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＜＜TOPIC＞＞ 

アメリカ大学進学にあたって多くの生徒が受ける統一テスト「SAT」が、2023年・2024年にデジ

タル化されます。全米での導入に先駆けて、来年アメリカ以外（海外）で導入されることが発表

されました。 

 

遂に始まるデジタル SAT試験について、最新ニュースやブログ記事から、デジタル化によって何

が変わるのかを見ていきます。 
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◆紹介記事◆ 

１）2023年 3月から、海外でのデジタル SATが始まります 

いよいよデジタル SATの受験登録が始まりました。SATを運営する College Boardによるデジタル

形式への移行理由などを掲載している記事をご紹介します。 

 

https://www.studyinternational.com/news/digital-sat-registration-open/ 

・記事１）deepL 日本語翻訳 

タイトル：海外での SAT登録開始、すべてデジ

タル 

Study International / 2022年 10月 21日 

 

(アメリカへの)留学生に朗報です。アメリカの

非営利団体 College Board は、SAT Suite of 

Assessments の新しいデジタル形式の海外での

登録を開始しました。 

 

2022年 1月、College Boardは SATのテストを

デジタル方式に移行することを発表しました。

この決定は、試験をより受けやすく、より与え

やすく、そして生徒や教師にとってより適切な

ものにすることを目的として行われたもので

す。 

 

https://www.studyinternational.com/news/digital-sat-registration-open/
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登録の開始に伴い、College Boardは、新しい

デジタル SAT練習問題へのアクセスを公開しま

した。これには、生徒や教育者に優しい無料の

学習ツールや模擬試験などが充実しています。 

 

この変更は、2023年に国際的に展開される予定

です。しかし、米国ではこの変更は 2024年に実

施される予定です。デジタル化に加え、試験時

間が現在の 3 時間から 2 時間に短縮されます。

リーディング、ライティング、数学の評価から

1時間が削られることになります。 

 

この変更の成否を判断するため、College Board

は 2021 年に学生を対象に新試験の試験運用を

開始しました。これは、米国と他の多くの国の

両方で行われました。 

 

生徒、教師、管理者のすべてが、新しい形式が

ニーズに合っていると報告しました。実際、そ

れ以前に筆記試験のSATを受験した生徒の80％

以上が、デジタル SATの方が良い経験をしたと

報告していることがわかりました。その結果、

College Boardは、すべての生徒がこの新しい

デジタル形式で優秀な成績を収めるために必

要なツールを確実に入手できるよう取り組ん

でいます。  

 

College Boardの大学進学準備アセスメント担

当副社長のプリシラ・ロドリゲス氏は、

「College Boardは、すべての学生が SATをよ

り利用しやすくするだけでなく、試験当日の準

備と成功のために必要なリソースを提供して

います」と述べています。 

 

なぜデジタルに切り替えたのか？ 

SAT は大学進学のための重要なステップと見な

されており、その慣習は長年続いています。今

回の筆記からデジタルへの大転換は、パンデミ

ックによってもたらされたものです。College 

Boardによると、これらの変更は、SATへのアク

セスや公平性の欠如に関する懸念に対処する

ために行われたとのことです。 

 

これらの変更は、テストをより簡単かつ短くし

て成績格差を縮め、大学進学準備のための評価

としての SATの有用性を回復させることを期待

して行われるものです。 

 

「アメリカ人の一世として、また経済的に余裕

のない移民の子供として、SAT がどのように大

学や奨学金、教育の機会への扉を開いてくれた

かを知っています」とロドリゲス氏は語ります。 

 

何が変わるのか？ 

College Boardは、この変更を単に紙と鉛筆に

よるテストからコンピュータによるテストへ

の変更にとどまらないものにするために、この

機会を利用しています。この変更により、SATも

改良され、受験者にとってより良いテスト体験

になります。 

 

テスト時間が短くなるのはもちろんですが、こ

れまで長文が多かったリーディングパッセー

ジも短文になります。 また、ノートパソコンや

タブレット端末で受験できるようになり、数学

のセクションには電卓も使用できるようにな

ります。 

 

