し，それらを共通項別に

再構成したり，事実ごとに対比したりして深めていく

読みを求めていた可能性が考えられる．問題は，その

共通項(1) 共通項(2) 共通項(3)
事実A A要素(1) A要素(2) A要素(3)
事実B B要素(1) B要素(2) B要素(3)
事実C C要素(1) C要素(2) C要素(3)

対⽐

事実A A段落１ A段落２ A段落３
事実B B段落１ B段落２ B段落３
事実C C段落１ C段落２ C段落３

時系列

(構成要素を共通項として抽出せず)
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読みがどういった題材文や設問の組み合わせで可能に

なるかである．(1)項に記した通り，出題意図に呼応し

て受検者が読みを深めていたかどうかは精査する必要

があり，もしそうでないならば，その読みをいかに支

援しつつ評価できるかは課題として残っている．CBT
は受検者に提示する情報やその問題解決活動を時系列

でコントロールし，その解決ログを取得できる点で，

そこに貢献できる可能性がある． 

1.2. 目的 

本研究は，東大入試国語現代文の既出問題を活用し，

これまで実施されてきた入試問題（以後「従来版」と

表記）がいかなる認知過程を引き起こしていたかを推

察するためのCBT，及び，積極的読みの認知過程がよ

り誘発されるよう工夫し検証するためのCBT（以後「改

変版」と表記）を二種類開発し，比較検討する．加え

て，その効果の働き方の違いを探るため，実験参加者

を二層用意し，二つの研究を行う．以下，題材，CBT
のデザイン，参加者について説明し，目的を詳述する． 
東大入試の現代文問題では，問題文は大きく四つの

意味段落（以下本稿では形式段落が複合して意味を成

す大段落を「意味段落」もしくは「段落」と呼ぶ）か

ら構成される．設問の問１〜３までは，段落１から段

落３の箇所に対応する形で引かれた傍線部に関するも

のであり，問４は段落４の最後の箇所に引かれた傍線

部に関するものであると同時に問題文全体を俯瞰して

解答することが求められていると想定される．つまり，

問１〜３は段落ごとに骨子をまとめることで解答可能

だが，問４の解答には各段落に現れる複数の事実を要

素ごとに分解し，それらの共通点や相違点を吟味する

ことで，事実同士の関係自体も把握し，全体を統合す

る読み，すなわち積極的読みが必要になる． 
そこで，CBTシステムを開発し，まず「従来版」で

も実験参加者が自発的に問１〜３の理解結果や解答結

果を関連付け・統合して問４に解答しているかを検証

する．もし出題意図が問題構成に具現化されて自然に

積極的読みが起きるのであれば，参加者は自動的に深

い処理に従事することになる．しかし，一方では，出

題意図にも関わらず，テストワイズネスなどを用いた

浅い処理に留まる可能性もある．CBTを用いてこの実
験を行うことで，参加者の解決ログが取得でき，結果

だけでなく，その過程も一定程度把握できる． 
従来版で浅い処理が見られた場合は，積極的読みを

促す支援が別途必要になる．それが改変版のCBTであ

る．そのデザイン（設計）指針は，問題文の部分読み，

非関連付け・非統合という浅い処理を反転させた，問

題文全体の読解，部分間の関連付け・統合の支援であ

る．CBTを用いることで，まず問題文を全文読解し，

問１，２で本文からの必要な要素の抽出支援を行った

上で，問３では本文の参照なしに自力での本文内容の

再構成を促し，問４の統合的な問題に取り組むような

読解活動の流れを作り出す．問３で本文を読めなくな

ることには従来の国語問題との大きなギャップがある

ため，問１〜３解決時に問題文を構造化し得る「表」

を手掛かりにして問４の解答を完成していくことで，

「従来版」と共通の問題である問４にどの程度解答で

きるかを見る．それにより，支援と評価を同時に狙っ

た．表1に，以上の指針と対応するデザインを示した． 
 

表1 積極的読みを支えるCBTデザイン 
問題文全体の
把握 

※CBTの機能により，問題文全体を読むまで
先の設問は見えないようにする． 

問題文から必
要な要素の抽
出，再構成 

問1：本文中の複数事実を対比するために必要
な要素を抜き出して埋めさせる．部分的な穴
埋めとすることで，いかなる要素を抜き出す
べきかの認知過程を評価可能にする． 
問2：複数事実の共通項を見出してラベルを付
けることで要素の再構成を促す．ここも部分
的な穴埋めとすることで再構成の度合いを評
価可能にする． 

問題文参照な
しでの要素間
の再構成 

問3：共通項がどのような意味を持つのか，再
度詳細化させたり，複数事実を対比させて違
いを際立たせたりすることで，再構成から状
況モデルの構築を促す．解答者なりの状況モ
デルの構築度合いを評価可能にする． 
※CBTの機能により，本文は参照できず，問1
と問2の解答も修正できないようにすること
で，自分自身の解答を利用した再構成を促す． 

統合的な解答
の検討 

問4：「従来版」と共通の問題 
※CBTの機能により，参照可能情報は問1〜3
で完成させた表のみにすることで，積極的読
みによる状況モデル構築の成果を評価する．  

以上の問題及びCBTシステムを用意し，研究Iは中堅
私立大学に在籍する学部２，３年生（以下「中堅大学

生」）を対象に，研究IIは上位大学志望者が大半で東大

への進学者も毎年10名以上いる高等学校の３年生（以

下「進学校生」）を対象に実験し，研究Iの結果と比較

する．なお，同機関内での参加者間の国語の学力差は

大きくないと仮定し，各群にランダムに割り振った． 
研究Iと研究IIを通して，「従来版」がそれだけで積極
的読みを誘発するのであればその成果は参加者の違い

によらず見られ，「改変版」による改善効果は生じない

はずである．一方，日頃から進学校生が積極的読みに

従事しているのであれば，CBTのバージョンの違いに

関わらず，その成果が見られ，「改変版」の効果は中堅
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大学生のみに現れるはずである．他方，先行研究で示

唆されるように，積極的読みにある程度の準備状態が

必要なのであれば，進学校生において，「従来版」に比

べて「改変版」の効果が強く発揮され，中堅大学生に

は「改変版」の効果が表れない，もしくは表れたとし

ても統合的な記述解答までには至らないという可能性

が考えられる．逆に，中堅大学生においては問題文が

消える「改変版」に比べ，問題文が常時見られる「従

来版」で浅い処理を行う結果，そちらの記述解答が高

く評価されることも考えられる．その見極めのため，

評価については，問４だけ独立して第三者に行わせる． 

２．問題と設問の設計 

2.1. 問題と設問の設計 

扱った問題は，東大入試の2018年国語（文科）第１
問の『歴史を哲学する―七日間の集中講義』（野家啓一）

（以後『歴史を哲学する』と表記）と，2017年国語（文
科）第１問の『芸術家たちの精神史』（伊藤徹）（以後

『芸術家たちの精神史』と表記）である．『歴史を哲学

する』の問題文は2806字からなり，設問は全て記述式
で５つある．『芸術家たちの精神史』の問題文は3251
字からなり，同様に設問は全て記述式で５つある．な

お，５つの設問の内，問５は漢字を記述する問題のた

め，本実験の対象外とした． 
どちらの文章も問題文中に三つ以上の具体例を含み，

構造化に適したものであった．また，設問構成も1章で
示したものと同様であった．その一方で，後で見るよ

うに具体例の関係性が二つの問題で少し違い，支援の

一般化可能性を確かめるため，これらを選択した．  
実験では，東大入試の設問をそのまま解く「従来版」

に加え，思考過程を支援した設問形式で解く「改変版」

を新たに設計した．次節より，各問題の問題文の要旨，

設問と解答例，及び「改変版」のそれらを紹介する． 

2.2. 『歴史を哲学する』 

(1)  問題文 

原文の一部が問題文として与えられ，設問（問１〜

５）に解答することが求められる．問題文は，「歴史は

知覚不可能な過去の事象を物語によって関係付ける行

為である，ということを論じた文章」（河合塾，2019）
であり，要旨を４段落に分けて整理できる（表2）． 

 

