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＜あらまし＞ 私たちは日常，読書活動においてアノテーションを行うことが多い．試験
の読解問題でもそれは同様であるが，ペーパーベースの試験であればそれが自由に行える
が，CBT 環境下ではアノテーションは通常許可されていない．もしアノテーションの有無
が試験の結果に影響を及ぼすならばCBTにもそれ相応のインタフェースを実装する必要が
ある．学習時のアノテーションの有効性はある特定条件化で有効であることがわかってい
る．しかしながら，試験のような限られた時間内では，アノテーションの有効性が疑われ
る．本研究は，アノテーションと試験の関係をみる一連の研究から，アノテーション量と
記憶に関する相関について報告する．結果，日本語文章の記憶に関しては，アノテーショ
ン量とは相関がみられないことが分かった．また，日常的にアノテーションする学生がそ
れを禁止されたからといって大きな影響がみられないことも分かった． 

 
＜キーワード＞ アノテーション 文章読解 ノートテイキング 試験 CBT 教育測定 

 
1. 先行研究 
アノテーションに関する研究は古くから

行われてきている．Adler and Charles 

(1972)はその著「How to Read a Book」の中

で，本の読み方として，アノテーションをし

ながらの読み方を推奨している．その著書の

中では 7つの例が紹介されている． 

 

１． 傍線を引くこと 

２． 行頭に横線を入れること 

３． ☆印，※印などの印をつけること 

４． 数字を記入すること 

５． 他のページの番号を記入すること 

６． キーワードを○で囲むこと 

７． 余白に書入れを行うこと 

  

このような方法ばかりでなく，一般に読者

は多くの独自の書き込みを行っている． 

この書籍での紹介以後も，1970 年代より

Readingや講義と試験との関係で，多くの研

究がなされてきた．Fisher, J.L. and Harris, 

M.B. (1973)は，40分間の講義中にノートを

とる／とらない群，講義直後に講師の配布し

たノートをレビューする群／メンタルレビュ

ーをする群／自分のノートでレビューする群

の組み合わせで，被験者 112名を５群に分け

て，ノートテイキングと記憶の関係を調べた．

直後テストにおいては，自分のノートをレビ

ューした群，講師のノートをレビューした群，

メンタルレビューの順に成績が高くなったが，

3 週間後のポストテストでは有意差が認めら

れなかった．このことから，直後テストにお

いては，自分自身でノートテイキングするこ

とが重要であることが分かったが，長期では

ノートテイキングそのものの効果も明らかで

はないことが分かった． 

Carter,J.F. and Van Matre, N.H. (1975)

も同様に，ノートテイキング群，非ノートテ

イキング群とノートレビュー群，メンタルレ

ビュー群，ノーレビュー群の組み合わせで４

群つくり，自由再生テストでは，前研究とほ

ぼ同様の結果を得たが，文章完成テストにお

いては，非ノート群が必ずしも悪い結果とは

言えなかった．ノートテイキングかつ，メン

タルレビュー群が最も成績がわるい結果とな

っている．単純にノートテイキングしただけ

では，効果は薄く，それを使用したレビュー

が効果的であること，そして，ノートテイキ



ングがなくても，講義を聞いただけでも十分

な記憶を保てることも分かった．アノテーシ

ョンのレビューの重要性は，Blanchard and 

Mikkelson (1987)の研究によっても明らか

となっている．すなわち，アノテーション特

に下線引きは見返さないと効果が薄い．また，

Johnson,D. and Wen,S. (1976)は，アノテー

ションが重要な個所に行われた場合にはその

効果が高いが，誤った個所のアノテーション

は内容理解を妨げるという結果を出している． 

魚崎らは一連の研究より，下線引きについ

て，十分なレビュー時間の難解な文章をその

有効性の条件として挙げている(魚崎・野嶋 

2000, 魚崎ほか 2004) . 

