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□要約 

文章問題に対する数学の解法は、問題に記述されている言葉どうしの意味上の

つながりと関係がある。特に割り算においてはたいてい、記述された対象の機

能面での関係が多く（tulips-vases）、分類別のもの（tulips-daisies）はほぼな
い。本実験では中学、高校、大学生に対して割り算の文章問題（WP）と、立式
課題（EQ）を行い、その課題遂行において問題文中の記述された対象の関係を
使うかどうかを調べた。どちらの課題においても乗法の記述がなされた（”four 
times as many cupcakes as brownies”）。対象の関係性は文章問題（WP課題）
の正答率には影響を及ぼしたが、立式課題（EQ 課題）では影響はなかった。
EQ 課題では対象間の関係は非数学的な式化による誤答の構造に影響を及ぼし
ていた。結果として、学生は、数学的モデリングを行う時には記述されている

ものの関係性を”意味的手がかり（semantic cues）”として利用するのであると
主張する。 
 

□問題 

 数学の教育者は生徒に数学の公式が現実生活の状況をモデリングするのに使

えるということを理解させるために文章問題を使う。 
WP…端的に文章中に出てくるものの量的関係を表す。 
例“Jane has 60 apples. She wants to place them in 5 baskets and have 

the same number of apples in each basket. How many apples should 
she place in each basket? ” 

 正解までの道筋 
  状況モデル構築（状況モデリング） 

・ 意味的・実際的な知識を用いて問題の状況を考える 
例 apples placed in baskets 

    数学モデル構築（数学モデリング） 
・ 状況モデルを適切な数を用いて例示する 
例 60 apples divided by 5 baskets 

     
  被験者となった学生たちは問題を解き、確かめるときに自分の持っている知
識を利用する（Greeno,1987）。 
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多くの学生たちはモデリングを利用せずに問題を解いた 
→問題の言い回しやキーワードが、直接に式を立てることを可能にする

(Hinsley,Hayes,&Simon,1977)。 
 例 altogether(＋) ,times(×) 
translation cuesでのエラー(Clement, Lochhead, and Soloway,1979) 
 例 “There are six times as many students(S) as professors(P).” 
   Sと Pの関係を記述するとき 

・ ”6S=P”→“reversal error” 
原因… times のすぐ後の単語 (students）に乗数をかけてしまう
(Clement,1982)。 

 
モデリングは translation cues よりも労力がかかる 

・ timesなど文中の数量関係を理解する必要がある。 
・ 数学的な考え（例：比率）を理解する必要がある。 
→上記の考えが理解できないと translation cuesを用いる。 
 

意味的手がかり（semantic cues）について(Bassok,Chase,andMartin,1998) 
   １年から８年生までの人気のある教科書を調査した 
  足し算を要求する問題の97パーセント…加数どうしが同じカテゴリー関係 
   例 red and blue marbles 
  割り算を要求する問題の94パーセント…除数どうしに機能的な関係があっ
た 
   例 cookies and jars 
     
    関係性に伴う数学的特徴（Bassok et al,1998） 
      ・カテゴリー関係にある(both red and blue marbles are marbles)－数学

的に対称である。(a+b=b+a)⇒symmetric（S） 
・ 機能的な関係の場合(cookies are placed in jars )－数学的に対称でな
い。（a/b≠b/a)⇒asymmetric（A） 

 
大学生の解答方法 
 大学生に新しい順列の問題を与えると多くが間違う。 
 A setと S setの二つで問題を提示したが、それぞれ間違った解法は問題の対
称性 (symmetry)に左右されていた(Bossok et al ,1995)。 



Effects of semantic cues on mathematical modeling: 
Evidence from word-problem solving and equation construction tasks 
数学的モデリングにおける、意味に関するヒントが持つ効果 
―文章題解答課題および方程式立式課題からの証拠― 

Shirley A.Martin and Miriam Bassok 

 - 3 -

 
本実験は、直訳解法（direct-translation solution）とは違って、意味的手が
かりを用いるとモデリングの試みも伴うかどうかを検証するように設計された。

