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｛研究論文｝

学力調査の時代を読み解く評価リテラシー

石井英真

1 .はじめに

2000年前後の学力低下論争以降、国内外の学力諦査

が、間接的にあるいはより藍接的に教育政策や教育実

践に影響を及ぼしてきた。本稿では，日本における学

力向上政策を中心に、その中での学力調査の位置づけ、

および、その背景と論点を葉描するとともに、

査を飼い慣らすのに必要な知（評価リテラシー）の重

要性とその中身について論じる。

2. B本における学力向上政策と学力調査の展開

( 1 ）学力低下論争と全国学カテストの始まり

1999伴、大学生の学力問題から始まった学力低下論

「ゆとり教育jを標携する従来の教育課程政策の

是非を賠い、さらに、 OECDの PISA2003で、読解力

の順位が 8位から 14位に下がったことは、教育界に

「PISAショックJをもたらした。これにより、 fゆと

り教育Jから「学力向上Jへの方針転換は決定的なも

のとなったO 2008年には小・中学校の学習指導要領が

改訂され、知識・技能の習得と、 PISA型学力を意識し

た「活用する力」を車の両輪として重視することが示

された (r確かな学力j観）。

学力向上をめざす文部科学省は、 2007年4月に全国

学力・学習状況調査（全国学力テスト）を実施するよ

うになった。全国学力テストは、小学校6年生、中学

校3年生を対象にした悉皆調査（2010年度、 2012年度

は抽出調査及び希望利用方式、 2011年は東自本大震災

の影響を考慮、し鵠査としては実施せず）であり、国語

と算数・数学について調査される（2012年度、 2015

年度、 2018年度調査では理科も実施、 2019年度は中学

校で英語も実施予定）。調査問題は「知識Jを問う A問

題と f活用j を問う B問題に大J.lljされ、 B問題は後述

する PISAを意識したものになっている（2019年度調

査からは、 A開題、 B開題の区分を廃止し、知識と活

用を一体的に問う問題構成に改められる）。教科の学力

実態の調査に加え、児叢・生徒の生活習J慣や学校環境

を問う質関紙調査も実施される。

(2）全国学力テストの結果の活用をめぐる状涜

こうした学力テストの実施は、教育純度の構造改革

とも密接に関わっている。規制緩和により教育現場の

創意工夫を促す一方、学力調査（学力テスト）を実施

するなどして、学校教育の質保証のシステム（PDCA

サイクノレ）を確立することで、教育の成果への統制を

強めるわけである。

調査結果に関しては文科省が集計し、都道府県男ljの

平均正答率が公表される。市町村別や学校自立の結果も

集計される。学校問競争やテスト準備教育を煽るもの

となる危慎から、データの提供を受けた各教育委員会

が個別の市町村名や学校名を公表することはこれまで

禁じられてきた。しかし、 2014年度調査から、結果を

分析して改善策を示すことを条件に解禁した（平均正

答率を一覧表にすることや頗位付けは認めないが、ノレ

ーノレ違反への罰則はない）。都道府県教育委員会も市町

村教委の関意があれば、市町村君IJや学校J.llJの成績を公

表できることになった。

全国学力テスト導入当初には、愛知県犬山市が自治

体レベルで不参加を貫いていたがl、2009年度以降、

一部の私立学校を挨きほぼすべての小・中学校が参加

するようになった。また、全国学力テスト導入の前後

から、都道府県や市長町村のレベルで、各自治体間有

のテストも実施されており、子どもたちは学力テスト

を頻繁に受けるようになっている＼さらに、実際に学

校別成績を公表しているのは大阪市、松江市、武雄市

など少数派ではあるが、都道府県知事や市区町村長を



中Jむに、

きとの主張もなされ続けている。

3. 学力鵠査の時代の青景と論争点

( 1 ）全国学カテストに対する危顎

かつて文部省によって、 1956～66年にかけて全国一

1961～64年に中学 2・3年

たこ生に対して実施

とから、 f学力テスト反対運動j （学力テストが、先

となることへ

の批判）が起こり終了した。同様に、昨今の日本の学

力向上政策に対しても、「新島由主義j教育改革、 f学

力テスト｛本語IJJ などという言葉で、批判がなされてい

る九すなわち、現代日本の教育改革は、テスト学力と

テスト準嬬教育を重視する領向をもたらし、

ける競争主義と成果主義（結果至上主義）を強化する