試験においては，完全なノートテイキング

ができるわけではないが，アノテーションも

一種のノートテイキングの一部とみなすと，

同様の結果が予測できる．試験のような限ら

れた時間内では，それをレビューするだけの

時間が与えられるとは限らず，試験中のアノ

テーションの効果は必ず良い結果をもたらす

とは言い難い．また，試験のように試行錯誤

した結果をアノテーションすることは，実は

重要点以外にアノテーションを誤って行って

しまう可能性もあり，Johnson,D. and Wen,S.

の指摘する結果にもつながりかねない． 

このような先行研究に基づき，試験におけ

るアノテーションの有効性は必ずしも明らか

ではないため，筆者は，数学問題と図形問題，

読解問題から構成される試験において，アノ

テーションの効果を測定した（柳沢 2009, 

2010）．その結果，アノテーションがないと，

明らかに不利になるような，主として作業記

憶の不足を補う必要性がある数学の問題の場

合には，アノテーションの効果が認められる

が，頭の中だけで解くことが十分可能な課題

の場合にはアノテーションの効果が認められ

ないこと，さらには，文章読解においては，

アノテーションが逆効果に働く可能性がある

ことなどを示した． 

本稿では，短時間内での日本語文章の読解

時におけるアノテーションと，再生試験の関

係について実験を行った結果を報告する． 

 

2. 実験の方法 
２つの日本語文（縦書き A4，２ページ分 

および 横書き A4 ２ページ分）を，それぞ

れ 10分間で記憶するように読ませた． 

約 90 分間のそれらの文章とは関係のない

別の課題の後，それぞれの日本語文の完全再

生を求めた． 

 

2.1. 被験者 
被験者は，人材派遣会社に被験者集めを依

頼し，男女数が均等になるように日本人大学

生 126 人を集めた． 被験者の所属する大学

はバラバラであり，学生の能力もまたさまざ

まであることが推測できる． 

被験者へは図１に書かれた内容を各自読

むという方法で指示を行った． 

 

次のページから２ページにわたって記載

されている文を黙読し，内容を記憶するよう

に努めてください． 

 

回答時間：１０分間 

5 分後，8 分後に経過時間と残り時間をお

知らせします 

 

この試験は，普段の文章の読み方を調べる

ものです． 

あなたが普段，教科書や参考書などを読む

際に行うのと同様に，読んでいる最中，記憶

や理解のために，本文に，鉛筆等で線を引い

たり，印をつけたり，普段どおりに，自由に

行ってください． 

今回のために，普段とは異なるやりかたは

しないでください． 

 

約 90 分後に，この内容をどれだけ記憶し

ているかの試験があります． 

試験では，記憶している全文を書きだして

もらいます． 

書かれた文章の流れ，構造，単語などをで

きるだけ正確に思い出せるように，記憶する

ことを前提に読んでください． 

図 1 被験者への指示 

 



2.2. 日本語文 
 日本語文は縦書きと横書きの２種類用意し，

被験者には両方読ませた．使用した日本語文

を表１にまとめた．横書きの文章には，文字

のほか，本文から参照される円グラフが１つ

ある． 

 

表 1 実験に使用した日本語文 

 著者 タイトル 文字数 

縦書き文 夏目漱石
学者と名誉 

全文 
1855 

横書き文 柳沢昌義
ITと英語 

一部分 
1642 

 

2.3. 採点方法 
再生された文章は以下の３つの観点で数

値化した． 

 

１．重要単語一致数 

予め，重要と思われる単語を決めてお

き，それが再生されると加算 

２．重要文一致数 

予め，重要と思われる内容を決めてお

き，それと意味的に一致した文がある

ごとに加算 

３．横書き文では，円グラフの再生も項目

ごとに点数化した 

 

3. 結果 
3.1. アノテーションの種類 
被験者 126名が２種類の日本語に書き残し

たアノテーションを，一つずつカウントして

集計した．全結果を表 2に示す．また，主要

なアノテーションの割合を,２種類の日本語

を総計し，わかりやすく提示するため円グラ

フとして示した（図 2）． 

結果を見れば明らかなように，全体の 41%

が縦書き文章では下線，横書き文章ではアン

ダーラインである． 

 
 

