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１．知識とは何か？

一般的な能力、職場での営業成績や職人の
ような技術までが、それぞれの人の「知識」と
みなせると考えられるようになってきており、
ここで主に扱う評価理論も、この「知識」の捉ここで主に扱う評価理論も、この「知識」の捉
え方の変遷によって大きく変化してきている。



知識の定義

• ２０００年以上前の古代哲学者プラトン

「正当化された真なる信念（justified true belief）」



その後の哲学の命題

• 哲学では、「知識の正当化基準を明確にし、
その基準に従って知識を求めていけば我々
が真理に達することができることを示す(戸田
山 2002)」ことを目的として研究が進められて山 2002)」ことを目的として研究が進められて
きた。



現代哲学

• 哲学者Edmund Gettierが、1963年の彼の論

文の中で、われわれが普段、知識と呼んでい
るものの中で、「正当化された真なる信念」と
はいえないものがあることを示しているようにはいえないものがあることを示しているように
(Harman 1973)、そもそも、何が正当化された

ものごとであり、何が真であるのかを証明で
きた人はいなかった。



ウィトゲンシュタイン

• 言語はあらかじめ定義されるものではなく、使用
を通じて文脈ごとに生み出されていくものだと指
摘している。彼の死後、1953年に出版された『哲
学探究』によると、言語の使用は「ゲーム」のよう
だという。つまり、言語はゲームの駒のように、だという。つまり、言語はゲームの駒のように、
文脈のルールに則って使用されるものであり、
知識の正しさはルールによって相対的に決まる。
ときにはルールを変更してプレーしてもよいとも
なれば、真なる知識どころか知識の体系は社会
的に作られていることとなる。



クワイン

• 知識の真偽は他の知識群から文脈に応じて与えられるの
だから、出発点としての正しい知識を単独で設定すること
は不可能であると考えた(クワイン, 1996)。つまり知識は、
その体系全体として成立する、全体的性格をもつことを示
している。この主張を知識の全体論（holism of knowledge）
（ホーリズム）と呼ぶ。より厳密に表現すると、我々の知識（ホーリズム）と呼ぶ。より厳密に表現すると、我々の知識
は、一つ一つの命題がそれぞれ独立に、個々の経験に
よって確かめられたり、否定されたりするのではなく、個々
の知識がネットワークを形作り、そのネットワークの周縁に
ある命題だけが、感覚的経験による判定に接しているの
である。そのネットワークに対して否定的な経験があるとき、
1つの命題が否定されるのではなく、ネットワーク内部で再
調整・修正が起こり、言説の全体が変容してゆくと考える、
これがホーリズム（全体論）の哲学である。



科学哲学の出現

• ウィトゲンシュタインやクワインの知識のホーリズムなどに影響され、科学に対す
る認識も大きく変化していった。例えば、新科学哲学という分野が出現し、1962年
に出版されたクーン『科学革命の構造』などが有名である（クーン 1971）。クーン
は、科学者集団が共有しているパラダイム、つまり、科学研究という活動の中で
共有している状態を「通常科学」と呼び、それまでのパラダイムでは説明しきれな
い理論が提起され、既存のパラダイムと競合し、新たなパラダイムが構築される
とき、これを「科学革命」（パラダイム・シフト）と呼んだ。この発表により、それまで
科学的知識は絶対的な真実として存在し、必ず発見され、累積的に真実に近づく
ように進歩していくものであるというそれまでの科学的知識観が覆され、科学的ように進歩していくものであるというそれまでの科学的知識観が覆され、科学的
知識はその時代の科学者集団によって社会的に認知されたものであるという見
方が一般的になってくる。これより、科学的知識をコミュニケーション共同体であ
る科学者集団によって規定され、彼らが自然現象について説明しあうときの言葉
としてとらえられる。

• 永遠に真なる知識を扱うと考えられてきた科学分野における知識も、社会的で共
同体の文化に依存するものであると考えられる。また、ホーリズムの考え方より、
これまでの理論に否定的な反例が出現した場合、その対象の知識だけではなく、
その知識全体の体制自身がダイナミックに修正を必要とされると考えられている。



最新の知識の定義

さらに最近になり、1990年代に興った哲学における社会認識論(例えば、フラー
2000, Schmitt 1994)という立場は、以下のような理由で、知識の実現や正当化が
個人の中で完結するものではなく、社会的状況に依存することを指摘している
（戸田山 2002）。

1. 信念の内容が個人の心的状態だけでは決まらず、その個人が帰属する言語共同
体に依存しているため

2. 高度に専門化された知的分業が発達した現代社会では、われわれの知識は他者
の知識に依存して成り立っているための知識に依存して成り立っているため

もしも自分の知識の正当性を立証するために、自分のみならず他者の知識も正
当化しなければならないとすれば、私たちはほとんど何も知識を持っていないと
いうことになり、私たちは現実には何らかの知識を持っていることから現実とは異
なっているということになってしまう。そこで、知識の主体が個人であるという前提
を見直し、社会的コミュニティーが正当化し所有するものとみなす集合的知識
（Collective Knowledge）が提案されている。

これらの現代哲学の流れを汲むと、知識に全体性・社会性が伴い、先の「正当化
された真なる信念」という知識の定義は、「その社会における他の知識全体の中
で正当化された信念」と書き直すことができるであろう。すなわち、知識とは社会
的で文化的なものである。