表2 『歴史を哲学する』問題文要旨 
段落１（１行目〜14行目） 
知覚不能な歴史的過去の実在は，発掘や史料批判などの探究

の手続きによって確証される．これはミクロ物理学において，
知覚的には観察不可能な素粒子の実在が，間接的証拠である飛
跡と背景となる物理学理論により確証されるのと同様である． 
段落２（15行目〜21行目） 
科学哲学ではこれらの直接的に観察できない対象を「理論的
存在（理論的構成体）」と呼ぶ．理論的といっても虚構という
意味はなくその実在を疑う者はいないが，その実在は一連の理
論的探究の手続きがあってはじめて確証されるといえる． 
段落３（22行目〜33行目） 
歴史的事実は過去のものであり，実在を主張するには直接間
接の証拠や史料批判・年代測定など一連の理論的手続きが要求
されることから，歴史的事実も理論的存在と位置づけられる． 
段落４（34行目〜51行目） 
 歴史的出来事の実在は，関連する文書史料や絵画資料，発掘
物調査等を一定の文脈で関連付けた「物語り」のネットワーク
によって確証されることから，理論的存在である歴史的出来事
は「物語り的存在」と呼び換えることができる． 

(2)  設問と正答例 

設問は全部で５つあり，問１は第１段落，問２は第

２段落，問３は第３段落までの論旨を踏まえて解答す

ることが求められ，問４では本文全体の論旨を踏まえ

た上で解答することが求められている．表3で各設問と

河合塾（2019）の解答例を示す．  
表3 『歴史を哲学する』設問と解答例 

（一）「その痕跡が素粒子の「実在」を示す証拠であることを
保証しているのは，量子力学を基盤とする現代の物理学理論に
ほかなりません」（傍線部ア）とはどういうことか，説明せよ． 
知覚できない素粒子の存在は，その運動の痕跡を観察する実験
によって確証されるが，その作業は物理学理論に即してしかな
されないということ． 
（二）「『理論的虚構』という意味はまったく含まれていない」
（傍線部イ）とはどういうことか，説明せよ． 
理論的手続きによって導きだされたものが直接知覚できないか
らといって，ありもしないものを捏造しているわけでは毛頭な
いということ． 
（三）『フランス革命』や『明治維新』が抽象的概念であり，
それらが『知覚』ではなく，『思考』の対象であること」（傍
線部ウ）とはどういうことか，説明せよ． 
歴史的出来事は，具体的に知覚される個々の物ではなく，一連
の事象を理論的に関連付け，ひとまとまりの事柄として構成し
たものだということ． 
（四）「歴史的出来事の存在は『理論内在的』あるいは『物語
り内在的』なのであり，フィクションといった誤解をあらかじ
め防止しておくならば，それを『物語り的存在』と呼ぶことも
できます．」（傍線部エ）とあるが，「歴史的出来事の存在」
はなぜ「物語り的存在」といえるのか，本文全体の論旨を踏ま
えた上で，100字以上120字以内で説明せよ． 
過去の歴史的出来事は，現在の我々からは直接的に観察できず，
その存在は，我々が文書史料の記述や絵画資料，発掘物を理論
的に検証する手続きを通じて，個々の事象を関連づけ，一つの
まとまった出来事として構成することではじめて確証されたも
のだから． 
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(3)  「改変版」の設問設計 

「改変版」は，最初に問題文を全て読ませた後，内

容を表に整理していく設問を問１〜３で出題し，最後

の問４は「従来版」と同様とし，問３までで自ら作成

した表を参照しながら解答させるようにした．問１は

具体例を表に整理する設問，問２は表に見出しをつけ

る設問，問３は見出しを詳しく説明する設問とし，見

出しを詳しく説明する問３以降は，問題文を参照せず

に（問題文が消えた状態で）解答する問題とした．表4
で問４を除いた各設問と解答例を示す． 
 

表4 『歴史を哲学する』「改変版」設問と解答例 
問 本文について，下の表に整理したい． 
１．本文中の語句を用いて，空欄ABCDを埋めよ． 

(1) (2) (3) 
素粒⼦ 霧箱や泡箱，サイクロンに

よって捉えられた痕跡 
A 

前九年の役 B C 
D 六分儀等の計器による計測 地理学や天⽂学の理論 

 

A 物理学理論，B 衣川の古戦場，C 「物語り」のネットワー
ク，D 赤道や日付変更線 
２．(1)(2)(3)に5〜15文字で見出しをつけよ． 

(1) (2) (3) 
素粒⼦ 霧箱や泡箱，サイクロンに

よって捉えられた痕跡 
A 

前九年の役 B C 
D 六分儀等の計器による計測 地理学や天⽂学の理論 

 

(1) 理論的存在，(2) 間接的証拠，(3) 理論的手続き 
３．(1)および(3)について詳しく説明せよ． 

(1) (2) (3) 
(1)の説明  (3)の説明 
素粒⼦ 霧箱や泡箱，サイクロンに

よって捉えられた痕跡 
A 

前九年の役 B C 
D 六分儀等の計器による計測 地理学や天⽂学の理論 

 

(1)の説明 直接的には観察できないが，間接的証拠と理論的手
続きによって存在が証明されているもの． 
(3)の説明 理論的存在と間接的証拠とを結びつけて，理論的存
在の実在性を証明するために必要な理論や調査などの手続き． 

2.3. 『芸術家たちの精神史』 

(1)  問題文 

原文の一部が省略された問題文が与えられ，設問（問

１〜５）に解答することが求められる．問題文は，「科

学技術の進展が予期を超えた新たな問題を生み出して

人間的生の根本を脅かし，人間は自分たちの生の拠り

所となるような新たな虚構の創出を迫られている，と

いうことについて述べた文章」（河合塾，2019）であり，
要旨を４段落に分けて整理できる（表5）． 

 

表5 『芸術家たちの精神史』問題文要旨 
段落１（１行目〜16行目） 
困難を解決しようとして営まれるテクノロジーは，人間の営

みでありながら自ら問題を作り出し，それをまた新たな技術に
よって解決しようと自己展開して，有無を言わさず人間を牽引
していく． 
段落２（17行目〜40行目） 
人工受精による不妊治療や経管栄養による延命治療の可能性

はテクノロジーから生み出されるが，それらを現実化するか否
かの判断はテクノロジーによってはなされず，人間が決断せざ
るを得ない． 
段落３（41行目〜53行目） 
人間の判断の根拠となる個人の意思や社会的コンセンサスは
時と場合によって揺らぐ，可変的なものであるから，人間がい
かなる論理をもって実践的判断を下しても，それは虚構的なも
のでしかない． 
段落４（54行目〜61行目） 
 虚構性は人間の愚かさの表れではなく，むしろ虚構は人間を
支え，その生全体に不可避的に関わるものである．テクノロジ
ーが不可能を可能にし，かつては自然に任せていた判断を人間
に迫るようになったことで，今まで拠り所としてきた虚構は無
効化され，人間は新たな虚構の創出を強いられている． 

