
１．講演＜高大接続システム改革会議・「最終報告」を受けて＞
� 北星学園大学経済学部教授・北海道大学名誉教授　佐々木　隆生
　
　高大接続改革は、国立大学協会（以下、国大協）の問題提起から始まりました。2007年11月
に国大協が高校での基礎的教科・科目の達成度テスト導入を提唱し、それが文部科学省の中の
入試改善協議の場で受け入れられました。その結果、2008年の中央教育審議会（以下、中教審）
答申「学士課程教育の構築に向けて」が出されました。この中で、高大接続テスト（仮称）の協
議・研究の必要性が取り上げられたわけです。
　その結果として、私が2008年から2010年まで、委託研究「高大接続テストの協議・研究」を
行いました。ただ、これは、報告が出されましたし、私も文部科学省で話をしましたが、その後、
文部科学省の中で眠り込んでしまいました。動物園のトラは日中に行くとよくボテッと寝ている
のですが、ああいう状態になってしまい、動きませんでした。
　今回の高大接続改革が始まったのは、2013年に教育再生実行会議第四次提言が出されてから
です。ただ、この2010年から2013年までの間にさまざまなことがあり、私はもう高大接続テ
ストは諦めようと思っていたのですが、いろいろなところから、「先生、活動を続けてくださ
い」と言われ、いろいろなところへ行きました。一例として言うと、なんと経済団体連合会（以
下、経団連）からも声が掛かり、経団連で報告しましたら、経団連が高大接続テストを推進する
べきだという提案を政府に対して行ったことがありました。そういったいろいろな動きの中で、
2013年にこの教育再生実行会議の提言が出されたのです。
　そして、それに基づき2014年に一体的改革の中教審答申が出ました。それを受けて、具体化
するための高大接続システム改革会議が開催されたのです。３月25日に開催された第14回の会
議が最後だったのですが、そこで最終報告の案なるものが出されました。ただ、最後は結局、い
ろいろな意見が出て、最終報告については、座長である安西祐一郎さんに一任という形になりま
した。その最終報告について、ざっと概観してみたいと思います。これが第１部です。

第１部　最終報告の骨格

最終報告「高大接続改革」の骨格

4

• ねらい：高校教育、大学教育、大学入学者選抜の一体的改革
による「学力の３要素」の伸長。

• 高校教育改革（①学習指導要領の見直し〈教科・科目の見直
し、カリキュラム・マネジメントの普及・促進〉、②学習・指導方
法の改善〈アクティブ・ラーニングの視点、教員の養成・採用・
研修の見直し〉、③多様な評価の推進〈学習評価の改善、多
様な学習成果を測定するツールの充実＝高校基礎学力テス
トの導入〉。

• 大学教育改革（ディプロマ、カリキュラム、アドミッション・ポリ
シーに基づく教育の転換）。

• 大学入学者選抜（①思考力・判断力・表現力を重視した大学
入学希望者学力評価テストの導入、②学力の3要素を多面的
総合的に評価する個別選抜改革）。
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　最終報告の「高大接続改革」の骨格ですが、狙いは何にあるかというと、高校教育、大学教育、
大学入学者選抜の一体的改革によって学力３要素（知識・技能の習得、思考力・判断力・表現力、
主体的な学び）を伸ばしたいという話です。ここは非常に重要なポイントで、中教審答申「一体
的改革答申」から、学力の３要素というものに対する強調が非常に強くなっています。これが課
題を決定していると言えると思います。
　それでは何をやるのかということですが、これは皆さんもご承知かと思いますが、高校教育改
革では３点挙げられております。１つは学習指導要領の見直しです。例えば、数理探究とか、歴
史総合とか、そういうものを含めて教科・科目の見直しをし、カリキュラム・マネジメントを普
及・促進させる。これが第１点です。
　２つ目は、学習と指導方法の改善です。アクティブ・ラーニングの視点。アクティブ・ラーニ
ングというのは広い概念と狭い概念とがあり、最初は狭い概念から出発したようですが、途中い
ろいろな意見が出たので、広い概念にだんだん近づいてきたと言えます。いずれにせよ、受動的
な学習、つまり教室から注入されるという意味でのパッシブな学習ではなくて、生徒が主体的に
関わるような能動的な学習という視点が盛り込まれています。それから、教員の養成・採用・研
修の見直しというのが入っております。
　３つ目に、多様な評価の推進です。生徒の資質能力を多様な面から評価していこうということ
です。そこで出されているのが、学習評価の改善、多様な学習成果を測定するツールの充実で、
それで高等学校基礎学力テストが提唱されたわけです。
　その次が大学教育改革です。ここはほとんど美辞麗句で、言わずもがなのことが言われている
だけなのですが、ディプロマ、カリキュラム、アドミッション・ポリシーという３つのポリシー
に基づく教育の転換が必要だということが言われています。
　そして、大学入学者選抜に関しては、簡単に言うと２つあります。１つは、学力の３要素の２
つ目の要素である思考力・判断力・表現力を重視した大学入学希望者学力評価テストの導入です。
もう１つは、個別選抜に当たっては学力の３要素を多面的・総合的に評価する、特に主体的な学
びに重点を置いて選抜を行うということが挙げられております。
　３月25日の第14回改革会議では、先般申し上げましたけれども、最終報告（案）を微修正し
たものが会議に出ましたが、「課題山積」という意見が出され、他にもいろいろな意見が出され
ました。理念と現実が乖離しているとか、学力の３要素の評価に問題があるとか、英語の４技能
評価の在り方とか、さまざまな課題が指摘され、結局、最終報告の取りまとめは、安西座長に一
任ということになりました。
　文部科学省は、予定どおりに基礎テストと学力評価テストを導入する構えを維持しています。
今後の検討体制を準備、また、実施主体について大学入試センターを抜本的に改組して実施する
のが適当として、大学入学者選抜実施要項改訂にも着手するという構えです。
　私自身がこの最終報告を見てうなったのは、簡単に言うと、こう特徴付けられるからです。理
想は高く、しかし、その理想はかなり内容を欠くのですが、そういう壮大な建物を作ろうとした
けれども、一部に工夫は見られるものの、土台がしっかりしていない。実は、概念と課題が明確
でないのです。
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最終報告全体を特徴づけるなら・・・

• 理想高く、しかし、内容を欠く壮大な建物をつくろうとしたが、

• 一部に工夫はみられるものの、

• 土台がしっかりせず（概念と課題が明確でない）

• 少し使える部屋（高校基礎学力テスト）は他の部屋とつながら
ず（一体的改革でない）、

• 使えない部分（学力評価

テスト）や未完成な部分が

あって、合理的に暮らせ

ないような・・・そんな建物

になっている。

6

　しかしながら、少し使える部屋はあります。これは高校基礎学力テストです。ところが、これ
は他の部屋とつながっていないのです。だから、一体的改革とは言えません。また、使えない部
分や未完成な部分があります。使えない部分というのは学力評価テスト、未完成な部分というの
はその他のところですが、合理的に暮らせないような建物になっている。だから、非常に危うい
建物だというふうにしか、私には映りませんでした。
　だからといって、これを簡単に否定してということにはならないのですが、文部科学省は、こ
れに基づいて一体的改革を推進させようとしていますので、それに対してどういうふうに提言を
していくのかということが、これから教育界にとっては非常に大きな課題になると思います。

高校と大学の教育改革とそのねらい
　私自身の最初に持った疑問について、簡単にお話ししてみます。これから、高校と大学の教育
改革、高校基礎学力テスト、大学入学希望者学力評価テストの順番にお話ししていきますが、高
校と大学の教育改革について言いますと、まず高校教育の改革ですが、大学への接続を展望した
教育課程改革となっているのかということが、１つ大きな問題となります。
　高等学校教育は、高校全入以来、教育課程の弾力化も併せて多様化という方向に進んできまし
た。大きな転機になったのは臨時教育審議会（以下、臨教審）第一次答申ですが、多様性が進行
しているということを強調しているのに比して、高度な普通教育から大学教育への接続という一
番基本的な視点が落ちていないかということがあります。

