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Abstract: Problem posing by which learners create problems by themselves has been identified as
an important activity in mathematics education. However, problem posing is a heavy task for both
learners and teachers because it is a divergent task that has various possible answers. To develop
problem posing skill of leaners, it is indispensable to evaluate posed problems, particularly when
they include errors in mathematical structures. To provide a basis in designing computational support for addressing errors to improve problem posing skill, this study empirically investigated errors
of mathematical word problems posed by novices. Undergraduates were engaged in a problemposing task where they were asked to pose many, diverse and unique problems from a problem
initially given. Posed problems that included errors were analyzed, with the result indicating that
the undergraduates failed to pose problems due to failures in setting constraints or inconsistencies
between texts and solutions. A computational system can detect constraint errors because they
are represented in formal structures of solutions. On the other hand, it cannot detect inconsistent
errors because semantic analysis of problem texts is required. We then discussed how to approach
errors in problem posing by computational systems.

1

はじめに

数学学習においては，教師や問題集から与えられる
問題を解くことに加え，学習者が自身で問題を作成す
る「作問」も重要な活動であることが，数学者や数学教
育者によって指摘されている [2, 15, 16]．作問は，学習
活動であるというのみにとどまらず，日常生活におけ
る問題解決において必要となるスキルである．日常生
活において数学を使用する際，構造化された問題が他
者から与えられることは少ない．そのため，何が問題で
あるかを問題解決者自身が認識し，それを問題として
形成することが不可欠である [5, 17]．しかし，学校教育
においては，作問の学習が実施されることは稀である．
その理由のひとつとして，作問は学習者にとっても教師
にとっても負荷が高い活動であることが挙げられよう．
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作問は，何らかの意味において新しいアイデアを生成
しなければ成立しない，産出的な思考を要求する課題
である．一般的な数学学習における，問題を解く活動
のように，与えられた情報から構造を抽出して解へと
収束する活動を理解課題，作問のように自ら情報を生
成して構造を統合する活動を産出課題と呼ぶことにす
る．理解課題の学習と比べると，産出課題である作問
は学習者にとってより負荷が高い活動であると考えら
れる．また，教師にとっても作問教育の実施は高負荷
であると考えられる．作問は一般にユニークな解を持
たない課題であるため，作問教育では，学習者個々が
作成する問題を個別に評価してフィードバックを返す
ことが教師に求められる [12]．日常生活において有効
なスキルとしての作問を育成するためには，学習者が
作成する問題を個別に評価すること，とりわけ何らか
のエラーを含む問題においてはそのフィードバックを
返すことが欠かせない．作問において初学者は，解法

23 −

の構造を作成することに困難さを示すことや，作問に
失敗するケースがあることが，先行研究において報告
されている [7, 9]．したがって，学習者の作問スキルを
改善するためには，作問に失敗したケース，すなわち，
エラーを含む不適切な問題が作成されたケースへの対
処が必要になる．しかし，産出課題の解の評価や，解
に含まれるエラーの検出は，一般に難しい課題である．
先行研究では，計算機システムによる作問の評価が
実現されている．そのようなシステムで採用されてい
るアプローチのひとつは，学習者間の相互評価である
[1, 4, 18, 20]．しかし，これらの研究では宣言的知識を
問う多肢選択問題を採用していることが多く，数学の
問題における解法構造のような構造的特徴を扱っては
いない．平嶋らのグループでは，算数文章題や初等力
学の領域において作問学習を支援する環境を実装して
いる [14, 19, 21, 22]．これら環境では，学習者には問
題のテンプレートや文章のカード，物理オブジェクト
といった素材が与えられ，作問は素材を組み合わせる
形式で行われる．このため，作成可能な問題には限り
があるが，学習者の作問の評価とエラーへのフィード
バックを自動的に行うことができる．ただし，これら
先行研究は作問学習を通じた領域知識や問題解決手続
きの理解を改善することに焦点を置いている．学習者
による作問のパフォーマンス向上を対象とした研究の
例もあるが [10, 12]，エラーの観点から作問スキルの改
善に焦点を置いた取り組みは十分に行われてはいない．
学習者の作問スキル改善を支援する計算機システム
設計の基盤を提供することを目的として，本研究では
数学の作問における初学者のエラーを経験的に記述す
る．初学者は，解決不可能な問題や不適切な問題を作
成することは既に報告されている [8, 13] が，そのよう
な問題についての詳細な分析は行われていない．ここ
では，先行研究 [7, 8, 11] の実験的調査で獲得された作
問のデータから，問題文と解法が一致しない，数学的
に誤った関係を持つといった，エラーを含む問題のみ
を対象とした分析を実施する．そして，エラーを含む
問題に対する，計算機システムによるアプローチにつ
いて議論する．