(2)  設問と正答例 

設問は全部で５つあり，問１は第１段落，問２は第

２段落，問３は第３段落までの論旨を踏まえて解答す

ることが求められ，問４では本文全体の論旨を踏まえ

た上で解答することが求められている．表6で各設問と

河合塾（2019）の解答例を示す． 
 

表6 『芸術家たちの精神史』設問と解答例 
（一）「科学技術の展開には，人間の営みでありながら，有無
をいわせず人間をどこまでも牽引していく不気味なところがあ
る」（傍線部ア）とはどういうことか，説明せよ． 
困難を人間の力で解決するための科学技術が問題を作り出し，
その技術的な解決へと人間を駆り立てつつ，技術では扱えない
難題さえ生み出すこと． 
（二）「単なる道具としてニュートラルなものに留まりえない
理由」（傍線部イ）とはどういうことか，説明せよ． 
科学技術は行為の妥当性に囚われないために新たな可能性を
次々に切り拓き，その行為に関して倫理の基準を新たに問う必
要を生じさせるということ． 
（三）「実践的判断が虚構的なものでしかないことは明らかだ」
（傍線部ウ）とあるが，なぜそういえるのか，説明せよ． 
行為に関わる判断を最終的に決定する基準を支えるはずの概念
自体が確固たるものでありえず，実際その判断は時代とともに
変動しているから． 
（四）「テクノロジーは，人間的生のあり方を，その根本のと
ころから変えてしまう」（傍線部エ）とはどういうことか，本
文全体の論旨を踏まえた上で，100文字以上120文字以内で説明
せよ． 
かつては不可能であった行為を科学技術が可能にし，そこに是
非を判断すべき領域が広がることで，それまで信じられていた
倫理が虚構であることが露呈し，判断基準の虚構性を自覚しつ
つも，新たな難題に対処するための虚構を産出し続けざるをえ
なくなったこと． 
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(3)  「改変版」の設問設計 

「改変版」は，最初に問題文を全て読ませた後，内

容を表に整理していく設問を問１〜３で出題し，最後

の問４は「従来版」と同様とした上で，問３までで自

ら作成した表を参照しながら解答させるようにした．

問１は具体例を表に整理する設問，問２は表に見出し

をつける設問，問３は各事例を対比させる設問とし，

問３以降は，問題文を参照せずに解答することとした．

表7で問４を除いた各設問と解答例を示す．なお，問３

については，『歴史を哲学する』と異なり，事例Iと事
例II，IIIとの間に相違がある構造がポイントだったた

め，主題は事例IIとIIIにあることを対比的に理解する

ことが可能になるよう「Iの例」と「II・IIIの例」との

違いを問う問題とした． 
 
表7 『芸術家たちの精神史』「改変版」設問と解答例 
問 本文について，下の表に整理したい． 
１．本文中の語句を用いて，空欄ABCDを埋めよ． 

 (1) (2) (3) 
I 感染症 ワクチン A 
II B ⽺⽔検査 妊娠継続について

の判断 
III ⾃ら⾷事が取れな

い⽼⼈ 
C D 

 

A 耐性を備えたウイルス，B 胎児の染色体異常，C 延命措置
(胃瘻，経管栄養)，D (餓死する子供たちが世界には多数存在す
る中で)公的資金を投じてまで生命を維持すべきか． 
２．(1)(2)(3)に見出しをつけよ．ただし(2)の解答は(1)との関係
性が，(3)の解答は(2)との関係性がはっきりと分かるように答え
よ． 

 (1) (2) (3) 
I 感染症 ワクチン A 
II B ⽺⽔検査 妊娠継続について

の判断 
III ⾃ら⾷事が取れな

い⽼⼈ 
C D 

 

(1)人間に与えられた困難な状況，(2)困難を解決しようとして生
み出されるテクノロジー，(3)テクノロジーによって生み出され
る新たな問題・困難 
３．(3)に注目して，「Iの例」と「II・IIIの例」との違いを説
明せよ． 

 (1) (2) (3) 「Iの例」と
「II・IIIの例」
との違い 

I 感染症 ワクチン A  
II B ⽺⽔検査 妊娠継続につ

いての判断 
III ⾃ら⾷事が取

れない⽼⼈ 
C D 

 

Ⅰで発生する問題はテクノロジーの開発で解決できる可能性が
あるものだが，Ⅱ・Ⅲで発生する問題は人間による是非の判断
や決断なくては解決できないものである． 

３．CBTシステムの開発 

3.1. CBTシステムの概要 

開発したCBT システムは，Webブラウザを使って解
答可能とした．「改変版」のCBTシステムを例として紹

介する．紹介のためにユーザ（実験参加者）視点から

の挙動を記す．最初にメールアドレスを入力して進む

と，図3の画面が表示され，CBTシステムで解いていく

際の注意点が読める．ここでは，「従来版」「改変版」

共通して，本文にマーキングできること，解答終了ま

での時間は45分であること，問題は全部で４問あるこ
とが示される．「改変版」では加えて，本文を読み終え

て[はい]をクリックするとはじめて問題が表示される

こと，７分経過すると，本文を読み終えていなくても

問題が表示されること，問題は１問ずつ順に解いてい

く形になっており，飛ばさずに解くことが示される． 
解答時間45分の設定は，キーボード入力による時間

増加等を踏まえ，東大入試の解答時間全体を大問単位

で割った35分に10分を加えた時間とした．問題文の７

分経過の設定は，実験前に実際に数名に読んでもらっ

た結果より設定した．なお，問3以降本文が参照できな
くなる設定は事前に教示しなかった．教示してしまう

と参照できないことに対して備える活動を誘発してし

まう懸念があったためである． 
 

 
図3 「改変版」ログイン後開始前の画面 

 
 スタートボタンを押すと本文が表示される（図4）．
画面をスクロールすることで全文を読むことができる．

ドラッグ画面左上には，問１が自動表示される時間７

分のカウントダウンと，全体の時間45分からのカウン
トダウンが表示される．読み終えたら画面下のボタン

を押すと，問１が表示される．または，ボタンを押さ

ずに７分が経過した場合は，自動的に問１が表示され

る．本文と設問はドラッグするとマーキングされ，も
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う一度ドラッグするとマーカーを消すことができる

（図3のマーキングの例を参照）． 
 

 

 
図4 「改変版」問題文の画面 

 
 設問に対する解答は，テキスト入力エリアに記入し

ていく．本文を参照せずに解答する設問では，図5のよ
うに本文を参照せずに解答することが明示された．設

問間を行き来して解答できる設問については，ブラウ

ザの戻る・進むボタン等が使えるが，設問間の行き来

が制限された設問では使えなかった．なお，問１〜３

については，各欄に一文字は入力しないと，先に進め

ない．各問で入力した解答内容は，次の問の解答時に

は空所が埋められた形で画面上に反映され，表示され

る（図5は問３までの解答が埋められた形の表示例であ

る）．問４の100字以上120字以内で説明する解答欄では，

入力文字数が自動的にカウントされるとともに，120
字以上の入力も許容された． 
 

 
図5 「改変版」問4を解答する画面 

 なお，「従来版」のCBTシステムの実装においては，

「改変版」と同様のインターフェイスとし，問題文，

設問，解答欄は全て一画面内で完結するようにした．

本文は図6に示したとおり，傍線部は下線部として表示

され，画面を下にスクロールしていくと，連続して図7
のように設問が表示される． 
 なお「改変版」「従来版」とも，問４に解答した後，

終了ボタンを押すとテストは終了する．また，45分経
過すると自動的に終了するようにした． 
問１〜４の時間配分は，参加者の自由であった．ま

た，45分の時間制限を待たず，解答を終了できた．以

後，参加者が実際解答に費やした全体の時間を「解答

時間」と呼ぶ． 
 

 
図６ 「従来版」問題文の画面 

 
図７ 「従来版」設問の画面 

3.2. 解答ならびに操作ログの記録 

 CBTシステムは常にネットワーク経由で動作・記録

しているため，スタートを押した時点から，解答内容

ならびに操作ログを自動的に収集できるようにした．

記録される情報は，表8である．解答欄の文字入力内容
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は，途中まで入力した内容も記録され，何を加除修正

