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文 章題 解決 への教授介人

—コンピュータ教授システムの可能性一―-

坂本美紀

Instructional Intervention in Solving Arithmetic Word Problem 

Designing Computer-Based Tutoring System 

SAKAMOTO Miki 

算数・数学を通して，文章題 (wordproblem)は難しいといわれている。文章題を対象とした

研究には，難しさの原因を明らかにしようとする流れと，文章題を解く過程をモデル化しようと

する流れ，そして文章題を解く能力を向上させようとする流れがある。本論文の目的は，第 3の

流れ，文章題解決への教授介人を行う試みを検討することである。教授介人研究は，大きく 2つ

のアプローチに分けられる。第 1のアプローチは，類題の解法の利用，つまりアナロジーによる

文章題解決である。第 2のアプローチは，問題の構造を理解させる訓練である。第2のアプロー

チにはさらに，図を用いた訓練と，コンピュータによる教授システムがある。本論文ではこのう

ち，コンピュータ教授、ンステムを用いたアプローチに焦点を絞って検討する。さらに，最近開発

されたシステムをもとに，個別指導に活用できるコンピュータ教授システムを構想する。

I. 文章題解決への教授介入のアプローチ

1. アナロジーによる文章題解決（類題の解法の利用）

問題を解く際によく使われるヒューリスティックスは．関連する問題や類似の問題の解法を使

うことである。これに基づき，似た問題を前もって解いておくことや， もう解いてある例題をガ

イドとして使うことで．成紐を向上させようとする試みがなされてきた。つまり，アナロジーに

よって文章題を解かせようとするアプローチである。

このアプローチをとる諸研究は，大学生を対象とし，旅人算・混合算・仕事算などの文章題を

課題としてきた。まず， Reedら (Reed,1987 ; Reed, Ackinclose, & Voss, 1990)は，被験者がそ

もそも，類題として使える問題を適切に選べないことを明らかにした。文章題をアナロジーで解

く際には，問題の文脈がもたらす影響が大きな障害となる。例えば Reed(1987)では，文脈が同

じである類似問題は，解決手続きが異なるにも関わらず，しばしば誤って類題として使われたし，

文脈は違うが解決手続きは同じである同型問題は． しばしば見落とされた。このように．学習者
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は，問題の構造レベルでの類似ではなく，問題の文脈にばかり注意を向けているのである。また，