高校と大学の教育改革
• 大学への接続を展望した教育課程改革となっているのか

①「多様性」の強調に比して、「高度な普通教育」から「大学教育」への接続 という

基本的視点が落ちていないか。

②教育課程改革審議に「高大接続」の視点はあるのか。

• 高校教育改革はどこまで可能か

①知識・技能に限らない学力の達成とそれを測るテストの実現には教育課程の抜

本的改正が必要⇒中教審答申の成果⇒だが、教育課程改革に先行してテスト

設計は可能か。

②「学力の3要素」を強調しながらそれらの内的関連を看過して「アクティブ・ラーニ

ング」や評価方法改革を追求⇒内発的動機をもつ学習の実現や生徒個人に即し

た教育など、より一般的に目的を実現する資源確保が必要。

③改革理念と現行の教科書検定の在り方の非整合。

• 大学教育改革のねらいは何か

①各大学は3ポリシーを既にそれぞれに追求している⇔内容を欠く一般的叙述の

意味は何か。

②国立大学運営費交付金や私学助成金全体を削減しながら改革は可能か。

7
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　なぜ私がそういうことを言うのかといいますと、戦後の教育制度の中では、学校教育法におい
て、高等学校は高等普通教育および専門教育、職業教育を授けるということになっておりました。
普通教育が小学校段階から始まって高等学校で完成する、その完成したのを受けて高等教育へ行
くのだという考え方があったわけです。普通教育というのは、実は高等学校で完成しないで大学
の一般教育でも行われます。ちなみに、普通教育という言葉も、大学で使われていた一般教育と
いう言葉も、同じジェネラル・エデュケーションという言葉の訳語です。それはともかくとして、
いずれにせよ、普通教育をきちんと受けた上で大学へ行くという視点がありました。
　ですから、選抜制度について、文部省は、戦後、繰り返し、大学の入試では高等学校で学んだ
ものを満遍なく出しなさい、高等学校教育に不要な圧力を加えてはいけません、ということを言っ
てきたのです。
　ところが、今回の最終報告を見ても、臨教審答申以降の基調が大体受け継がれており、臨教審
答申以降の高校教育にいろいろな問題が出ているということは直視していますが、普通教育とい
う考え方が入っていません。この背景にはいろいろな要素があると思いますが、普通教育という
ことを言い出した途端に、画一的な人間をつくり出す教育だという考え方が臨教審答申の中にあ
り、それがトラウマになっているような感じがします。
　しかし、小学校から始まったジェネラル・エデュケーション、普通教育という視点を欠いて、
高等教育もあり得ないということは明確です。よく大学教育の中でも言われますが、即戦力が欲
しいと財界から言われれば、何か即戦力になるような教育をと思うわけですが、社会に出て本当
に必要なのは、新しい課題にぶつかったときに、それに対応する知的な力なのです。それを育む
のは、普通教育しかないのです。
　例えば、今、環境問題や、さまざまな国際政治上のリスクの問題が現れていますが、これに対
処するのは、大学の学部で学んだ専門的な教育だけでは間に合いません。そうすると、高等学校
までに、あるいは大学の初年次、２年次までの教育の中で広く学んだものを生かした力が必要に
なってくるのです。ですから、普通教育という視点を欠いては、教育課程改革は本当には進展さ
せることができないと思っております。
　第２点目は、教育課程改革審議に高大接続という視点があるのかという点です。文部科学省の
中央教育審議会の教育課程企画特別部会の論点整理をご覧いただければ分かると思いますが、学
力の３要素の強調はあるのですが、高大接続ということに対する言及はほとんどありません。
　この点は、今までも大きな問題だったのです。というのは、高等学校学習指導要領の改訂には、
初等中等教育局の教科調査官が携わってきたのですが、大学への接続を視野に入れて学習指導要
領の改訂をしたことは、過去にはありません。私はかつて入試改善協議の委員でしたので、その
会議の場で、初中等局の教育企画の方に質問したことがあります。「学校教育法では、高等学校
を卒業したら大学入学資格が授けられている。ならば、高等学校で大学に接続するにはどういう
教科・科目の内容が必要なのかということを考えて、学習指導要領を作っているのか。」と言っ
たら、「全く考えていない」ということでした。それが実情だと思います。
　その次に、もう１つ大きな問題は、高校教育改革はどこまで可能かということです。知識・技
能に限らない学力の達成と、それを測るテストの実現がうたわれていますが、そのためには当然、
教育課程の抜本的な改正が必要です。ところが、最終答申案を読んでみますと、中教審答申のと
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きからそうなのですが、高等学校基礎学力テストは学習指導要領の改訂に先行して構築・導入さ
れるということになっているのです。これは、本当はおかしいのではないでしょうか。
　つまり、高等学校基礎学力テストを本当に充実したものにするには、教育課程改革を行った上
で、それをどのようにテストで測るのかということを検討しなくてはいけないのでは、と思いま
す。ところが、そうではなく、バタバタと高校基礎学力テストの導入が図られているということ
に、私は、率直に申しまして、疑問を持っております。
　２番目は、学力の３要素というのは、知識・技能の習得、思考力・判断力・表現力、主体的な
学びの３つですが、実はこの３つには相互関連があるわけです。ところが、学力の３要素を強調
しながら、その相互関連をほとんど無視しています。高大接続システム改革会議の中でもこの問
題が議論になったと聞いております。例えば、思考力・判断力・表現力を見るときには、当然、
知識・技能が前に存在していて、それがない思考力・判断力・表現力というのはないというわけ
です。
　そこで一番決定的に見逃されているのは何かというと、学校現場に行けばすぐ分かると思いま
すが、知識・技能、つまり普通の教科学力で非常によくできる子というのは、何もパッシブに勉
強している子ではなく、むしろ内発的に好奇心があって、面白がって勉強している子であり、そ
ういう子は必ずそれが得意になるということです。得意科目、不得意科目というのはそういった
ところから出てくるものですから、一番重要なのは、内発的な動機を持つ学習を実現することな
のです。
　それから、生徒個人に即した教育。生徒の中で、この子はどうも算数に興味を持てない、数学
に興味を持てないとなれば、どうしてなのかということを探って、その子がきちんと目を向けら
れるような形で内発的な動機をつくり上げていき、やればできるのだと励ますような教育が必要
になってくると思います。
　そうすると、より一般的に、目的を実現する資源確保が重要になってきます。今は学習塾でも
一人一人にタブレット端末を持たせ、先生がそれぞれに合わせて学習指導するということが行わ
れ始めていますが、学校教育現場の中でも、一律にクラスの構成員全体に教育をするというので
はなく、個人個人、例えば少し遅れている子とか、なかなか協調できない子、分からないで悩ん
でいる子に対する指導ができるような教育がなされなくてはいけないのです。この点を見逃して、
ただアクティブ・ラーニングや評価方法改革を追求してもうまくいかないだろうと、私は思って
います。この問題については、後ほどまた立ち入ります。
　３番目は、改革理念と現行の教科書検定の在り方の非整合です。ご承知のとおり、歴史教科書
については、政府見解を入れることが決められており、先般の高等学校の歴史教科書の検定は、
非常に厳しいものでした。しかし、改革理念からすれば、答えが１つと限らないような課題にチャ
レンジするということが言われていわれています。主体的に学んで、論理的に思考し、さまざま
な意見に対して判断力を持って考えるということを、政府見解というもので縛るのはいかがなも
のでしょうか。
　欧米の教育では、例えば、歴史問題でエッセイを書かせる場合、マーティン・ルーサー・キン
グについて書かせるならば、マーティン・ルーサー・キングに対する批判者、例えばマルコムX
のような左、さらに、そうではない、白人側の右寄りの見解、そういうもの読ませた上でエッセ
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イを書かせます。つまり、いろいろな見解があるのだということを理解させた上で書かせるので
す。ですから、その意味では、検定教科書という理念とこの改革の理念とはずれていると、私は
思っています。
　それから、大学教育改革の狙いは何かということですが、これがはっきりとしていません。と
いうのは、既にアドミッション・ポリシー、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーに
ついては、私立大学を含めてかなり一生懸命追求しているのです。それに対して、あたかも今ま
でそれがなされていないかのように一般的な叙述を行っている。非常に無内容な美辞麗句が重ね
られています。その意味は、一体何なのだろうかということです。
　その先を見ていくと、結局、認証評価（アクレディテーション）を行い、そこで予算上の措置
に影響を与えるのではないかということが懸念されてきます。果たして、それでいいのでしょう
か。
　皆さんもご承知のとおり、国立大学の運営費交付金は、毎年１％ずつ削減されています。毎年
１％ずつ削減するということは、指数関数的に削減になっているわけですから、既に法人化以来、
東京大学も京都大学も、さらに他の大学も含め、吹っ飛ぶくらいの予算削減がなされています。
私立大学の私学助成金も、同じように削減されてきています。つまり、全体が痩せ衰える中で重
点配分をするならば、本当の改革が可能なのかということが問題になってきます。
　以上が、大体、教育改革について私が見ているところですが、教育改革自体については、私は
それほど詳しくありませんので、皆さんの中からご意見をいただいて、ここで学ぶことができれ
ばと思います。