したのかの差分も分かるようにした．表8に示した解答

ならびに操作ログは全て経過時刻と共に記録され，簡

易にエクスポートできるようにした． 
 

表8 解答ならびに操作ログの記録 
 

ページ移動 
・開始時間と終了時間 
・参照ページ（「改変版」は複数ページで構

成されているが，「従来版」は１ページ） 
 

  問題文・ 
設問文 

・マーキングした文字とその該当段落 
・マーカー削除した文字とその該当段落 
・マーキングした文字とその設問番号 
・マーカー削除した文字とその設問番号 

 
解答 

・解答欄のクリック 
・解答欄に文字を入力し，他の場所をクリッ

クした時点までの入力内容 

４．研究 I 

4.1. 方法 

2020年10月，関東圏内の中堅私立大学の学部学生40
名（2年生17名,３年生23名；全て女性）を対象に，授

業づくりと学習評価に関する授業の一環として「これ

からの学習評価を考える」というテーマで，２つの授

業（2年生授業17名，3年生授業23名；どちらも完全オ

ンライン開講）内で実施した．授業時間は100分である． 
CBTシステムで用意した問題は，『歴史を哲学する』
の「従来版」と「改変版」，ならびに『芸術家たちの精

神史』の「従来版」と「改変版」の４種類である． 
同一参加者に「従来版」と「改変版」の両方を体験

させ，かつ，同じ問題は解かせないようにするため，

表9に示した通り，順序バランスを取った4タイプのコ

ースを作成した．各コースに10人ずつ振り分け，いず

れかのコースで，２種類の問題を連続して解いた． 
 

表9 用意した４つのコース 
コース名 １題目 ２題目 n 

アルファ 芸術家たちの精神史 
従来版 

歴史を哲学する 
改変版 10 

ベータ 歴史を哲学する 
従来版 

芸術家たちの精神史 
改変版 10 

ガンマ 歴史を哲学する 
改変版 

芸術家たちの精神史 
従来版 10 

デルタ 芸術家たちの精神史 
改変版 

歴史を哲学する 
従来版 10 

 
実験は，全てオンライン上で実施した．学生は自宅

からアクセスした．実験の教示は，オンライン会議ア

プリのZOOMならびに教育用コンテンツ・マネジメン

ト・システムのGoogle Classroomを介して行った．最
初に，ZOOM経由で参加者全員に対して，大学入試の
国語の現代文を解いてもらうこと，それぞれ解答時間

は45分で，２題合わせて90分かかること，人によって

解答するコースが異なることを伝えた．その後，参加

者にGoogle Classroom経由で，自分の解くCBTシステ
ムのコースを選択させた．実験実施中， ZOOM経由で
質問等問い合わせ可能にしたが，質問はなかった． 
実験から1週間後に授業内で振り返り活動とアンケ

ートを行った．本稿の分析にはアンケートのみを使う．

アンケートは「最初に本文を読もうと意識した」など

に対して４件法（「とても意識した」から「全く意識し

なかった」まで）で聞く項目５つと，「CBTデザインの
選択」に対して「従来版」と「改変版」のどちらかの

２件法（もしくは「どちらでもない」を加えた３件法）

で聞く項目３つがあった．後者については，選択理由

の自由記述も求めた． 
なお，データの研究利用に関して許諾を取るなど，

聖心女子大学研究倫理指針の規定に基づき委員会の承

認を得た上実施した． 

4.2. 分析方法 

本実験は，CBTデザイン要因（「従来版」・「改変版」）
×問題要因（『歴史を哲学する』・『芸術家たちの精神史』）

×順序要因（「従来版」→「改変版」・「改変版」→「従

来版」）の３要因で，順序要因以外が実験参加者内要因

である．参加者内で同じ問題を解かせないなどの制約

を設けたため，３要因の各２水準を掛け合わせた８条

件ではなく，表9の４条件のみという変則的な実験計画
となった．主たる独立変数はCBTデザインであり，従
属変数は問４（以降「統合課題」と呼ぶ）の解決成績

である．問１～３の成績は両者の媒介変数と見なす． 
変則的な実験計画に応じて分析を次のように進める． 
 

(1) 統合課題の解決成績に影響を及ぼす大きな交絡
要因がないことを確かめるため，解答時間が条件

間で大きな差がないことを示す．先述の制約によ

り，分散分析が適用できないため，３要因各々に

ついて解答時間に関するt検定を行う． 
(2) ３要因の統合課題の解決成績に対する影響を調

べるべく，各要因についてt検定を行う．狙いは，

CBTデザインのみが効果を持ち，「改変版」が「従

来版」より肯定的な効果を有意に示すことの確認

である．なお，有意差が出ない場合，もしくは逆
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の方向に有意差が出た場合は，原因を探るため，

統合課題の記述解答の分類を行う．「従来版」と

「改変版」とで解答の種類に偏りがあるかについ

てカイ二乗検定を行う．さらに，それぞれの解答

種類によってどのように採点されたか（解決成績）

を検討する． 
(3) 「改変版」における問１～３の解決成績を合計し，

その支援がどの程度機能したかを確かめる．また，

それを積極的読みの一指標である解体・再構成の

度合いと見て，４カテゴリに分類し，それぞれの

カテゴリで「改変版」と「従来版」の統合課題の

解決成績がどう変わるかについて検討する． 
(4) 以上の行動分析に加え，主観報告としてのアンケ

ートを分析する．CBTデザインで回答数に偏りが

見られるかについて，カイ二乗検定を行う． 
 
以下，分析に用いる指標について説明する． 
統合課題の解決成績については，現代国語の採点を

専門とする塾講師が，表3や6の正答例を模範に一貫し

た要素点を付与する形で普段の模試採点と同様の採点

を行った．解答がどの条件のものかは伏せられていた．

問４の満点は15点とした．なお，記述内容の質を重視

するため，100字以上120字未満という解答条件を満た
していなくとも，減点はしなかった． 
統合課題の記述内容の分類は，問４に関する傍線部

が含まれる段落内の文章を書き写してつなぎ合わせる

形で記述したか，自分なりに構成した文章で記述した

か，または未回答かを分類した．表10に分類例を示す．  
表10 統合課題の記述内容の分類例 

書き写しを主とした記述例 
歴史的出来事は絵画資料，あるいは武具や人骨などの発掘物に
関する調査などの「物語り」のネットワークに支えられており，
物語りを超越した理想的年代記作者，すなわち「神の視点」を
要請することにほかならないため． 
（下線部は，段落4内の傍線部付近から近接する箇所を引用） 
自分なりの構成を主とした記述例 
歴史的出来事は人間にとって知覚できないもののため，歴史的
な事実があったことを証明するには，物語や絵巻物などを用い
なければならないから．また，人間の過去への知覚は過去を「想
起」し，それらを物語などにまとめるため． 
（二重下線部は，本文には用いられていない表現） 

 
解体・再構成の度合いについては，「改変版」の問１

〜３の解答状況から，以下の４つの分類カテゴリを設

定した．分析には，CBTシステムに記録された記述解
答データとログデータを用いた． 
 

A)解体・再構成がある程度できた 
B)解体がある程度できたが再構成が十分でなかった 

C)局所的な解体と再構成に留まった 
D)解体・再構成ができなかった   
表11 積極的読みの「解体・再構成」度合いの分類 

A) 解体・再構成がある程度できた 
定
義 

問1は全問正答，もしくは，誤答が含まれるが，誤答内容
が，同事例内の別事実の範囲．問2は全問正答，もしくは，
一部誤答．問3は全問正答．  

例 問1A ○ 物理学理論 
問1B × 文書資料の記述や絵画資料，発掘物に

関する調査 
問1C ○ 物語りのネットワーク 
問1D ○ 赤道や日付変更線 
問2(1) × 知覚的観察が不可能なもの 
問2(2) ○ 間接的証拠 
問2(3) ○ 間接的証拠を支えるもの 
問3(1)の説明 ○ 見聞臭触は不可能であるが，実在が証

明されているもの． 
問3(3)の説明 ○ 間接的証拠をもってどのように説明す

るか，その考え方となる理論のこと． 
 

B) 解体がある程度できたが再構成が十分でなかった 
定
義 

問1が全問正答，もしくは一部誤答だが，同事例内の別事
実の範囲．問2は全問誤答，もしくは，一部正答に留まる．
問3は全問誤答，もしくは，一部正答に留まる．  

例 問1A ○ 物理学理論 
問1B ○ 衣川の古戦場 
問1C ○ 物語りのネットワーク 
問1D ○ 赤道 
問2(1) ○ 理論的存在 
問2(2) × 歴史的出来事 
問2(3) × 探求 
問3(1)の説明 × 理論的存在とは直接存在することがで