２．学習理論

• 教育評価理論は学習理論をベースに提案さ
れてきた経緯がある。

• 教育評価理論の元は学習理論であるといっ
ても過言ではない。ても過言ではない。

• 一方、学習理論は知識観の変容に従って提
案されてきた歴史があるのである。

• ２章では学習理論の推移について紹介する。



①行動主義

• 時代背景：哲学者のウィトゲンシュタインやクワ
インの理論がまだ十分に影響していなかった
1960年前後までは、知識はまだその普遍性が
疑われておらず、実証性が重視されている時代
であった。つまり、知識の定義である「正当化さであった。つまり、知識の定義である「正当化さ
れた真なる信念」において「知識とは普遍的に真
である」ことを前提に個々の知識の正当性を如
何に証明するかが重要であると考えられてきた。
そして、知識の正当性を証明するために、データ
によって客観的に実証できる知識のみを重視す
る傾向があったのである。



スキナー

行動には以下の二つがある。

• 刺激に誘発されて生ずる、どちらかというと受
動的な行動で、レスポンド行動という。

• 生物体が自発する行動で、能動的な行動を
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• 生物体が自発する行動で、能動的な行動を
オペラント行動という。このオペラント行動を
発見したのがスキナーである。



スキナー箱による
オペラント条件付け

円形のつつき穴

空腹時のハトは、さまざま
な行動を起こし、たまたま
目の高さのつつき穴をつ
つくと豆が即座に与えられ
る。これが強化され、たえ
ず、このオペラント行動を
とるようになる。
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まめ

とるようになる。



プログラム学習（スキナー）

• プログラム学習とは、合理的に設計されたプ
ログラム（段取り、筋書き）に従って生徒が自
学自習を進めていく能率的な学習のやり方の
こと。問題提示→反応→フィードバックを繰り
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こと。問題提示→反応→フィードバックを繰り
返すことにより学習できる。

• 例：計算ドリル、漢字ドリル

• 例：CAI（Computer Assisted Instruction）



CAI（Computer Assisted Instruction)

1+2=? 1+2=3

問題は徐々に難しくなる
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問題提示 反応

正○解！！

フィードバックによる強化



CAIによる正答率の推移

正
答
確
率
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学習回数



疑問

• 成功するまで学習はしていないとみなされること

• 成功できるような課題しか学習できない（スモー
ルステップの法則）ルステップの法則）

• 長時間かけて課題を達成するときに学習は行わ
れていないのか？

↓

• 単純な知識獲得には向いているかもしれないが
複雑な知識獲得には向いていない



②認知主義：情報処理アプローチ

• 行動主義は、学習をブラックボックスとして捉
えてきたとの批判に学習プロセスを重視する
アプローチである。



記憶の情報処理モデル

コンピュータのモデル 人間のモデル

リハー
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CPUハード
ディスク

記憶（短期）
記憶（長
期）

短期記憶長期記憶

リハー
サル

検索



Collins & Quillian,1969の実
験

鳥 魚

動物
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飛ぶ 歌う

黄色い

カナリア

鳥

えらがある

鯛

魚



実験手順

正しい文章
1. 「カナリアは黄色い」
2. 「カナリアは飛べる」
3. 「カナリアには皮膚がある」
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3. 「カナリアには皮膚がある」
誤った文章
「カナリアは４本足である」
を提示し、正しければyesのボタン、誤っ
ていればNoのボタン、その反応時
間を測定



結果

1200

1250

1300

1350

反
応
時
間
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1000

1050

1100

1150

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

比較すべき属性の階層の差



長期記憶

• ネットワークとして階層化されて
いる

• 意味的に整理されている
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• 意味的に整理されている



記憶には何が必要か。

階層化や意味的な理解を促進させるような
工夫がないと長期記憶には転送されな
い。

↓
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↓
既存の知識への関連づけなどが必要





③構成主義

• 「学習」とは、クーンの「科学革命」を学習者の内面で生起させるこ
とであると考える立場がある。すなわち、「学習」とは学習者が事
前に持っている概念を大きく変化させる過程として定義するもので
ある。この考え方は、変化が個人のみで行われる場合を狭義の構
成主義、変化が共同体の社会的営みとして発生する場合には社
会的構成主義としてもとらえることができる。すなわち、前者では、
科学者の知識生成プロセスと学習者の知識生成プロセスをまった科学者の知識生成プロセスと学習者の知識生成プロセスをまった
く異なるものであるとしてとらえているのに対して、後者では学習
者の科学的理解を科学者が行ってきたと同じような思考を経て構
築させるという立場をとっている。つまり、構成主義は現代哲学の
流れに忠実な知識観に沿った学習理論である。認知主義はボトム
アップに人間の知識処理をモデル化しているのに対し、構成主義
はどのような学習が人類にとって本質であるか、という価値を主張
した学習理論であり、教育分野にとっては最もかかわりが深いと
考えられる。



a. ピアジェ(1958)

• 「同化」（assimilation）と「調整」
(accommodation)

同化

環
境

人
間

調整

同化



同化と調整とは

• 例えば、理科教育界では、これら二つの変貌を
「概念変換」（conceptual change）としてとらえるこ
とが多い（森藤 2004）。ここでは、「同化」とは学
習者の持つ既存の概念により、現実世界での現
象を理解していく過程であり、今、持っている概象を理解していく過程であり、今、持っている概
念で現象を説明できなくなったときに概念そのも
のを変化させなければならない、すなわち、「調
節」が生じると考えられる。ピアジェの理論で特
にユニークであるのは、学習とは学習者自身が
能動的に知識を構築していくこと、そして、学習
プロセスの中で多くの「質的な変化」が学習者の
中で生じること、である。



b. ポズナー

• ポズナー等（Posner, et al,1982)は、概念変換が
生起するプロセスを、優秀な遺伝子が競合的に
生き残るという生物学的アプローチにより説明し
たモデルを提案している。すなわち、個人の中で
新しく取り込まれる概念とすでに取り込まれた概新しく取り込まれる概念とすでに取り込まれた概
念の間で生物的競合と位置づけが行われ、古い
概念と調和可能でないと高い地位がもらえない
というようなものである。学習者は、概念がひと
つだけあるわけでなく、「Aかもしれないし、Bかも
しれない」といった複数の概念がそれぞれの地
位で存在していると考えるのである。



c. ヒューソン夫妻

• ヒューソン夫妻（Hewson and Hewson ,1983)は、生物
学的概念モデルを用い、旧概念から新概念に変換さ
れるまでの複数の条件づけ過程を二種類の概念の調
和という観点から、以下のような条件が必要であると
分析している。