前もって例題を解き，その解法が使えることを知らされた場合でも，被験者はその解法をもとに

して正しい解法を考えることが出来なかった (Reed,Dempster, & Ettinger, 1985)。

一方， Weaver& Kintsch (1992)は，文脈の影響さえ除けば，被験者が文章題の概念構造を知

覚することを明らかにした。彼らは大学生に問題のペアを提示し，問題 2を解くにあたり，問題

1がどれほど利用可能かを評定させた。被験者は，演算のタイプとは関わりなく，概念構造を共

有する問題が有用だと評定した。また，図を使って問題の構造を解説する授業を行ったところ，

上記の効果は一層強まった。さらに， この教授介入によって，問題解決の成績も向上した。向上

が見られたのは， ターゲット問題が，構造は同じで演算が違うタイプの問題である場合だった。

これより，構造図の導人によって文脈の影響を除き，問題の構造の把握や問題解決の成績を向上

させられることが明らかになった。

問題解決の初心者と熟逹者を分けるのは，スキーマとして所有されている領域固有の知識であ

る。しかし， Sweller(1988)は，問題を解いただけでは，スキーマを獲得できないことを明らか

にした。手段目標分析で問題を解くと認知的負荷が大きい。さらに，問題を解く過程とスキーマ

を獲得する過程とは別物である。従って，通常のやり方で努力して問題を解いても，スキーマを

獲得する助けにはならない。スキーマが獲得されないならば，問題を多く解かせてもなかなか熟

達化しない。問題を解けば学習が効果的に進むという考え方は改めるべきだ，というのが彼の主

張であった。同様の内容を，文章題について検討したのが Reed(1989)である。この研究は， 2

つの文章題を比較し概念を対応づける課題の効果を検討した。概念対応課題を解けば，問題の解

法が抽象化されて，続く文章題の成績が向上すると考えられていたが，解法スキーマはなかなか

抽象されなかった。

いくら類似の問題を解いても，解法がスキーマとして残らなければ，後の問題解決で活用でき

ない。学習者は，問題文の文脈のような表面的な要因に影響されて類題を選ぶこともできない。

問題を解いているだけではもちろんのこと，概念を対応づける課題を実施しても，スキーマは出

来にくい。従って，文章題をアナロジーで解くという方法は，少なくとも初心者向きではない。

この方法が有効となるためには， 解法を教えるだけでなく， Weaver & Kintsch (1992) や

Bassok (1990)やが主張したように，問題の構造を把握させる訓練が必須である。

2.問題の構造を理解させる訓練

文章題の難しさ 文章題解決では，文章の処理と数学的な技能の双方が必要である。文章題を

難しくしているのは問題理解の部分であることが，先行研究 (e.g.Cummins et al, 1988；坂本，

1993)より明らかになっている。つまり，文章題における誤りの多くは，計算ミスによるものよ

りもむしろ，問題構造を正しく表象できなかったことによるものなのである。従って，教授介入

を行う際は，例えば問題を図示するなどの手段によって，問題の構造を明らかにし，学習者が情

報を統合して未知の情報を求める手助けをするべきである。さらに，自分の理解や行った作業を

チェックする手段を学習者に提供することも必要である。

問題の構造を理解させる 文章題の意味的な構造を理解するための表象記述を教える試みとし

て，線分図などの図を用いた訓練がなされている (Lewis,1989; Willis & Fuson, 1988; 1989)。
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図を用いた表象訓練は，問題の構造を理解する能力を向上させ，文章題解決への介入として効果