きないこと，もののことである． 
問3(3)の説明 × 理論的存在を証明する方法． 

 

C) 局所的な解体と再構成に留まった 
定
義 

問1は一部のみ正答．問2と問3は，問1の正答した列に関
連する箇所は正答している場合もあるが，他は誤答． 

例 問1A ○ 量子力学を基盤とする現代の物理学理論 
問1B × 武具，人骨の発掘物による調査 
問1C × 陸奥話記，古今著聞集 
問1D ○ 赤道，日付変更線 
問2(1) ○ 理論的存在・理論的構成体 
問2(2) × 物理的事実 
問2(3) × 歴史的事実 
問3(1)の説明 ○ 理論上は存在していることが認められ

るが，人間の目には見えない物なので，
本当に存在する物なのか確かめなけれ
ば存在が認められない段階． 

問3(3)の説明 × 実際に存在する目に見える証拠から分
かるものではなく，人間の記憶やスト
ーリーに基づいた事実であり，物理的
事実を裏付ける材料となるもの． 

 

D) 解体・再構成ができなかった 
定
義 

問1の解答内容の一部または全てが，想定抽象度と異なっ
ている．問2と問3は，全問誤答，もしくは1つのみ正答． 

例 問1A × 理論的存在 
問1B × 物語的存在 
問1C × 神の視点 
問1D × 中性子 
問2(1) × 物質 
問2(2) × 表すもの 
問2(3) × 何と呼ばれていたか 
問3(1)の説明 × 地球上に存在する物質を説明している 
問3(3)の説明 × どのような存在として人々を見ているか 
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A)は，期待する読解過程が見られた参加者，ならび

に解体・再構成の過程において一部読み取りに課題は

あったが，概ね期待通りであった参加者，B)は，事例

から対応する要素を見出す読解は行ったが，それらの

要素を組み合わせて再構成する過程に課題があった参

加者，C)は，解体・再構成の過程において，一部の要

素の抜き出しと，一部の要素をつなげた再構成はでき

たが局所的で，他の要素との関連付けができなかった

参加者，D)は，表の構造を読み取ることができず，ど

のレベルの要素を抜き出し，どの抽象度で再構成すれ

ばよいのかという段階でつまずいた参加者である． 
1.2節で述べたように問１が解体，問２以降が再構成

の認知過程を問うものであったため，基本的にそれら

の解決成績や中途結果を分類に使ったが，複合的な判

断で分類を行ったため，分類基準と具体例を表11に示

した．結果では，A)からD)のカテゴリ別に統合課題の

「従来版」と「改変版」の成績を比較する．  
なお，参加者が「改変版」で行った解体・再構成と

同様に「従来版」の読解を行った保証はないが，「従来

版」ではその解決行動からの認知過程の推測が難しい

ため，「改変版」を活用した．それにより，「改変版」

のカテゴリに分けられた受検者が「従来版」でいかな

る統合課題の解決を行ったかをより詳しく検討し，以

て「従来版」と「改変版」の統合課題解決成績の違い

に関する考察を深めることを狙った． 

4.3. 結果 

(1) 解答時間 

解答時間と標準偏差をCBTデザインと問題要因で表

12a，順序要因で表12bに示した．CBTデザイン要因（t 
(39) = 0.49, n.s,），問題要因（t (39) = 0.33, n.s.），順序
要因（t (78) = 0.56, n.s.）には，有意な差は認められな

かった．解答時間には45分があてがわれていたが，実
験参加者は30分前後で解答を切り上げていた．  
表12a 解答時間の平均と標準偏差（デザイン・問題） 

 
歴史を哲学する 芸術家たちの精神史 
M      SD M      SD 

従来版 30分38秒 (9分36秒) 31分00秒 (11分54秒) 
改変版 30分45秒 (9分11秒) 31分39秒  (8分41秒)  

表12b 解答時間の平均と標準偏差（順序） 
従来版→改変版 改変版→従来版 

M      SD M      SD 
30分18秒 (10分12秒) 31分33秒 (9分52秒) 

(2) 統合課題の解決成績 

統合課題の採点結果について， CBTデザインと問題
ごとに平均点と標準偏差を示したのが表13である．t検
定の結果，CBTデザインによる有意差が認められた（t 
(39) = 2.15, p < .05）が，その差は「従来版」の方が高

い点数だというものだった．問題による有意差（t (39) 
= 1.23, n.s.），順序による有意差（t (78) = 0.42, n.s.）
は，認められなかった．以降の分析は，「従来版」と「改

変版」を比べるため，両問題を合わせた結果を示す． 
 

表13 統合課題の平均点と標準偏差 

 
歴史を哲学する 芸術家たちの精神史 
M      SD M      SD 

従来版 3.00    (3.15) 2.55    (2.04) 
改変版 1.60    (2.13) 1.20    (1.57) 
 
「従来版」の方が「改変版」より有意に好成績だっ

た原因を探るため，統合課題の解答内容について分析

した．「自分なりの構成」で記述した人数，「書き写し」

で記述した人数，未回答の人数，ならびに各平均点と

標準偏差を表14に示す．人数については，「改変版」で

は「自分なりの構成」，「従来版」では「書き写し」が

多くを占めていた．カイ二乗検定の結果，偏りに有意

差が認められた（χ2 (2) = 43.09, p < .05）．また，各カテ
ゴリの統合課題の成績を見ると，「書き写し」では解答

に期待される用語が直接用いられている上，文章を部

分的に引用することで，その部分の範囲では正しい構

造が理解できていると解釈され，解答者自身が構成し

た上での記述でない可能性があるにも関わらず，部分

点が加算されたと思われる． 
 

表14 統合課題の記述内容の分類と採点結果 
 自分なりの構成 書き写し 未回答 

従来版 n = 10 (25%) 
2.30 (2.10) 

n = 28 (70%) 
3.46 (2.57) 

n = 2 (5%) 
0.00 (0.00) 

改変版 n = 34 (85%) 
2.06 (1.96) 

n = 0 (0%) 
─ 

n = 6 (15%) 
0.00 (0.00) 

Note. 数値は平均（標準偏差） 

(3) 解体・再構成の度合いと解決成績 

「改変版」の問１〜３の記入欄の正誤（表11の〇×）
について，重みを付けずに正誤について単純に合算し

た．その結果，正答率は37.8%と決して高くなかった． 
次に，各実験参加者の読解過程における解体・再構

成の度合いを「改変版」の問１〜３の解答内容から分

類し，統合課題の「従来版」と「改変版」の採点結果
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との関係を分析した． 
カテゴリへの分類を行ったところ，解体・再構成が

ある程度成功したA）が11名，解体がある程度成功した
B）が7名，局所的な解体・再構成に留まったC）が11
名，解体・再構成ができなかったD）が11名となった． 
次に，各カテゴリに該当した参加者ごとの「従来版」