というのである。

上記のような日本におけ

ち、学力向上が課題となり、

て学力テストが舟いられている点は、英米を中心に世

界的に展開を見せている fスタンダードに基づく教育

改革（standards-basedreform) Jを想起させる。たとえ

ば米国では、「どの子も置き去りにしない（NoChild 

Left Behind : NCLB) J法以降、州統一の学力テストの

結果を、学[Kや学校への予算配分、教職員の処遇、保

よる学校選択と結び付ける事態が全米規模で展

開している。こうして、学力テストが子どもや学校に

とって大きな利害のからむ「ハイ・ステイクスj なテ

ストとしての性格を強めるに伴って、テスト結果を上

げることが至上命題となり、学校関競争が激化し、授

業がテスト準備に綾ノトイヒされたり、

カの子どもたちの切り捨てが進行したりしている七

(2）世界的な学カテスト政策の麗擦の背景

現代日本の学力テスト政策は、世界的に展開してい

る fスタンダードに基づく教青改革j の一つの形と見

ることができる。 fスタンダードに基づく教育改革Jの

震関は、グローパノレ化の進展と揺社国家の縮小を背景

とした、公教育の新たなガパナンスの形の模索としづ、

先進諸国に共通する課題と関連している。

段階において、 コストを担うことが

とし

財政的に困難となっており、しかも変化が激しく人々

のニーズ、も多様化する現代社会の中では、各地域の富

じる柔軟性が公共部門にも求められるよ

うになる。その結果、これまで国家が覇一的な形で担

ってきた公共領域を、さまざまなエージェントが分担

して拒っていくことが求められるようになっており、

その際、市場に委ねるか（新自由主義的方向性）市民

社会に委ねるか（社会民主主義的方向性）という

そして、局所的で多様な敢り組みの質をどう保証する

かという点が間われるようになってきているのである。

また、低成長時代、人口減少社会においては、留や

地方の財政状況がきわめて厳しくなる。その中で、教

育分野への財敦支出を増やすにしても削減するにして

も、財政支出に見合った実践や政策の効果を誰もが納

得できる根拠に基づいて説明することが求められるよ

うになっている。たとえば、文科省と財務省との関係、

と一般市民との関係など、教育を専門とし

ない人々をどう納得させるかが関われている。そうし

た状況下で、説明糞任の要求に応える一つの方法とし

て、「スタンダードに基づく教青改革Jは「エピデンス

に基づく教育（evidence-basededucation) Jを強調する

鎮向にある。

しかも、 PISAをはじめとした OECDの ン

ディケータ一事業（Indicatorsof Education Systems) Jが、

政策評価に止まらず、各自の教育システムを同一基準

により比較

fエピデンスに基づく

ら、「スタンダードに基づく

ようになる中で、

との結びつきを深めなが

とし1う改革手法

のパッケ…ジ化・標準化が加速している5a

(3）現代田本の教書改革における学カテストの位置

今世界各回で、「21世紀型学習j コ

ンピテンシーjなど、 21世紀の社会で求められる位括

的かっ汎照的な学力観が打ち出され、それを系統立て

るべく、カリキュラム改革と評儲改革がセット

で進行している。一方で、学力テストの活用の仕方に

ついては、さまざまな形がある。アメリカのように、

テスト結果による制裁が規定されていて、結果に基づ

いて教師や学校が厳しく値踏みされる国もあれば、オ

ーストラリアのように、結果は公表しでも支援的な介

入を重視している臨もあれば、イタジアのように、悉

2 



皆調査を行いつつ全国的な学力水準を確認するために

サンフツレを抽出・分析し、あとは学校の自己評価に役

立てさせる臨もあれば、スウェーデ、ンのように、学校

関の評価の質の調整や学力観の共有に役立て、教師の

自主的な活用を尊重している関もある。学力テストを

活用する方法は、選抜か説明責任か教育改善かという

諾自的のどれを重視するかによって、様々な形が考え

られるのである60 

では、日本の教育改革において学力テストはどのよ

うな役割を担っているのか。それは教育現場に何をも

たらしているのか。まずは、日本において学力テスト

がどのような位置づけにあるのかを確認しておこう。

志水宏吉らは、全国学力・学習状況調査の教育現場へ

の影響にっし

しているに

し、下記のような状況を明らかに

全間学力テストが実施され、都道府県別の結果が公