すべての生徒が、無料で質の高いさまざまな試

験対策用教材を利用できるようになりました。

SAT の模擬試験（4 回分）が利用可能になりま

す。 

 

College Boardの新しいデジタルテストアプリ

ケーションである Bluebook から、解答解説付

きのサンプルテスト問題を入手することがで

きます。この SAT Suiteのためのカスタムメイ

ドのデジタルテストアプリケーションは、生徒

や教育者にとって最も重要なスキルや知識を

優先するために作成されました。生徒は、練習

を続け、スコアを向上させるための個人的な情

報を受け取ることができます。 

 

また、学生は無料の Khan Academy®にログイン

し、SAT のデジタルテスト問題で練習し、フィ

ードバックを受けることができます。Khan 
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Academy では、テスト対策に加え、質の高いス

キルや知識を身につけるためのさまざまなア

クティビティを提供しています。 

 

変わらないものは？ 

SAT のテスト形式は変更されましたが、筆記試

験とデジタル試験で異なる多くの点は変わり

ません。大学が求める知識やスキルを測定する

ためのテストであることに変わりはありませ

ん。採点は 1600点満点で、試験監督と一緒に学

校やテストセンターで実施される予定です。ま

た、受験しやすい環境を整えるため、学校への

在籍状況にかかわらず、すべての生徒が受験で

きるようにします。 

 

このような変更に伴い、次のような疑問が生じ

ます。「SATはまだ受験する必要があるのでしょ

うか？」そうではないと主張する人もいるかも

しれませんが、SAT は依然として非常に重要で

す。SAT を受験することで、他の受験生と差を

つけることができますし、大学側もあなたの学

業成績を確認することができます。 

 

毎年、200 カ国以上の学生が、アメリカや世界

中の多くの国の大学への進学を希望して SATを

受験しています。 

 

ある調査によると、80％の学生が「大学にテス

トスコアを提出する機会が欲しい」と回答して

います。2020年卒業の留学生を見ると、90％近

くの SATのスコアが高校の GPAと同等、または

上回っていたといます。 

 

デジタル SATの受験に関心ありますか？デジタ

ル SATの国際登録は現在受付中で、最初の国際

試験は 2023年 3月に実施される予定です。  

 

デジタル SATの登録は、登録ページで行ってく

ださい。 

 

www.DeepL.com/Translator（無料版）で翻訳し

ました。  

 

 

・記事１）オリジナル本文（英語）

TITLE：SAT international registration opens, and 

it’s all digital 

 

Study International / October 21, 2022 

 

Good news for international students: American 

nonprofit organisation the College Board has opened 

international registration for the new digital format of 

the SAT Suite of Assessments. 

 

Back in Jan 2022, the College Board announced the 

decision to transition towards the digital format of SAT 

testing. This decision came about with the goal of 

making the exam easier to take, easier to give and more 

relevant to students and teachers.  

 

Along with the opening of registration, the College 

Board released access to new digital SAT practice 

sources. This includes an enhanced set of free student- 

and educator-friendly study tools and practice exams.  

 
This change is scheduled to roll out internationally in 

2023. However, in the US this change will be 

implemented in 2024. On top of going digital, the exam 

will be reduced to two hours, replacing the current 

three-hour time period for the exam. One hour will be 

shaved off from the reading, writing and math 

assessment. 

 

To determine the success of the change, College Board 

began piloting the new test with students in 2021. This 

took place in both the US and many other countries. 

 

Students, teachers and administrators all reported the 

new format met their needs. In fact, it was found that 

more than 80% of students who had taken the written 

SAT prior to this reported a better experience with the 

digital SAT. As a result, the College Board is working 

to ensure all these students have the tools they need to 

excel in this new digital format.   

 

Priscilla Rodriguez, vice president of College 

Readiness Assessments at College Board said, 

“College Board is not only making the SAT more 
accessible for all students but also offering the 

necessary resources for them to prepare for and succeed 
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on test day.” 

 

Why the switch to digital? 

The SAT is viewed as a critical step to getting into 

college, a practice that has been ongoing for many years. 