2
2.1

方法
実験手続き

先述の先行研究の調査は， 2009 年から 2012 年の 4
年間に開講された認知科学の授業で実施され，一般大
学生が参加した．この調査における作問課題では，参
加者には最初に数学文章題の例題が与えられ，この例
題の領域で新しい問題を作成し，その問題文と解法を
書くことが求められた．ここで使用された例題は，中
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学校数学の教科書で使用されるような問題であり，具
体的には下記の一元一次方程式の文章題である．
例題）お菓子をいくつか買いに行った。１１０円のビ
スケットを買うと所持金は５０円残るが、１２０円の
クッキーを買うには２０円足りない。お菓子をいくつ
買うつもりだったのか。
解）お菓子を x 個とおくと，

110x + 50 = 120x − 20
より x = 7
参加者は，20 分の間にできるだけ多くの，かつ，各々
異なる多様な問題を作成することを要求された．ここ
での良回答は他者と異なるユニークな問題であること
が伝えられ，面白い問題を作ることを強く推奨された．
また，例題の領域から外れた問題は作成しないこと，一
元一次方程式を使って中学生でも解くことができる問
題とするよう教示された．
2010 年から 2012 年の調査では，作問課題の事前に
学習課題が与えられた．ここでは，連立方程式の文章
題の領域における例題と，この例題を書き換えて作成
された作問の例が提示され，参加者にはこの例を学習
することが求められた．この学習課題は，例の学習が
参加者自身の作問に与える効果を検討する目的で設け
られたものである．しかし，本研究の目的は参加者の
作問におけるエラーの検討にあるため，この学習課題
については議論しない．

2.2

分析方法

作問課題において参加者が作成した問題の一部は，エ
ラーを含んでいた．そのような問題は解を持たない，解
が任意の値となって定まらない，問題文と矛盾する解
法となっているなどが原因で，参加者が本当に作ろう
としていた問題が何であったかが判別できないことか
ら，先行研究においては分析対象から除外されていた
が，今回はこれを分析対象とする．
分析にあたっては，エラーとその原因に基づき，参加
者の作成した問題をカテゴリに分類する． Leung の研
究 [13] においても参加者の作問の分類が行われている
が，作問にあたって参加者は問題文のみを記述し，解法
は研究者が導出したことや，そもそもエラーを含む問
題の分析自体を行っていないことから，本研究の分析に
用いるには不十分である．そのため，ここでは Leung
のカテゴリを拡張し，図 1 に示すカテゴリを作成した．
各カテゴリとそのエラーの原因は，下記の通りである．
数学関係欠落 数値パラメータを含む問題文が記述され
ているが，パラメータ間に数学的な関係が見られ
ない
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とある高校の修学旅行、バスの中で昼食をとるため、
今年は出発前に弁当を配る事に。弁当は、牛丼を１０
人の先生が、親子丼を５人の先生が配り、牛丼の列は
３人待ち、親子丼は２人待ちです。生徒の数は何人で
しょう。

数学関係不良 数値パラメータ間に何らかの関係が埋め
込まれた問題文が記述されているが，数学的に
誤っているため，適切な解法構造が成立しない
解法不一致 数学的に適切な関係が埋め込まれた問題文
が記述されているが，これと一致しない解法が記
述されている

この問題は，問題文の数値パラメータの間に数学的な
関係が見られないため，数学の問題として成立してい
ない．なお，参加者は解法を記述せず，
「計算式が成り
立ちませんでした」というコメントを記述していた．

制約矛盾 問題文に提示されている制約（問題条件）の
間に矛盾が存在するため，解を持たない
制約不足 問題文に十分な制約が提示されていないため，
解が任意の数になるなど，解が定まらない
制約過剰 問題文に余剰な制約が提示されているため，
解法に記述された方程式を立式せずとも解決で
きる
なお，解法不一致と制約不足の 2 つのエラーを含む問
題が 1 問あったが，今回は前者に分類した．また，作問
における他のエラーには，たとえば求める解がものの
個数であるのに，問題を解いた結果が少数値となると
いったような，不適切な数値パラメータの設定がある．
ただし，これは問題の表層情報のみに関するエラーで
ある．本研究の焦点は解法構造の構築にあるため，表
層的なエラーは分析の対象外とした．
全作問

