
0899科学見失われた記述式の意義

［編集部注］本稿は，2019年 8月 19日収録のインタビュ
ーをもとに再構成されたものです。

私の意見は，新共通テストで予定されている記
述式問題は，今からでもやめるべき，少なくとも
延期すべきというものだ。
入試改革全体として，知性を欠く，あるいは専

門性を欠く進め方になっている。

	採点をめぐる “判断”

国語の記述式問題の例（2018年度試行調査）を見て
みよう（図 1）

この問題に対して私は以下のような答案を考え
た。
「言葉が通じなくても頼んだり尋ねたりしたこ
との用を足せるから。」（30字）

下線部の直前に「頼んだり尋ねたりする状況」
とあるので，その用を足せるとしたものだ。正解
をみると正答の条件は次のようになっている。

①30字以内で書かれていること。
②ことばを用いない，または，指さ

ママ

しによると
いうことが書かれていること。

③コミュニケーションがとれる，または，相手
に注意を向けさせるということが書かれてい
ること。

私の答案は，①は満たしている。しかし，②③
で示されている「ことばを用いない」「指さしに
よる」「コミュニケーションがとれる」「相手に注
意を向けさせる」は，いずれも私の答案には書か
れていない。文字通りでは，①しか満たしていな

いことになる。
一方，試行調査の結果報告では，条件①～
③のすべてを満たしている解答が 75.7％であ
ったとされている。相当高い正答率で，そのこと
からすると，おそらく，文意としてはあっている
私の答案も，正答と採点されたであろうと思われ
る。つまりこの正答率の高さは，実際の採点には
ある程度の幅があるということを表していると考
えられる。
正答率は世間から注目される。実際，正答率が
低いという批判が，以前の試行調査であった。今
回の試行調査でも長文になると正答率は下がって
おり，私の答案を誤答とするような採点方式では
正答率が大幅に低くなってしまい，批判にさらさ
れると思われる。おそらく，基準を練りなおすな
どした結果として，正答率が 75.7％になったの
だろう。

	本来の “記述”から乖離させる採点

施行調査問題を見る限り，新共通テストの国語
の記述式問題は，基本的に「読解問題」である。
文意を読み取って書く問題であって，生徒自身の
考えを書くようなものではない。
採点のブレがあると批判されるので，ブレない
ようにということは文部科学省もずっと気にして
きた。今回の施行調査では，採点がブレないよう
に「特定の文言が書かれているか否か」をチェッ
クするものになっている。となると，該当する言
葉が羅列してあるだけでも満点ということになり，
日本語として論旨明快な文となっているか，ある
いは，そもそも文になっているかは，問われない
ことになってしまう。これは「記述」を問うとい
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う本来の趣旨からすると，おかしなことである。
機械的な正答基準を設定することは，採点がブ

レないようにという要請と，方向性として一致す
る。これはまた，多数の採点者をアルバイトで雇
用する要請とも一致する。一致した結果，日本語
になっているかどうかは見ない，漢字も大目に見
るということになってくる。そうなると，そもそ
も，このような記述式問題を，大規模共通テスト
として，多大なコストをかけてやる必要があるの
か，はなはだ疑問である。
記述式問題の導入については，文章を書く練習

になるといった，教育への波及効果があるという
有用性への期待が語られている。しかし，文にな
っていなくてもよいような問題では，弊害・歪み
しか生じないのではないか＊1。

	自己採点方式と両立できるのか

それでもなお，採点者間のブレは避けられない。
またそのことは，自己採点で正答とされるかどう
かわからない余地が生じることになり，自己採点
とのズレを生む。
先の問題の場合，正答率が高いという事後報告

をみて，私の答案も正答扱いになったのではない
かと考えたが，実際の受験時には，そのような情
報はなく，正答の基準しか示されない。
本来，自己採点方式と記述式問題は両立できな

いものではないだろうか。

	採点にかかる大きな費用

採点者に，どういう資格をもつ人を，どういう
条件で雇用するのか。報酬が安ければそれなりの
仕事しか期待できない。これは，英語入試におい
て海外の採点者を雇用する場合にもつながる問題
だ。
ほとんど議論されていないが，採点には億円単
位の費用がかかるだろう。今，採点者の数は 1
万人といわれている。有能な 1万人の人を，20
日間も拘束することができるのかという問題もあ
るが，それが仮に可能だとしても，そこにかかる
多大なコストは受験料を押し上げる要因になる＊2。

＊1―［南風原注］本インタビュー後，8 月 23 日に大学入試セン
ターが発表した新たな採点方式では，「内容面に関する評価」
のほか，「解答の書き表し方に関する評価」を行うこととなっ
ている。後者については「字数の上限など」とあるのみで，文
法や漢字表記を評価に含めるかどうかは明らかでない。