高校基礎学力テストの問題点と展望

高校基礎学力テスト
• 高大接続から切断されたテスト

①難易度を「ボリュームゾーンとなる平均的学力層や学力面で課題

のある層の学習意欲を高める」ために設けている⇒高校段階で

の基礎学力の定着度合いを把握し、提示できる仕組みとして高

校段階で自己完結。

②求められているのは、卒業が大学入学資格の授与を意味

する高校での学力把握なのに、それを回避。⇒結果として、高校

は高大接続に責任を負わず、学力把握のために大学入学者選

抜のための試験・テストが必要となる（日本型接続の継続、ある

いは入試改革への接続改革の依存）。

• 将来への一定の展望

①IRTの導入、②「将来の副次的利用」への言及は、意味をもって

いる。

8

　さて、次に高校基礎学力テストについてです。高等学校基礎学力テストが一番問題なのは、高
大接続から切断されたテストだということです。つまり、中教審「一体的改革答申」では、高等
学校基礎学力テストが一体的改革の一部を構成する、高大接続に関係するとありますが、これが
切断されています。
　中教審答申のときには、高等学校基礎学力テストは難易度を広範囲に取るとされていました。
難易度を広範囲に取った場合、大学の入学者選抜、特にAO推薦入試のときに使えるということ
になります。言ってしまえば、アメリカのSATやACTのようなテストとして利用できるというこ
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とになりますが、今回の最終報告の中では、難易度を、「ボリュームゾーンとなる平均的学力層
や学力面で課題のある層の学習意欲を高める」としています。つまり、高等学校段階での基礎学
力の定着度合いを把握して、それを提示する仕組みとして提案されているので、高等学校の中で
自己完結してしまいます。
　考えてみれば、高等学校の生徒の数が、今、大体110万人から120万人の間で変動しているの
ですが、ボリュームゾーンだと、その真ん中くらいのところですから、大学に進学する層からみ
ると、相当下の層になります。そうすると、難関大学はもちろんのことですが、数多くの大学に
行く層を対象とした達成度テストにはなっていないということになります。
　どうしてそのようになるのか、私にはどうしても分かりません。そういったテスト設計ができ
ないというなら分かりますが、広範囲な学力を取るテスト設計は十分できるし、外国でも行われ
ている。それをなぜここに限定するのかということが、大きな問題になります。なぜそうなった
のかということについては、後で申し上げます。
　もう１つ、基礎学力テストで学力を把握するというのは、今申し上げたように、実は、日本の
学校教育制度の趣旨からいっても、必要なことなのです。というのは、卒業が大学入学資格の授
与を意味していますので、高校で学力把握をするということは、ある意味で高等学校側、初中教
育の責務なのです。ところが、高校基礎学力テストを、ボリュームゾーンやそれ以下の層を対象
にしてしまうと、高大接続のために必要な学力把握が別に必要になります。そうすると、当然で
すが、大学入試に依存して学力把握を行うということが、残されてしまいます。簡単に言うと、
日本型高大接続システムが継続する、あるいは、言い換えると、高大接続改革は入試改革に依存
しているということが言えると思います。
　ただし、高校基礎学力テストの導入は、一定の展望はあると私は思っています。それは２つあ
ります。１つは、素点方式ではなくてIRT（項目応答理論）を導入して、絶対的な達成度を測る
ことのできる試験を、わが国で、学校教育の中で初めて実現しようとしているということです。
もちろん、学校教育の中でも、医学系の学部の教育に一部導入されていますが、全面的にこれを
実施するということは、これまで試みられてきませんでした。ですから、IRTを利用したテスト
が一体どんなものなのかということについては、ほとんど理解が得られていなかったのですが、
それを導入するということが盛り込まれたのです。
　もう１つは、ここが実は言い得て妙なのですが、将来の副次的利用について含みを持たせてい
るということです。将来の副次的利用というのは、今回の基礎学力テストの導入ではやらないけ
れども、将来にはAO推薦入試に使えるようにするようなことが、副次的な利用として考えられ
ると書いてあるのです。つまり、高校段階での基礎学力の定着度合いを把握し、提示できるとい
うのが主な利用でありまして、副次的な利用として、将来、大学へとつなげるような可能性もあ
るのだと言っているのです
　ここはおそらく、高大接続システム改革会議の、特にワーキンググループの中で、相当議論が
あったところだと思います。とにかく、高等学校基礎学力テストは残して、それを実現して、そ
れによって将来につなげるという芽をつくろうという努力が払われたのだろうと思います。後で
お話しいたしますが、これが駄目だということになると、一体的改革というのは、ほとんどガタ
ガタになってしまうというところがありますので、ここだけは、相当の保留付きですが、肯定的
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なものとして評価したいと思っています。

大学入学希望者学力評価テストの問題点

大学入学希望者学力評価テスト
• テストとしての合理性の欠如

①思考力・判断力・表現力を中心とするとしながら、「国立大学の二

次試験で行われているような解答の自由度の高い記述式ではな

い」条件付き記述式問題を解答させるという矛盾（にもかかわら

ず、バカロレアやアビトゥーアでなされているとして記述式テストを

正当化している）。

②大学の多様化を看過して、大学入学希望者に一律に解答させる

出題の困難。

• 実行可能性の欠如

①素点評価が必要で、採点に主観的評価を伴う記述式テストにも

かかわらず、IRT利用や段階別評価の含みを残して着地点不明。

②IRTが利用できない場合に必要となる全国一斉実施のコストと複

数回実施の困難についても先送り。

• 4年後導入は困難⇒大学の選抜改革は基準を欠いて困難となる

9

　その次に、大学入学希望者学力評価テストについてです。これについて私は何度も、食べられ
ない料理を作れないレシピで作ろうとして描いているようなものだと申し上げてきましたが、今
回ますますそうなっていると言わざるを得ません。何よりも問題なのは、テストとしての合理性
が欠如しています。思考力・判断力・表現力を中心とすると言いながら、最終報告の中の、「こ
の学力評価テストはどういう問題を出すのか」というところで、「国立大学の二次試験で行われ
ているような解答の自由度の高い記述式ではない」と書いています。そうではない条件付きの記
述式問題を解答させると言っています。
　これは矛盾なのです。というのは、私は正しいとは思わないのですが、安西座長がずっと述べ
てきた、理念を追求するのであれば、かなり自由度の高い記述式問題を出さないと分からないの
です。
　ところが、審議の過程の中で、果たしてそんな問題を全国の何十万もの生徒に対して一律に出
せるのかとか、採点はどうしても主観的になるからどうするのだとか、いろいろな問題がでまし
た。結局、ズルズルと後退して、条件付き記述式ということになりました。国立大学では自由度
の高いのは、小論文や、そういう論述式に近いものです。そうではない条件付きの記述式という
ことになるのです。条件付きの記述式ということになりますと、そこで見る思考力・判断力とい
うのは、表現力は別ですが、それが大学入試センター試験と、どう違うのだということになって
しまうのです。
　それにもかかわらず、最終報告の「注」を見ますと、なぜ記述式が必要かというと、イギリス
のGCEのAレベルとか、アビトゥーアとか、バカロレア、あるいはアメリカのSAT、ACTでも、
短答式も含めて記述問題が出されていると述べています。ここは、相当の距離があります。バカ
ロレアやアビトゥーアにおける記述式はもちろんのこと、国立大学の二次試験における記述式と、
今言ったような条件付き記述式の間には大きなギャップがあります。これは本当に、試験の問題
とか現場を知っているのだろうかと疑わざるを得ません。２番目は、大学の多様化を見落として、
大学入学希望者に一律に解答させる出題の困難を全く分かっていないということです。
　つまり、改革を始めた下村文部科学大臣たちの頭の中では、日本のトップクラスの大学がマー

―�65�―



クシート方式のような形で入試を行っているという一つのイメージがあり、そうではない改革を
進めようというのがあったわけです。それが安西座長に引き継がれてというよりも、下村大臣は
安西座長を頼りにし、安西座長は自分自身の理念で、とにかく、もっと創造的な思考をできるよ
うな学生を育てなくてはという思い込みがあるものですから、それで走ったというわけです。
　けれども、考えてみてください。今、日本の大学の中で、下の３分の２くらいの大学は何で困っ
ているかというと、そもそも読解力がないということで困っているのです。これは、いろいろな
調査で非常にはっきりしています。読解力がない、ましてや、表現力もないということなのです。
それから、基礎知識も不足しているということですから、思考力・判断力・表現力を中心とする
試験を、一律に問題を出して解かせるということになると、惨憺たる状態になる可能性があるの
です。つまり、易しい問題を出せば、上の成績の子、上の学習能力・資質の高い子はほとんど満
点になるだろうし、下村大臣や安西座長が考えたようなトップクラスの創造力ある大学生の育成
ということを考えると、真ん中くらいから下は、ほとんど回答できないという可能性が出てくる
のです。
　ご承知かもしれませんが、日本の高校生の学力をいろいろなテストで測っていくと、相当程度
平均点が高くなるような易しい問題を出したときには、国語はガウス分布になります。釣り鐘型
になる。つまり中央値のところに集まるわけです。ところが、数学や英語は二山になってしまう
のです。そういう問題があります。ですから、思考力・判断力・表現力を見ると考えたとき、全
ての大学に一律に試験を課すというのは、非常に難しいことなのです。それがなぜ大学入試セン
ター試験でできているのかというと、これは国立大学を中心にしているからです。もう１つは、
アラカルト方式ですから、私立大学、あるいは他の大学が、出題教科・科目をつまみ食いできる
というところにあるのです。
　そういうこともよく理解しない改革を行っているということになります。大学の多様化を本当
に分かっていないのです。大学入試の現場というのをほとんど理解していないで改革が進んでい
ると言わざるを得ません。
　もう１つは実行可能性の欠如です。マークシート方式とほとんど同じような効果を持つ穴埋め
問題であるならば、それは素点方式でなくてもできるかもしれませんが、記述問題を一般的にや
るということになると、どうしても素点方式、つまり全体を100点として、それぞれの問題に点
数を振って、できているかできていないかで得点を付けていくという方式にならざるを得ないの
です。
　そうなりますと、採点に主観的評価を伴う記述式テストというのは非常にやりにくくなるので
す。私は北海道大学で試験問題の作成と採点に携わったことがあるのですが、30歳代のときに「採
点をやってくれ」と言われて、担当したのは国語の採点でした。内田百間か誰かのエッセイにつ
いての問題が出て、それについて採点したのです。文Ⅰ系というのがあって、そこからは文学部、
経済学部に行けるという募集単位がありました。文学部がほとんどで、経済学部が20人ぐらい
だったのですが、同じ国語の問題が文Ⅱ系、文Ⅲ系にも出されているのですが、文Ⅰ系の大問２
の小問３の「200字以内にまとめなさい」というところだけ、採点をやりなさいといわれました。
　そうすると、私が見る範囲というのは、答案枚数が300枚ぐらいなりますが、「最初に100枚ぐ
らいざっと採点しないで見てください。それから採点に掛かってください」と言われました。つ
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まり、ざっと見て、大体どんな得点分布になるのか、どこに問題があるのかを頭に入れて、採点
基準をきちんとして、それから採点してくださいと。こういうことをやるのです。
　当然ですが、私と別の人が文Ⅱ系の問題を採点しているわけです。文Ⅱ系というのは教育学部、
経済学部に行く募集単位です。けれども、文Ⅱ系、文Ⅲ系の担当官がやった採点基準と私の採点
基準は、おそらくずれているでしょう。やはりどうしても主観的評価が入ります。そうであるに
もかかわらず、IRTを利用するだとか、段階別評価をやるだとかということが語られているので
す。
　段階別評価というのは、素点式のテストでは非常に疑問があります。IRTを使ったときには、
絶対評価ができるようにという工夫がなされていて、それを段階に分けることも、統計処理上は
そう難しいことではありません。ただし、段階別といっても、この最終報告や中教審答申、ある
いは再生実行会議が考えているような４段階とか５段階で学力を評価するのは無理なことです。
アメリカのACTは、一番刻みが少ないIRTのテストなのですが、36段階で学力を評価しています。
つまり、非常に細かくないと本当はいけないのです。
　しかし、いずれにせよ、素点型テストで段階別評価をすると何が起きるか。素点型で段階別評
価をやると、0�1点刻みで段階がBとC、CとDと、分けられてしまうのです。ほんのわずかの差
で分けられてしまう。あるいは、１点刻みで分けられてしまう。そういうことを考えると、素点
方式の試験と段階別評価というのは、うまく合わないのです。
　段階別評価ができるのは、２つの場合です。１つは、IRTを使って、絶対達成度についてある
程度適切な段階を表示できるという場合。もう１つは、いわゆる文系などでやっている、あるい
は理系でもやっていますが、大学が論述式の試験をやって、それで優・良・可・不可でつけるよ
うな場合しかないのです。しかし、そのどちらでもありませんので、簡単に言うと、テスト設計
の構想として非常に問題を残しているといえます。
　２つ目は、IRTが利用できない場合に必要となるコストが問題です。最終報告案の中で認めて
いますが、記述式の問題ということになると、複数回実施というのは非常に難しいと言っていま
す。けれども、１回限りの試験でも難しいのです。それはなぜかというと、今、大学入試センター
試験を数十万人が受けているのですが、それの数を超えた、大学入学希望者全体に一斉に実施し
なくてはいけません。
　素点方式の問題のときには、その問題が他に知られてはいけないし、公正・公平に行われる必
要があるということなので、全国一斉実施ということになります。そうすると、全国一斉実施の
ときの環境の整備を含めて、大変なコストが起きるということになっております。こういったコ
ストや、複数回実施が困難であるかどうかということについても、先送りになっております。
　最後に申し上げますが、高等学校基礎学力テストでも問題はありますが、大学入学希望者学力
評価テストの４年後の導入は全く困難だと思います。私の経験から言いますと、共通一次試験の
導入のときには、国立大学協会が共通一次試験を構想し、研究し、そして実施するのに７年間か
かっているのです。しかも、その時は東京大学の一次試験をモデルにしてつくり上げたのですが、
今回はモデルがありません。それにもかかわらず、４年後に導入すると言っているわけです。し
かも、先ほど申し上げたように学習指導要領の改定との前後関係を考えても、大きな問題がある
ということになります。そこで、第２部で、最終報告が抱える問題がなぜ出てきたのか、なぜこ
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んなガタガタの建物が建てられるようとしているのかについてお話しします。