と「改変版」の解決成績（採点結果）について，縦軸

を点数として示したのが，図8である．図より，解体・

再構成がある程度できたA)では「従来版」より「改変
版」の得点が上回った反面，B)，C)，D)では「改変版」
より「従来版」の得点が上回った．特に「改変版」で

は局所的な解体・再構成に留まったC）が「従来版」で
は最も高い得点となった．  

 
図8 解体・再構成の度合いと統合課題結果の関係 

(4) アンケート結果 

表15にアンケート項目と４件法への各回答選択者数，

及びカイ二乗検定の統計量を示した．項目(2)～(5)に全
て有意差が認められており，本研究の狙い通り，改変

版において主観的な理解度，内容の保持性が向上し，

設問間の関連付け・吟味がなされていたことがわかる． 
 

表15  アンケート項目と回答結果（n = 40） 
回答 （1：肯定－4：否定）  

アンケート項目 1 2 3 4 χ2 (3) 
(1)最初に本文を読もう
と意識した 

従来版 17 13 9 1 4.24 
改変版 24 12 3 1 

(2)本文の内容はよく理
解できた気がした 

従来版 4 17 18 1 8.96＊ 
改変版 9 24 7 0 

(3)後で思い出したとき，
本文の内容を覚えていた 

従来版 2 10 20 8 9.34＊ 
改変版 4 19 16 1 

(4)前の問いが後の問い
に活用できた 

従来版 4 18 15 3 20.64＊＊ 
改変版 22 13 4 1 

(5)後の問いを解いてい
るとき前の問いの間違い
に気づいた 

従来版 2 9 24 4 
12.54＊＊ 

改変版 5 22 12 1 
＊p < .05, ＊＊p < .01  
 

次に，２件法もしくは３件法で尋ねたアンケートに

関する項目と選択の分布を図9に示した．全体として，

実験参加者は新規な取組である「改変版」を「従来版」

より肯定的に評価している． 
 

 
図9 「従来版」と「改変版」に対する認識（n = 40） 

 
入試で解くならどちらが好きかに対して「従来版」

を選択した参加者は，「全部を読まなくても導入と結末，

傍線の前後を読めば解けるから．」と，テストワイズネ

スによる得点獲得について言及した．「改変版」の選択

者は，「解き進めていくうちに理解が深まっていくよう

な気がするから」と，本研究で期待した読解過程によ

り内容理解が進む点を言及した．  
自分の国語の力を表す問題として「従来版」を選択

した者は，「よくある問題形式だということもあり，国

語の問題の解き方に近く，国語の問題を解く力は自分

の国語力に直結しているように感じたから．」と出題形

式の慣れについて言及した．「改変版」の選択者は，「表

を用いて論点を整理したことにより，相手に分かりや

すく伝えようとする文章を構成したり，文章中の言葉

を上手く使って論じようとしたと感じたから．」とテス

トデザイン自体の特徴に言及した． 
思考力を発揮せざるを得ない問題として「従来版」

を選択した者は，「従来版の方が難しく，表にまとめる

こともないので自分の読解力が試されるような気がし

たから．」と，難しさを理由として言及した．「改変版」

の選択者は，「従来版ではただ与えられた問題の答えを

探すという作業に追われていましたが，改変版では『こ

の表は何を意味しているのか』から始まり，穴を埋め

るだけでなく，各例が共通点をもって対応しているこ

とがわかりました．文章を読んで理解するだけでなく，

自分の頭で再度構成しなおすという点で，改変版の方

が思考力が必要になると感じました」と，認知過程の

発揮の違いについて具体的に言及していた． 
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4.4. 考察 

以上より，統合課題の解答のタイプや，解体・再構

成活動と解決成績との関係，アンケート結果を総合す

ると，「改変版」のCBTデザインによって，「従来版」
に比して，実験参加者の積極的読みが誘発された傾向

がうかがえる．その一方で，第三者が「記述解答の成

績」として統合課題の解答を採点すると，そこには，

積極的読みの理解結果が評価されるレベルまで反映さ

れてはいないということも示唆された．逆に，「従来版」

で傍線部付近を手際よく書写して文章として整えた解

答の方が高く採点される傾向があったと言える．総合

すると，中堅大学生が浅い処理しかできないわけでは

なく，デザイン次第でその読解過程は変化し得ること，

そして，CBTデザインによって積極的読みへの端緒に
就いたということがうかがえる． 
そこで，実験参加者が積極的読みを統合問題の解決

に結び付け，同時に同じ採点者から見てもその成果を

妥当に評価できるかを研究IIで検証することとした． 

５．研究 II 

5.1. 方法 

研究Iに基づいて研究IIを実施し，研究Iと比較するこ

とにした．2020年10月から11月にかけて，関東圏内の
上位大学志望者がほとんどを占める県立高等学校３年

生の１クラス対象に，「評論文を理解する認知メカニズ

ムを考える実験授業」の一環として行った．クラスは，

国語が二次試験でも必要な難関大学を目指す理系クラ

スであった．実験者は教員歴40年近いベテラン国語教

員であり，二回の授業（実験）とも参加できた生徒が

39名であった．教員は進路指導担当者としても関わっ

ており，東大志望者は７月末から東大の過去問を随時

演習していたが，実験対象の問題は未着手になるよう

事前に制御し，生徒全員初見の問題となるようにした． 
授業はオンラインでなく対面で行われていたため，

実験はコンピュータ教室で実施した．研究Iより順序効
果が見られなかったことから，最初の10月授業では，

『芸術家たちの精神史』について「従来版」と「改変

版」に分かれて解いてもらい，１ヶ月後の11月授業で

は，『歴史を哲学する』について10月とは異なる版を解
いてもらった．解答時間は研究Iと同じとした． 
研究IIについても，聖心女子大学研究倫理指針の規定

に基づき委員会の承認を得た上で実施している． 

5.2. 分析方法 

研究IIでは，中堅大学生を対象とした研究Iと進学校
生を対象とした研究IIの統合課題の解決成績を主に検

討する． 
分析は，統合課題の採点結果について，所属（「中堅

大学生」・「進学校生」）とCBTデザイン（「改変版」・「従
来版」）の２要因分散分析で行う．その際，問題要因は

研究Iで有意差が見られなかったことから，２水準を合

わせて分析する．なお，確認のため，所属と問題の２

要因分散分析も行う． 
分散分析で有意差が見られた場合には，研究I同様の

質的分析と新規にマーキングのログ分析を行う．採点

は，研究Iと同じ採点者が研究Iと同様の方法で行った． 

5.3. 結果と考察 

(1) 解決成績に関する研究 Iと研究 IIの比較 

「従来版」と「改変版」の平均点に関して，所属と

CBTデザインの結果を示したのが，図10である．中堅
大学生では「改変版」が「従来版」に劣っていたもの

が，進学校生では逆転することがわかる． 
所属とCBTデザインについて有意水準を5%に設定

して分散分析を行った結果，交互作用が見られ，効果

量は中程度であった（F (1, 77) = 5.27, p < .05; η2 = .07）．
単純主効果を調べた結果，所属に有意差はなく（F (1, 154) 

= 3.82, p < .10; η2 = .05），CBTデザインに有意差が見

られ（F (1, 77) = 4.55, p < .05; η2 = .06）従来版の成績
がよかった．効果量はカッコ内に記したとおりである．

なお，所属と問題の分散分析では，交互作用（F (1, 154) = 
0.85, n.s.）に有意差は見られなかった． 

 

 
図10 研究Iと研究IIの統合課題解決成績比較 
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研究Iの結果と併せて考察すると，進学校生では「従

来版」でさえ，傍線部付近の書き写しではなく，自ら

解体・再構成を進めようとする結果，採点者には低く

評価されるが，「改変版」のCBTデザインに従って十全
に積極的読みを進めることによって評価可能な解答を

構成できるようになった可能性がうかがえる． 
そこで，図11に中堅大学生と併せて，進学校生の解

答内容の分類結果を示した．図11に見るように，進学

校生で「書き写し」を行った実験参加者は「従来版」

で１名（採点結果は３点）しかいなかったため，中堅

大学生に比べると，条件を問わず，「自分なりの構成」

をする者が圧倒的に多いことがわかる．なお，中堅大

学生に比べ，問３までの解答に時間を掛ける参加者も

多かったため，未回答者の割合も高い． 
 

 
図11 統合課題の記述内容（人数） 

（中堅大学生 n = 40，進学校生 n = 39） 

(2) 統合課題検討時のマーキングログ分析 

前項の結果を参加者の解決プロセスからも把握する

べく，研究Iと研究IIそれぞれの「従来版」の統合課題
検討時に，本文をいかに参照していたかをマーキング

のログから分析した． 
結果が表16である．カテゴリは左から，問4の傍線部
が引かれた段落４だけでなく，他の段落の文章にもマ

ーキングしていた者，段落４の中でのみマーキングし

ていた者，統合課題検討時は使用しなかったが，本文

通読時や途中の設問で既にマーキングしていた者，一

切マーカーを使用しなかった者である．研究Iの中堅大
学生は傍線部のある段落4のみの範囲のマーキングが
多く，研究IIの進学校生は他の段落も行き来するマーキ
ングや事前に行ったマーキングを見渡す行為が多いと