そして提示された問題の状況モデルの構築において意味的手がかりを利用する

と推測した。 
まず数学的刺激を、状況モデルを作るのに助けとなるものを含むものと含ま

ないものの二種類用意し、役に立つものが含まれている課題において生徒がよ

り高い正答率を残すかどうかを検証した。もし生徒が意味的手がかりを利用す

るならその効果は生徒がその課題に対する数学的な知識が十分な課題において

明らかになり、そうでないときには明らかにならないと考えられる。 
意味的手がかりの効果を調べるために①割り算の文章問題（WP）への解答、
②数式の構築(EQ)においてテストを行った。これらにおいては、WP に対して
EQよりも数学的によりよく理解された。 

 
すべての問題は数学的に非対称(asymmetry)であったが、中に記されたものが
機能的な関係つまり非対称な関係を持つ場合は、被験者は数学的な背景知識を

用いることができたが、対称関係を持つ問題の場合は、その知識を利用するこ

とができなかった。 
もし意味的手がかりを用いて状況モデルを構築しようとするならば、Aset の
ほうが Sset よりもエラーを回避できると考えられる。また、経験の差から、
WPのほうがよりよく semantic effectの影響を見ることができるであろう。 

 
・成績を見る際の天井効果（ceiling effect） と床効果（floor effect） 
→テキスト読解能力、数学的知識と学年の関係について。 
 

□方法 
[被験者] 
シカゴ大学の学生：184人 
シカゴの教区立中学校の 7年生(日本の中学 2年に相当)：222人 
シカゴの教区立高校で代数の授業を受けている 9年生(日本の高校 1年に相当)：
214人 

11 年生(日本の高校 3 年に相
当)：196人 
以上、計 816人を被験者とした。 
このうち、白紙回答で提出した者などを除き、最終的に 736 人のデータが分析
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対象となった。 
※数学の知識や学力の差が十分に考慮された被験者の選び方といえるだろう

か？ 
※同じ学年内でもばらつきが大きいと考えられるが、実験計画は被験者間要因

が適切だったのだろうか？ 
 
 
[実験計画と材料] 
本実験は、2(課題)×2(意味に関するヒント)×4(学年)の実験計画、被験者間要因
で行われた。 
 
課題―ＷＰ課題(文章題の計算)、ＥＱ課題(方程式の立式) 
 
意味に関するヒント 
―asymmetric(非対称、機能的関係を持つ＝Ａペア)、symmetric(対称、同一カ
テゴリー＝Ｓペア) 
Ａペア：生徒と教授、通勤者と車・・・意味に関するヒントになる 
Ｓペア：カップケーキとブラウニー、くぎとねじ・・・意味に関するヒント

にならない 
学年―seventh(中 2)、ninth(高 1)、eleventh(高 3)、college(大学生) 
 

Aペア Sペア
WP課題 ① ②
EQ課題 ③ ④

課
題

意味に関するヒント

 
冊子は①～④の４種類作成され、①～④のそれぞれに、２問ずつ課題が用意さ

れた。 
①と②、③と④は、いずれも「数値」と「計算方法を示すヒント(○○倍、など)」
は揃えてある。 
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例) 
＜①冊子の場合＞ 
・ある大学には 3,450 人の学生がいます。学生は教授の 6 倍います。教授は何
人いるでしょう？ 
・72 人の通勤者が駐車場にいます。通勤者は車の４倍います。車は何台あるで
しょう？ 
＜③冊子の場合＞ 
・ある工場では一日に 3,450 個のくぎが作られます。くぎはねじの 6 倍作られ
ます。ねじは何個作られるでしょう？ 
・ある夜、ミンディーのレストランでは 72 人がカップケーキを注文しました。
カップケーキを注文した人はブラウニーを注文した人の４倍いました。ブラウ

ニーを注文したのは何人でしょう？ 
  
どの学年においても、①～④の４種類の冊子を解く人数が均等になるように、

ランダムに振り分けられた。 
 
ＷＰ課題 2問またはＥＱ課題 2問で、1冊の冊子を構成。 
問題は 1ページに 1問ずつ掲載され、掲載順序はカウンターバランスをとった。 
 
表紙：冊子に掲載されている全ての課題を解くように教示した。 
 
[手続き] 
中学、高校では、学校の先生に合わせた手続きで本実験を実施した。 
全てのテストは数学の授業中に行なわれた。 
高校及び、中学の一部のクラスでは、学校の先生がテストを実施した。 
中学の残りのクラスでは、本論文の著者(実験者)がテストを実施した。 
※手続きの統制はとらなくてよかったのだろうか？ 