第 1問　問 1　【文章 I】の傍線部 A「指差しが魔法のような力を発揮する」とは，どういうことか。
三十字以内で書け（句読点を含む）。

【文章 I】（前略）ことばのまったく通じない国に行って，相手になにかを頼んだり尋ねたりする状況を考
えてみよう。この時には，A指差しが魔法のような力を発揮するはずだ。なんと言っても，指差しは
コミュニケーションの基本なのだ。（後略）

図 1―2018年度試行調査より国語の記述式問題の例

＊2―［南風原注］本インタビュー後の報道で，新共通テストの
検定料は現行のセンター試験と同額に据え置く方針が示された。
その分，国からの補助金をあてる方向とのことで，コスト増は
国民が負担することになった。
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○　国語の記述式問題の総合評価における 5段階表
示（A～E）のイメージは以下の図のとおりです。

〈総合評価のイメージ〉

図 2―国語の記述式問題の総合評価における 5段階表示のイメ
ージ
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	情報をつぶすだけの段階別評価

図 2に示すのは，施行調査の記述式の問 1～3
の解答を総合評価するための枠組み例である。問
1と問 2は短い問題，問 3は長い問題で，問 3の
比重が大きい。それぞれの解答に a～dの 4段階
の評価がつけられるので，全体としては 4×4×4
通りの評価ができるが，この枠組みでは，記述式
問題全体で，A～Eの 5段階に分けるというので
ある。その評価の仕組みを私なりに推定し，得点
範囲でわかるようにしてみたのが図 3である。
すると，この例では，たとえば得点合計 12～

14点が Aであることになる。
この段階別評価には問題がある。
第一に，根拠を示さなければ謎の評価法である。

図 2で示された範囲がなぜその評価であるのか，
図 3のように説明されなければわからない。
第二に，根拠自体が整合性に欠けている。段階

別評価とは，1点刻みの点数を避けて，大枠で質
的に分けるものだ。しかし，問 3の評価は問 1・
問 2に対して「1.5倍」すると書かれている。1.5
倍というのは数だからできる操作であり，質的な
段階を 1.5倍することはできない。つまり，実際
には点数にしてから段階にしているのであり，大
学では入学者選抜の際にその段階をまた点数にす
ることになる。これはまったく無駄なことで，点

数にするなら元の点数をそのまま使うほうが無駄
がない。たとえば，満点の 14点と 12点では出
来が違うはずなのに，それが見えなくなる。時間
とコストをかけて採点をして得られた出来不出来
の個人差情報をつぶしている。意味がない＊3。
第三に，小問におけるわずかな採点のズレが，
大きな差に拡大される可能性がある。これはテス
トの信頼性を低下させる。

マークシートで代替可能な，
名ばかりの記述式

図 4は数学の 3つの記述式問題の正答例であ
る。
正答例は，一つの式か一文程度のものである。
3つ目の問題は，S1，S2，S3という量がいずれ
も時刻とともに変化する量で，時刻によって S1，
S2，S3の大小関係がどうなるかを尋ねている問題
で，なかなか難しい。私も解いてみたが，途中で，
正解はこうなるにちがいないと思い当たった。な
ぜかというと，これ以外が正答だと，採点が複雑

図 3―図 2に対応する得点範囲の推定例
問 3 は問 1・問 2 の 1.5 倍の重みであることは公表されていた。
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＊3―［南風原注］本インタビュー後，8 月 23 日に大学入試セン
ターが発表した新たな採点方式では，図 2 とは異なる段階表示
の方法が示されている。私が以前から指摘していた「質的な段
階を何倍かすることはできない」という批判に対して，質的な
表現だけで説明できる方式となっている。しかし，個人差情報
が損なわれることや，小問におけるわずかな採点のズレが大き
な差に拡大されることは，新しい方式でも同じである。
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になり，難しくなるからだ。
この程度の問題であれば，マークシート問題の

工夫で十分である。数学でこのような形の記述式
問題を行う必要はまったくない。国語の問題も基
本，読解問題なので，上手に設問すればマークシ
ートでも十分可能だ。

工夫されてきたマークシート問題
が捨てられる

これまで，マークシート問題によっていろいろ
な能力が測定できるよう，工夫がされてきた。
英語のライティングであれば，語句の並べ替え

問題がある。英語が書ける人には簡単に解けて，
書けない人は解けないという意味で，ライティン
グ能力を測るうえで一定の妥当性がある。しかし，
英語の新テストはそれをつぶそうとしている。発
音・アクセントのマークシート問題もなくなる。
これは方策としておかしい。文部科学省が，英