表されたことによって、日本の f学力地国Jが明らか

になり、都道時県レベノレで、の競争は過熱している。そ

して、各都道時県で学力水準の向上が重視されるよう

になり、全国学力テストに対応する学力向上策が実行

されるようになった。

ただし、こうした全国学力テストの都道府県の教育

政策への影響には濃淡が見られる。金留学力テストの

インパクトが最も大きいのが沖縄、高知、大阪などの

「下位県jであり、秋田、福井、香川などの「上位県J

がそれに次ぎ、もっとも影響が少なかったのが、神奈

川、兵庫、宮崎などの f中位県jである。また、

県Jでは、府県の教育委員会や首長の存権感が増して

いるという。テストによる教育の国家統制の強化が危

慎される一方で、地方独自の教育課題や教育の歴史を

反映して、教育の政策が地域ごとに多様化している事

実を志水らは指摘している。

全国学力テスト実施前から、地方自治体レベルでも

多くの悉皆の学力テストがなされてきた。しかし、一

部の自治体を除けば、保護者や地域住民などへの、市

町村別、学校;Jljの学力テストの結果の公表は按定的で

ある。また、学力テストの結果については、開接的な

影響は大きいにしても、それを学校選択、あるいは、

個々の学校や教職員への処遇と寵接的に結び付けてい

る自治体はほとんどない。結果の公表が認められる中、

競争主義や成果主義を強化する方向で学力テストの利

3 

用が広まることには注意が必要である。ただ、英米と

比べれば、現時点で日本の学力テストは必ずしもハ

イ・ステイクスなものとはなっていない。

むしろ司本において、全国学力テストは、実費的に

は、学習指導要領の学力観の趣旨を直接的に伝達・徹

底する機能を果たしてきた。その結果、テスト準備教

育といっても、知識・技能の習得のみならず、知識・

技能を活用する力にも強調点が豊かれている。それは、

考える活動を重視する授業を保す一方で、患考力・判

断力・表現力の育成が、「活用Jとしづ型をなぞる学習

に楼小化され、形式化される危険性もはらんでいる80 

また、学力向上の手立てが授業改善に一元化されるこ

とで、学校行事等の教科外活動の縮小が進んでいる点

にも注意が必要である。

さらに、実施された学力テストについて、自治体や

学校は、結果の分析とそれに基づく改善というアクシ

ョンを取ることが求められる。こうして、「PDCAサイ

クノレj としづ言葉と形式は、学校経営はもちろん、授

業づくりのレベルにまで浸透している。以上のように、

自本において学力テストは、英米ほどには、教育の結

－統制するものとはなっていない一方

で、教育の自標・内容、および、教育実践の方法を、

特定のあり方へとより誼接的に枠づけるものとして機

能している90 

4. 学力調査の時代に必要な評髄リテラシー

( 1 ）学力調査の時代に求められるもの

学力テストや「スタンダードに基づく教育改革J

を批判しそれに対するオルタナティブを探ろうとす

る者の多くは、 「スタンダードに基づく教育改革j

という発想や学力テスト自体を、さらには、目的・手

設関係や、目標を明確化しそれに基づいて評価するこ

と自体を否定しがちである。しかし、成果を求めるか

らといって、手続きの効率のみを追求するとは眼らな

い。また、教育実践が本賞的に不確実な性格を持つに

しても、伺らかの見通しなしに教師は教育実践を展開

できない。何より、子どもたちの学習権を保障すべく、

自の前の子どもたちに何が必要なのかを問い、学習の

結果に責任を持とうとすることは、教師たちの自発的

な応答責任に由来する。

しかも、現在の閤題状況は、目標と評倍のあり方に



資料1. 平均得点及び！｜震位の推移

5斡

税学；鈎リテラシー

5尋号

主語

5雲寺

500 

品警告

尋暴言

玄関告 室開三 芝部告 雲間警 雲間主

※Jr慎位はOECD加盟国中（カッコ内は全参加盟・地域中の順位）

※数学的ヲテラシー、科学的リテラシーは経年比較可能な調査店以降の結果を掲載

なお、数学的リテラシーについては、 2000年度調査では 557点で 1位。科学的リテラシーについては、 2000年度調査では 550点

2位、 2003年度調査では 548点で2位であった（いずれもj阿部ま全参加罷・地域中）。

ついて議論・決定する権限の縮小による、教師の専 評髄アレルギーj に路ることなく、

門職性・自律性の危機と密接に関連している。教育 の蓄積にも学びながら、教育の条理に却した評価研