実験者がその場にいる場合：生徒がテストを完成させるのに必要なだけの時間

を与えた。 
実験者がその場にいない場合：白紙回答は全体の 1.5%と大変少なかったため、
学校の先生が回答に十分な時間を与えたと推測される。 
※あらかじめ、学校の先生に「回答に必要なだけの時間を与えてください」

と指示しておくことも可能だったのではないだろうか。 
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大学生は集団または個人でテストを受け、いずれの場合も回答にかける時間は

自由であった。 
 
 

□結果 

量（あるいは変数）に関連した正しい数学的演算を行っているもの：正答 
その他：誤答 
全く答えが記述されていないもの：無効 
 
• 文章題の 11％と方程式の４％が消して別の解法を記述→最終的な解法のみを
分析 

• 文章題か方程式を２問ずつ解く→0.1.2点のいずれか 
• 被験者のスコア→ANOVA（２×２×４）、被験者間 
• Brown-Forsythe Median Test により分散にばらつきがみられたので有意水
準は.25に設定 

 
《ANOVAの結果》 

 問 題 (task)[F(1,720)=211.71] 対 称 性 (symmetry)[F(1,720)=21.14] 学 年
(grade)[F(3,720)=28.31]の全てに主効果が見られた。 

1. 問題(task)についての主効果 
♦ WP（文章題）[M=1.52]＞EQ（方程式）[M=0.69] 

2. 対称性(symmetry)についての主効果 
♦ 生徒は意味的手がかりに反応 
♦ 非対称性(asymmetric)(M=1.24)>対称性(symmetric)(M=0.98) 
(但し、ここではWPと EQの値を総合。EQの方には差が見られていない。) 
♦ 問題×対称性に交互作用有り [F(1,720)＝17.79] 
⇒意味的手がかりへの反応はモデリングするのに十分な数学の経験がある

問題を解く時に影響する。 
♦ 問題×学年に交互作用有り[F(3,720)=3.15] 
WP：学年が上がるにつれて、文章題の成績改善[F(1,720)=37.82] 
EQ：高２～大学生には大幅に改善 
♦ 対称性×学年、問題×対称性×学年には交互作用無し 
♦ WPについては、意味効果は学年が上がるにつれて減少 
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♦ EQについてはどの学年においても意味効果無し⇒床効果 
 エラー分析 
♦ WPでも EQでも最も一般的な間違いは reversal error(6P=Sとすると
ころを 6S=Pとする) ⇒数学的モデリングをしていない   

♦ reversal error：構造的には正しいので、アルゴリズム水準で問題と関連
がある数学的知識の存在を示す 

♦ EQ の低い正答率⇒被験者がアルゴリズム水準の代数の知識さえ持って
いなかった 

⇒reversal errorと他の errorを区別 
 reversal errorの割合はWP＞EQかどうか調べた 
 

♦ WP、EQ(一つ目の課題)の reversal errorの割合はWP＞EQ 
（ただし、WPの errorの数（96）は EQの errorの数(233)よりも少ない。） 
♦ 学 年 で 見 た 中 央 値 に つ い て も WP(80%) ＞ EQ(46%) [ χ 2 

 

(1,N=329)=31.66,p<.05] 
♦ reversal error が初歩的なミスだとすると、WPよりも EQ の被験者の
方が代数に関する数学的知識に欠けている。 

♦ WPについては学年間で reversal errorの頻度に有意差は無い 
♦ EQ については学年が上がるにつれて頻度が上がる⇒代数知識に関して

algorithmic componentを獲得する生徒が増えるから 
 
♦ EQで生徒がする nonreversal error⇒アルゴリズムの代数知識さえ欠け
ているために、値が欠けている代数のWPとして、なじみのない EQ問
題を解こうとする。 

⇒同じ母集団のWPでは意味的手がかりに敏感に反応したので、状況モデル
を組み立てようとしたが、間違った解法と関連付けてしまった。 
⇒間違った解法の中にも、正しい解法では見られなかった意味的効果が見ら

れるかもしれない 
そこで EQでの nonreversal errorを構造的な対称性(symmetry)で分類 
1. symmetric-structure error：足し算や掛け算で対象を関連付ける 
2. asymmetric-structure error：割合、イコールが無い 
3. 対称性（symmetry）では分類できないもの：「その他」 
 

♦ WPについては nonreversal errorは１つのカテゴリーに(値が小さい) 
♦ WPについては物の意味的な対称性（symmetry）に依存していない。 
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[χ2 
 (1,N=96) =1.01, p<.05] 