This major shift in the format from written to digital 

came about due to the pandemic. According to College 

Board, these changes were made to address the 

concerns about access and the lack of equity in the SAT.  

 

These changes are made in the hope of making the test 

easier and shorter to narrow the performance gaps and 

restore the usefulness of the SAT as an assessment for 

college readiness. 

 

“As a first-generation American and the child of 

immigrants who came to the U.S. with limited financial 

resources, I know how the SAT Suite of Assessments 

opened doors to colleges, scholarships, and educational 

opportunities that I otherwise never would have known 

about, or had access to,” shared Rodriguez. 

 

What’s changing? 

The College Board is taking this opportunity to make 

this change more than just a change from a paper-and-

pencil test to a computer test. Through this change, the 

SAT will also be improved, making it a better test 

experience for test takers.  

 

Aside from a shorter test, shorter reading passages will 

be used instead of a few long texts.  Students will be 

able to take the test on their laptops or tablet, as well as 

a calculator for the math section of the test.  

 

All students now have access to a wide range of free, 

high-quality test preparation resources. Four full-length 

adaptive digital SAT practice tests will be available. 

 

Sample test questions with answer explanations will be 

available via College Board’s new digital testing app, 

Bluebook. This custom-built digital testing application 

for the SAT Suite was created in order to prioritise the 

skills and knowledge that matter most to students and 

educators. Students will receive personalised 

information on how to continue to practice and improve 

their scores.  

 

Students can also log on to the free Khan Academy® to 

practice with digital SAT test questions and receive 

feedback. In addition to providing test preparation 

activities, Khan Academy offers students a range of 

high-quality skill and knowledge-building activities. 

 

What’s staying the same? 

Despite the change, a number of aspects between the 

written and digital format will remain the same. The 

test will still be used to measure the knowledge and 

skills that universities look out for. Scoring will be 

maintained on a 1600 scale and will be administered in 

schools or test centres with a proctor present. In an 

effort to ensure the test remains accessible, it will 

remain open to all students regardless of their school 

enrolment status.  

 

Along with these changes comes the question: “Is the 

SAT still important to take?” While some might argue 

otherwise, the SAT is still very much relevant. Putting 

your achievements into context sets you apart from 

other applicants and universities are able to see your 

academic achievements.  

 

Every year, students from over 200 countries take the 

SAT to apply for higher education in universities in the 

US and many other countries across the globe.  

 

Based on a survey done, 80% of students said they 

would want the opportunity to submit test scores to 

colleges. Looking at the class of 2020, nearly 90% of 

international students had SAT scores that confirmed or 

exceeded their secondary school GPA.  

 

Interest in sitting for the digital SAT? International 

registration for the digital SAT is now open, and the 

first international exam will take place in March 2023.   

 

To register for the digital SAT, go to the registration 

page. 
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２）デジタル形式の SAT の内容やガイド 

紙ベースの SATから何がどう変わるのか、変わらないのか、詳細について取り上げている記事から

確認してみましょう。 

 

https://blog.prepscholar.com/can-you-take-the-sat-online-a-guide-to-computerized-testing 

 

・記事２）deepL 日本語翻訳 

タイトル：SAT はオンラインで受験できる？コ

ンピュータ化されたテストへのガイド 

Prep Scholar / 2022年 9月 4日 

 

SAT はまだオンラインで受験することができま

せん。しかし、今後数年間で、SAT は完全にオ

ンラインで実施される予定です。 

 

このガイドでは、いつから受験できるようにな

るのか、どこで受験できるのか、どのような形

式になるのかなど、来るべきデジタル SATに関

するあらゆる疑問にお答えしています。 

 

現在のオンラインテストの状況 

2022 年 1 月 25 日、カレッジボードは、SAT が

鉛筆と紙で受験するテストからコンピュータ

ベースのテストになることを含め、大幅な変更

を行うことを発表しました。 

 

この SATの変更は、今すぐには行われないとい

うことを知っておくことが重要です。正確な日

付は発表されていませんが、カレッジボードは、

デジタル SAT の導入は、留学生は 2023 年のい

つかまで、米国人学生は 2024 年のいつかまで

と述べています。PSAT/NMSQTと PSAT 8/9の新

しいデジタル版は 2023年に、PSAT 10は 2024

年にデジタル化される予定です。 

 