第２部　日本型高大接続の意味の看過（１）－大学入試と高大接続－

日本型高大接続の意味の看過（１）
• 高大接続は２つの要素から構成される。
⇒①教育上の接続（大学入学資格、教育課程、欧米のテスト
＝学力把握）。

⇒②選抜による接続（欧米の大学は一般的には入試を行わ
ない）から成り立つ。

• 大学入試は、教育接続の実現には不適切。
⇒（１）定員を上回る募集者を落とすための試験（落第試験）。
⇒（２）学力達成度を測る試験（criterion-referenced test)では

なく、受験者の成績を差別化するための試験（norm-
referenced test)。

⇒（３）高校段階での普通教育の成果を測るのではなく、大学
の専門学部・学科等の教育に対応した試験。

⇒（４）全受験者に対して公平・公正な試験。

11

　高大接続というのは、２つの要素から構成されています。１つは、教育上の接続です。教育上
の接続に必要なのは、大学入学資格というものが何によって規定されるか。日本の場合は、高等
学校卒業によって規定されています。これは、ドイツやフランスなどでもそうです。
　それから、教育課程がどうか。つまり、高等学校から大学に接続するような教育課程が、高等
学校で行われているのか。それから、欧米のように、そういった教育課程に沿って達成される学
力がどの程度かということです。アビトゥーアやバカロレアのように、高等学校の卒業資格試験
と大学入学資格試験を兼ねたテストもありますし、イギリスのGCEのAレベルのように、卒業資
格とは関係ありませんが、大学の入学資格に関係あるような学力把握をする場合もありますし、
アメリカのACT、SATのように、高大接続という概念はないですが、大学に入るためにそれまで
の教育の成果を見るというテストもあります。しかし、いずれにせよ、高等学校段階での学力を
把握するテストを行っています。
　２つ目は、選抜による接続です。当然ですが、ある特定の大学に多くの人が志望すると、どう
しても選抜せざるを得ないということになりますし、多くの人が志望しなくても、どうしても採
りたい学生を採るというための選抜も必要になってきます。
　ただし、欧米の大学は、一般的に高等学校段階での学力把握に上積みされるような大学入試と
いうのはほとんど行われていません。行っているのはごく一部の大学だけです。例えば、イギリ
スの場合、オックスフォード、ケンブリッジ、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスを継承
したロンドン大学の経済ですが、そういうところに関しては、GCEのAレベルという、大学に行
く試験がほとんど満点になってしまいます。そこで、仕方なく、そういった大学では共通の試験
をやっています。少しランクの高い共通の試験をやっていますので、例外的であると思います。
　フィンランドでは、大学入学資格のためのバカロレアのようなテストもありますが、他に大学
個別のテストをやっている大学があります。しかし、一般的に言うと、いわゆる日本型の入試は
行われておりません。それは大学入試というのは、教育接続の実現には実は不適切なものだから
なのです。どこが不適切かというと、３つの問題があります。
　１つ目は、大学入試というのは、基本的には定員を上回る志望者を落とすための試験です。つ
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まり、採るための試験ではなく、落第させるための試験です。余ったところを切り捨てるための
試験です。
　２つ目は、どこからか切り捨てなくてはいけないので、学力達成度を測る試験ではありません。
つまり目標準拠型（criterion―referenced―test）ではなく、受験者の成績を差別化する集団準
拠型（norm―referenced―test）の試験です。集団準拠型の試験というのは、大体きれいなガ
ウス分布になります。そうすると、ここからは落とせる、落とせないという判断をすることにな
ります。
　３つ目は、高校段階の普通教育の成果を測るのではなく、大学の専門学部・学科等の教育に対
応した試験だということです。この点は、一般的によく見逃されるのですが、高等学校までに必
要な学力というのは、普通教育の学力です。ところが、大学が必要とする学力、今の大学入試で
見ている学力は、自分のところの教育に合うか合わないかの学力なのです。ここには、実はズレ
があります。ですから、大学入試というのは、教育接続のための学力把握には不適切な試験だと
いうことになります。
　どうして大学入試が教育接続に不適切なのに行われるのかというと、他に手段がないからなの
です。他に手段がないというのならば、高等学校は調査書を使ってほしいというのですが、調査
書は、ご承知のとおり校内尺度、つまり、学校ごとに尺度が決まっていて、それでつけられてい
るのです。今、高等学校の指導要録、つまり調査書の元になるものは、絶対評価で行われている
と言われていますが、そもそも絶対評価の基準がありません。ですから、ある意味では非常にい
いかげんな評価になっています。北海道大学でAO入試や推薦入試のときに調査書を見るわけで
すが、私もそれで大変苦労しましたので、よく分かっています。それに対して、全受験者に対し
て公平・公正な試験であるということが唯一、大学入試を成立させている基盤だと言えるかと思
います。

日本型高大接続の意味の看過（２）－学力把握の依存－

日本型高大接続の意味の看過（２）

・日本では、高校段階での学力把握の仕組みがなく、大学の

選抜試験に学力把握を依存。

⇒高校で普通教育がなされ、高等教育機会が不足し入試の

選抜機能が作用し、大学が普通教育全般に関わる入試を

行っていた段階では日本型接続は機能。

⇒臨教審以来の改革と社会変化で機能不全へ：①高校「全

入」段階での高校の多様化と教育課程の弾力化、②学力

担保なしの入試の多様化や少数科目化が、③「少子化」段

階で、入試の選抜機能低下と「学力不問」選抜をもたらして

きた。

12

　日本の高大接続の特質は、高等学校段階での学力把握の仕組みがなく、教育接続に不適切な大
学の選抜試験に、学力把握を依存したということがあります。しかし、それが機能していた時代
もありました。それはどういう場合かというと、１つ目は、高校で普通教育がなされていた時代
です。つまり、高校の多様化以前。２つ目は、高等教育機会が不足して、入試の選抜機能が作用
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していた段階。３つ目に、大学が普通教育全般に関わる入試を行っていた段階です。
　私の時代の入試は、国立大学一期校は、文系に行くにも数学Ⅲまで必ず取っていなくてはいけ
ませんでした。理系の数学Ⅲと文系の数学Ⅲはちょっと違ったのですが、そういう時代でした。
物理、化学、生物の試験も、理系に出す試験問題とほぼ同じ問題が出されていました。こういう
段階では日本型接続は機能しておりました。
　ところが、臨教審以来の改革と社会変化についてですが、簡単に言うと３つあります。１つは、
高校全入段階で高校の多様化と教育課程の弾力化が行われました。このときに、文部省は、普通
教育を高等学校で完成させるという目標を放棄しました。そしてこのときに、普通教育で画一的
な教育が行われているという臨教審の批判がありましたので、普通教育と個性重視の教育とを対
立させたのです。こうして教育課程の弾力化が非常によく進みました。
　もう１つは、臨教審以来、実は、学力に依存しないで生徒を採れという含みがあったのですが、
学力担保なしの入試の多様化や少数科目化が進行しました。だから、一芸入試でもいいではない
かとか、少数科目入試でもいいではないか、とにかく大学で伸びそうな生徒を採ったらいいとい
うわけですが、これも試験の現場を分かっていない人の思い違いだったと思います。
　というのは、少数科目でも、それが非常にできる生徒であれば、もしかすると素質があるかも
しれないと言うのは簡単です。問題なのは、そういった試験で生徒を採ろうとすると、それだけ
入試が易しくなりますので、本当に採りたい生徒を採れるかどうか分からないのです。つまり、
他の科目が不得意で、その科目だけが得意だからといって、２科目入試とか１科目入試に人が殺
到するということになります。
　３番目に、決定的だったのは、少子化段階の到来です。1992年（平成４年）度、18歳人口は、
約205万人でしたが、これが2008年（平成20年）度には約120万人にまで減ってしまいます。つ
まり、15～16年間でおよそ半分ぐらいになってしまいました。この段階で、入試の選抜機能が
低下し、その結果、少数科目入試や、推薦入試、AO入試が、ほとんど学力不問入試になってしまっ
たのです。
　ですから、ここで押さえていただきたいのは、日本型高大接続システムは、高等学校段階での
学力を把握するのを大学入試に依存していましたが、それが機能しなくなったということです。