語は民間試験か，センターで作る試験か，または
両方かという選択肢を残しているのに，センター
で作る試験からライティング要素・スピーキング
要素を測定できる問題を削除して，退路を断つよ
うなことをしている。実証的に改革を進めていく
という態度が見られない。

国立大学二次試験では本格的な
記述式がすでに行われている

記述式導入の前提として，国立大学の二次試験
で書かせる問題がないという印象がもたれている
かもしれないが，これは誤解だ。二次試験で「国
語，小論文，総合問題のいずれも課さない学部の

募集人員は，全体の 61.6％」という資料が示さ
れたことがあり＊4，記述式は 4割という印象を与
える報道がなされたことがあった。しかしこれは，
国語などを受ける人数が 4割ということで，国
語を課さない理科系でもしっかり書かせる問題が
出されている。多くの大学で，今回の「記述式」
といわれる問題よりも，ずっと本格的な記述式を
すでに行っており，その点からも必要ない。

	自己採点をめぐって現場は混乱

駒形一路氏（静岡県立掛川西高校）による「「大学入
学共通テスト」をさぐる　――　記述式問題を中心
に」（紅野謙介編『どうする？　どうなる？　これからの「国
語」教育　――　大学入学共通テストと新学習指導要領をめぐる 12

の提言』幻戯書房所収）には，現場の先生ならではの
視点が述べられている。
学校現場では，今でもセンター試験が終わると，
生徒の解答メモを集めて業者に渡す，という大き
な作業があるという。記述式になると，あってい
るかどうかの確認が難しい。先の私の答案は基準
を文字通りに適用するなら×になると思うが，○
になるかもしれない。このように迷うわけである。
生徒は自分の答案があっているかどうか先生に聞
きに来る。先生の責任は重大で，後で結果が返っ
てきて，記述式問題の採点と先生の評価がずれて
いると，先生との信頼関係の問題にもなる。
また，書き写す時間の問題がある。マークシー
トなら印をつけておくだけでよいが，記述式問題

《正答例》　｛1｝1A

《正答例》　26ExE
tan 33
18
c

《正答例 1》　時刻によらず，S1=S2=S3である。
《正答例 2》　移動を開始してからの時間を tとおくとき，移動の間におけるすべての tについて
S1=S2=S3である。

図 4―数学の 3つの記述式問題の正答例（2018年度試行調査数学Ⅰ・数学 Aより）

＊4―http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/08/__ics 
Files/afieldfile/2018/04/25/1376777_001.pdf の 18 ページ
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では制限時間内に書き写さないと，自己採点がで
きない。自己採点を正確にしようとすると，正確
に書き写さなければならず，それに時間をとられ
る。試験時間を 100分に延ばすというが，その
一部を書き写す時間にあてなければならない。点
数を上げるためには，書き写すよりも問題を解く
ことに時間をかけるほうがよいが，自己採点のた
めにはそれを犠牲にして書き写さなければならな
い。これは生徒を困らせる。
おかしなことがたくさん出てくる。国立 A 大

学は採点に使わないとしている一方，国立 B大
学は採点に使うという。すると，両方を受ける生
徒がいた場合，結局，記述式問題に解答するしか
ない。A大学だけを受ける生徒や，A大学＋私
立大学を受ける生徒は，初めから記述式を飛ばす。
B大学と併願の人は，A大学では点にならないと
ころに時間を使うことになる。こうして公平さが
損なわれる。
マークシート問題に対しても，テストとしての

妥当性に影響を与えてしまう可能性がある。マー
クシート問題の読解量も多い。記述式に時間をか
けすぎてしまうと，本来，能力の高い受験者がマ
ークシート問題の読みが中途半端になってしまっ
て，成績を落としてしまうかもしれない。
このように記述式問題はいろいろ問題を抱えて

いる。どうしても導入するというならば，駒形氏
も提案しているように，マークシート問題と切り
分け，別枠で実施するべきだ。

	迷走をもたらした問題共有の欠如

そもそもこの改革が迷走している大きな理由は，
何が解決すべき問題かという認識が，必ずしも共
有されていなかったためだと思う。トップレベル
の大学にいくような人たちの話なのか，高校で学
業を終える人たちの話なのか，推薦でどこでもい
いので大学に入りたいという人たちの話なのか，
どの層のどういう問題を対象とするかが明確では
なかった。
初期には比較的共有されていた問題意識があっ

た。

一つは学力不問の問題。大学全入時代になり，
大学側は試験で落としている場合ではなく生徒に
来てほしいし，高校側は入れたい。その結果，学
力不問の問題が共通認識の一つとしてあった。
もう一つは，センター試験の実施が，配付ミス
が生じるほど大変複雑になってきたことがあった。
マニュアルも厚くなっており，慣れているはずの
先生でも配付ミスをしてしまうほどに複雑になり，
肥大化しすぎた。これをなんとかスリムにしよう
という共通認識があった。
今になってみると，この二つは何も解決されて