• 旧概念に対して不満が生じなければならない。旧概念• 旧概念に対して不満が生じなければならない。旧概念
で説明不可能な事例に遭遇させねばならない。

• 新概念がメタファやアナロジをうまく用いて理解可能な
形で提案されなければならない。

• 新概念が思いもかけないような事象の解釈に用いら
れること等を示し、新概念の生物学的地位を上げなけ
ればならない。



d. 授業への応用

• 旧概念に対して不満が生じた場合、すなわち、
旧概念では説明できないような現象に遭遇する
ことにより新概念の必要性が増す。この際、学習
者の信念を根底から覆すことができるような実
践的経験に基づく証拠を示すことにより、概念の践的経験に基づく証拠を示すことにより、概念の
変化は促進されると考える立場がある（例えば, 
Scanlon 2002）。

• 授業における実験授業の教授方略として、１．予
測させる、２．観察させる、３．説明させる という
プロセスがよく知られている（Gunstone 1988）。



④社会的構成主義

• 学習が他者との相互作用の中で行われるとする
立場は、社会的構成主義と呼ばれ、近年、学習
科学と呼ばれる分野で最も研究されている領域
でもある。日本でも、実験の結果をあらかじめ限
られた選択肢から選ばせ、クラス全員の回答分られた選択肢から選ばせ、クラス全員の回答分
布を見ながら仮説を話し合わせ、最後に実際の
実験結果を説明させるという仮説実験授業が古
くから実践されてきた（板倉 (1966)(1971)）。この
授業実践は、科学教育のみでなく、国語や社会
の授業でも多く実践されている。



a. ヴィゴツキーの能力観
最近接発達領域

• 協働による仮説実験授業の成功事例を支えた社会的構成主義の
理論研究の一つとして、ヴィゴツキー (1962)の研究が知られてい
る。

• ヴィゴツキーは、日常的概念と科学的概念の発達に関するピア
ジェの思想を批判しながら、子どもの心理機能の高次なもの、文
化的なもの、社会的なものはまず心理間機能として現れ、その後化的なもの、社会的なものはまず心理間機能として現れ、その後
に心理内機能へと転化されると考えている。心理間機能では、学
習者が独学で学習するのではなく、教師や仲間の援助（教授）を
受け入れることにより到達できる学習が日常的概念と科学的概念
の接続を実現するための本質であり、真の科学的概念が暗記や
記憶によって得られたりするものではないことを主張した。

• また、教師や仲間の援助（教授）を受け入れることにより到達でき
る能力の領域を最近接発達領域(Zone of Proximal Development: 
ZDP)と呼び、その能力の差がそれぞれの学習者の学習能力を規
定しているという新しい学力観を作り上げている。



b. レイブとウェンガーの正統的周辺参加

• レイブとウェンガー（Lave, J. and Wenger, E. ,1991)は、
「学習」を「共同体における新参者から古参者へと変
化していく過程」または「実践共同体への正統的周辺
参加」であるととらえている。彼らの分析は、様々な状
況で自然発生的に行われている社会での教育的営み
を観察することにより成されている。彼らの学習観でを観察することにより成されている。彼らの学習観で
は、教授によって成されるようなものではなく、実践共
同体の学習プログラムに参加することが本質なので
ある。彼らは、文化人類的な企業組織の観察を通し、
どんな組織にも必ず「人々がともに学ぶための単位」
があることを発見し、「共通の専門スキルや、ある事
業への熱意や献身によって非公式に結びついた人々
の集まり」を「実践共同体」と名づけたのである。



c. 認知的徒弟制

• Collins 1991, Wilson and Cole 1994

1. 徒弟が親方の作業を見て学ぶモデリング

2.2. 親方が手取り足取り教えるコーチング

3. 徒弟にできることを確認させて自立させる足
場がけ（スキャッフォールディング）

4. 親方が手を引いていくフェーディング



利根川進氏

• ノーベル生理学・医学賞をとったマサチュセッツ工科大学
の利根川進氏は、よい研究者になるための重要な資質に
ついて以下のように述べている。

• 「よい研究者になるために欠かせないのは、まず本人の意
欲だ。次に創造的な仕事をした教授と一緒に仕事をするこ
と。創造も『真似』から始まる。創造的な人のそばにいれば、と。創造も『真似』から始まる。創造的な人のそばにいれば、
考え方や判断の仕方、研究テーマの選び方などを学べる
ものだ。私の先生も、そのまた先生もまたノーベル賞学者
受賞者で、先生の教室からは私を含む4人の受賞者が出
ている。それは決して偶然ではなく、そういう環境があった
からだと思う。世界中から『この人の下で学びたい』と思う
人を探し、そこへ努力するのがいいだろう。」（読売新聞
2006, 10月20日 抜粋）