を画一化・規格化する「標準化（standardization) J 究を進めることが重要なのである。 1960

の作業は、 「スタンダード（standards)J （共通教育 テスト反対運動は、学力テストや評錨そのものを否

目標）を明らかにしていく営みとはイコールで、はな 定する傾向を生み出し、それらを教育学的議論の外

い。自指す人間像・社会換を問う、教育的価値に関 側に置くことになった。学力評舗、教員評価、学校

する公共的議論のフィーノレドとして、教育畏的・毘 評｛面などの一連の評価政策が教育実践にもたらして

と評儲のあり方に関する議論を捉えることが いる混乱は、教育関係者の f評儲リテラシーj の宋

まずは必要である。

学力調査の時代において必要なのは、自標と評価

に関する議論を避けるのではなく、調査結果を冷静

に読み解き、教育における公正を追求する道具とし

て活用するための、専門的知見の蓄積と

の f評価リテラシ…Jの育成である 100 「学力テスト・

4 

成熟にも一閣があるのではないだろうか。この点に

関わって、木村拓哉は、毘本におし

う「テスト専門家j が、 「教科の専門家j と

心理学者（教育評価論者） Jを軸に構成されており、

科学的に厳密な方法論に基づいた調査を行うのに必

要な専門家（「教育測定（テスト理論）の専門家j



資料2. 日本の習熟度レベル別の生徒の割合（経年変化）（読解力）

を欠いた状況であることを指摘している九

以下、学力調査の結果の解釈と活用に関して、そ

げていくための知見

力調査の結果を読み解く 4つの視点と背景要因への

記意、）、学力調査の結果の活用に関わる知（実践的判

断におけるエピデンスとしての調査結果の位置づけ）、

学力調査の再設計に関わる知（学力調査の性格規定と

設計方針）の三つの観点で見ていくことにしよう。

(2）学力調査の結果を読み解く 4つの視点

学力調査の結果が公表されると、得点や順位の高低

にのみ注目が集まりがちである。しかし、学力調査の

結果から教育活動の改善への恭唆を得るには、より多

面的・複合的に結果を読み解く必要がある。すなわち、

学力水準（当該集団の平均値が高し、か低し 1か）のみな

らず、学力構造（どのような学力の質や中身に課題が

あるのか）、学力格差（子どもたちの学力がどのように

分散しているか）、さらには学習意欲（子どもたちは学

習に能動的に取り組もうとしているか）についてもあ

わせて検討していく必要がある。

「学力低下Jを決定づけたとも言われる 2003年の

PISA調査の結果を、上記の 4つの視点を念頭に置いて

読み解いてみよう。なお、 2015年鵠査はコンビュータ

使用型諦査への移行に伴い、尺度化・得点化の方法の

5 

変更等があったため、経年変化については、 2012年調

査までの結果に基づく資料により

1、2f士、 PISA

レベノレ別割合それぞれの経年変化で、ある 13a

2000年調査と 2003年調査を比べてみると、まず日本

の学力水準について、資料 1のように、読解力では、

得点と）I頃位の低下がみられる。数学的リテラシーも得

点の低下が見られるが、 JI樹立としては依然として 1位

グループ。で、あった。数学と科学については、 2006年讃

査では低下傾向が顕著となるものの、 2003年調査の時

点では、世界的に高い水準にあったと言える。

次に、学力構造という視点から考える際に、もう一

つの国際学力調査である IEAの TIMSS調査（小学 4

年生と中学2年生を対象に、算数・数学と理科の学習

到達度を問う）において、日本の子どもたちの学力水

準が一貫して高いという事実は示唆的であるへそこ

からは、知識・技能の習得を問う従来型の学力ではな

く、まさに PISA型の学力に課題があったということ

が見えてくる。

これまで日本で読解関題としづ場合、指示語の内容

を答えさせたり、テキストの主題について説明させた

りと、ひとつのテキストを細かく読み取っていく問題

で、あった。これに対して、 PISAの読解問題では、複数

のテキストを読み比べて、自分の意見を述べることが

求められている。また、数学の問題では、メイリンと

いう学生が留学する場面が設定され、通貨の両替に関

する計算をしたり、為替レートの変動に伴う損得を判



資料3.数学的リテラシー得点に影響を与える要国の経年変化
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断したりすることを求める問題や、グラフの一部分を