的であることが認められた。ただしこれらは，演算 1回で解く比較的単純な文章題を課題とした

研究であった。一方，より複雑な文章題を扱った研究では，文章題の構造を，数量の構造と状況

の構造との 2面で捉えている (Hall,Kibler, Wenger, & Truxaw, 1989)。Hallらによれば，問題

解決のエキスパートは状況の構造に大きく依存する傾向があり，モデルに基づく推論を使って問

題を解く。従って，問題を解く際には，状況レベルの表象と数値のレベルの表象を統合すること

が中心課題となる。

文章題理解 Nathan, Kintsch, & Young (1992)はこれを受けて，文章題解決過程では 3つの

レベルの表象が作られると主張した。問題文そのものを命題の形で表象した(a)テキストベース

(text base)，問題文に表された状況の表象である(b)状況モデル (situationmodel)，状況を公式

化した(c)問題モデル (problemmodel)である。例えば，下の問題を解く場合を考えてみよう。

「飛行機がデンバーを出発し，時速 200マイルで東へ飛んでいる。 3時間後，第 2の飛行機がデ

ンバーを出発し，平行したコースを時速 250マイルで東へ飛んでいる。第 2の飛行機が第 1の

飛行機を追い越すのは何時間後か？」

まず，問題文から命題の形の表象を取り出し，命題のリストにする。こうしてテキストベース

が作られる。テキストベースが組織化されて質的な状況モデルになる。モデルの細部は人によっ

て異なってくるが，上の問題では「移動中の物体が他の物体を追い越す」という内容が表象され

ていなければならない。状況モデルより，問題文では明示されていなかった内容，すなわち「追

い越す時点で， 2機の飛行機が飛んだ距離は等しくなる」ことが明らかになる。これによって，

問題中の数値の関係を含む問題構造が表象され，問題モデルが作られ，最終的に立式が行われる。

コンビュータ教授システム ANIMATE このように，問題を理解するには，問題で述べられた

状況のインフォーマルな理解と数式とを対応づけなければならない。この対応づけは教えること

が出来る。コンピュータのアニメーションで関係を明確にして，状況と数式の対応づけを易しく

することで，学習者の問題理解を助け，問題解決の成績を向上させるのだ。このような考えに基

づき， Nathanet al. (1992)は，アニメーションを用いたコンピュータ教授システムを開発した。

彼らのシステムは， ANIMATEと名付けられている。これを，先行する教授システムである

Gould & Finzer (1982)のTRIPと比較しながら説明しよう。

TRIPは，いわゆる旅人算の問題を，アニメーションの助けを借りて解かせるシステムである。

まず，問題文とともに，骨組みだけの線分図とアイコンが提示される。学習者はアイコンを使っ

て図を作る。続いて学習者は答えを予測し，その値を入力する。プログラムを実行すると，予測

の値に基づいてアニメのシミュレーションが作動し，学習者はその動きをもとにして自分の予測

を評価する。予測から求められる距離と時間の最終的な数値は表に記録され，学習者はそれをも

とに数式を作る。 TRIPは， Nathanらの ANIMATEの教授法とは異なり，問題理解の理論に基

づくものではない。また， TRIPでは，学習者が作った図が正しいかどうかを判断するのは教師だ

が， ANIMATEは学習者がこの点にアクセスする能力を開発する。 TRIPには，距離・速さ・時

間などの問題についての知識が備わっており，学習者は問題にあった数値を入力するだけであっ

た。さらに， TRIPのアニメーションは，問題の記述が正しい時だけ作動するが， ANIMATEで

は，状況モデルや問題モデルをもっと柔軟に作ることができる。例えば，問題文の 2つの対象の
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片方のみについて式を立て．それをもと
1200 

にアニメーションを作動させることが可

能である。

ANIMATEも，旅人算の問題を扱う

教授システムである。このシステムは，

学習者が作った式をアニメーションにす

ることで，学習者が式を用いた問題の

ネットワークを作る手助けをして，文章

題の理解を容易にする。具体的には．次

。
1200 

のようになっている。

学習者はまず，画面に提示された選択

肢を利用して，アニメーションに登場す

るキャラクターを画面上に位置づける。

続いて立式ボタンを押すと，式を選択す

る場面になる。学習者は選択パレットか

ー己

o,stonce tr●veiled by Truck 1200 Olstonce trovelled bYCopter 1200 

1 

(Equations). 

I Dist●nee 

(Net)  

(Start 0ver) | R●le 

a三I nck Character 2 | 
I Time 

図1 Nathan et al. (1992)のANIMATEの画面

これは筆者が同じソフトウェア (HyperCard) で再現したもので

ある。文章題は， 2つの対象が出会うまでの時間を求める旅人算

で． この画面は． 学習者が式のネットワークを作って． アニメー

ションを作動させ． 2つの対象が出会った状態を示す。時計や距

離のゲージには問題の解が示されており．学習者はネットワーク

から式を作る。

ら式を選んで，問題スキーマを画面上に

作る。選択パレットには，距離に関する式や時間に関する式，距離と時間と速さを扱う式が提示

される。このシステムは，距離と時間と速さを扱う式を縦書きで， 2つの距離や時間の関係を表

す式を横書きで表示する。学習者が．（距離 l)＝（速さ 1)X（時間 1)の式を選択すると．その式

がネットワーク画面に表示される。さらにネットワーク上で（速さ 1)のノードを選択すると，

画面上に計算機が現れて，わかっている数値を人力できる。進行状況のチェックには Runボタン

を押してアニメーションを作動させるか， Check Netボタンを選択する。 アニメーションは

Stopボタンで止まる。同様にして，残りの問題スキーマを完成させていく。（距離 2)＝（速さ 2)