 

 

 

表 2 アノテーションの種類と数(n=126) 
 縦書き文 横書き文 計 

棒線/アンダーライン 480 541 1021 

囲み丸 249 290 539 

欄外書き込み 118 146 264 

囲み四角 162 75 237 

波線 73 62 135 

二重棒線／アンダーライン 32 29 61 

矢印（→, ⇒) 41 19 60 

三角 34 21 55 

段落番号 17 8 25 

＜＞ 9 9 18 

文字強調点 7 8 15 

( ） 3 7 10 

関係線 5 3 8 

スラッシュ・区切り線 6 2 8 

読仮名 5 0 5 

「 」 3 2 5 

[ ] 1 3 4 

○ 0 2 2 

☆ 2 0 2 

打ち消し線 1 1 2 

× 0 2 2 

点線 0 1 1 

リボン 0 1 1 

総計 1248 1232 2480 

 

 

図 2 アノテーションの分類と割合 

 

3.2. アノテーション量と採点結果の関係 
本研究で最も調べたい内容はアノテーシ

ョンの分量と記憶の関係である．横軸にアノ



テーション量，縦軸に，再生試験の得点をと

った分布図を作成し，また相関を調べた．縦

書き文章については，図 3 に単語と再生量，

および図 4に文章と再生量の散布図を掲載す

る． 

 

 

図 3 アノテーション量と再生結果 

縦書き文・重要単語の一致数 

 

 

図 4 アノテーション量と再生結果 

縦書き文・重要文一致数 

 

縦書き文，横書き文どちらともに，アノテ

ーションの分量と再生量には相関は認められ

なかった．つまり，10分程度の短い読解時間

で，かつ，見直しの機会も与えられない状況

下においては，アノテーションの量は，記憶

量とは関係がないことがわかる．記憶量に影

響がないのであれば，当然，試験結果にも影

響がないことが類推される． 

通常の国語の試験とアノテーションの量

の関係を調査した先の研究でも（柳沢 2010），

アノテーションを許可して自由に書かせた群

と，アノテーションを禁止して一切書かせな

い群とは統計的に全く差がなかった． 

このように，単純にアノテーションさせた

だけでは日本語文章の記憶や，試験結果には

効果がないことがわかる． 

 

3.3. アノテーション部位と再生部位 
 次に，被験者がアノテーションした部位と

再生試験おいて，再生された部位に関係があ

るかどうかを，縦書き文だけであるが集計，

分析した． 

 先の集計では，重要単語，重要文の再生で

採点したが，今回は，すべての単語を集計の

対象として，再生された文のすべての単語を，

以下の３つに分けた． 

 

１． アノテーションされた単語 

２． アノテーションはされていないが本

文中にある単語 

３． 本文中にもない単語（造語） 

 

その割合を表 3および図５にまとめた． 

 

表 3 アノテーションされた単語と再生単語 

単語種類 平均個数 

１．アノテーションされた単語 2.21 

２．アノテーションされていない単語 5.46 

３．造語 2.68 

再生全単語 10.35 

26% 21%

53%

アノテーション

非アノテーション

造語

図 5 再生単語とアノテーションの関係比率 

  

結果，再生された単語（平均 10.35）のう

ち,アノテーションされている単語が，2.21

個であり，アノテーションされずに再生され

た単語や，造語にくらべても低いことがわか



る．このことからも，アノテーションが，試

験（記憶）において重要な結果をもたらした

とは言い難い． 

 

3.4. 被験者特性とアノテーション量 
 次に被験者の日常的アノテーション量とア

ノテーションの制御にどのような関係がある

かを調べた．上記結果のようにアノテーショ

ン自身が試験や記憶量に効果がないとはいえ，

日常的にアノテーションをしている被験者が，

アノテーションを禁止された状況下ではその

能力を十分に発揮することができたかは不明

である．つまり，普段から実は役に立たない

アノテーションに頼ることにより，本来なく

てもよいアノテーションを禁止されたことに

よって，不利益を被る可能性は否定できない． 

 そこで，本実験でのアノテーション量を，

日常におけるアノテーション量とみなし，ほ

かの国語の試験において，アノテーションを

禁止された場合にどのように成績が変化する

かを調査した． 

 