教育学と学習

• 教育の定義

人の発達を促すすべての営み

・発達の定義

社会貢献の程度社会貢献の程度

・発達に先だつ学習（ヴィゴツキー）

学習は発達の必要条件にすぎず十分条件でし
かない



学習の３フェーズ
エンゲストローム 1998

• 第一フェーズ

記憶する

・ 第二フェーズ

知識を組み合わせて新しい問題を解決

・第三フェーズ

重要な問題を発見する



3. 評価・能力観の考え方の遷移

• 従来の評価法は、まだ、「知識は分離可能で普遍なもの」という前提の下、知識
注入主義を基本にしている。前述のように知識や能力は、社会、文化、状況に依
存するものである。

• これらを最も強く主張しているのが、状況論という立場である。状況論では、「能
力」とは、人間に元来内在する知識などの資源から表出されたものではなく、人
間の特定の行為を「有能だ」とか「頭が良い」とか呼んだりする承認などの社会的
過程を経て構築されてきたものである、と考える（上野 1992）。知識が社会・文
化・言語に依存するのは当然のこととして、さらには「能力」が発揮されているそ化・言語に依存するのは当然のこととして、さらには「能力」が発揮されているそ
の場・そのときの状況にも依存することになる。別の言葉では、人はさまざまな表
出を行っているが、それがどのように認識され、どのように評価されているかとい
うことは初めから決まっているわけではない。特に何が知識であり、どう行動する
ことが有能とみなされるかということに関して言えば、文化によっても異なるし、状
況によっても異なる。したがって、「能力」はそれが発揮される状況と切り離して議
論することはできないと考えるのである（加藤 2008）。また、Garfinkel(1967)は、人
間は日常行動の中で、互いの行動を定式化し、説明し、報告しあうことを通して、
互いの行動を意味づけ、理解可能なものにし、それによって、私たちの実践は秩
序を達成しているのである、と考えた。これが正しいとすると、出来事や行為に対
する評価は、人間が本来行っている行動の定式化の一つのタイプであると考えら
れる（（加藤 2008）。



デューイ（1957）

• 「第一に学校は暗記と試験による受動的な学
習の場ではなく、その中で子供たちが興味に
あふれて活動的な社会生活をいとなむ小社
会でなければならない。第二に、この小社会会でなければならない。第二に、この小社会
は、単にそこで子供たちの自発的な活動が行
われる小社会であるばかりでなく、現代の社
会生活の歴史的進歩を代表する社会でなけ
ればならず、そのために学校と社会との間に
活発な相互作用がなければならない。」



トラウィーク（Traweek , 1988)

• 「高校の物理の生徒が参加し、自らの参加を
意味づけているやり方と、専門の物理学者が
やっているやり方とはとてつもなく大きな違い
がある。すなわち、実際に学習者が学校でがある。すなわち、実際に学習者が学校で
習っている物理学は、物理学者が認識してい
るものではなく、「学校化された人々」のもの
である。少なくとも大学院に入るまでは、物理
学の実践は学べず。絶えず学校化された物
理学を強要されるのである。」



科学の知識よりも科学的方法（見方）
の獲得

• 例えば、ルイス（Lewis， E., 1990）は、化学の博
士号を持った科学者たちと学部生の学習者に、
主張点が少ないような実験データ（そのデータか
らは何もいえないようなデータ）を与え、彼らの行
動の違いを観察した。その結果、学部生は、何も動の違いを観察した。その結果、学部生は、何も
いえないと結論付ける傾向があるのに対して、
科学者たちは、観測データがかれらの科学的考
えとはまったく異なって現れているにもかかわら
ず、無理やり観測データを用いて自分たちの考
えにあてはめ現象を説明する傾向にあることが
報告されている。



３．５．真正な評価：：Wiggins (1998)

「大人が仕事場・社会生活の場・個人生活の場で『テストされている』その文
脈を再現・模擬すること」と定義され、次のような６つの条件を満たさなけ
ればならない。

• 課題が現実的で、知識や能力が実社会の状況でテストされるやり方を再
現していること

• 課題が体系化されてなく、解決するのに判断と工夫を必要とすること
• 課題を探索的に実行させること• 課題を探索的に実行させること
• 大人が実社会でテストされる文脈を再現すること
• 知識や技能を総合的に用いる課題を通して能力を評価すること

• 練習をしたり、下調べをする機会を与え、フィードバックを与え、成果をさ
らに洗練させること

真正な評価では、このような真正の課題に学習者が取り組み、そこで生み
出した成果物や実技などを評価する。すなわち、筆記試験でなく学習活
動における学習者のパフォーマンスで評価する。また、必ずしも評価のた
めの特別な時間と評価手段を取らないため、原則として学習場面と評価
場面とが一体となっている。



3.6.eテスティング

• マルチメディアを用いた現実的な環境下での
テスティング

• 携帯電話を用いた現実的な環境下でのテス
ティングティング



3.7. ポートフォリオ評価

• 学習活動の過程で産出されるさまざまな学習成果物
の集積をポートフォリオと呼び、それを利用して評価を
行うというものである。前述の真正な評価においては，
学習活動のプロセスを通した継続的な学習成果物や
学習履歴データ等の記録（以下，学習の証拠）を重視
し，これらを用いて学習者のパフォーマンスを評価す
る。この際に，学習の証拠となるものがポートフォリオる。この際に，学習の証拠となるものがポートフォリオ
であり現在は電子化されたeポートフォリオが主流と
なってきている。

• また、ピア・アセスメントと呼ばれる相互評価により、
お互いのポートフォリオを評価しあうことにより、真正
な評価が行われる場合もある。ポートフォリオは、e
ラーニングなどを通じて異なる学校の学習者と共有し
たり、ピア・アセスメントが行われる場合もある。



3.8.学習者自身に作問させる

• 理論研究として、ポリア(1954)、Brown and Walter 
(1993）、Siler and Cai (1996）、中野ら（1999）、中野ら
（2000）らが、「問題作り」が問題解決能力や問題分類
能力を向上させ、学習者のメタ知識を発達させる働き
があると示している。があると示している。