推察される．カイ二乗検定の結果，研究Iと研究IIとの
間に違いが認められた（χ2 (3) = 19.47, p < .05）．  

 
表16 「従来版」統合課題検討時のマーキング人数 

 段落4以外 
マーク 

段落4のみ 
マーク 

問4では 
使用せず 

マーカー

使用せず 
研究I 1 (2.5%) 23 (57.5%) 6 (15%) 10 (15%) 
研究II 10 (25.6%) 8 (20.5%) 15 (38.5%) 6 (15.4%) 

(3) 解体・再構成の度合いと解決成績 

まず研究IIにおける「改変版」の問１〜３の正答率は

62.7%と，研究Iの37.8％と比べて高く，解体・再構成

活動が支援として働いていたことが示唆された． 
次に研究I同様に，解体・再構成の度合いを「改変版」
の問１〜３の解答内容から分類し，統合課題の「従来

版」と「改変版」の採点結果との関係を分析した．解

体・再構成がある程度成功したA）が22名，解体がある
程度成功したB）が5名，局所的な解体・再構成に留ま

ったC）が11名，解体・再構成ができなかったD）が1
名で，A)が多く，D)が少なかった．図12で結果を見る

ように，研究Iの傾向がA)，C），D）について再現され

ている．特にA）の伸びが顕著であり，このカテゴリに

分類された参加者の多さが全体としての結果を押し上

げたと考えられる．なお，B）の「従来版」が「改変版」
と大きな差がないのは，「従来版」でも自力による解

体・再構成を行っていた（ことにより採点者に評価さ

れにくかった）可能性が考えられる． 
 

 
図12 解体・再構成の度合いと統合課題結果の関係 

６．総合討論 

6.1. 全体考察 

入試問題等の読解過程においては，本来，問題文の

部分的な読解やその断片の活用などの浅い処理だけで

なく，問題文から複数の事実を同定し，それらの比較
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対照などの関連付けを行い，文章全体の構造を踏まえ

て筆者の主張を解釈するような深い処理が求められて

いる．しかし，先行研究からは受検者が後者の読解過

程に従事することは難しく，また，設問の設定によっ

ては受検者が浅い処理を行っていても評価（採点）者

がそれを見極めにくいという課題が指摘されてきた． 
本研究では，深い処理を求める入試問題の典型とし

て東大二次試験問題を活用し，それをCBTに移し替え
ただけの「従来版」とより積極的読みを促す狙いの「改

変版」とを開発し，同種の問題の読解・解決経験が少

ないと想定される中堅大学生（研究I）と多いと想定さ

れる進学校生（研究II）とで検証実験を行った． 
研究Iの結果からは，中堅大学生が「改変版」の下，

全文を読んで理解しようとし，設問（小問）間の関連

付けを行いながら，自分なりの言葉で解答を構成しよ

うとしたことがアンケート結果（表15）や解答タイプ

（表14）から示された．これは，CBTによる本文の強
制的な全文読解やそこからの要素抽出・再構成という

誘導を反映しただけのものとも言えるが，それでも参

加者自身はこのデザインを「自らの国語力や思考力を

発揮せざるを得ないもの」と肯定的に受け止め（図9），
実際に解体・再構成活動を行った者ほど統合課題もあ

る程度解決できるという結果を示した（図8）．しかし，
その効果は統合課題解決時に問題文が読めないという

不利さを補って余りあるほどではなく，「従来版」と比

べて平均点は有意に低いものとなった（表13）． 
一方，同じ実験参加者が「従来版」に取り組んだ際

は，その読みは本文の内容の理解や再生に繋がらず，

設問間の関係も意識しないものとなった（表15）．統合
課題解決時も傍線部のある段落のマーキング（表16）
や本文中の言葉の書き写し（表14）など浅い処理の読

みに留まった．しかしながら，採点結果としては「従

来版」の特に「書き写し」を行った参加者の成績が高

く評価された（表13，14）．「改変版」で解体・再構成
活動を局所的に行っただけのカテゴリCの参加者が「従
来版」で最も好成績だったことに鑑みると（図8），こ
のタイプの参加者は，局所的な段落をよく記憶・再生

し，その範囲で重要なキーワードを書き抜いて連ねる

という活動に長けている可能性が考えられた．いわゆ

る「テストワイズネス」の表れである． 
以上の結果を総合すると，中堅大学生を対象とした

研究Iでは，「従来版」と「改変版」というCBTデザイ
ンの違いによってその読解行動が群間で変わることが

示された（一人ひとりの受検者の読解活動が「従来版」

と「改変版」とで一様に変化するのか，それとも一部

の受検者で読解活動が大きく変化するのかは，本研究

では定かではない）．一方，「改変版」によってその行

動が深い処理の方向へと変わる可能性は示唆できたが，

統合課題解決にまでは結び付かなかった．その一因は，

問１～３の記入欄の正誤について，重みを付けずに合

算した結果が37.8％の正答率と低かったように，解
体・再構成の支援が支援として十分に働いておらず，

問４の統合課題解決時に必要な部品が揃っていなかっ

たことによると考えられる． 
次に研究IIの結果からは，進学校生が「従来版」であ

っても，統合課題解決時に傍線部の段落以外も広く検

討し（表16），自分なりの言葉で解答を構成しようとし
ていた過程（図11）がうかがえる．満点から比較すれ

ば，その記述解答結果はまだ不十分なものだが（図10），
このような読解活動を日常的に続けていけば，問題解

決と本文読解の往還が一層進む可能性が考えられる．

しかしながら，本研究は，そのような深い処理に向け

た学習の途上にある実験参加者にすら，「改変版」の

CBTデザインが効果を発揮することを明らかにした．

すなわち，「改変版」で統合課題解決時に問題文が読め

ないという不利さがあるにも関わらず，全員が自分な

りの言葉で解答を構成し（図11），解決成績においても

「従来版」を上回ることができた（図10）．その傾向は

特に解体・再構成を十全に行ったカテゴリAの実験参加
者で顕著であり（図12），本研究のCBTデザインが参加
者の準備状態と相互作用して有効に機能することが示

唆された．「改変版」の問１～３の記入欄の正答率は，

研究II（進学校生）全体で62.7%と研究Iより高く，解

体・再構成活動が支援として働いていたことがわかる． 
以上の結果を総合的に考察すると，第一に，実験参

加者を問わず，CBTデザインによって，その読解活動
を「プロセス」としては，より積極的読みの方向へと

変えられること，第二に，そのプロセスが統合課題解

決などの成果につながるかは，実験参加者の準備状態

やプロセスにおける解体・再構成の成功度合いとの相

互作用に影響されること，第三に，統合課題だけを取

り出して第三者が採点すると，その課題解決プロセス

の違いは見極め難いこと，という三点が示唆された． 

6.2. 本研究の意義と今後の課題 

本研究の第一の意義は，CBTの支援的側面にある．

具体的には，CBTデザインによって，テストワイズネ
スに拠るような浅い処理を抑制し，受検者の自分なり
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の積極的読みを促すことができる可能性を示唆した．