3.5. 実験方法 
 被験者をアノテーション禁止群と，アノテ

ーション許可群にランダムにわけ，2 種類の

日本語文を読みながら各 12 分間の要約課題

を行わせた．要約すべき日本語文章は表 4の

通りである．解答用紙は文章ごとに，13行×

20列の 260文字分書けるマスを用意した． 

 

表 4 実験に使用した日本語文 

 著者 タイトル 文字数 

縦書き文 寺田寅彦 アインシュ
タイン 2189 

横書き文 柳沢昌義 ITと英語 
一部分 2233 

 

図 5と図 6に，国語文の要約の結果を，ア

ノテーションを禁止した群とアノテーション

を許可した群とで比較した結果を載せた．横

軸はアノテーションに制約を施さない場合の

先の実験における２種類の日本語文中のアノ

テーションの総量であり，縦軸は，要約文の

採点結果である．要約文も，先の実験同様に，

重要単語数，重要文数を計測して得点化して

いる．図 5には日常的アノテーションの総量

と重要単語数の再生量の関係を，図 6には日

常的アノテーションの総量と重要文の再生量

の関係を散布図で示したものである． 

図で明らかなように，日常的にアノテーシ

ョンをしている被験者（図の右側）の禁止群

（×印）が，許可群（○印）に比べて成績が

悪いとはみなすことができない． 

 

 

図 5 日常的アノテーション量と単語再生量 

 

 

図 6 日常的アノテーション量と文再生量 

 

この結果から，日常的なアノテーション行

動が，少なくとも国語文の要約については，

テスト時のインタフェースの違いによる影響

は受けにくいと考えられる．つまり，日常的

にアノテーションをしていて，アノテーショ

ンができない環境下では，読解や試験がやり

にくいと感じたとしてもそれは単なる錯覚で

ある可能性がある．アノテーションを使用し



ない読書方法に，十分になれることによって，

その違和感はなくなっていくと思われる． 

 

4. 考察と課題 
 試験を CBT 化すると，現在の主要な PC

環境ではアノテーションすることができない．

しかし，本研究が明らかにしたことは，試験

においては，すくなくとも国語の試験におい

てはアノテーションの量は成績に影響がない

ことから，CBT環境で無理をしてアノテーシ

ョン機能を実装することがないことがわかる．

被験者は，日常アノテーションすることに慣

れているので，使いにくさ，解答のしにくさ

を指摘するが，それは単に慣れの問題であり，

重要なインタフェースではない可能性がある． 

 現在，スマートフォンや，タブレット PC，

Amazonの Kindle，Appleの iPadからはじ

まるタブレットのブームによって，pdf をは

じめてあらゆる電子書籍の閲覧を電子デバイ

ス上で行うことが当たり前となり，当然，手

書きによるアノテーションが当たり前にでき

るようになってきている．また，デジタル教

科書が登場し，普及しようとしている現在，

技術的には実現できるが，教育的に効果があ

るのかどうかについてはあらためて冷静に判

断する必要があると思われる． 

本研究は，ごく数種類の国語文で行った結

果である故，この結果がすべてにおいて適応

できる結果とはいえない．実際，数学のある

種の問題においては，アノテーションが圧倒

的に有利に働くこともわかっている（柳沢 

2010）ため，アノテーションが有効な国語の

問題，有効に働かない問題があると思われる．

また，難易度も大いに関係していると思われ

る． 

アノテーションの有無が学習や試験へ及

ぼす影響が仮にまったくないとしても，技術

的には各種電子デバイスはどんどん紙に近づ

き，やがて，紙の利便性をも超えてしまうこ

とは想像に難くない．本研究では決して紙に

近づけ，アノテーションを実装してはいけな

いと述べるつもりはない．限定された条件下

で意味を見出させなかったと報告しているに

過ぎない．  
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