恭して盗難事件が激増したとする τVレポーターの解

説の不適切さを、示されたデータの相対的な意味を指

摘して、根拠を明らかにしながら説明する問題が出題

されている。 PISAでは、知識を習得しているだけでな

く、告分の考えを筋道立てて論述したり、知識を実社

会・実生活で活用したりする力が関われたのである。

なお、 2006年度調査以降、読解カの成績において伸

びが顕著なのも、結果として PISA（その背景にある教

ヨーロッパ権準）と日本の教育課程との間で

1が調整されたからであろう。

PISAショック以降、 PISA型学力を意識した取り組み

が各教科で行われてきたが、算数・数学にしても理科

にしても、それは記述式問題の弱さ（白紙答案の多さ）

への対応として、PISA型読解力の教科横断的な育成と

して楼小化され、 f言語活動の充実jとしづ授業レベノレ

での工夫に止まった。一方で、実社会・実生活をより

よく生きることと結びつけて各教科の内容や系統を見

直すこと、すなわち、カリキュラムレベノレで、の見誼し

は十分に行われなかった。これに対して、

ついては、従来の日本の指導方法との違いが自に見え

て大きく、しかも、読解については、九1かに学ぶかj

（教室での言語活動の形式）が f簡を学ぶかJ（言語運

用能力）と密接に結び、ついているために、結果として

6 

したことを示している。

こうした下位層が生まれたことも、

の順位の低下に関係していると推棋でき

ょう。学力の水準やその向上を目指す一

方で、そうした下位層の底上げという課

題を見落としてはならない。しかも、そ

うした学力格差の領向は、 TIMSSよりも

PISAにおいて見られ15、そこからは、他

ならぬ知識を活用する力

差の存在に注意を向ける必要性が見えてくる。

して、資料3がえミすように、

自本は、数学に対して背定的なイメージや動機を示し

ている生徒の割合が低い。 2012

答の割合が上昇しているが、依然として OECD平均か

らすると意欲面は低い。こうした日本の子どもたちの

意欲語の低さは、さまざまな調査で一貫して指摘され

てきた傾向であり、「日本は学力トップレベノレ、

欲はワーストレベルjとしづ状況は、「病める学力jや

「日本型高学力j といった形で問題模され続けてきた

16。日本の謙遜の文化の影響など、

ついては、文化差を考慮に入れねばならず、｛恵国と機

械的に比較することには慎重であるべきだろう。しか

し、学力向上を急ぐあまり、 f学びからの逃走jを加速

させてしまうことには、注意が必要である。

こうして、教師や保護者や市民が、自分たちの自で

ポイントを押さえて学力調査の結果を眺め、簡易な分

析により概要をつかむことができれば、 f学力低下司学

力向上j といった、単純で一般大衆にわかりやすい構

閣を相対化し、国の教育政策の妥当性を検討したり、

見落とされがちな問題に着目したりすることが保され

るだろう17a

上記の学力調査を読み解く 4つの視点に加えて、

の問題も考



薦、しておくことが必要である。そもそも学力調査が

明らかにする「学力水準Jについては、学習者錨人

の能力や教師僧々人の力量のみに規定されるもので

はなく、教室の関係性や文化、学校の組織としての

力や地域の社会環境などの影響も大きい。 「学力水

準Jは、いわば学校をめぐる社会関係資本の量的・

さの指標という側面も持っている180 ゆえに、

学力テストの結果の良し悪しを、学校や教郁の教育

活動の質や努力のみに帰費することには填重でなけ

ればならないし、学力形成を真に実現するには、学

習や学校組織の共同性を大切にしなければならない

のである。

(3）実践的判断におけるエゼヂンスの位震

学校教育について諮る

してきたことは、エピヂンスに基づく教育という考

と密接に結びついている。学力調査の結

ける有力な実証的エピデ、ンスとして

されているのである。ゆえに、学力調査の結果

を教育実践や教育政策のデザインや改善に生かして

いく際には、そもそも実証的エゼデンスが教育上の

様々な意思決定においてどのような意義と限界を持

つのかを認識しておく必要がある19c

1て、臨床的・実践的判断が重要

であることは、エピデンスに基づく実践・政策の推進

者も批判者も合意するところである。エピヂンスに基

づく実践・政策を先導してきた fエピデンスに基づく

霞療（evidenced-basedmedicine) Jにおいても、改めて

場の状況や患者の好みの重要性が再確認されていると

いうことをふまえれば、実践的判断の状況依存的な性

格、および、そうした倍別具体的な判断の的確さを支

える経験に基づく実践知の役割の大きさを否定するこ

とはできないだろう。特に教育という仕事については、

何がよい教青かという教育図的・目標自体が論争的で

あり、しかも教え学ぶプロセスは、教師と子ども、子

どもたち相互の複雑で象徴的なコミュニケーションに

よって成立する不確実性の高い営みである。そうした

教育という営みの性格をふまえるなら、教職の専門職

性の根拠は、その実践が厳密な基礎科学や応用技術に

基づいていること以上に、実践の複雑性やそこに働く

高震で総合的な見識・判断に、第一義的には求められ
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るべきであろう。

