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はじめに 

 

PISA2015から「協調問題解決能力」の調査が始まった。その枠組みに関する

経済協力開発機構の文書（OECD, 二〇一三）を見ると，認知科学や学習科学に

おける協調／共同問題解決（collaborative/joint problem solving）に関する研究

が数多く引かれている。そこでの協調問題解決とは「誰も答えを知らない／答

えに確信を持てない問題に参加者がそれぞれ考えを出し合い，その違いを話し

合いながらより良い答えを見いだす過程」のことだった。それが本来の姿であ

るとすれば，児童生徒にも「一人で解くのは少し難しいが，二人で解けば解け

そうな問題」に取り組んでもらい，その過程で「考えを出し合い」「違いを話し

合い」「より良い答えを見いだす」過程が起きているかを対話から分析するのが

よいのではないか。 

そう考えて筆者らのグループでは，一人で解くのが難しい全国学力・学習状

況調査 B 問題（小学校算数三問，国語一問，中学校数学二問，国語一問）を使

って，小学校六年生一三四名，中学校二，三年生一四七名を対象に，一人で解

いてもらった後に二人でも取り組むという調査を行ってきた（Shirouzu ら, 二

〇一五）。それによって，①一人（ソロ）で解けなかった問題が二人（ペア）で

解けるようになるか，②解けるようになるペアにはどのような特徴があるかを

明らかにしようとした。それと同時に，二人で話してもらうことには，こうし

た問題を解いているときに一体子供が何を考えているかを明らかにしてくれる

利点もある。以下，小学校算数の結果に限って報告する。 

 

[１] 

調査方法 

 

まず問題の選択基準である。二人で解くなら「協調が効く」問題がよい。こ

れまでの研究で「解決過程の見えやすさ（共有可能性）」と「試みの正誤判断の

つきにくさ（局所的正誤判断困難性）」という二つの条件がそろうと，協調が有

効に働くと言われてきた（三宅・三宅, 二〇一四）。前者は互いのやっているこ

とが見えやすい方がよいということで，常識的にもそうだろう。後者が少しや

やこしい。これは，問題解決の最中に相手の試みをその場で即座に「駄目だ」

と判断できない方がよい
、、、、、、、、、、

ということである。即断できてしまうと，もしその試

みが問題解決全体の枠組みにとって有望なものであったとしても，後に残らな



いことになる。算数なら計算間違いなど細かい所に目が行き過ぎると，問題の

構造や本質の理解ができなくなるということだ。 

二つの条件を合わせると，二人が図表などを中心に，色々なやり方を相手に

見えるような形で試み，その試みから目の付け所を変えていけるような問題が

よいと考えた。そこで過去の全国学力・学習状況調査 B 問題から平均正答率が

四〇％を切るもので，条件に合致する資料の三題を選んだ。いずれも式や理由

の記述まで求めるものである。ただし，調査問題の性質上，答えが一つ出れば

終わりになる問題が多く，局所的正誤判断困難性は低いことを付言しておきた

い。 

 

資料 

問題番号 問題の概要（一部） 

H19 B５ 

（1）～（3） 

情報過多な地図から適切な情報を選び出し，二つの公園

の大小を比べる。平行四辺形の面積を求められるかが鍵。 

H24 B５ 

（3） 

男女の人数が異なるクラスで一輪車に乗れる人の割合が

多いのは男女どちらかを，示された表から結論する。 

H26 B５ 

（2）（3） 

親指と人差し指を直角に広げた「一あた」の長さを基準

として，使いやすい箸の長さ（一あた半）を求める。 

 

調査に協力してくれたのは，五つの公立小学校の延べ一一〇名の小学六年生

である。手順は次の二タイプで行った。一つは，児童にまず一人で八～一〇分

をかけて資料の三種類の問題のどれかに取り組ませ，答案回収後，ランダムな

ペアでソロ時と同時間解かせるものだった。一部児童にはペア解答後に一人で

もう一度解き方を説明させた。全作業終了後に主観報告（全国学力・学習状況

調査の質問票に類似したもの）も取った。もう一つは，児童に三種類の問題全

部に二〇分で取り組ませ，主に間違った問題についてペアで解かせた。後の手

順は同じである。二人の会話は全てビデオと ICRで記録し書き起こした。 

手順の意図について説明する。普段の友達関係や成績，性別などにこだわら

ずにランダムなペアリングにしたのは，おびただしい協調学習研究の知見から，

協調学習の成功は司会役の有無等の人間関係によるのではなく，課題と学習活

動の質によることがわかっているからである。ただし，考え（答えや理由）の

違いは重要な要因であるため，今後操作すべきところである。次にペア解決後

に一人で説明させたのは，二人での協調問題解決の成果が直ちに内化されるも

のではないことがわかっているためである。協調学習は「できそうな仲間に依

存してやり過ごすすべ」を身に付けて欲しいわけではないからである。 

 

[２] 

ペアで伸びるか 

 