x（時間2)の式と 2つの時間に関する式，そして 2つの距離に関する式を選ぶ。最後の，（距離

1)＋（距離 2)＝（距離 3)の式は，線で囲まれてネットワーク画面に表示される。この式が，問

題文の状況の本質を強調しているからである。そして，既知数を対応するノードに入力していく。

Check Netボタンを押すと，数式を計算してエラーが生じた場合は警告が出る。また，作動させ

たアニメーションの動きから，式が状況にあっているかどうかを判断することができる。図 1は

実際の画面を示す。

このように， ANIMATEは， 式による問題ネットワークを作るのを助け， 問題解決を支援す

る。問題スキーマをはっきりさせ，状況と結びつけることで，学習者は，問題の概念の関係を具

体的に理解することが出来る。このシステムを用いて学習した場合と，立式中心の学習とを比較

したところ， このシステムが学習者の学習を向上させ，実際の学習活動を支えられることが示さ

れた。

図の導入の効果一個別指導の立場より 前述のように，図を導入して問題解決を支援するアプ

ローチは有効である。図は，文脈に左右されない問題の構造を把握するのに役立つ。では，実際

の問題解決場面で，児童はどのような図を描くだろうか。割合の文章題を課題とした筆者の研究

（坂本．未発表）では．立式ができた児童でも，問題について理解した内容を図で表現することは
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少なかった。そのうち，問題を線分図のような形で抽象した図はごく少数で，多くは場面を単に

絵にしただけの素朴な図であった。従って，立式のできない児童に図を描かせても，解決のヒン

トになるかどうかは疑わしい。また，線分図を与える場合は，学習者がその図をどのように理解

し解釈しているかを考慮する必要がある。線分図は比較的抽象度が高いので，問題文を素朴に理

解している児童が，簡単に理解し描けるようになるかどうかは疑問である。問題を図にする方法

は，有効ではあるが，意識的かつ系統的に教授していかねばならないだろう。

市川 (1989,1993)の提唱する認知カウンセリングでは，学習指導上の基本技法の 1つに，図

の導入を挙げている。認知カウンセリングとは，「何々がわからなくて困っている」という認知的

問題をかかえた学習者に対する個別的な相談と指導のことをいう（市川， 1993)。対象は算数文章

題に限らない。認知カウンセラーに求められる姿勢には，一斉授業のエキスパートである教師と

共通の側面もあるが，認知カウンセラー独自の姿勢も少なくない（市川， 1989)。特に「学習者と

個人的な対話が出来るという長所を生かして，学習者の内的状態を把握すること」，「学習者の状

態に応じた発問や説明が，臨機応変に行えること」の 2点を市川 (1989)は強調している。本論

文では，市川 (1989,1993)が挙げた相談・指導上のポイントのうち，以下の点に着目する。 1)