ゆえに、これをやればこういう効果が上がるとしづ、

一般化された技術知を過震に信頼することは、専門職

の実践的判新を距害する危検性がある。たとえば、メ

タ分析の結果得られた効果量が低くても、その方法を

実施すべきではないということを意味しないし、メタ

分析の結果得られた知見は過去に関する見解であり、

決定的なものではない20。しかし、さまざまな教育上

の決定をする際に、技術知に限らず量的データやそれ

に裏付けられた科学的摂拠（実証的エピデンス）を、

その限界を自覚しながら参照することは、実践改善の

示唆を与えうる。そしてその有効性の程度は、実践レ

ベノレと政策レベルとで、は異なってくる。

実践レベル、特に教室での授業レベルでは、一瞬一

瞬の状況判断や子どもへの応答が求められる。応答的

関採性の下で個々人に対する具体的で総合的な判断

が求められる実践の場において、もっとも依

拠すべきは、実践の中の理論（庶観的なものだが、な

ぜそれが妥当かの事後的説明は可能なもの）である。

実証された技指知は、あくまでも実践上のレパートリ

ーを提供するのみである。また、ペーパーテストなど

によって得られた量的データの系統的な収集・分析以

上に、実際の子どもの表情・行動やノートの記述など

から学習の質を多酷的に具体的に解釈することが意味

を持つ。量的データを活用するにしても、教師自身が、

自分がベストと思うタイミングで、ほどほどの厳密性

でデータを収集し、鯖易な分析を行うことが重視され

るべきだろう。

これに対して、教育課程（教育内容の選択と紘織化）

の枠組みの設定や、教青条件（教具・メディアの整備

や学級・学校組織の編成など）の決定に関わる政策レ

ベル、あるいは、学期や年間の学校の取り組みの検証

や、特定の教材の有効性を検証したりする、政策と授

業の狭間のレベルについては、実証的エピデンスは一

定有効で、ある。そうしたレベノレの決定は、教え学ぶプ

ロセスを規定する、内容や時期や空関や人の配罷など

の構造を対象とするものである。そして、統計的手法

による大規模調査が明らかにする、集団の全体的な傾

向に関する知見は、そうしたマクロな構造の決定にお

いて確かな根拠を提供しうる。ただしその際も、たと

えば、開発途上国を対象になされた大規模調査の結果



を、日本における少人数学級の費用対効果の問題にそ

のまま適用するといったことにならぬよう、外的妥当

性の問題を考慮する必要がある。

また、政策レベ十ルの決定においては、さまざまな利

害関係者の参加によ

であり、量的データのみに故拠するということではな

く、専門家の見解や事例など、弱いとされるエピデン

スも含め、多擦な根拠に基づいて意志決定がなされる

ことが議要となる。その際、後述するように、エピデ

ンスが適切に生かされる条件として、政策の検証のシ

ステムを確立することと、政策立案のための議論の手

順と組織を確立することが問時になされねばならない

だろう。たとえば、全留学力テストについても、真に

をめざすのであれば、そ

志決定に生かしていくのかという、教育政策に関する

セスが同時に関われる必要があるのである。

鱒々人との相互作用による f実践j を対象にした半IJ

断か、教青システム全体の f矯造j を対象にした判断

かによって、また、意志決定にかけられる持関の長さ

によって、判断において主に故拠すべき根拠の種類や、

1カミ生じる。そして、

子どもと向き合う教室レベルに近づくほど、より質的

で解釈的な知が、そして、制度の枠組みを決めるマク

ロな政策レベルに近づくほど、学力調査の結果など、

量的で、実証的な知が果たす役割が棺対的に大きくなる

のである。

(4）学力誤査の性格規定と設計方針

学力調査の自的と活用の問題に関わっては、PISA型

学力の向上をめざして成果主義的な傾向が強まる中、

PISAにしても、全国学力テストにしても、改革や取り

組みの成果（事実〉を検証する役割以上に、めざす能