日本型高大接続の意味の看過（３）接続改革≠入試改革

日本型高大接続の意味の看過（３）
• 日本型接続で学力把握を入試に依存していたことから、「接続
改革は入試改革だ」、「大学入試が高校教育を歪めている」と
いう近視眼的見方が定着。

⇒高等教育機会の不足段階で、大学入試改革が度々追求さ

れたが、高大接続の構造を看過してたために失敗（進学適

性試験、能研テスト、臨教審以後の入試改革）。

⇒「大学全入」段階では一層接続システム改革が必要なのに、

「大学入試改革」に焦点があてられてきた。

⇒高校側は、接続は選抜の問題と考え、教育接続に必要な

共通試験・テストを回避してきた。

⇒「基礎」と「発展」（再生実行会議）や「基礎テスト」と「学力評

価テスト」（中教審）という２つのテスト構想の基盤は大学入

試を「当たり前」と考える土壌から生まれている。

13
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　日本型接続では、学力把握を大学入試に依存していたので、接続改革は入試改革だということ
になります。おそらくメディアの方も、分かっていながら、高大接続改革というとほとんど読者
は興味を持たないので、「大学入試改革」と書いてしまうところがあるかと思います。しかし接
続改革というのは入試改革だと錯覚すると、大学入試が高校教育をゆがめているといった本筋か
ら離れた見方が定着してきます。そこから起きたさまざまな悲劇があるのです。
　１つ目は、高等教育機会の不足段階でも、大学入試改革はたびたび追求されました。最初は
戦後の進学適性試験（進適）です。これはアメリカのSATを念頭に入れたものです。それから、
四六答申前の入試改革である能研テスト。それから、四六答申に基づく共通一時の導入、臨教審
以降の入試改革。何度も繰り返されてきましたが、いずれも高大接続の日本型の特質というのを
ほとんど見逃しています。大学入試改革だけやればいいと思っているわけです。ところが、大学
入試改革には限界があるので、結局失敗してきました。
　２つ目は、大学全入段階では、全体の高大接続システム改革が必要なのに、大学入試改革に焦
点が当てられてきました。教育再生実行会議は、その例です。
　３つ目は、高校側が、接続は選抜の問題と考えて、教育接続に必要な共通試験・テストという
のを回避してきました。ここで言う「高校側」というのは、全高長や私立中高連もあるのですが、
それだけではなく、文部科学省の初等中等教育局自体がそうなのです。
　『教職研修』という雑誌があります。私も寄稿したことがありますが、この雑誌の４月号に、
今の文科審（文部科学審議官）の前川喜平さんのインタビューが掲載されておりました。「高大
接続システム改革との付き合い方」というタイトルだったのですが、それを読んで私はびっくり
しました。『高等学校は高大接続システム改革の議論に相当振り回されていると思います。大学
入学希望者学力評価テストがいつ行われるのか、複数回するのか。そうすると、今の高校生活に
大きな影響があるのではないかと心配されているでしょう』『しかし、こう言ってしまっては元
も子もありませんが、あまり振り回されないで、いただきたいのです。文部科学省としては、改
革後も高校生活を破壊することがないように、十分配慮していきますので』と述べていました。
　さらに『高校には、大学入試の在り方がどう変わるかではなく、むしろ子どもの主体的学びや
探究的な学習、課題解決型の学習といったものを追求していただきたいと思います。高校教育の
目標は、大学入試ではなく、その先の社会に出ていく子どもたちに必要な力をどう付けていくか、
なのですから』。
　面白いですね。『高校教育の目標は、大学入試ではなく』、それは当たり前です。けれども、そ
の次が悪いですね。『その先の社会に出ていく子どもたちに』。この「その先」というのは何なの
でしょう。大学卒業後の話でしょうか。高等学校を出て、大学と社会に出ていく子どもたちに必
要な力を付けるというのだったら分かるのですが、大学への接続というのは全くこの中で考えら
れていません。そういった問題があります。
　確かに、高等学校で接続に必要なテストをするということになると、高等学校にも負担が生じ
ますから、したくないことは確かです。それから、高等学校の中にかなりの学力格差があります
ので、それが露呈してくるという問題もあります。しかし、その問題を回避して、高大接続とい
うものを本当に改革できるのかというと、かなりの疑問があるといえます。
　達成度テストとして「基礎」と「発展」を設けるという提案が、教育再生実行会議で最初、出
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されていました。それから、中教審では、基礎テストと学力評価テストという２つのテストの構
想が生まれました。これは全部、基盤は大学入試を当たり前と考えており、だから大学入試改革
が必要なのだという考え方から出ています。

日本型高大接続の意味の看過（４）高校教育課程の再構築

日本型高大接続の意味の看過（４）
• 必要なのは、①高大接続に必要な高校教育課程の再構築（普通教
育の再構築を軸とする）、②高校段階で広範囲な学力を測る仕組
み（たとえば「高大接続テスト」）の導入、③高度の学力を必要とす
る大学を除き入試に依存しない選抜制度の構築などによる日本型
高大接続の転換。

⇒基礎学力が高校段階で把握できれば、大学は基礎学力を

測る入試が不要となる。

⇒教科学力はそれ自体で把握する必要があるのに、「高校が

多様化しているから一つのテストで学力を測るのはいけな

い」というのは論理のすりかえ。達成度テストを理解せずに「高

校をテスト漬けにするな」は責任回避。

⇒中教審答申は、「学力評価テスト」を除けば、「一体的改革」

に着目した点で画期的、しかし改革会議で後退。

14

　高大接続の意味の看過でもう少しお話ししますと、必要なのは、高大接続に必要な高校教育課
程の再構築です。普通教育の再構築を軸としたものです。２番目は、高校段階での、広範囲な学
力を測る仕組みです。それから、３番目に、高度な学力を必要とする大学を除き、入試に依存し
ない選抜体制の構築です。こういうものが必要なのだろうと思います。そのあたりがよく理解さ
れていないのです。
　基礎学力が高校段階で把握できれば、大学は基礎学力を測る入試が不要になります。教科学力
はそれ自体で把握する必要があるのにもかかわらず、高等学校関係者は、高校が多様化している
ので１つのテストで学力を測ることができないと言っています。これについては、教育学者も同
じ発言をしています。高校は多様化しているから、１つのテストで学力を測るのはいかがなもの
かと。論理的に矛盾があります。
　例えば音楽が得意な子もいれば、スポーツが得意な子もいる、いろいろな子どもたちがいるは
ずです。あるいは、工作だとか、いろいろな技能が得意だという子もいるでしょう。そういうも
のが多様にいて、その多様な人々、多様な能力を総合的に評価するというのは当たり前のことで
す。しかし、一つ一つの能力は、多様性とは関係なく、絶対的な基準で測られているわけです。
　例えば、スポーツが得意だといったときに、「100メートルを何秒で走れる」とか、「1,500メー
トルを何分何秒で走れる」ということになります。ということは、基礎学力については、基礎学
力できちんとした学力の測定をしなくてはいけないということなのです。ところが、テストをす
るということになりますと、高校現場も、教育学者も、親御さんもそうですが、「それでは子ど
もの本当の力が測れない」と言うのです。それは、ある意味で論理のすり替えであるとしか言い
ようがありません。
　もう１つよくあるのは、高校をテスト漬けにするのはよくないということです。特に基礎学力
テストについてですが、高校で複数回、実施する。これは達成度試験であり、集団準拠型の試験
ではありませんから、できる子もできない子も、自分の目標を目指して自分で勉強するように励
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ますような試験として、また、高校側もそのように運用すればいいのです。ところがそうではな
く、高校生をテスト漬けにするようなものを導入するのはいけないということが、文部科学省内
で言われたそうです。その結果、高校基礎学力テストは、ボリュームゾーンとその下ということ
になったのでしょう。
　ですから、中教審答申は、学力評価テストを除けば、一体的改革に着目した点で画期的でした
が、改革会議で後退したと言わざるを得ません。中教審答申では、高校基礎学力テストは難易度
を広範囲に取るということでしたので、そこだけが救いだったのですが、それが抜け落ちてしまっ
たというところが大きな問題だと思います。

学力３要素の理解不足

学力の3要素の理解不足
• 学校教育法で言及されている学力の3要素は当たり前で大事
なこと。学而不思則罔、思而不学則殆と古人も言う。だが、そ
れを正確に把握しないと迷走する。