もちろん，今回実験者が用意した表の枠組みやそこに

入れるべき要素の選定によって，受検者の読みを方向

付けたという点では，読みを一つの方向性に強制した

と批判されるかもしれない．しかし，従来の傍線部と

それに関わる設問も方向付けの一種の暗示であったと

考えれば，その出題意図をより明確化し，それに対す

る受検者の解決プロセスを把握すること自体は，これ

までの出題者も期待していたことではないだろうか．

CBTは時系列での情報提示や設問のコントロールが可

能になるだけに，出題者が一体どのような解決プロセ

スを望んでいるのかについて，CBTのデザインを通し

て自覚化できる利点があると言える． 
もう一つの批判は，新しいCBTデザインが新しいテ

ストワイズネスを生むのではないかというものであろ

う．今回の受検者にとっては，本文が消えたり表を埋

めていったりといった「改変版」は初めて見るものだ

ったと考えられるが，もし仮に将来こうしたデザイン

が一般的なものになれば，それに備えて問題文が消え

る前に大事なところをメモしておこうとする行動や表

に余分な情報も書き入れておこうとする対処行動が誘

発されるだろう．これはテストが本来的に持つウォッ

シュバック効果によるため，そうした対処行動を見据

えて改変が意味あるものかを検証する必要がある． 
その点で，教科において一体どういう学びを期待す

るのかという観点から改変を考えておく必要がある．

本研究を例に取れば，「改変版」は問題文からの事実の

抽出や統合など，抽象化や自分なりの再構成に向かう

方向性をガイドしたが，問３以降は本文が参照できず，

問１,２の解答を修正できないデザインによって，本文

内容の捨象や，往還検討の抑制など欠点もあった．一

方で，「従来版」は問題文の幅広い探索や具体的な文章

と自ら構成した理解との往還が可能になる利点があっ

たが，表面的な書き写しを誘発する欠点があった．こ

のようなトレードオフの中で，テストを実施する主体

自身が受検者にどのような資質・能力の発揮を求める

のかを自覚し，テストをデザインし，良し悪しを判断

していく必要がある． 
本研究の第二の意義は，CBTの評価的な側面にある． 

CBTは，PBTにおいて結果だけを採点する場合に比べ

ると，マーキングのログや制御された設問への解答結

果の分析を通じて，実験参加者がどのような読解過程

に従事していたか，どのようなタイプなのかを見極め

ることに役立った．例えば，中堅大学生の「従来版」

における好成績が必ずしも深い処理に裏付けられたも

のでないことや，採点結果（得点）だけを見ていると，

進学校生の「改変版」との違いが見極められないとい

うこと，中堅大学生が「改変版」に従って積極的読み

を行おうとしているにも関わらず，得点だけではその

努力は見とることができないことである．CBTは，結

果に至るプロセスのコントロールとログ分析によって，

微細な差異の把握を可能にする．それにより，例えば

出題者が意図を明確化した効果について，意図が受検

者の解決プロセスにどう反映されたかを検証でき，次

のデザインへと活用できる利点がある．本研究に照ら

せば，表の埋めてある箇所を増やすなどの「調整」が

可能になる．それは，特に今回の中堅大学生のように，

理解が難しい課題については浅い処理に向かいがちな

志願者層に，その潜在力を引き出しつつ評価すること，

言わば「伸ばして見とる」ことを可能にするだろう． 
本研究の評価は統合結果の採点に依存したため，例

えば，解答に期待する要素の面だけではなく，受検者

の自分なりの表現を高く評価する採点を行うことで結

果が変わる可能性がある．東大はその採点基準を公表

していないため，詳細は不明であり，本研究の進学校

生が「従来版」で見せたような自分なりの解答の構成

を入試でも行い，それを大学側が高く評価するのであ

れば，そこに出題意図と評価の乖離はないことになる

（その点で本稿は東大入試問題の改訂を提案するもの

ではない）．しかしそれでも，もしCBTにより入試が実
施されていたとすれば，問題文と設問の往還，設問を

解決する際の参照情報やマーキング，設問解答結果の

活用・修正などのログが残り，より豊富な情報に基づ

いた判断が可能になるだろう．豊富な情報はそれだけ

分析の労力も必要とするため，鍵は，受検者の読解・

解決パタンの類型化や機械的処理が可能になるかであ

る．本研究は小規模の事例研究であったため，カテゴ

リカルな分析を用いた．また，研究上の制限により「改

変版」のプロセスを基準として「従来版」との比較を

せざるを得なかった．今後，将来的にこうした研究を

蓄積することで，研究上の制限が取り払われ，設問間

の相関や行動と結果の相関関係から一定の解釈ができ

るようになることを期待したい． 
以上を総合すると，CBTは使い方次第で，出題者の

期待する解決過程をデザインし検証・改善するサイク

ルを支援できる可能性があると言える．言わば，測定

したい認知過程を測定しやすくするツールとなり得る． 
その方向に向けて，課題は大きく三つある． 
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一つは，教科教育など教科の本質から見た望ましい

認知過程の提案と，認知科学や学習科学など学習者の

立場から見た認知過程の把握の融合である．本研究は，

コンピュータが可能にする新しい機能を斬新に取り入

れたCBTの開発というより，これまでの教科教育や学

習評価からの継続性を重視しながら，当該分野の学習

者について，その認知過程の問題点を同定し，そこか

らの違いを感知できる－丁度可知差異（just noticeable 
difference）を生む－認知過程を引き起こすCBTの開発
であった．既に，教科の専門性と認知過程の知見に基

づいたCBTの開発が国内外は進んでおり（例えば，数

学における安野・西村・根上・祖慶・高橋・浪川・伊

藤・三宅, 2018; 科学におけるLinn and Eylon, 2011; 
Quellmalz and Pellegrino, 2009），こうした研究の蓄

積によって，例えば本稿で取り上げた読解力に関する

PISAにおける評価と教科教育における評価の架橋が

可能になると考える．今回の問題は，いずれも「学問

がその手続きによって概念や出来事を『存在』させて

いること」や「テクノロジーが人間の倫理的判断を迫

る新しい課題を生むこと」など，理解できれば入試後

も生きて使える知識（状況モデル）が構成できる題材

であった．本来出題者の意図がテストワイズネスの発

揮ではなく，本物のワイズネスの獲得にあるとすれば，

こうした教科で求める学びを認知的に実現できる研究

が必要だろう． 
二つは，教科教育及び学習科学・認知科学の見地か

ら望ましい認知過程を把握できるとして開発した問題

に関する，教育測定学・テスト理論の立場からの検証

である．本研究は，従来版で「問１～３の解答やそこ

での理解結果を問４に活用する」という認知過程が有

利に働くと想定した上で，それをより引き出す意図で

改変版を開発した．しかし，開発した問題を「テスト」

として見れば，「独立して解き得た小問」を「独立して

解けない小問」に変えてしまったという課題をはらん

でいる．その依存関係により，本来独立であれば解け

たかもしれない小問も不十分にしか解答できなくなり，

結果的に「望ましい認知過程」の発揮も難しくした可

能性がある．これは大問全体で測定したい資質・能力

目標の明確化と認知過程への対応付けという教科教

育・学習科学・認知科学上の妥当性の志向が，かえっ

て測定上の誤差の増大という信頼性の低下や志向した

はずの妥当性の低下を生んでしまうというリスクであ

る．大学入試センター（2021）も「大問形式による出

題は，文脈を把握しながら思考する活動に取り組ませ

ることができるなど，教育学的見地からも価値がある

と指摘されている」とする一方で，「大問形式によって

も，局所独立性（local independence）の仮定…（中略）

…を満たすことができるかどうか」を問題にしており，

教育学的な価値を保ったまま，テストとしての質保証

をどう行っていくかは極めて重要な問題となっている．

そのために，資質・能力目標の明確化と認知過程への

対応付け，テスト形式の工夫とレビュー，結果の評価

というサイクル（Mislevy, Almond and Lukas, 2003）
を領域横断的な協働で確立・強化し，実効的に回して

いくことが求められる． 
最後は本研究の知見を大学入試の出題者や高等学校

教員が共有し，生徒が学校現場で日々望ましい学習活

動に従事し，そこで培った資質・能力を十全に発揮す

る機会に入試がなっていくための支援である．望まし

くない学習活動に従事し，解答に値する資質・能力が

不足しているにもかかわらず，それを隠そうとする行

動の抑制である．CBTの活用が生徒の解決プロセスを

支援しつつ明らかにする役に立っていくことで，より

健全な育成と接続のサイクルが回ることを期待したい． 
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