力像（理念）を提示し改革を先導・牽引する役割を果

たしている点に注意が必要である。そもそも PISAは、

学校で意図的に指導した学習成果（taughtoutcome）を

調査する「学力j調査では必ずしもなく、

や学校外での生活に関わらず、生徒が学びえた能力一

般 (learnedoutcome）を諜査する「能力j調査として

設計されていた。それゆえ、そもそも PISA

学校カリキュラムの改善だけではなく、

8 

資料4.全震学力・学習状況調査の調査臣的

－義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、

全間的な児童生徒の学力や学習状読を把握・分析し、教

育施策の成果と課題を検証し、その改善を図る0

・そのような取組を通じて、教育に関する組織的な検証改

善サイクノレを確立するG

－学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の

改善等に役立てる。

内外での学習環境全体の再検討とデザインのための手

がかりとすべきものなのである。

PISAの理念提示型調査としての性格は、毘本の学力

論議において、PISAが大きなインパクトを持ち得た理

由とも関係している。 2000年前後の学力紙下論争では、

（テストスコア）が主な争点となり、

しがちであった。

りがちで、それ

を具体北したり検証したりする道筋は十分に示されて

はいなかった。目標（錨｛寵）論なき実証志向の評倍論

でもなく、評倍論なき思念論としての学力論でもなく、

目標論と教育評価論とを一体のものとして提起し

た点に、PISAがインパクトを持ち得た理由があると考

えられる。

そして近年目SAは、非認知的要素も合bキー・コ

ンピテンシーそのものの評備をめざして、より包括的

な能力を対象化すべく、能力調査としての側面を強め

ている。より直接的には、それぞれのリテラシーの定

義において、学習者の主体的関与（en伊 gement）とし1

った動機付け的な備面が強調されるとともに、創造的

でインタラクティブな能力を測定すべく、筆記型から

ICTを活用した調査への移行も追求されている点に、

こうした傾向を見て散ることができる210

また、 2012年調査から数学的プロセスが、能力の階

層性を示す「能力クラスターJ（再現、関連付け、熟考）

から、能力の要素や局面を示す「定式化j f適用Jr解

釈Jへと変更されたことは、 PISAが能力調査としての

側面を強めていることを象徴的に示しているように忠

われる22。平行四辺形の公式は覚えていても、その意

味までわかって、斜illと高さを間違えずに必要な情報

を取り出して求積できるとは隈らないといった具合に、

学力調査として内容に即した学びの深さを診断するに

は、~皆層性（能力の質的レベル）に蕃罰する必要があ

る。それゆえ、 TIMSSでは、 f知ることJr応用するこ



とj 「推論を行うことJといった具合に、認知過程のカ

テゴリーは階麗性を示すもので構成されている。地方、

PISAは、 f熟考Jとし1う能力の実的レベルの重要性を

提起するものであり、内容習得の層を評価するカテゴ

リーを組み込まず、熟考レベルの思考だ、からこそ薫視

されるプロセスの局面（定式化、適用、解釈）のみで

評価の枠組みを構成しでも、不都合は生じない。むし

ろ、そうしためざす能力の層のみをより直接的に打ち

出す方が、理念提示型調査としてはより効果的に機能

するだろう。

だが、学力調査が、改革を先導・牽引する理念提示

型調査として機能している状況は、下記のような点に

おいて限界がある。まず、大規模調査の制約ゆえに、

PISAにしても全開学力テストにしてもペーパーテス

トがベースであり、 ICTなどの技術により、相互作用

的な調査が可能になったとしても、めざす能力像のす

論においては、 PISA

求められるキー・コンピテンシー（f患者と対話し協働