いない。
どの層を見ているのか，その層のどんな問題を
解決するのかという焦点が，ゆれてきた。これで
は迷走する。

	ねじれた段階別評価

点数がつくものを段階別評価に変えて，さらに
点数化するのは，テストによる測定として問題が
あることを述べた。じつは，これは英語で行われ
ようとしていることと同じである。
英語では共通テストの枠組みで，複数の民間テ
ストが用いられることになっており，それぞれの
試験では点数がつけられる。その点数は 6段階
の評価に置き換えられる（本特集の羽藤氏の解説参照）。
点数で見た時，段階の境界から少し上の点数の人
と，少し下の人の差はわずかだが，段階評定がさ
れた後に点数化されると，大きな点数差がつけら
れることになる。また，6段階といっても，実際
に多くの生徒が属するのは下方の 3段階なので，
段階による弁別力はさらに低い。
段階以前の問題もある。
英語民間テストの点数と段階との対応は，複数
回ある受験機会でずれてしまっては意味がなくな
る。ある回の○点がたとえば B1といわれる段階
に対応するのだとすると，別の回の○点でも同じ
対応にならなければならない。これは等化や標準
化とよばれる。このためには事前にデータを集め
て，統計的技法を使って仕組みを準備する必要が
ある。しかし，大学入試問題となると，事前の検
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討が非常にやりにくくなる，あるいはできなくな
る。となると，ある回の○点が B1だとして，別
の回の○点が B1かどうかは保証できなくなる。
英語入試にはこの他にも多くの問題がある（本特集
の羽藤氏の解説参照）。
当初，センター試験の評価を大きく段階別にし，

○○大学は 5段階の 4以上を出願資格とする，
といった案が出されていたが，検討の過程でボツ
になった。そのつぶされたはずのものと同じ発想
が英語で復活している。全体としてはそういう構
図になっている。大きな問題があることがわかっ
ているのに，改革の象徴として段階別評価を残し
た，目玉である記述式も導入した，というメンツ
のみで強行される，そのような知性のかけらもな
いような状況になっている。

	大規模な記述式は自動採点が条件

たとえば，国立大学の二次試験で行っているよ
うな記述式問題を大規模な共通テストで行うとし
たら，何らかの形での自動採点が求められると思
う。きちんとした日本語になっているかどうか，
論理的かどうかも含めて，これぐらいなら人間の
訓練された採点者　――　人間の訓練された採点者も
間違えることはある　――　と同等だと，ある程度納
得のいくようなものができれば，高校での訓練に
も使うことができ，教育への波及効果も期待でき
るだろう。ある種の自動採点は，海外の英語のラ
イティング試験では採用されている部分がある。
自動採点の研究は入試センターでもなされてき

て，徐々に精度が上がっているが，現段階では
「まだ無理」ということだ。記述式をやるとした
ら，まずそういう研究者が，専門的な採点者のレ
ベルに達したといえるような自動採点ができるこ
とが条件だと思う。

「入試を変えて高校教育を変える」
発想は妥当か

そもそも，入試を変えて高校教育を変えるとい
う発想そのものを見直す必要があると思う。
生徒に必要なことをやっていくのが教育だろう。

国語のライティングも，英語のライティング・ス
ピーキングも，共通テストの内容にかかわらず，
必要な部分をしっかり高校でやることが大切では
ないか。
共通テストは大学進学希望者，つまり高校生の
半分ぐらいしか受けない。高校卒業生に必要なこ
ととは何かから発想して，以前からスピーキング
に取り組んできた学校もある。実際，外国の人と
基本的な会話をするとか，買い物をするとか，そ
ういうことは大学での勉強とは直接関係がない。
だが，生活には必要だ。学業を高校で終える子ど
もたちこそ，卒業時点でこうしたことが必要かも
しれない。そうした必要なことをやっていくのが
教育ではないかと思う。国語のライティングもそ
うだ。入試とは関係なく書く力は絶対必要であり，
そのための実践も様々になされている。
理想論かもしれないが，教育そのものをしっか

りしていくことで，大学入学の試験のための力も，
大学に行かない人たちの社会人としての力も育て
ることができる。それが本来の姿で，高校教育は
そういうふうにならなくてはいけないのではない
か。
また，大学入試には各大学の個別試験もあって，
共通テストがすべてではないのに，共通テストに
全部を詰め込もうとするからおかしくなってくる。
今回の記述式導入は，そして共通テストの枠組
みでの英語民間テストの導入も，様々な歪みを生
じさせる。学校現場にもいろいろな混乱を生む。
今からでもやめるべきであり，少なくとも延期す
べきだ。