⇒思考力・判断力・表現力は、知識・技能が前提になっている

し、知識・技能の習得が最も進む学生は内発的な知の世界

への関心（主体的な学びの態度）をもっている。ただ３つを

並べればよいわけではない（２つのテストと個別選抜に３つ

の要素を僅かな重なりをもちながら配分）。

⇒主体的な学びを「主体性をもって多様な人々と協働して学

ぶ態度」に拡張した意味はどこにあるのか。

⇒「答えが一つに定まらない問題に自ら解を見出す」とは、

「既知の解を見出すにとどまらない」とは異なる。

⇒「学ぶ態度」の評価の困難と退嬰化の可能性の看過。

15

　もう１つの問題は、学力の３要素の理解不足です。学校教育法で言及されている学力の３要素
は当たり前で、それが大事だということは誰でも分かっています。「子曰（子のたまわく）」です。
「学而不思則罔、思而不学則殆（学んで思うことがなければくらい、思って学ばなければあやうい）」
と論語で申しております。けれども、それを正確に把握しないと、迷走します。先ほど申し上げ
ましたが、思考力・判断力・表現力は、知識・技能が前提になっています。それから、知識・技
能の習得が最も進む学生は、内発的な知の世界への関心、つまり主体的な学びの態度を持ってい
ます。だから、３つを切り分けて並べてよいというわけではありません。
　ところが、中教審答申「一体改革答申」と「中間まとめ」、「最終報告」を見ますと、高等学校
基礎学力テストでは、少しだけ思考力・判断力なども入っていますが、知識・技能を測るとあり
ます。大学入学希望者学力評価テストは、少しだけ主体的な学びも入っていますが、思考力・判
断力・表現力を測るとあります。大学の個別選抜は、基本的に、主体的な学びというものを測る
ということになっているのです。こういうふうに切り分けられるものだろうか。実は切り分けら
れないというのが常識だろうと思います。
　それから、２つ目。「主体的な学び」というのは、学校教育法の改正で入った言葉です。小学
校教育のところに出てきます。学力の３要素の３番目が主体的な学びです。ところが、中教審「一
体的改革答申」から、この主体的な学びが妙な表現になっています。「主体性を持ち、多様な人々
と協働して学ぶ態度」となっています。これは、拡張した意味がよく分かりません。私に言わせ
れば、これは簡単な話で、「社会の中で主体性をもって学ぶ」と言えば、それで終わりだと思う
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のです。社会の中には多様性もあるし、あるいはコミュニケーション能力も必要です。
　これはたぶん、私の邪推ですが、最近、子どもたちがいろいろと協力し合うだとかということ
がなかなかできないとか、コミュニケーション能力がなくなっているとか、今は外国からの非常
に多様な人間と、いろいろな考え方や揉み合いの中でやらなくてはいけないとか、いろいろな意
見が出され、このようになってしまったのではないかと思います。けれども、これはただの作文
としか言いようがありませんし、むしろ主体的な学びというものを非常に狭く限定することに
なっています。
　それから、一体的改革答申、最終報告の中にもよくあるのですが、「答えが１つに定まらない
問題に自ら解を出す」ということを言っています。これはおかしいのです。おかしいというのは、
答えがあらかじめ決まっていないという問題はあります。しかし、答えが１つに定まらないとい
うのは、人間の知恵がそこに及んでいないというだけの話です。だから、安西座長は、たぶん、
本当は「既知の解を見いだすにとどまらない」と言いたかったのだろうと思うのですが、これは
高校教育や大学入試に求めるべきものなのでしょうか。
　答えは１つかもしれない、あるいは答えはないかもしれない、けれども、思考、判断、表現の
過程というものを追求することはあり得ます。そうではなく、大学の一線の研究者が考えて、オ
リジナルな研究をやっていくようなものをここに盛り込むのは、どうもおかしいのではないかと
思います。
　それから、最後に、「学ぶ態度」、つまり「主体的な学び」というのを非常に強調しているのですが、
実は学校では知識・技能の習得から既に影響しているということは、先ほど申し上げました。け
れども、さらにその先に大きな問題があります。それは、主体的な学びを評価することは非常に
難しいということです。これは、例えば会社の就職の際の面接、大学のAO推薦入試のときの面接、
書類審査などを見ても分かるのですが、本当のところ、その子どもが持っている主体的な動機を
見いだすのは難しいのです。それを何かに置き換えて見ようとすると、とんでもない退嬰（たい
えい）化が生じます。
　それには経験があるのです。どういう経験かといいますと、絶対評価が施行され、学校教育法
で主体的な学びという学力の３要素が規定された途端に、学校現場の中で、主体的な学びについ
ての評価をするということになりました。評定を出さなくてはいけないというときに、学校の先
生は何をやるかというと、提出物を出さなかったことが、主体的な学びに欠けているとなるわけ
です。つまり、提出物を出すか出さないか、遅刻をするかしないかということで主体的な学びを
判断してしまうのです。それと同じことに陥らないかということが、大きな問題になります。本
当に主体的な学びというのを理解するのは難しいのです。
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現実の試験・テストの無理解

現実の試験・テストの無理解

• 既存の大学入試は暗記による知識の再生を中心として出題されて
いるわけではない（穴埋めの「記述式」が主流の大学もあるが、国
立大学の二次試験はかなり異なる）。また、大学入試センター試験
など多肢選択問題でも思考力を測る出題がなされている。

⇒センター試験の問題性は、日本型接続のなかで集団準拠

の選抜のための試験だという点にある。そのことを看過して

試験で測る学力問題としてのみ把握するのは問題の矮小

化。

⇒記述・論述式試験の得点分布や採点方法などの現実を知

らない議論が多すぎる。

⇒文科省も委員の多くも試験の現実から遠い（中教審の途中

までIRTや素点型集団準拠試験の特性を理解していなかった）。

16

　その次は、現実の試験・テストの無理解です。既存の大学入試は、暗記による知識の再生を中
心として出題されているわけではありません。また、大学入試センター試験など多肢選択問題で
も思考力を測る出題があります。ところが、全部rote�learning（詰め込み教育）をもたらす結果
になっていると、非常にアドホックに理解してしまうのです。これは、試験を本当に自分で解い
たことがない、あるいは試験の採点に携わったことがない、あるいは試験を用意する高校生・受
験生の状態を見ていないということに起因していると思います。
　私はセンター試験の問題性は、日本型接続の中で集団準拠のための試験だという点にあると思
います。つまり、選抜のために使われる試験だということです。そのことを見落として、試験で
測る学力の問題にすり替えてしまうというのは、問題の矮小化でしかありません。
　それから、２つ目。記述・論述試験の得点分布や採点方法は、現場を見ないと分からないもの
なのですが、ほとんど知らない状態で議論しています。文部科学省も委員の多くも、試験の現実
から非常に遠いのです。例えば、中教審の途中までIRTや素点型集団準拠試験の特性を理解して
いませんでした。少しずつ理解されてきましたが、まだ分かっていないと思います。ですので、
有識者会議の中を見てみると、ごくわずかな人を除いて、知識・技能が非常に劣った人たちばか
りで会議を行っているという感じがします。

日本の義務教育と高等教育

高校と大学の間の緊張関係
• 高大接続は、「義務教育から積みあがる高校教育」と「大学教
育」からそれぞれ生じる２つの要請方向の接触面で生じる。大
学定員が不足し受験圧の高かった時期は、大学入試が接触
面を規定していたが、今日では両者の関係を適切に調整しな
い場合、高大接続は失敗する。

⇒初等中等教育局は、長く義務教育を中心とし（近年高校に

着目してきたが）、高大接続は一貫して高等教育局＝大

学任せであった。学習指導要領改訂も高大接続を視野に

入れてこなかった。

⇒再生実行会議提言はこの壁から出発した。それを中教審

答申は破ろうと試みたが、改革会議に入って以来、壁は厚

くなる方向にある。

17

―�75�―



　その次は、大学と高校の緊張関係の問題です。実は、ここが高大接続の本質的な問題なのです。
高大接続というのは、義務教育から積み上がってくる高校教育と、大学教育という要求から下り
てくる教育上の接続とが初めてぶつかるところです。ですから、そこの接触面をどう考えるかが
非常に大きな問題です。
　戦前期からそうですが、大学定員が不足し、受験圧力の強かった時期は、大学入試が接触面を
規定していました。戦前にも、結局は、旧制高等学校と旧制中学との間での教育上の接続につい
て、すり合わせがうまくいかず、旧制高校はあまりに数が少なかったのを背景に、入試によって
決定されたという歴史があります。
　今日では、この両者の関係を適切に調整するということが求められているので、初等中等教育
局と高等教育局、それから大学教育に携わる教育界と高校教育に携わる教育界が本当に協働して
議論していくべきだと思います。ところが、初等中等教育局は、国庫負担金の問題がありますの
で、長い間、義務教育を中心としてきました。最近は高校に注目してきましたが、高大接続は一
貫して高等局に任せていました。最初に申し上げたように、学習指導要領改訂も高大接続を視野
に入れていませんでした。再生実行会議は、この壁から出発したのです。その壁を、中教審答申
は破ろうとしました。これは、おそらく下村大臣の慧眼だったと思います。中教審に任せておく
と議論が右往左往して、基礎学力テストのほうは初等中等教育局、学力評価テストは高等教育局
という、いわば分業の中で進み、しかも何を統合するのか分からないということで、下村大臣は、
局横断のプロジェクトチームをつくりました。
　しかし、改革会議に入って以降、壁はむしろ厚くなる方向にあると言えます。先に言及した前
川氏は、2012年（平成24年）の全国普通科高校長の集まった大会で、高大接続テストについて
聞かれて、「あれはもう、省内では強くなっておりません。あれは大学振興課の領分で、今の次
官がおやりになった仕事ですから」と、発言されました。つまり、その次官というのは、高等教
育局長として高大接続テストに関わった清水氏なのです。高等教育局の話なのだと。高等教育局
から出た話は、初等中等教育局は受け入れないということを明瞭にしているのです。この分断が
非常に大きな高大接続改革の壁になっているということを理解する必要があります。

過去の政策の検証不足

行政での政策策定の特質
• 現状に問題を発見して新たな政策を展開するとき、一定の認
識能力の下で原因・諸変数・利用可能資源などを考慮に入れ
て、目的合理的で実行可能で社会的に受容可能な政策を策
定するのが普通だが、行政は下部や社会には「PDCAサイク
ル」を言いながら、自らの過去の政策の検証、ことに失敗を直
視することがない。