する力や自律的に学び続けていく力などの非認知的要

の一部を評価しているに過ぎないとして、

非認知的要素も含む汎用的スキノレなどの資質・能力を

している。

また、理念提示型調査は、理念を具体化する教育課

程や教育条件の設計と結びつかない場合、調査主体は

理念を提示するのみで、その実現の責任を現場に負わ

せることになりかねない。全菌学力テストや教育課桂

実施状況調査など、関が行う学力調査については、教

育現場が主体となって行うべき指導改善という目的に

解治されない、カジキュラム評価・政策評価という、

大規模調査だからこそ可能な目的が第一義的に追求さ

れる必要があろう。だが、現行の全国学力テストにつ

いては、資料4のように、これら多接な罰的が混在し

ており、第一に考慮されるべきカリキュラム評価・政

策評価のための調査として設計されているとは言い難

い。それどころか、指導改善に生かすことや現場レベ

ルでの PDCAサイクノレの強調により、行政レベルでの

責任を問うことには結びつかず、現場に主体的な自助

努力を強いる傾向にある。教室や学校レベルで、学習者

個々人の学習状況の把握をめざす心理「検査j論や教

育評倍論と、制度レベルで社会集団の傾向や圏全体の

9 

実態の把撞をめざす社会「調査j論や政策評価論とは、

同じく「測定j や「評価Jという言葉で語られるが、

iz531Jして議論すべきものであろう。

第一義的な罰的を空沼化させたままの全開規模の

学力調査の実施は、実施した結果に引きずられる形

で、目的が逆規定される。学力テストの結果を内申

点と結び、つけることで順位を上げた大阪府の併は、

都道府県需の差が縮まっていることも手伝って、都

道府県間の f学力向上j 競争を激化させ、テスト結

果を上げることの自己自的化と、実質的な教育改善

や学力保障という理念の空調化が危慎される。さら

に言えば、政治的アゼーノレの道具として学力テスト

が用いられる傾向が強まることに注意が必要である。

なお、そもそも教育活動や学力形成の結果は、水

準が上がったか下がったかで議論されるべきものな

のか。人権事壌としてすべての子どもたちに一定の

内容や能力が保障されたかどうかという形で学力が

議論される必要があるのではないか。 2000年前後の

f学力向上Jにしても「学力格

差j にしても、学力テストのスコアをもとに、相対的

問題として学力問題が語られる

（学力向上のレトリック）一方で＼子どもの絶対的貧

国の問題とも連動した、内容の未習得や低学力（落ち

こぼし）に対して、すべての子どもたちに保障される

べき絶対的・普遍的な内容・基準、つまり学力や教育

課程の中身を問う視点（学力保障のレトリック）は後

景に退くことになった。内容（実体）ではなく、能力

（機能）から教育課程を編成しようとする動きは、そ

うした傾向を強めかねない。

カリキュラム評価・政策評価としての学力調査であ

れば、必ずしも悉皆調査である必要はなく、悉皆調査

で行うにしても、採点や子どもたちへのフィードパッ

クは各学校にゆだね、国は一部を抽出して分析を行う

形も考えられるだろう。さらに言えば、カリキュラム

評価・政策評倍という自的を意識するのであれば、先

述のように、学習指導要領改前のフ。ロセスや政策決定

過程のデザインと一体のものとして、学力調査のあ

り方が議論される必要があるだろう。学力調査が是

か非かという二項対立の議論を超えて、今こそ、学

力調査を教育政策・教育実践の改善と学力保障の道

具として設計していくことが求められる。



※本請は、拙稿 f学力調査の時代を読み解く評価ヲテラシ

-J『科学研究費補助金・研究成果最終報告書・思考力・

判断力・表現力育成のための長期的ループりックの開発J
2016年 3fa!に若干の修正を加えたものである。
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