• 植野(2007)は、eラーニングで各コンテンツごとに各
学習者に項目を作成させ、それらを集積し、テスト実
施して評価して良問をフィルタリングしてアイテムバン
クを充実させる方法を提案しており、学習者主体の自
律的なeラーニングにおけるeテスティングとして非常
に有用であることが報告されている。



3.9. ダイナミック評価

• 先に紹介した社会的構成主義におけるヴィゴツキーの新しい能力
観”最近接発達領域(ZPD)”（教師や仲間の援助（教授）を受け入
れることにより到達できる能力）を測定するための評価法、ダイナ
ミック評価(Haywood and Lidz 2007)も提案されている。この評価法
は、テスト時間に受検者には一切の援助は許されないのが常識で
あるのに対し、ダイナミック評価では教師が学習者に問題の解き
方を教えるという介入を行い、その介入の結果を考慮に入れた評方を教えるという介入を行い、その介入の結果を考慮に入れた評
価を行う。つまり、教育場面と評価場面が一体化しているのである。

• 従来のテストでは受検者が独力で解ける問題の水準を測っている
のに対し、ダイナミック評価では教師の手助けを借りてならば解け
る問題の水準を測っている。最近接発達領域(ZDP)は二つの水準
の間であると定義されているので、まさにこれは最近接発達領域
(ZDP)を測定しているともいえる。



ダイナミック評価の方法

• サンドイッチ型と呼ばれる方法で、プレテストを行った後、
その内容に関する教示を行い、それから同様の内容のポ
ストテストを行うものである。プレテストとポストテストの差
から教示によって何をどの程度学んだのかを測定できる。
もうひとつの方法はケーキ型と呼ばれる方法で、学習者に
一課題提示して、それが解けるかあきらめるまで、段階的一課題提示して、それが解けるかあきらめるまで、段階的
に設計されたヒントを与え、そのヒントの個数と種類を記録
するというものである。サンドイッチ型はグループに対して
も実施できるが、ケーキ型は個別にしか実施できない。

• ダイナミック評価によって測定される能力は、従来のテス
トのようにテスト前に習得したスキルを使用できる能力で
はなく、ダイナミック評価の際に教えられたスキルを習得し、
類似の問題に適用する能力である。このことからダイナ
ミック評価は潜在的学習能力評価とも呼ばれることがある。



学習理論と評価理論の推移

行動主義
認知主義

（情報処理的アプロー
チ）

構成主義 社会的構成主義

主な理論家 スキナー ガニエ ピアジェ ヴィゴツキー
レイブとウェンガー

学

習

特徴 学校化された学習 真正な学習

知識観 知識は普遍的に真なもの
知識は一人一人が自
ら構成するもの

知識は社会的な営み
の中で構成するもの

学習観 知識伝達

学習者の事前知識か
ら事後知識への質的
な変化

学習者の事前知識か
ら事後知識への質的
な変化（共同体の社
会的な営みを通した
内化）

主体 教師中心 学習者中心
学習者の態度 受動的 能動的・自律的
学習課題 学校化された課題 真正な課題学習課題 学校化された課題 真正な課題

情報システムへの適用 CAI
ティーチング・マシン

知的CAI
知的チュータリング・

システム
エキスパート・システ

ム

LOGO
マインドストーム

CSCL
eラーニング

評

価

特徴 学校化された評価 真正な評価
評価期間 ある時点 継続的

評価形態 テストの客観的な評価
学習者のパフォーマンス（学習成果物な
ど）の主観的な評価

評価される対象 テストの点数を重視 学習活動のプロセスを通した学習成果物や
記録を重視

評価の在り方 学習と切り離された評価 学習に埋め込まれた評価

評価方法

テスト
ポートフォリオ

学習者自身が作成したテスト
ダイナミック評価

能力測定 学習プロセス同定と
診断的評価

セルフ・アセスメン
ト

ピア・アセスメント
（専門家による）他

者評価



4. 技術編

• Eラーニングとデータマイニング

• Eテスティング

• Eポートフォリオ



4. eテスティング

• Web上でテストを実施することを「eテスティン
グ（e-Testing）」と呼び、近年、実用化が進むと
ともに注目されてきている(1)。ただし、eテス
ティングはオンライン・テスティング(Online ティングはオンライン・テスティング(Online 

Testing)(2)(3)やオンライン・クイズ(Online Quiz)
(2)(3)、IBT(Internet Based Testing)(4)と呼ばれる
こともある。

• 統計学×心理学×コンピュータサイエンス



4.1. eテスティングの分野

(1)心理学：評価理論、テスト理論（従来）
(2)統計学：項目反応理論の推定 （従来）
(3)計算機科学：テスト構成・出題の高速アルゴリズ
ム

(4)人工知能：自動作問や論述式項目の自動採点(4)人工知能：自動作問や論述式項目の自動採点
(5)データベース：アイテム・バンクの構築
(6)教育工学：eラーニング、eポートフォリオとの融
合

(7)ヒューマン・インターフェース：テスト画面の設計、
障害者などへの適応的インターフェースの設計



4.2. eテスティングの利点
• マルチメディア技術を用いることにより、ペーパーテストでは実現できなかった真正な評価環境を実現でき
るようになる。

• テスト採点が、自動化もしくは半自動化される。小論文方式のテストでさえ、自動採点できる。さらに即時
的にテスト結果をフィードバックできる。

• アイテム・バンクの領域からランダムに項目の抽出が可能であり、テスト出題バイアスを減少できる。

• コンピュータによるテスト構成支援機能は、信頼性と妥当性の高いテスト構成を可能にする。

• コンピュータによる自動テスト構成により、等質のテストを複数自動構成することができる。

• 適応型テストなど受検者の能力を随時推定しながらその能力に最適な項目を選択出題するような動的テ
ストを実現し、テスト時間を短縮し、測定精度も向上させることができる。