⇒高大接続の機能不全や注入型教科教育は、過去の政策か

ら生み出されているが、再生実行会議、中教審答申のいず

れも過去の失敗を直視せずに「現代の課題」を 現代の課題

を提示してきた。

⇒その結果、また十分な分析なく、アド・ホックに課題や政策

の基本方向を打ち出し、「同じ失敗」を繰りかえす構造が温

存されている。

18

　最後に、行政での政策策定の特質についてです。現状に問題を発見して、新たな政策を展開し
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ていくときに、一定の認識能力、価値観、知的能力の下で原因や諸変数、利用可能な資源など
を考慮に入れて政策が立てられます。そして、その政策は目的合理的（suitable）で、実行可能
（feasible）で、社会的に受容可能（acceptable）な政策でなければいけません。
　ところが、行政は、下部や外部社会に対してはPDCAサイクルと言いながら、自らの過去の政
策の検証、ことに「失敗」を直視してきませんでした。高大接続の機能不全や注入型教科教育は
過去の政策から生み出されていますが、再生実行会議、中教審答申のいずれも過去の失敗を直視
せずに、現代の課題を提示してきました。現代の課題というのは何か。それは学力の３要素です。
　ところが、学力の３要素がなぜ必要なのかという文章を、中教審答申やシステム改革会議のも
のを読んでみますと、明治のころとは違い、今では不確実だと述べています。けれども、それは、
実は臨教審答申で言われていることなのです。臨教審答申は第３の教育改革をうたったのですが、
これまではキャッチアップで来たが、これからは違う、未知の世界に日本は創造的な力を構築し
ていかなければいけない、だから教育改革だと言ったのです。そう言いながら、日本型の高大接
続の機能不全を結果としてもたらしました。これを検証しないままでいます。しかも、途中で学
士課程教育の構築という「学士課程答申」があって、そこでは高大接続テストに対する着目があっ
たのです。それについては全く書いていません。高大接続というのは、再生実行会議から始まっ
たと書いてあります。それ以前に言及すると問題があるので、そこは見ないのです。
　ですから、十分な分析なく、アドホックに課題や政策の基本方向を打ち出して、同じ失敗を繰
り返す構造が温存されています。これは私自身の考えですが、政と官の関係で言いますと、日本
では官僚が権力を持っていたと言われていた時代がありました。それが決していいとは思いませ
んが、政治のほうが力を持つべきであるということになって、最近では政治のほうが非常に強く
なり、政策を系統的に検証して、次の段階を準備するという官僚の機能が弱くなっています。官
のほうが萎縮してしまっているのです。ですから、今、文部科学省を見ても、文部科学省の中で
政治に頼らないで自分たちの中で高大接続についての明確な展望を出すということを、省を挙げ
てやろうとする構造はつくられていないのではないでしょうか。

提案：何をなすべきか

何をなすべきか（１）

• 高大接続システム改革会議の「最終報告」や教育課程企画特
別部会「論点整理」は、「一体改革」から遠く、このままでは迷
走と挫折が避けられない。

• 普通教育の再構築を軸とする教育接続の実現という視点から、
文科省だけに委ねず、高大関係者の集合的営為によって高
校教育改革を進める必要がある。

• 中学から始まる教科教育で、内発的な動機に基づいてそれぞ
れの学習目標を実現できるような、①教科内容、②教育方法、
③学力把握、④評価方法、⑤教育資源確保を追求する視点
から、高校教育課程改革を進める。

20

　最後に、何をなすべきかという提案です。このままだと、一体的改革から遠いため、迷走と挫
折が避けられません。これからの検討過程の中では、文部科学省だけに委ねないで、高大関係者
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の集合的営為によって、高校教育改革を進める必要があると思います。
　その中で重要なのは、内発的な動機に基づいてそれぞれの学習目標を達成・実現できるような
教科内容、教育方法、学力把握、評価方法、教育資源確保だと思います。

何をなすべきか（２）
• 高大接続では基礎学力を担保した上で、多面的な能力・資質
をみて選抜するAO・推薦型選抜を実現するために、高等学校
基礎学力テストを、広範囲な学力達成度を測るものに転換。

• 基礎学力テストの上で、さらに学力把握を必要とする大学は、
大学入学希望者学力評価テストに代わる共通試験を作成・実
施し、問題の組み合わせや採点などを個別大学で行う方向を
検討する。

• 大学の選抜は、学力テストの序列のみ依存しないものに転換。

• 基礎学力テストと上の共通試験は、大学入試センターに代わ
る「高大接続センター」と高校・大学の協力によって実施する。

21

　基礎学力を担保するようなテストを必ず実現させる必要があります。ですから、高校基礎学力
テストは広範囲な学力達成度を測るものに転換する必要がありますし、基礎学力テストの上で、
さらに学力把握が必要だという大学は、今のような学力評価テストではなく、それに代わる共通
試験を作成・実施して、問題の組み合わせや採点などを個別大学で行う方向を検討すればいいと
思います。大学の選抜は、学力テストの序列のみに依存しないものに転換する必要がありますし、
基礎学力テストと大学が共通して実施するような共通試験は、大学入試センターに代わる機関が、
高校・大学の協力によって行う必要があると思います。
　私どもが今ここで直面している問題は、最終報告がはらむ問題を直視して、それにとらわれず
に改革を追求することです。そのためには、今後の報告具体化の過程で、最終報告の一字一句に
とらわれることなく、教育界の意見をくみ上げて、しかも改革スケジュールに関わりなく検討を
進めることだと思います。実際、改革スケジュールは実現不可能です。もし実現されたとなると
無残な結果になります。非常に中途半端な高校基礎学力テストと学力評価テストが、実施される
ことになります。

何をなすべきか（３）最後に

• 最終報告がはらむ問題を直視して、それにとらわれずに目的
合理性・実行可能性・社会的受容可能性ある改革を追求する
べき。

• そのためには、今後の報告具体化の過程で、最終報告の一
字一句にとらわれることなく、教育界（テストや教科内容に関
する専門家を含む）の意見をくみ上げて、「改革スケジュール」
にかかわりなく検討をすすめるべき。

• 改革が関連する領域（大学への資金手当や評価を定員管理
から切り離すことや、学年暦など）での改革に向かうべき。

以上

22

　それから、もう１つ重要なのは、改革が関連する領域です。例えば、大学への資金手当や評価
を定員管理から切り離すことや、学年暦などの問題を考慮に入れた広い改革に向かうべきだと思
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います。この点は見逃されているのですが、非常に重要です。文部科学省の中で相矛盾する政策
が展開するわけです。例えば、質の保証をしろ、そのためには厳しく評価しろとなります。そう
すると、当然ですが、留年が多くなります。それから、退学率も高くなるかもしれません。そう
すると、定員を割ります。定員を割ったときに、今度は大学の評価が悪くなります。そうすると、
運営費交付金に対して影響が出てきます。これでは、改革は実は進まないのです。
　本当の意味で創造的な人間、多様な人間を大学に入れて叩き上げていくということになります
と、アメリカやフランスの大学のように、定員があるかないか分からないという状態の中で、多
数の学生を受け入れて、しかし、大学の中での評価は、ところてん方式ではなくて厳しく評価し
ていく。その代わりに、大学間の流動性をつくっていく。そういうことしかないのではないでしょ
うか。
　それから、高校基礎学力テストでも、大学入学希望者学力評価テストでも問題になるのは、い
つも「日程」です。これは、もともと無理があるのです。つまり、３月まで高等学校教育があっ
て、４月から大学教育が始まります。３月まで高校、４月から大学で、一体、選抜をいつやるの
かという話になるわけです。
　アメリカの場合、大体、６月卒業で９月入学です。６月に入学させるための選抜というのは、
実は12月ぐらいからずっと始まっています。けれども、少なくとも６月と９月の間は空いてい
ます。
　日本でも戦前、旧制高等学校の入学時期というのは９月でした。それが４月になったのは、日
本の予算制度と徴兵制度の整備などが関係して、小学校から始まり、小・中・高と変わっていっ
たのです。旧制高等学校が９月入学から４月入学になったのは、大正期の第二次高等学校令だと
思います。そういう問題も考えるべきであると思っています。
　以上が私の話です。どうも、ご清聴ありがとうございました。