♦ EQについては依存[χ2 
 (3,N=233) =16.88, p<.05] 

♦ 特に構造的対称性(symmetry)は意味的対称性(symmetry)と交互作用
[χ2 

 (1,N=233)=13.98, p<.05] 
⇒reversal errorをする生徒はWPの変形であるかのように EQを解こうと
するため、意味効果を示すような構造的なエラーを犯す。 

 
 
□考察 
○ 先行研究（Bassok et al, 1998） 
数学の文章題での物同士の意味関係は、数学の演算と高く相関している。 
○ 今回の研究 
生徒たちが、このような物同士の意味関係と、演算の相互関係を利用する条件

に注目した。 
＜仮説＞ 
上記のような意味効果は、生徒のモデリングをしようとする試みに付随してい

て、それゆえ、数学的経験のある課題の成績に大きな効果をもたらすのではな

いだろうか。 
 
○ 分析結果 

 正答分析 
WP課題には意味効果 が見られたが、EQ課題では見られなかった。（図

１） 
 誤答分析 

WP課題：reversal errorがほとんど 
EQ課題：structural errorが大きな割合 

→仮説を支持（生徒にとってなじみのあるWP課題に意味効果が見られた。） 
※ ここで、仮説で述べていたのとは別のところにも、意味効果が見られた。 

 structural error…意味効果を示している。 
 

○ structural errorに意味効果が表れた理由 
 reversal error ：式の構造は正しいもの（対象となる物が入れ替わって
いるだけ） 

→ 問題に対するアルゴリズム的・初歩的な知識は持っていることを表して

いる。 
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 structural error：式の構造が誤っているもの 
→ 問題に対するアルゴリズム的・初歩的な知識すら持っていないことを表

している。 
→ なじみのあるWP課題と同じようにモデリングをして解こうとする。 
→ 問題になっている物同士の関係の、意味効果が表れる。 
（ただしうまくモデリングできないため、誤答となる） 

皆にとってなじみのある課題（WP）では正答に意味効果が見られ、 
なじみのない課題（EQ；全く知識がないか、ごく初歩の知識を持っている程度）
では、初歩の知識を持っている者は構造（translation cues）だけに注目したた
め意味効果が出ず、全く知識のない者はなじみのある課題と同様に意味を手が

かりに解こうとしたため、意味効果が表れた。 
→意味効果をもたらす条件が明らかになった。 
＜問題点＞ 
○ 問題解決のためのモデリングの過程 
意味的手がかり 
   ↓ 
状況モデル…状況把握 
   ↓ ←数学的理解 
数学的モデリング 
   ↓ 

正答 
 
このように推測されるものの、今回の研究ではこのような過程を明らかにでき

なかった。 
特に、意味的手がかりは上のように文章題の状況把握に影響を与えていると考

えられるが、数学的理解が、それに応じた意味的手がかりに気づかせていると

も考えられる。 
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□補足・参考 
文章題：日常の現実世界のテーマを文章で記述して解答を求める。 
⇒日常の事象について見通しをもち、筋道をたてて考える能力を育成すること

を目標とする 
 
＜文章題の解決過程＞ 
①文章題を理解する過程 

1. 変換過程：与えられた個々の文を読んで意味を理解←言語的知識必要 
 変換過程で構成されるスキーマ（＝「テキスト・ベース」）：個々の文を解剖

し、文法表現 
2. 統合過程：持っている数学・算数に関する知識を利用することによって、
文間の関係をまとめる 

変換過程で構成された文単位のスキーマを算数・数学に関して学習者が有する

スキーマに統合し、問題状況について意味のあるスキーマ（「状況モデル」）を

構成する過程(「問題スキーマ」) 
②理解した結果に基づいて文章題を解く過程 

1. プラン化過程：問題スキーマに基づき、正解を得るための方略を選択→立
式 

方略的知識 
 アルゴリズムに関する知識…この方略を適用すれば正解が得られると
いう一連の規則的な手続き（四則の演算） 

 ヒューリスティックに関する知識：過去の経験に基づき、適用の容易な
規則を利用して正解に到達しようとする手続き。正解が得られるとは限

らない。 
2. 実行過程：演算を適用する過程。 
プラン化過程で構成された数式に計算を適用する手続き的知識が必要 
 
文章題が解けない⇒与えられた問題文の理解に困難 
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