• 様々なテスト目的に応じたテスト出題方略を持つことにより、目的に応じたテスト構成や適応型テストを実
現できる。

• 回答所要時間や回答書き直し回数、回答見直し回数などペーパー・テストでは測定することができなかっ
たデータが測定することがきるようになり、質問項目評価の多様性をもたらし、補助的に用いることにより
測定精度を向上させることができる。

• 障害を持つ受検者への対策が容易に行える。例えば、字を大きくしたり、ヘッドホンをつけさせて音を大き
くしたり、特別な入力装置（手以外で入力できる入力装置）、出力装置（点字など）を用いることにより障害
者の受検を可能にすることができる。

• 遠隔地にいる受検者の評価を行うことができる。

• 遠隔地に分散するテスト作成者が、共同でアイテム・バンクを構築し、テスト構成を行うことができる。

• ペーパー･テストに比較し、テストの印刷、運搬のコストが減少する。

• 大量のペーパー・テストの束を管理することに比較し、電子ファイル上のテストは管理が容易でセキュリ
ティも高い。

• テスト実施に際して、テストの配布、回答の回収が自動的に行える。



日本最大の国家試験情報処理技術
者試験のeテスティング化

• 植野研究室で設計、仕様書作成

• 日立製作所が入札



4.3. TMS(テスティング・マネジメント・システム)



4.4. アイテム・バンクの例



4.5. マルチメディア項目と真正な評価

ビデオなどを用いた
マルチメディア項目
により、より真正な
文脈の評価が行え
るようになってきた。

さらに、自動作問技さらに、自動作問技
術や小論文の自動
採点技術を組み合
わせることにより、
より真正な評価環
境の実現が可能に
なってきた。



4.６.自動テスト構成システム

実際のテスト構成では,テストの得点予測や所要時間予測が重要となることが多い例
えば以下のような状況が挙げられる(植野 2006 ,2007)。

• 資格試験などにおいて,合格点をあらかじめ決めてあるような絶対評価の場合,毎
回のテストで合格の難易度が異ならないようにテスト得点分布及び所要時間分
布はほぼ一定でなければならない

• 入試問題などの選抜テストにおいて,センター試験の数学や理科などに代表され
るように教科選択が行える場合がある.選択した教科によってテストの難易度が
異ならないように得点分布及び所要時間分布はほぼ同一でなければならない異ならないように得点分布及び所要時間分布はほぼ同一でなければならない

• 入試などの選抜テストにおいて,テスト中に受検者が大問を選択できる選択式テ
ストが用いられることがある.この場合,選択した大問によって

• 難易度が異ならないように大問ごとのテスト得点分布及び所要時間分布はほぼ
同一でなければならない

上のような場合,作問者は得点分布および所要時間分布を予測しながらテスト構成を
しなければならず,多くの場合,過去を参考にしながら経験と勘に頼りながら作問
する。しかし、近年,eテスティングの普及に伴い,アイテム・バンク方式のテスト構
成が一般化して,テスト得点および時間の予測の実現が可能になりつつある。ア
イテム・バンク中のすべてのテスト領域に項目が入力されるとテスト構成が可能
になるシステムが開発されている(ソンムァン,植野 2008)。



先行研究

コンピュータによる自動テスト構成により、等質のテストを複数自動構成することがで
きる。

• Luecht,R．D．: "Computer-assisted test assembly using optimization heuristics", Applied 
Psychological Measurement, 22, 224-236, (1998)

• Sanders, P．F． and Verschoor, A．J．: "Parallel test construction using classical item parameters", 
Applied Psychological Measurement, 22, 212-223 (1998)

• Sanders, P．F． and Verschoor, A．J．: "Parallel test construction using classical item parameters", 
Applied Psychological Measurement, 22, 212-223 (1998)

• Swanson, L． and Stocking, L．: "A model and heuristic for solving very large item selection 
problems", Applied Psychological Measurement, 17, 151-166, (1993)

• Armstrong,R．D., Jones, D．H． and  Wang, Z． : "Automated Parallel Test Construction Using 
Classical Test Theory", Journal of Educational and Behavioral Statistics,  19, 73-90 (1994)

• van der Linden, W．J．:"Linear Models for Optimal Test Designs ", Statistics for Social and 
Behavioral Science, Springer Verlag (2005) 

• Land,A．H． and Doig,A．G．．．．: "An automatic method of solving discrete programming problems", 
Econometrica 28(3): 497-520 (1960)

• 石井隆稔、植野真臣、“最大クリーク抽出法を用いた等質テスト生成数の最大化”、JSISE研究会
論文集 (2009)



得点・時間予測機能を持つ
テスト構成支援システム



自動テスト構成システム



並列コンピューティングBEE Algorithm

による複数テスト構成
Pokpong Sonmguan, Maomi Ueno, Bees 

Algorithm for Construction of Multiple Test

Forms in e-Testing, IEEE Trans. Com. Science 

採録中



結果



４．７. データ解析システム

• eテスティングの特徴はこれまでペーパー・テストでは測定
できなかったようなデータ（例えば、回答所要時間データ
や回答書き直し回数など）が容易に得られるようになった
ことが挙げられる。これらのデータは、これまではできな
かった項目分析や受検者分析が期待される。