　○質疑応答○
【発言者１】　すみません、２点伺ってもよろしいでしょうか。まず１点目は、高大接続の責任は
高校にあるというご指摘なのですが、非常に高校の教員としてズキッとくるところなのですが、
大学進学率が50％ちょっとの段階なので、その約半数近くが大学に行かない状況の中で、高校
教育全てに高大接続の責任があるということではないと思うのですが、そのあたりをもう少し詳
しく教えていただけますか。高校の教員として、どう責任を引き取らなくてはいけないかという
観点でお聞きしたいということです。
　２点目は、基礎学力テストの重要性はよく理解できたのですが、問題があるなと私が思うのは、
基礎学力テストの代金は、受験する生徒が負担しなくてはいけないことになっていますよね。無
償ではないというところで、この基礎学力テストをどう評価したらいいのかなと。例えば、お金
を払わなくてはいけないので、学校の教員としては、経済的なことでいうと、全員受けろと言い
にくいですよね。それから、達成度を見なくてはいけないというのは分かったとして、ではそれ
がどのように利用・活用されるのかというのは、やはりこの最終報告では全然見えてこないのが
不安なのです。その点を、佐々木先生はどういうふうにお考えになっていらっしゃるか、お聞か
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せいただければと思います。
【佐々木】　高校から大学に行くのは50％、確かにそうなのですが、高等学校の責務というのは、
簡単に言うと、高度な普通教育を授けるということと専門教育を授けるということにあります。
その上で、高校を卒業したら大学入学資格が得られるというところにあるわけです。これは、法
の構造から見て少し変なところではあるのですが、大学入学資格というのはどこで出てくるかと
いうと、大学のほうに行って、第90条で出てくるのです。
　日本の学校教育法というのは、学校種ごとに、卒業資格を定めていないのです。卒業要件、卒
業資格のところで議論していなくて、その先の学校のところで規定されているという、ちょっと
面白い構造になっているのです。それはともかくとして、それは資格試験的なシステムが日本に
はなかったことの反映だと思います。
　私がそこから言いたいのは何かといいますと、高等学校全体が大学入学資格をきちんと与える
ような状態にならなくてはいけないというのは、無理があると思います。大学入学資格が高校を
卒業とともに与えられるといった規定は、学校教育法です。学校教育法は、昭和22年に制定され、
23年から新制高校がスタートします。つまり、中学校から高等学校への進学率が30％ぐらいの
ときの話なのです。210万人の中の60万人しか行っていなかったころの話なのです。だから、そ
れで議論するのはむちゃだろうと、私は思います。
　ただし、高等学校から大学に接続していることだけは確かですので、大学に接続するための基
礎学力の担保というものが必要なことは確かなのです。だから、そこをどういうふうに考えたら
いいのかということを、高等学校の側でも積極的にお考えいただきたいと思います。
　もちろん、もう一方では大学も考える必要があると思いますが、そこを回避していくと、結局
は、大学入試に依存してしまうということです。そうではなく、高等学校の中でどういう学力を
つくったらいいのか、それは大学とどう接続するのかということを、大学と高校の両方の関係者
で議論して、追求していくということが必要なのだろうと思います。
　それから、基礎学力テストの利用方法については、たぶん考えているのは、今のところは医学
系の共用試験や河合塾の受験学力測定テストみたいなものだと思います。本人に知らせる、学校
に知らせる、それから、例えばクラスごとで受ければクラスの担任にも知らせるということで、
どのように絶対的な達成度が達成されて、どこが弱いかということが、あるいはどこが非常に特
徴的でいいところかが分かるようにするということで、これを学習評価の基本にしていく、そこ
を基軸にして他のいろいろなものを含めて評価するし、同時に、教育方針、個々人に対する指導
方針を迫っていくということだと思います。
　これは、合理的ではあると思うのです。それはなぜかというと、今までのテストというのは偏
差値ですから、どうしても偏差値をめぐる競争になるのです。自分がどこの集団のどこの位置に
あるかということだけが問題になりますが、そうではなくて、達成度がどこにあるのか、どこが
問題なのかということが理解できるような用い方になると思いますので、そこはこれからの議論
もありますが、工夫次第だと思います。
　受験料の負担の問題は、非常に難しいですね。先ほど申し上げたように、高校卒業試験という
のが、フランスやドイツみたいにアビトゥーアとかバカロレアで決まっている場合は別ですが、
そうでない場合で、しかも日本のような制度の下ですと、どうしても受験料を取るということに
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なると思います。しかし、どの程度の受験料にしたらいいのか、それから、高大接続なり、ある
いは高校教育の達成度にどれだけ国というものが公教育の問題として関わることができるかどう
かということが出てくると思います。私は、無料とは言えないまでも、相当安くするのが望まし
いとは思っていますし、文部科学省もそう考えていると思います。ただし、問題は財務省の壁で
すね。至る所でそれにぶつかっています。大学もぶつかっている、高校もぶつかっているのです
が、そこを突破できるかどうかということが、実は隠れたもう１つのこれからの論点になってく
ると思います。
　はっきりしているのは、大学入試センター試験のようにはいかないということです。今、大学
入試センターというのは、運営費交付金をもらわないで、自前で運営されています。それは受験
料収入等が多いからですが、そういうシステムでは駄目だと思います。これは公教育の問題で、
大学入試の問題ではありませんので、そこに着目してやっていく必要があると思います。
　大学入学希望者学力評価テストは、おそらく実現しないけれども、それに代わるテストは、も
し大学入試に関わるところだとすれば、今の大学入試センター試験のような受験料負担が生じて
もやむを得ないかなという感じはしますが、とにかく、なるべくお金を掛けない。とにかく公教
育の中の問題ですので。しかも、高大接続という、大学入学資格を与えるか与えないかという問
題ですので、そこは文部科学省に頑張ってほしいとは思っています。しかし、そのためには合理
的な政策でないと駄目ですね。
　財務省というのは面白いところで、本当に頭にくるほど抑圧しますが、「これが合理的なのです」
ということをとことん言えば、むしろバックアップしてくれる組織なのです。だから、きちんと
積み上げた数字を持っていくということが大切だと思います。
【発言者２】　貴重なお話、ありがとうございました。A新聞のBと申します。いろいろと伺いた
いのですが、１点のみ伺います。国大協をどう見るのかということです。
　今までの日本の入試改革はやはり国大協が引っ張ってきたと思うのですが、今回は、その影は
薄いのではないかと思っていますが、佐々木先生は、今回の改革と国大協の果たした、また果た
さなかった役割をどうご覧になるのかということが１点。２点目としては、今後、国大協はどの
ような役割を果たすべきかということをお聞かせください。以上です。
【佐々木】　私は、高大接続テストがなかなか前に進まなかったのは、私どもそれまでの専門委員
が国大協の入試委員会をやめてから生じたことだと思います。国大協自身が問題提起したのに、
それを追求するという姿勢を見せなかったというところに大きな責任があると、私は思っていま
す。
　やはり代替わりすると、その結果として分からない人たちがどんどん入ってくるので、大学入
試改善協議の場もそうなのですが、前に委員から「佐々木さんがいなくなってから、みんなもう
一回議論を最初から始めなくてはいけなくて、大変なのだよ」と委員の方がおっしゃっていたの
を聞いたことがあります。国大協が、最初は文部科学省の空気が変わって意識的にサボった、そ
の後は、訳が分からなくなったという状態だったことは確かだろうと思います。
　その訳が分からなかったような状態が、実は半分ぐらい、中教審とシステム改革会議の中での
議論にも反映しているのです。
　しかし、最近少し変わってきました。というのは、システム改革会議の中でも、山極さんや、

―�81�―



五神さん、それから南風原さんがだいぶ発言していますし、北海道大学の山口総長が国大協の入
試委員の中に自分から手を挙げて入るというようなことが行われまして、その結果、どうしたら
いいのかということについて、これまでのように動かないわけにはいかないという状態が生まれ
ています。
　ところが、今後の協議ですが、基礎テストや学力評価テストについて、国大協に聞いたところ、
全く文部科学省からは要請が来ていない。一本釣りでいくのか、それとも国大協という組織を動
かそうとするのか、そこは実はこれからの行方を見る上での１つのポイントになると思います。
つまり、組織としての国大協であるとか公大協、あるいは私大連、私大協、全高長、私立中高連
といったところに、どういう形で協力を要請するのか、要請しないのかというところが、一つの
ポイントだと思います。
　私は、要請がなかなか来ないと言う前に、国大協は自ら動く必要があると思います。
【発言者３】　Cと申します。先生の高大接続テストの構想は、基本的にIRTを使って、問題をた
くさんつくって、要するに、細かな学力のカタログの評価基準みたいなものをつくってやられる
ということだと思うのですが、私は、そこまで基準をつくるのだったら、別にテストでやらなく
ても、各高校で評価するようなシステムでもいいのではないかと思うのですが、そういう点につ
いては、先生はどう思われますか。
【佐々木】　テストの利用の仕方というのはまた別にありますが、各高校に任せたときに、ちゃん
とやれるのかどうかということがあります。C先生がおっしゃったのは、各高等学校でテストを
つくればいいということですか。
【発言者３】　評価はどういう形でもいいのです。評価の基準はルーブリックみたいなものをつ
くって、それで行うと。共通テストとしてやらなくても学力評価はできるのではないかなと思う
のですが。
【佐々木】　だけど、そこに集積する問題群なんかは共通のものをつくらないと駄目ですよね。
【発言者３】　私は教育評価の専門家ではないので、詳しいことは分からないのですが。
【佐々木】　つまり、例えば、IRTの場合は絶対評価になりますから、大体大きな得点分布も見な
がら、この問題はこのくらいの学力、この問題でこのくらいできればこのくらいの学力という絶
対評価を出しますよね。そのためには、母集団がかなり大きくないといけないですよね。それは
しかも、毎年やっていく中で問題が蓄積されて、評価も安定していくということになりますので、
学校単位では、それは難しいのではないかと思います。
【発言者３】　私が少し知っているのはオンタリオ州ですが、あそこは基本的に、共通テス
トもやらずに学校に評価を任せているのです。けれども、EQAO（Education�Quality�and�
Accountability�Office）という学力評価の組織があって、そこで高校生の学力を評価とか測定し
ているわけです。それをフィードバックして、評価のルーブリックをつくって、その評価自体は
各学校に任せるというシステムを取っていると思うのですが。というのは、例えば、今回の思考
力と判断力は、簡単なテストよりも、高大接続テストは役割が違うのかもしれませんが、高度な
能力というのは評価することが難しいわけですよね。そういうのも含めて評価できることを考え
ると、そちらの方向のほうが、実現は難しいかもしれないけれども望ましいと、私は考えている
のです。
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【佐々木】　なるほど。私はやはり、絶対的な学力評価というのを評価可能にするためには、どう
しても母集団が大きくて、そこのところでの問題集積というのをやらないと、どうも駄目なので
はないかと思うのです。
　私自身が考えているのは、むしろ、共通テストというのは共通テストで実施したほうがいいけ
れども、カリキュラムについては、各高等学校で自由にさせたほうがいいのではないかと思って
いますが、ただ、ご懸念は分かります。ご懸念は分かりますし、高等学校のこれまでの対応次第
ですね。つまり、学力テストに対する学校現場の対応や、これまでの高等学校の対応を見ていま
すと、いかにもテスト漬けになって、高校生の尻をひっぱたくみたいなことになりかねないとこ
ろがあるのですね。ですから、そうならないためのデバイスをどうしたらいいかというのは、よ
く考えなくてはいけないと思います。
　ただし、１つの希望は、「IRTで評価する」という評価の方法が初めて出ていますので、偏差
値に依存しない教育評価というものに一歩踏み込むということが可能になることは確かなのだろ
うと思います。
　問題は、その絶対評価というのが。そのオンタリオ州の場合が僕はよく分からないので、どの
ようにすれば各学校が自前でできるようになるのかというあたりを教えてもらいたいし、考えて
みたいなと思います。
【発言者３】　どうもありがとうございました。
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