答えに至るまでの説明を求める〈仮想的教示〉， 2)どこまでわかっているかを確認する質問を入

れる〈診断的質問〉， 3)いきなり説明せずに，必要最小限のヒントを出していく〈状態に応じた

発問〉， 4)概念間の関係を整理し図式化して説明する〈図式的説明〉， 5)問題を解いた後で，

最初わからなかった原因の考察を求める〈教訓帰納〉。これらは，教授者と学習者との個人的な対

話が可能だという， 1対 1の個別指導の利点を活かした方法だと考えられる。

図式的説明について，松下 (1993)は，次のような指摘を行っている。認知カウンセリングの

ケース報告を検討したところ，素朴表現でも問題解決に役立っている場合がある一方で，素朴表

現しか使えなかったために問題解決に失敗している場合もあった。導人された図の正否を決める

要因は 2つある。 1点目は，問題の質である。問題の状況を理解することが解決のカギになって

いるような問題では，素朴表現でも正しく解ける。例えば，植木算などの場合は，問題文の状況

を図示して，問題文の数を変えて立式しなければならないことに気づけば正答できる。一方，立

式や計算の段階が解決のカギになっているような問題では，関連する数量を抽出しただけの素朴

表現では解決には至らない。第 2の要因は，学習者の知識の状態である。学習者が，図が直接与

えていない情報を知識として持っていれば，頭の外の図やモデルと頭の中の知識を組み合わせて

問題を解くことが出来る。言い換えれば，前提となる知識を持っていないと，図やモデルを与え

られてもそれを利用することが出来ない。この 2点をふまえ，松下は，問題解決における図やモ

デルの有効性は，問題，学習者，図・モデルの 3者の相互作用で決まると主張した。従って，問

題解決を支援する際には，問題に適した図やモデルを提示するだけでなく，学習者一人一人の知

識状態を確かめながら，その学習者に最も良い問題表現を提案することが望ましいのである。

ANIMATEの利点 コンビュータを用いた指導にはどのような意義があるのだろうか。岡森

(1987)は，教具としてのパソコンの特徴を，「音や色が出て，画像が動き，図を速く正確に書い

てくれて，その上で試行錯誤できる黒板」だと位置づけた。この観点から ANIMATEを評価して

みよう。

まず，「音や色が出て，画像が動く」という特徴を活かし， ANIMATEでは 4通りのフィード
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バックが与えられた。視覚的．聴覚的，問題モデル，状況レベルの各フィードバックである。視

覚的フィードバックとしては．アニメーションの他に，選んだボタンやネットワークが光って選

択されたことを示した。聴覚的フィードバックとしては，アニメーションの開始や停止，完成を

短い音楽で示した。問題モデルのフィードバックは，数式の選択肢として与えられた。ネット

ワークに対応したアニメーションは状況レベルのフィードバックにあたる。

続いて「動く画像」すなわちアニメーションによる支援について検討する。複雑な文章題を解

く際に，問題文は読めたが，それがどういう状況なのかピンと来なくて手がつけられないという

のはよく起こる事態である。熟逹者の場合はここで自発的に図を描いていくなどの作業を行うの

だが，初心者にはそれは困難である。状況を動画で見せる手法は， こういう場合には効果的だろ

う。特に，動きや変化など，映像化しやすい状況を扱う文章題が課題の場合は，アニメーション

は有効だと思われる。

ただし．単に問題をアニメーションにして提示するだけであれば， ビデオでも可能である。

ANIMATEではビデオとは異なり，学習者が少しずつ式を作って，それがアニメーションになっ

ていく。学習者は，アニメーションのフィードバックを参考に．複雑な式のネットワークを作り

上げていくのである。これは，「図を速く正確に書いてくれて．その上で試行錯誤できる」という

コンピュータの特徴を生かした仕組みとなっている。

このように， ANIMATEはコンピュータの利点をフルに活用したコンピュータ教授システム

であり，今後のシステム開発の手本になるものだと言えよう。

ANIMATEの問題点 本論文の第 2の目的は．個別指導に活用できるシステムを構想するこ

とである。認知カウンセリングが挙げた個別指導のポイントから ANIMATEを検討してみると，

次のような問題点が指摘できる。アニメーションによる支援にも．図と同様に問題のタイプによ

る差が想定される。動きや変化を扱う文章題ではアニメーションの効果が認められている。しか

し例えば，比較問題・割合問題のような静的な関係を扱う問題の場合は，線分図の方がシンプル

でわかりやすいかもしれない。また，学習者の知識の状態による差も考えられる。 ANIMATE

は，状況に基づく推論を支援するシステムであり． この点に関しては効果が認められている。た

だし．学習者がそれ以外の場所でつまずいている場合．例えば．速さに時間をかければ移動した

距離が求められるという基本的なことがわかっていない場合はどうであろうか。 ANIMATEで

は，学習者がこれらの知識を持っていることを前提として，式の選択肢を設定しており．知識を

持たない場合の支援はなされていないようだ。図について検討した節でも述べたが，理想的な指

導は．学習者がわかっている内容と，つまずいている場所の両方を考慮しながら．その学習者に

最適な介人を考えていくというあり方である。認知カウンセリングでは，〈図式的説明〉にとどま

らず．個別指導の利点を活かして〈診断的質問〉や〈状態に応じた発問〉などの配慮がなされて

いるが， ANIMATEではこれらの点は考慮されていない。

また，現状では．学習者のプロトコルを処理できないため，学習者自らに説明させる〈仮想的

教示〉やわからなかった原因を考察させる〈教訓帰納〉などを，コンピュータのシステムで実施

するのは難しい。つまずきの原因に加えて， こういうタイプの問題はこのように解く，などと解

法スキーマの帰納を行わせ，帰納の様子を確認することも困難である。これらの問題は，ー朝一

タに解決するものではない。現時点では． コンピュータの長所を積極的に活用しつつ．処理の困
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難な部分は人間で対処していくのが．妥当な線だと思われる。