• 回答所要時間
• 不正検出
• 回答書き直し過程の分析
• 見直し過程の分析

など





4.8.適応型テスト
eテスティングの技術で現在、最も注目されて
いるのが、適応型テスト(CAT: Computerized 

Adaptive Testing)である。適応型テストとは、

受検者のテスト項目へのそれまでの回答履
歴から逐次的に受検者のIRTにおける能力パ

ラメータを推定しながら、その能力に最も適し
た項目をアイテム・バンクより抽出し出題する
というものである。TOEICやTOEFLで有名な
ETS(Educational Testing Service)をはじめ多くETS(Educational Testing Service)をはじめ多く

のテスト業界で実用化されている。当初は、
受検者の能力に最適な項目を出題することに
より、能力の推定効率を上げることやテスト採
点が瞬時かつ自動的にできることが主な利点
とされてきたが、最近では、異なるテストを受
検者ごとに自動的に生成した上で同一尺度
上で評価できるという利点が注目されてきて
いる。当初の適応型テストのハードウェアは、
スタンドアローン型コンピュータを用いて実現
されてきたが、近年では高速サーバーを用い
たWeb上での適応型テストが主流となりつつ
あり、より管理コストを減少させている。



Ueno and Sonmuang 2010

• Computerized Adaptive Testing based on 

Decision Tree, IEEE Int. Conf. Learning 

Technology, 



問題

1. 識別力の高い類似項目しか出題されない傾向にあり、
アイテム・バンクを効率よく活用できない

2. 適応型テスト開始直後には、受検者の能力推定の
誤差が大きいが、誤差の大きい暫定的な能力推定
値において情報量を最大にする項目出題は、実は値において情報量を最大にする項目出題は、実は
真の能力にとって情報量が小さいことになる。

• フィッシャー情報量パラドックス



1. 局所独立性の仮定
2. 情報量の最適性の問題
3. 類似問題が選択出題されてしまう
4. 予測精度と計算時間のトレードオフ

３．ＩＲＴを用いた適応型テストの問題

4.



u u

(1) 局所独立性の問題

θ

u1 u2 u3 u4

ＩＲＴ

θ

u1

u2 u3

u4

確率ネットワーク



(2) フィッシャー情報量の問題



1. Maximum information criterion (Birnbaum 1968) 

2. Maximum Global information (Chang and Ying 1996) 

3. Likelihood-weighted information criterion (Veerkamp
and Baker 1997) 

4. Posterior-weighted information (van der Linden 1998) 

(3)計算時間と予測精度のトレードオフ

4. Posterior-weighted information (van der Linden 1998) 

5. Maximizes observed information criteria (van der Linden 
1998)



同時確率分布とＩＲＴ,
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決定木を用いた適応型テスト
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4.9.自動作問技術

• 自動作問は、単に問題を作るのではなく、問題
のメタデータ（例えば、単なる足し算の計算問題
を作る場合、足し算の桁数、繰り上がりの有無、
など）をも自動作成する試みである。

(1)テキスト中に空欄を設けるテキスト空欄化の
方法方法

(2)制約構造を満たすエピソードを生成する制約
ベースの方法

(3)問題解決過程を部分化・特殊化する問題解決
ベースの方法

(4)選択枝問題の誤答選択枝の自動生成
に分類できる。



4.10 共同作問支援機能

• 高木輝彦 他：学生が作成した問題の類似度
算出手法の提案と評価, 

情報処理学会論文誌. Vol.50, 

No.10:pp.2426–2439, 2009.No.10:pp.2426–2439, 2009.



類似問題検索機能
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重要語の出現個所の自動決定
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類似度の算出

81



5.携帯電話を用いたeテスティング

• 携帯電話を用いて現実的な場面で受検者の能
力を測定できる

• 音声と振動により能力を測定する場所を気づか
せ，GPS と電子コンパスを用いてナビゲーション
するする

• テスト理論の一つである項目反応理論を用いて，
知識状態を逐次推定しながら，情報量最大化原
理に基づき，適応的に項目を出題する．

• 宮澤芳光* 宇都雅輝* 安藤雅洋* ** 植野真臣：現実的場面での評価を支援する携帯型e-テスティング

• 日本教育工学会研究会論文誌 2010



項目出題機能項目出題機能項目出題機能項目出題機能

①①①①項目抽出項目抽出項目抽出項目抽出モジュールモジュールモジュールモジュール

②②②②能力推定能力推定能力推定能力推定パラメータパラメータパラメータパラメータ
モジュールモジュールモジュールモジュール

項目項目項目項目DB

受験者受験者受験者受験者DB

GPS

Webサーバサーバサーバサーバ（（（（Apache+PHP+MySQL））））

地磁気

項目項目項目項目のののの識別力識別力識別力識別力，，，，
難易度難易度難易度難易度

受験者受験者受験者受験者のののの
解答履歴解答履歴解答履歴解答履歴，，，，
推定能力値推定能力値推定能力値推定能力値

①①①①地図地図地図地図とととと電子電子電子電子コンパスをコンパスをコンパスをコンパスを
用用用用いたナビゲーションいたナビゲーションいたナビゲーションいたナビゲーション機能機能機能機能

携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話

②②②②適応型適応型適応型適応型クイズクイズクイズクイズ機能機能機能機能

Web位置位置位置位置のののの取得取得取得取得 方位方位方位方位のののの取得取得取得取得

項目項目項目項目のののの出題出題出題出題

項目項目項目項目のののの解答解答解答解答

Webブラウザブラウザブラウザブラウザ



携帯電話による適応型テスト

図.3 ナビゲーション 図.4 項目の出題画面



６．eポートフォリオシステム

利点

1. 自己の学習成果を蓄積・整理し、分析することにより学習へのリフレク
ションを誘発できる。

2. 他者に学習成果が公開される取り決めにより、学習(成果)の質向上へ
の意欲を促進できる。

3. 他者からの意見はテスト得点以上に学習者のリフレクションを誘発でき
る。多数の学習者からのフィードバックは教師が考えつきもしない意見る。多数の学習者からのフィードバックは教師が考えつきもしない意見
を含んでいる場合が多く、フィードバックのバラエティが広がる。