数学関係欠落

解法不一致

数学関係あり

数学関係不良

数学関係適切

数学関係不良
各停の電車Ａと急行電車Ｂがある。急行電車は各停電
車よりも４倍の早さで目的地につく。ある日、人身事故
があってダイヤが乱れた。電車Ａは９０分遅れて目的
地に着き、電車Ｂは１０分遅れて目的地についた。電
車Ａは通常、目的地まで何分で到着するか。なお、ダ
イヤの乱れで受けた遅延の影響はＡ、Ｂともに一緒で
あるとする。
電車 A が通常目的地に着くまで時間を x 分とおくと、

x + 40 = 4x + 10
より，x = 10
この問題は，問題文で 90 分としたパラメータが解法の
方程式で 40 分になっているといった間違いも含んでい
るが，ここに記述されているような解法が成り立つた
めの関係を提示していない．この解法の問題を作るの
であれば，たとえば「電車Ａが目的地に到着するまで
にかかる時間は、急行電車Ｂの４倍である。１０分後
に発車するＡと４０分後に発車するＢは、目的地に同
じ時刻に到着する。Ｂが発車してから目的地に到着す
るまでに何分かかるか。」などといったように，ＡとＢ
の間の適切な関係を提示する必要がある．

制約不足
制約矛盾

制約過剰

エラーのある作問

解法不一致
グループワークを行った。3 人のグループで分けてい
くと２人余り、4 人グループで分けると１人余る。全体
で何人いるのか？
解）全体を x とすると

制約十分

適切な作問

図 1: エラーのカテゴリ

x
x
+2= +1
3
4

3

よって x = 17

結果

4 年間の調査全体で，547 名の参加者が 854 問の問題
を作成した．そのうち適切に作成された問題は 730 問
で，82 問は例題とは異なる領域の問題（不等式の文章
など）であった．残りの 42 問がエラーを含む問題であ
り，これを先述のカテゴリに分類した．各エラーのカ
テゴリの問題の例は，下記の通りである．

この方程式の x の値は 17 ではなく-12 であるが，この
ことが本質的な問題ではない．この問題文に対する正
しい解法の方程式は

(x − 1)
(x − 2)
=
3
4
であり，x は 5 である．

数学関係欠落
制約矛盾

−
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0

文房具をいくつか買いに行った。鉛筆を３本と１２０
円のノートを１冊買った値段と、３本の鉛筆の代金よ
り２０円高い赤ペンと１２０円のノート１冊を買うと
値段が一緒である。鉛筆の値段は？
解）

数学関係欠落
数学関係不良
20
解法不一致
制約矛盾
40
カテゴリの
割合（％）

3x + 120 = (3x + 20) + 120

制約不足
60

x = 40
80

この問題は同時に成立しない制約を提示しているため，
解くことができない．赤いペンと一緒に買ったノートの
値段は，鉛筆と一緒に買ったものと異なる必要がある．

100

図 2: 各エラーのカテゴリの割合

制約不足
お菓子を買いにいった。１８０円のクッキーを x 個買
うと１００円余り、x+１個買うと８０円足りない。x
はいくらか。
解）

4

180x + 100 = 180(x + 1) − 80
x=5
この問題は十分な制約を提示していないため，問題文
に従って方程式を立式すると，どのような x の値であっ
ても成り立つものになる．つまり解を定めることがで
きず，この問題の解は任意の自然数ということになる．
制約過剰
Ａ君が９００円持って本屋に行った。ある本を買うの
に２冊だと１００円あまり、３冊買うと３００円足り
なかった。本は１冊いくらか。
解）本 1 冊を x 円とすると

2x + 100 = 3x − 300
x = 400
この問題は方程式の立式をせずとも，
「(900 − 100) ÷ 2」
または「(900 + 300) ÷ 3」で解くことができる．方程
式が必要な問題とするには，
「９００円」を削除する必
要がある．
図 2 に，エラーを含む 42 問の問題に占める，各エ
ラーのカテゴリの割合を示す．4 分の 3 が制約の設定
に関するエラー，すなわち，制約矛盾，制約不足，制
約過剰のいずれかであったということになる．