II. ANIMATE小学生版の構想

Nathan et al. (1992)の研究では，大学の心理学の授業の導入として実験が行われた。このシ

ステムを実際の算数教育で活用する際は，旅人算などの文章題解決を支援する他に，『速さ』の単

元の導入や，速さの文章題解決でつまずいている学習者への介人に利用することが考えられる。

単元の導入に利用するという発想は，麻柄 (1995)の次のような指摘に基づく。「速さ」の概念

は子どもにとって非常に難しい。児童は，『時速〇キロ』という言葉を知っているし，時速 60km 

より時速 100kmの方が速いこともわかっている。ただし，『時速とは 1時間に進んだ距離だ』と

いうように学習している児童の多くは，「速さ」を「距離」や「時間」と混同していて，走る距離

の大小や走る時間の長短に関わらず速さは一定であることが理解できていない。従って，『速さ』

の単元では，動いている物体が一瞬一瞬持っている量が速さであるということを，児童に理解さ

せる必要がある。麻柄 (1995)ではそのためのアイディアがいくつか提案されていた。本論文で

はそれらを参考にして，「速さ」の概念の獲得を支援するコンピュータ教授システムを構想する。

また，同じシステムが，速さの文章題解決の支援や，文章題解決でつまずいている学習者への支

援にも利用できるようにする。ここでは対象を小学生からとし，単純な速さの問題から旅人算ま

でを扱える汎用性の高い解決支援システムを考案する。

ただ， ANIMATEの画面をそのまま日本語にしただけでは，小学生にはわかりにくいと思われ

る。 a)情報量が多すぎること， b) その割に画面上に説明が少ないこと， c)式の選択肢や式の

ネットワークは抽象度が高く負担であること，特に，縦害き式を含むネットワークが，小学生の

問題理解の様式にあっているかどうか， といった点が，改善すべき点として挙げられるだろう。

具体的な改善としては， a)ひとつの操作が終わってから，次の教示を提示するようにして，学習

者が一度に目にする新しい情報の量を抑える。例えば，線分図のアウトラインが書けてから，数

値人カモードを提示するなど。 b)アニメーション操作パネルの表示を工夫するほか，「わかって

いる数字を書いてください」「式を書きます」などの教示を表示する。教示は音声でも提示する。

C)式の選択肢や式のネットワークは使わない。普通の横書きの式の形式を採用し，問題文中の数

値で穴埋めをさせる。数値と演算記号は， ANIMATEと同じ計算機画面で入力させる。旅人算の

場合は，小学生に合わせて，ヒントの小問を与えて，（速さ） x（時間）＝（距離）の基本の式にもっ

ていく。他に，細かな改善点としては，アニメーションを，線分の上を対象が走る形にすること，

移動距離を対象のすぐ下に表示することを考えている。また，独自に付け加える点として，解決

過程におけるつまずきを診断し，対処することを計画している。

1.『速さ」の単元の導入，あるいは速度概念の理解に利用する場合

画面中央に，汽車が線分の上を走るアニメーションを提示する。スピードメーターで速さを示

す。汽車が走った部分の線分が太くなり，図の上部に走った時間が，下部に走った距離が表示さ

れる。スピードメーターの下部に，速さを入力する箱を用意しておく。学習者は，計算機画面を

用いて数値を入力する。入力した値に基づいてスピードメーターが設定される。設定後，アニ
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メーション操作パネルの［うごかす］を