つまり、デジタル版の SAT を受験しなくても、

現行の紙ベースの SATを（希望すれば数回でも）

受験する時間はあるということです。SAT のス

コアに有効期限はなく、過去 5年以内に取得し

たスコアであれば、ほぼすべての大学が受け入

れてくれます。 

 

デジタル版 SATはどのようなものになるか 

SAT がデジタル化されても、一般的な形式や内

容、1600点満点での採点など、テストの多くの

主要な側面は変わりません。しかし、デジタル

版 SATは、現行の SATとどのように違うのでし

ょうか。以下は、主な変更点です。デジタル SAT

の詳細については、デジタル SATの詳細ガイド

をご覧ください。 

 

受験日と受験地は今まで通りです 

デジタル SATを自宅で受験できると思ってはい

けません。コンピュータ化されたテストは、こ

れまで通り、決められたテストセンターで、決

められた日に実施されると予想されます。 

 

試験は、テストセンターのコンピュータで受け

るか、生徒が自宅から自分のノートパソコンを

持ち込むかのどちらかになります（ただし、テ

ストセンター／学校によっては、そこのコンピ

ュータのみで受験することを要求する場合も

あります）。パソコンやノートパソコンを利用

できない生徒には、College Boardから SAT受

験用のパソコンが貸与されます。SAT の実施中

にインターネットがダウンした場合でも、あな

たの作業内容は保存され、テストの時間を無駄

にすることはありません。 

 

https://blog.prepscholar.com/can-you-take-the-sat-online-a-guide-to-computerized-testing
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紙ベースの SATより短くなる 

College Boardは、新バージョンの SATの正確

な形式を発表していませんが、テスト時間を 1

時間短縮することを発表しました。SAT は 3 時

間から 2時間に短縮されます。各セクションが

若干短縮されることが期待されます。 

 

カーンアカデミーの模擬試験とよく似ている

でしょう 

以下に詳しく説明しますが、College Boardは

Khan Academyと提携し、オンライン模擬テスト

を含む無料の SAT練習をオンラインで提供しま

す。形式は、同じく ETSが運営するコンピュー

ター試験である GRE と非常によく似ています。

以下の画像を見て、フォーマットの感覚をつか

んでください。（※画像は元サイトを参照） 

 

リーディング 

左上に合計時間、右上に残り時間が表示されま

す。各ページには、1 つのパッセージ（左）と

それに関連する問題（右）があります。下部に

は、左側に方向性、右側にナビゲーションがあ

ります。 

 

College Boardは、デジタル SATのリーディン

グ問題にいくつかの変更があることを発表し

ました。 

 

- リーディングのパッセージが短くなる 

- 各パッセージは 1問のみ出題される 

- パッセージは、より幅広いトピックをカバー

する 

 

現在、SAT Readingには 6つのパッセージがあ

り、それぞれ約 500〜750語の長さです。各パッ

セージには、約 10 問の問題が関連付けられて

います。この変更は、パッセージをより簡単に、

より速く読み解くことができるようにするた

めのものです。 

 

ライティング 

Writing は Reading とほぼ同じで、導入部の文

章が若干異なるだけです。 

 

数学 

パッセージがないため、数学の問題はそれぞれ

のページに掲載されています。また、左下には、

テストに付属する公式へのリンクなど、より詳

しい情報があります。College Boardは、デジ

タル SATでは、SAT Mathが現在電卓なし、電卓

ありのセクションであるのに対し、全セクショ

ンで画面上の電卓を使用できるようになると

発表しています。 

 

オンラインで利用できる SATのリソース 

まだ実際の試験をオンラインで受験すること

はできませんが、College Boardのウェブサイ

トでは、SAT の情報や資料を多数提供していま

す。以下が可能です。 

 

- テストの申し込み 

- スコアレポートの閲覧 

- スコアの大学への送信 

- 練習問題を解く 

 