−

制約過剰

考察

前節に示した結果から，調査の参加者であった大学
生が作問に失敗した時は，多くの場合制約に関するエ
ラーが原因となっていたことが示された．ただし，こ
の結果は必ずしも一般化できるものではなく，どのよ
うなエラーがより多く起こるかは，作問を行う者と問
題領域によって変わる可能性が高いと予想される．
また，この結果は同時に，参加者が自身の作問に失
敗したと気付いていなかったことを示唆している．前
節の数学関係欠落の例のように，問題が成立していな
いことに参加者自身が気付いていたケースもあったが，
多くのケースにおいて参加者は，エラーによって解が存
在しない，あるいは解が任意の値になる問題であるに
も関わらず，誤った解法や解をそのまま記述していた．
なお，この調査の参加者は，全体的に単純な問題を
作成していた．作問課題で提示された例題は，中学校
数学の教育で使用されるものであり，参加者は容易に
解くことができる．参加者が適切に作成した 730 問の
うち，359 問（49.2%）は例題と同一の解法構造を持っ
ていた．残りの 371 問のうち，解法構造の複雑さ（問
題を解くために必要となる数学操作の数）の観点から
見て例題より複雑な問題は 170 問（23.3%）であり，例
題と同じ複雑さの問題は 75 問（10.3%），より単純な
問題は 126 問（17.2%）であった．つまり，76.7%が例
題と同程度，あるいは例題より単純な問題であったと
いうことから，参加者は単純な作問を行う傾向にあっ
たということができるだろう．適切な作問 730 問に対
して失敗は 42 問と，エラーが生じた割合は小さいが，
これは中学生をターゲットとする問題領域において大
学生が単純な作問を行ったケースの結果ということに
なる．したがって，たとえば中学生に同じ作問課題を
与えたり，あるいは大学生にもっと複雑な問題領域で
作問を行わせるケースであれば，より多くのエラーが
生じることが予想される．これらのことから，作問ス
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キルの教育においては，学習者がまずエラーに気付く
ための支援が必要といえるであろう．同時に，エラー
を修正するための支援も必要であるかもしれない．
前節に挙げたエラーのうち，制約矛盾と制約不足に
ついては，計算機システムによる検出を行うことがで
きる．これらのケースでは，解法の方程式内にエラー
が形式的に表現されるため，方程式の解決を試みる過
程でエラーの存在が検出される．制約過剰については，
正確な検出は必ずしも容易にはできないが，問題文に
含まれながら解法の方程式に現れない数値パラメータ
に対する警告を与えることで，学習者自身による気付
きや修正を促進することは可能であろう．
一方，数学関係欠落，数学関係不良，解法不一致は
問題文の意味解釈や，それと解法との不整合にエラー
が埋め込まれているため，現在の技術では，計算機シ
ステムによって自動的に検出することが不可能である．
したがって，学習者自身によって診断を行わせ，それ
を支援するアプローチを採用することが有効であると
考えられる．このような診断を支援するアプローチの
ひとつとして，エラーを含む作問の失敗例を提示する
ことが挙げられる．ただし，学習者自身のエラーを正
確に検出すること自体はできないため，この方法では
学習者の個別のエラーに対する直接のフィードバック
が与えられるわけではなく，あくまでヒントを与える
のみに留まる．他の方法として，学習者が作成した解
法を用いて別の問題を生成して提示する方法が挙げら
れる．この方法の狙いは，学習者の解法の構造から生
成される問題が，学習者自身の問題と食い違うことを
示すことにある．あるいは，学習者の解法から問題そ
のものではなく，問題文を作成するためのテンプレー
トを生成し，それを穴埋めさせて，自身の問題との食
い違いに気付かせる方法も考えられる．このような方
法によって問題，あるいは問題文のテンプレートを生
成する手法は，先行研究 [3, 6] において実現例がある．
もちろん，これらの方法はいずれも，学習者が自身の
作問のエラーに気付き，修正できることが前提となる．
我々は既に，学習者に問題の例を評価させることの効
果を実験的に検討しているが [11]，エラーを含む不適
切な問題を評価するケースについてはまだ検討を行っ
ていないため，この点については今後経験的に検証す
る必要がある．

5

エラーが確認された．そして，これらエラーを含む問
題に対する，計算機システムによる支援方法について
議論した．6 種類のエラーのうち，制約に関する 3 つ
のエラーは計算機システムによる自動診断がある程度
可能であると考えられるが，残りのエラーについては
不可能であるため，何らかの代替アプローチが必要で
あることを論じた．
今後の重要な課題は，ここで議論した支援方法を実
際に実装することである．ただし，既に述べたように，
数学関係欠落，数学関係不良，解法不一致の 3 つのエ
ラーに対する支援については，その有効性についての
実験的な調査が必要であるため，これも取り組むべき
課題のひとつである．
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