マウスでクリックすると，メーターの値

に基づいてアニメーションが作動する。

1秒毎に，作動後の時間と移動距離が数

字で示される。また，設定された速さが

「このはやさを，秒速Omといいます」

という文の形でフィードバックされる。

あなたがきめたはやさで
汽璽が走ります．
『今のはやさ）のところに
n字をいれて．
区をおします．

今の13間区］秒
鴨

0 IO 20 30 40 50 60 

汽直d互王）を
おすまで走ります．

I I I I I I 
70 60 90 100 110 120 

秒速の場合の画面を図 2に示す。 iiんだきょり巨互］ m 

2.文章題解決を支援する場合

問題文に登場する対象の数によって，

システムが問題のジャンルを判断し，そ

れに基づいてプログラムが分岐する。ま

ず，対象が 1つの場合は，単純な速さの

問題だと判断される。一方，対象が 2つ

の場合は，どちらが速いかを決めるタイ

プの問題と，それ以外の問題が含まれ

る。後者はいわゆる旅人算の問題であ

る。旅人算には，経路が疸線である問題

と円形や長方形である問題があるが，本

論文は経路が疸線のものに限って述べ

る。

2a.単純な速さの問題への支援

①アニメーションの他に，距離，時間，

速さを入力する箱を用意しておく。箱に

は，デフォルトの値の「？」が表示されて

いる。学習者は，計算機画面でわかって

いる数を箱に入力する。②距離の箱に人

力した値が線分の端に表示される。アニ

Iこのはやさを秒速〔豆〕mといいます．] 三
図2 筆者が考案した ANIMATE小学生版の「速さ」概

念導入場面

学習者がスピードメーターに入力した値に基づいて汽車が走るア
ニメーションを提示する。この画面は，アニメーション作動開始
から 2秒後の状態を示す。

閂さを騒んで．わかっているU字を
ロ（こ書いてください．

走ったきょり 走った1引間 （がやさ

G 己 口
散字が書けたら，汽軍を動かします．

今のIqr.， ［互］秒
鴨

汽車を

区
国回

O IO 20 30 40 50 60 70 80 

道んだきょりじ面 m

式を作ります． し］の中にあてはまる記号を書いてください．

G 口□曰

1別の式を作る 1

I やめる 1 

図3 ANIMATE小学生版の「速さ」問題解決支援場面

学習者が箱に人力した値に基づいてアニメーションが作動する。
画面下部の“式を作ります＂の教示より下の部分は， 実際にはア
ニメーション停止後に表示される。［別の式を作る］のボタンは，
2つの対象の速さを比較する問題で使用するものである。

メーション操作パネルの［うごかす］を押すと，人力された値に基づいてアニメが作動する。③

アニメ停止後，画面下部の立式エリアにわかっている数が表示され，学習者は数値の間に演算記

号を書き込む形式で立式する。秒速の場合の画面を図 3に示す。

2 b.速さを比較する問題への支援

2 a. の画面と同じものを使用する。学習者は， 1つの対象の速度を算出した後，［別の式を作

る］をクリックし，同じ作業を繰り返す。

2 c. 旅人算への支援

ANIMATEと同様学習者は，アニメーションのフィードバックを参考にして式を作る。支援

は，次のチャートに従って進行する。①キャラクター選択の画面は， ANIMATEのものをそのま
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ま採用する。学習者はキャラクターの絵