4. 他者の学習成果を閲覧することにより新たな発見があったり、自己のリ
フレクションを誘発できる。

5. 過去のポートフォリオより、理想のロールモデルを見つけ出し、自己と
履歴を比較することにより高度な学習方略を得ることができる。

6. 学習成果のピアアセスメントにより評価に関する教師の負担が取り去ら
れるとともに、学習コミュニティの真正な自律的学習が促進される。



ポートフォリオシステム

• アセスメント・ツール：1980年代の早い時期から学生の学習成果を
管理し，評価に用いようとしたものである．しかしながら，このシス
テムは学生の学習の最後の結果物としての作品を評定することを
目的としている(Barret 2004)．

• ポートフォリオ・マネジメント・システム：2000年頃から欧米の大学
を中心に，開発・運用されはじめた，ネットワーク上で学生やファカ
ルティが継続的にeポートフォリオをマネジメントするための統合シルティが継続的にeポートフォリオをマネジメントするための統合シ
ステム （e.g., OSP 2010, CSO’s Folio21 2010, PebblePad 2010, 
Mahara 2010）．これらはさらに，長期的・継続的な自己・専門性の
成長と能力開発のためにeポートフォリオを活用する「ディベロップ
メント系」と，コース（授業）においてeポートフォリオを活用する
「コース・ラーニング系」とに分けられる．

• リフレクション・システム：学習者の学習プロセス等を可視化し提示
するなどして，リフレクションの誘発を支援し，内省や知識創造を
促進させるためのシステムである（e.g., Schauble et. al. 1993, Loh, 
et. al. 1997, Lesgold, et. al. 1992）．



Samurai-folioの開発

• 全ての機能を統合的に持つeポートフォリオ・マネジメント・システム"Samurai-
folio“

1. SNSと掲示板を組み合わせたタイプのポートフォリオでどちらから学習成果物を
蓄積しても同期される

2. 学習成果物、プロファイルごとに自己評価、相互評価のためのシステムが動作
し、自動集計された評価点が各学習成果物ごとに提示される．

3. 著者が長年開発してきたLMS "Samurai"(植野2007)と連結して動作し、学習者
の詳細な学習履歴がSNS上の学習者のプロファイルに連結される．の詳細な学習履歴がSNS上の学習者のプロファイルに連結される．

4. 日本の大学のコースに対応して設計されており、高等教育での導入が容易に
行える．

5. 学習者の学習履歴が、コンテンツ単位からコース単位、履修コース履歴、など
長期から短期のデータを統合的に提示できる．

6. eポートフォリオは、コース単位・学習者単位、課題単位で閲覧することができる．
7. 高度な検索機能により過去の優秀なレポートなどが容易に検索できる．
8. 学習者同士の議論過程は様々なテキストマイニング技術により可視化される．
9. エージェントにより、議論過程にアドバイスが与えられる．



ポートフォリオの分類

• キャリア・ポートフォリオ(Career portfolio)…学習者が履修してきた
コース・ポートフォリオの集積,さらに教育機関修了後も生涯学習と
して学習目標を決定し、ルーブリックを作成して学習成果物を蓄積
し、ピア・アセスメント、セルフ・アセスメントなどを行ったもの。在学
中、卒業後も続く長期間のeポートフォリオ。

• コース・ポートフォリオ(Course portfolio)…授業単位で集積されるe
ポートフォリオ。学習成果や学習履歴、ピア・アセスメント、セルフ・ポートフォリオ。学習成果や学習履歴、ピア・アセスメント、セルフ・
アセスメント、テスト成績などが蓄積される。

• ラーニング・ポートフォリオ(Learning portfolio)…1トピックの学習が
終了するまでに学習の誘導，促進を行い，学習プロセスおよび結
果を引証付けるために使われるeポートフォリオ。コンテンツごとの
eラーニングの学習履歴や学習の途中の未完成物や作業物も含
まれ、短期間で用いられる。



Samurai-folioの構成



ラーニング・ポートフォリオ



学習成果物と掲示板



コース・ポートフォリオ



キャリア・ポートフォリオ



教員からのビュー



教育工学研究

「教育工学研究とは

「実践」
である」

２００８年 植野真臣

日本教育工学会全国大会シンポジウム



「実践」を辞書で調べてみると
• じっじっじっじっ‐せんせんせんせん【【【【実践実践実践実践】】】】
［名］(スル)

１１１１主義・理論などを実際に自分で行うこと。「理論を実践に移す」

２２２２哲学で、

人間の倫理的行為。アリストテレスの用法で、カントなどもこの意味で用い人間の倫理的行為。アリストテレスの用法で、カントなどもこの意味で用い
る。

人間が外界についてもっている自らの知識に基づき、これに働きかけて変
革していく行為。マルクスとエンゲルスによって明らかにされた意味。

[用法用法用法用法]◇「実践」は理論・徳目などを、みずから実際に行う場合に多く使う。

「理論と実践」「神の教えを実践する」など。◇「実行」は最も普通に使われ
るが、倫理的な事柄についてはあまり用いない。「親孝行の実践」に、「実
行」を用いると不自然な感じになる。◇「実施」は、あらかじめ計画された事・
行事などを実際に行う意で、「減税計画を実施する」「試験の実施期間」など
と用いる。



興味のある方は



日本教育工学会論文誌

• 特集号「新時代の学習評価」

締め切り Ｈ２３年２月９日