College Boardは、Khan Academyを通じて無料

のテスト準備プログラムも提供しています。こ

のプログラムには、公式の模擬試験、特別な練

習問題、役に立つ数学の復習ビデオが含まれて

います。残念ながら、リーディングとライティ

ングのセクションのガイダンスはあまり提供

されていないので、より戦略に重点を置いたガ

イドで補うことをお勧めします。 

 

また、SAT の非公式教材は、質の差こそあれ、

オンラインでたくさん入手することができま

す。PrepScholar は、優れた無料教材と、クラ

ス最高の適応型 SAT準備プログラムの両方を提

供しています。 

 

テストの調整 

学習障害や身体障害があるために、今すぐ SAT

をオンラインで受験したい場合、または利用可

能なテストセンターのいずれにもアクセスで

きない場合、College Boardは、あなたにとっ

てテストをより扱いやすくするための便宜を

図ることができます。 
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ペーパーテストで苦労している場合 

学習障害、視覚障害、その他の理由でペーパー

テストが困難な場合、SSD の配慮を受ける資格

があるかもしれません。これには、大きめのバ

ブルシートの使用、コンピュータでの小論文セ

クションの受験、あるいは筆記者があなたの答

えを記録することなどが含まれます。 

 

テストセンターまで行けない場合 

最寄りの SAT テストセンターが自宅から 75 マ

イル以上離れている場合は、自宅近くのテスト

センターで受験するよう要請することができ

ます。College Boardは、あなたのリクエスト

を承認し、より便利な場所にテストセンターを

設置します。 

 

ただし、例外もあります。登録が遅れた場合や、

インド・パキスタンでは、自宅近くの試験会場

をリクエストすることはできません。 

 

次のステップは？ 

SAT の申し込みについて、他にご質問はありま

せんか？受験までの完全ガイド（写真付き）、受

験票について、受験料についてはこちらをご覧

ください。 

 

テストにかかる時間、テストのやり方、守らな

ければならないルールなど、テスト当日の注意

事項を確認しましょう。 

 

www.DeepL.com/Translator（無料版）で翻訳し

ました。 

・記事２）オリジナル本文（英語）

TITLE: Can You Take the SAT Online? A Guide to 

Computerized Testing 
Prep Scholar / September 4, 2022 

 

As appealing as the option might sound, you can't take 

the SAT online yet—it must be administered on paper 

at a designated test center. However, in coming years, 

the SAT will be administered entirely online! 

 

This guide will answer all your questions about the 

upcoming digital SAT, including when students will 

be able to take it, where it can be taken, and what the 

format will be like. 

 

The Current Online Testing Situation 
On January 25, 2022, the College Board announced 

that the SAT would be undergoing significant changes, 

including becoming a computer-based test instead of 

one you take with pencil and paper.  

 

It's important to know that these SAT changes aren't 

happening right away. The exact dates haven't been 

announced, but the College Board stated that the 

digital SAT won't be rolled out until sometime in 2023 

for international students and sometime in 2024 for 

US students. New, digital versions of the 

PSAT/NMSQT and the PSAT 8/9 will roll out in 2023, 

with the PSAT 10 going digital in 2024. 
 

What all this means is that if you don't want to take 

the digital version of the SAT, you still have time to 

take the current, paper-based, version (even several 

times if you want). SAT scores technically never 

expire, and as long as your scores have been taken 

within the past five years, nearly every college will 

accept them. 

 

What the Digital SAT Will Look Like 

Even thought the SAT is going digital, many major 

aspects of the test are staying the same, including the 

general format and content, as well as the scoring 

scale out of 1600. But how will the digital SAT be 

different from the current SAT? Below are the key 

changes. You can also learn more by reading our in-

depth guide to the digital SAT. 

 

You'll Still Have a Set Test Date and Location 
Don't start thinking you'll be able to take the digital 

SAT in the comfort of your own home. We expect that 

the computerized test will still be administered at set 

test centers and on specific dates.  

 

The exam can either be taken on a computer at the 

testing center, or students will be able to bring their 

own laptops from home (although some testing 

centers/schools may require you to take the test on 

their computers only). Students who don't have access 

to a computer or laptop will be loaned one by the 

College Board to take the SAT. If the internet goes 

down during the SAT, your work will be saved, and 
you won't lose time on the test. 