を選んで線分図上に位置づける。②シス

テムが描かれた図から問題のタイプを判

断し，それによってプログラムが分岐す

る。図は，次の 3通りに分類される。ア．

違うところから向かいあって進むもの，

イ．同じところから反対向きに進むも

の，ウ．同じところから同じ方向に進む

ものである。ア．の図になる問題は，（距

離）--c-(Aの速さ＋Bの速さ）＝（時間）と

いう解き方をするタイプのものである。

イ．の図は（Aの速さ＋Bの速さ） x（時

間）＝（距離）という解き方をする問題で

ある。ウ．の図は出発が同時かずれるか

によって， 2つのタイプの問題になる。

道んだきょ 'J 0 

・鵬

追んだきょ‘) 0 

否

0 300 

I このままつづける I I この綸をなおす I I やめる 1 ． 
わかっている数字を書きます．

• 2つのもの（も最9n，どれだ(7はなれていますか． C邑）
• 2つのもののはやさは，どれだけですか．

トラック ヘリコプター

G G 
のりものを 亘 回芦

日芯悶＇まは言ば、閑；；戸づきますか． 巳E)に]@=)ピl(こ）
苔えを出すための式を作ります． 〔こ〕口〔三〕 E]〔ロ

図4 ANIMATE小学生版の「旅人算」解決支援場面

この場面は，学習者がアニメーションになる図の作成と，数値の人

力を終えたところを示す。 この後， ［うごかす］ポタンを押すとア

ニメーションが作動する。アニメーション操作パネルより下の部分

は立式エリアで，実際にはアニメーション停止後に表示される。

同時に出発する場合は，（Aの速さーBの速さ） x（時間）＝（距離）で解くタイプのもので，ずれる

場合は (AとBの距離）+(Aの速さーBの速さ）＝（時間）で解くタイプのものである。

これ以降のプロセスは， Nathanet al.との比較のため， ANIMATEの説明で使われていたア．

のタイプの問題の場合で解説する。この場合の画面を図 4に示す。③「わかっている数字を書き

ます」という教示とともに，計算機画面を提示する。問題文中の数値を空白に入力させる。④ア

ニメーション操作パネルを提示する。人力した数値に基づいてアニメーションが作動する。作動

と同時に時計が動く。それぞれの対象が走った距離が，数値で提示される。⑤基本の式の， 1ス

テップ前のヒントを提示する。ア．の問題では，（Aの速さ＋Bの速さ）を考えさせることがヒン

トであり，「 2つのものは， 1時間にどれだけ近づきますか」という形で出題する。同時に，人力

した数値を使って，演算部分が空白の数式が提示される。学習者は空白を埋めて， ヒントに対す

る式を完成させる。⑥ヒントの数値も使って，答えを出すための式を立てさせる。学習者は，数

値と演算記号で穴埋めして立式する。

このように， ANIMATE小学生版は，コンピュータの利点を生かして，学習者に動画や音声な

どのフィードバックを与え， 『速さ』の単元の導入や文章題解決の支援に貢献するシステムであ

る。小学校学習指導要領は，算数科の目標のひとつに「日常の事象について見通しをもち筋道を

立てて考える能力」を育てることを挙げており，文章題解決は，この目標を目指した活動である。

文虹題はしばしば，日常生活での経験と直接にはつながらないという批判を受ける。しかし，

ANIMATE小学生版のような教授システムを用いて，問題になっている状況と子どもが知って

いる世界とのつながりを明瞭にすることで，学習者の理解を助け，見通しをもち筋道を立てて考

える能力を育てることが出来るはずである。

3.解決過程におけるつまずきへの対処一今後の研究の指針

最後に，旅人算におけるつまずきへの対処をいくつか提案する。前述のチャートの①や③で学
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習者が誤った場合は，問題の個々の文を理解する能力に問題があると思われる。従って，文を読

んで図にするなどの，文の理解の訓練を実施する。⑤で誤った場合には， 2つの対象が 1時間に

近づく距離が，時速の和であることが理解できていないと考えられる。介人では，アニメーショ

ンを作動させて時計が 1: 00を指した時点で停止させ，各対象が走った距離を示す数値を読み

とらせるとよいであろう。⑥の場合は，先に 2aで紹介した部分のシステムを活用し，単純な速さ

の問題で，速さ・時間・距離の関係の理解を徹底させるとよいであろう。

つまずきへの介人について，本論文で断定的な主張を行うことは時期尚早である。解決過程で

のつまずきの位證を考慮した介入の試みは，現時点では少数だからである。文章題を正しく解け

る子どもとつまずく子どもとはどこが違うのか，様々な文章題の解決過程で，どのようなつまず

きが生じるのか，解決過程の各下位過程でどのような知識が必要とされているのか，等について

の研究も，まだ途上である。個人にあったきめ細かな教授介人を考えていく際には，教授介入そ

のものの研究に加えて，文章題の解決過程についての，基礎研究の積み菫ねが必要である。この

点については， 3数を扱う文章題の解決過程で生じる誤りを詳細に検討した坂本 (1993)や，分

数の文章題の解決過程で必要な知識を明らかにした坂本 (1995)を参照していただきたい。
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