 

It'll Be Shorter Than the Paper-Based SAT 

The College Board hasn't released the exact format of 
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the new version of the SAT, but they did announce 

that they're trimming a full hour off the test. The SAT 

will now last roughly two hours instead of three. 

Expect each section to be whittled down slightly. 

 

It Will Look a Lot Like the Khan Academy 

Practice Tests 

As I'll describe in more depth below, the College 

Board has partnered with Khan Academy to provide 

free SAT practice online, including online practice 

tests. The format is very similar to the GRE, a 

computerized test also administered by ETS. See the 

images below to get a sense of the format. 

 

Reading 

You can see the total time in the top left and the time 

remaining in the top right. Each page includes one 

passage (on the left) and its associated questions (on 

the right). On the bottom, directions are on the left and 

navigation is on the right. 

 

The College Board has announced that Reading 

questions on the digital SAT will have several 

changes: 

 

- Reading passages will be shorter 

- Each passage will have only one question tied to 

it 

- Passages will cover a wider range of topics 

 

Currently, SAT Reading contains six passages, each 

about 500 to 750 words long. Each passage has about 

ten questions linked to it. These changes are designed 

to make the passages easier and faster to read and 

interpret. 

 

Writing 

Writing looks pretty much the same as Reading — just 

slightly different introductory text. 

 

Math 

Since there are no passages, each math question is on 

its own page. There's also more information in the 

bottom left, including a link to the formulas provided 

with the test. The College Board has announced that, 

for the digital SAT, you'll be able to use an onscreen 

calculator for the entire section, as opposed to the 

current no-calculator and calculator sections SAT 

Math currently has. 

 

SAT Resources That Are Available Online 
Even though you can't take the actual test online yet, 

the College Board offers tons of SAT information and 

resources on their website. You can: 

 

- Register for the test 

- View your score report 

- Send scores to colleges 

- Try practice problems 

 

The College Board also offers a free test prep program 

through Khan Academy. It includes full official 

practice tests, extra practice questions, and helpful 

math review videos. Unfortunately, it doesn't offer 

much guidance for the reading and writing sections, so 

I would recommend supplementing it with a more 

strategy-focused guide. 

 

There are also a lot of unofficial SAT materials, of 

varying quality, available online. PrepScholar has both 

excellent free resources (just scroll through the topics 

on the right sidebar to find what you're looking for) 

and a best-in-class adaptive SAT prep program. 

 

Testing Accommodations 
If you were hoping to take the SAT online now 

because you have a learning difficulty or physical 

disability or cannot reach any of the available test 

centers, the College Board offers accommodations 

that can make the test more manageable for you. 

 

If You Struggle With the Paper Test 

If you have a learning disability, visual impairment, or 

other condition that makes the paper format of the test 

challenging for you, you may qualify for SSD 

accommodations. These can include using a larger 

bubble sheet, taking the essay section on a computer, 

or even having a scribe record your answers for you. 

 

If You Can't Reach a Test Center 

If the nearest SAT testing center is more than 75 miles 

from your home, you can request testing closer to 

your home. Should the College Board grant your 

request, they'll set up a more conveniently located 

testing center. 

 

Keep in mind that there are some exceptions: you can't 

request closer-to-home testing when registering late or 

in India and Pakistan. 

 

What's Next? 
Do you have other questions about registering for the 

SAT? Check out our full guide to the process (with 

pictures), read up on the admission ticket, and learn 

how much the test costs. 

 

Make sure you know what to expect on test day, 

including how long the test takes, the test instructions, 

and the rules you must follow. 
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◆もっと知りたい場合◆ 

College board登録の仕方: 

https://blog.prepscholar.com/how-to-sign-up-for-the-sat 

 

おススメ検索キーワード： 

“Digital SAT” 

“Computerized SAT” 

“SAT instructions” / “SAT rules” 

“Sample questions and explanations” x “Digital SAT” 

 

 

https://blog.prepscholar.com/how-to-sign-up-for-the-sat