まず，①一人で解けなかった問題が二人で解けるようになるかという問いへ

の答えを出そう。図が主要な問題の全国平均正答率，今回の調査での一人での

解決時，二人での解決時の結果である。H19（平行四辺形）問題が四一名（一



九ペア，一トリオ），H24（割合）問題が二八名（一四ペア），H26（あた）問題

が三七名（一七ペア，一トリオ）を対象とした。 

図に見るように，どの問題も一人よりも二人の場合に正答率が高まった（一

人で解いている時点から全国平均より良いのは，少数問題に集中してできるこ

とや夏～秋という本調査の実施時期によると思われる）。その点でひとまず一人

より二人で解いた方が解けるようになるとは言える（もちろん，同じ問題を二

回繰り返す効果も入っている。最初から二人で解くときと一人で解くときの比

較も必要だろう。御興味を持った方の追試をお願いしたい）。 

それでは，二人で解けるようになったのは，片方がもう片方から教えてもら

っただけか，それとも二人とも解けなかったところから話し合いで解けるよう

になったのか。表１に一人のときの正誤が二人での正誤にどうつながったかを

示した。表１に見るように，一人でも解けているメンバーが含まれればペアは

確実に正解に至ること，及び，二人とも最初は解けなくともペアでは解ける場

合があることがわかる。 

       表１ 

    

一人 もう一人 ペアで ペアの数
解けた 11*
解けない 0
解けた 22
解けない 1
解けた 4
解けない 14*

*1トリオを含む

解けた 解けた

解けた 解けない

解けない 解けない

 
図 

 

[３] 

どんなペアが伸びるのか 

 

それでは，どんなペアが解けないメンバーも解けるように変わったのか。H24

の割合問題に関する成功的なペアの会話例が下記である。理由まで問う問題だ

ったため，A が理由を出そうとすると，B は問題文中の「割合」という言葉に

言及しながらパーセントにすることを提案する。その一方で Bは「比較って何？」

と根本的な疑問も呈する。すると，Aは何を何で割るべきかという立式を行い，

B と共に表の中から適切な数を見付け，13 行目でようやく実際に数を入れて計

算する。B は 2，6，14 行目でずっとパーセントにこだわっており，14 行目の

60％という発言が Aに取り込まれ，15行目の正解のクリアな言語化に至る。最

後には「乗れない方での比較」という新たな疑問まで出した（この疑問は他の

ペアでも出る）。協調過程で言うと，Aが課題遂行役，Bがモニターという役割

分担が見られ，A の根本から問題を解いていこうという方向性と B の疑問や視

点が融合して解決に至っている。 

 
１ A よし，理由。まずは 

２ B 割合をパーセントにする。するのでいいのか？ 



３ A これは女子の全体と男子の全体，合計に比較しないといけない。 

４ B 比較って何？ 

５ A 比較って比べる。だってさ，乗れる人÷これじゃん，だから。男子の全体が 

６ B 何％？ 

７ A 合計は何だっけ？ 

８ B 15（中略）のうち 

９ A 割れるのは 

１０B 割れるのは９人。 

１１A ９人。男子９人。（中略）それで 

１２B どういう式書く？ 

１３A 式書く，９÷15。いいよ，書いて。12÷20。どっちも 0.6になるんだよね。0.6は。 

１４B 60％。 

１５A 60％だから同じということになるんだよね。女子も男子も 60％だから，男子と女

子の乗れる人数の割合は同じと。 

１６B そうそう，そう書く？ 

１７A 「乗れない」でやったらどうなるんだろうね？ 

 

これに対して同じ問題の失敗的なペアの会話は次のとおりである。上記のペ

アと違い，いきなり実際の数を使った計算から議論を始め，それぞれ違う計算

方法を取っているが，なぜそうするのかの説明がない。協調過程で見ると，D

の説明をモニターした Cから Dは５，７行目で根拠を問われるが，８行目で「折

れて」しまっている。最後に Cは時間を理由に自分の解法で行くことにした。 

 
１  C 6÷9（男子の乗れない人数を乗れる人数で割っている）したら 0.666 の点々にな

って，で，こっちは 8÷12（女子で同様の操作）で，で，同じで 0.66……になったから，3

（男女の割合は変わらないという選択肢）になったんだよ。 

２ D マジで。 

３ C だから，おまえはどうやったの？ 

４ D おれ？ おれはね……12引く 9（女子の乗れる人数から男子のそれを引く）で 3， 

で，8－6で（女子の乗れない人数から男子のそれを引く）……2。 

５ C で？ 

６ D で。だから，あの…… 

７ C あの？ 

８ D あっ，わかんない。 

９ C で。で何？ で，こっちのほうが多かったから…… 

１０D いや，違う違う違う。何だっけ。まあいいや。 

１１C 何？ 

１２D だから，どう思う？ 

１３C だから，もう余り時間ないから，もうやっちゃおう，これで。 

 

こういったペアの違いを調べた結果，平行四辺形なら「面積は底辺×高さ」，

割合なら「何を何で割るべきか」，あた問題なら「一あた半は一あたの 1.5 倍」

など根本的な「理由・根拠」について話し合っているかどうかが成否を分ける

最大の要因だった。表２は，一人でも解けないメンバーがいた４３ペア中４１

ペアについて，その会話に理由への言及があったかを分類したものである。理

由に言及すれば正答となること，逆に誤答ペアで理由に言及できたペアはいな



いことがわかる。なお，正答ペアでも理由に言及しない場合は多いが，そのペ

アでは後で一人になったときに説明できないメンバーが出やすかった。 

 

表２ 

理由に
言及

理由に
言及なし

正答ペア 10 16

誤答ペア 0 15  
 

まとめると，ペアの中で問題や式の意味，答えの理由まで話し合えると問題

が解けて定着し，それを飛ばして数をでたらめに入れて計算などしようすると

解決にも定着にも成功しにくいことが示唆される。後者は自分たちで局所的正

誤判断を付ける世界に持ち込んだことで「答えが出たら終わり」になり，協調

のよさを生かせなかったとも言える。 

 

おわりに 

 

読者の皆様は「理由を話せるのは算数の力であって協調の能力とは違う」と

思われるだろうか？ しかし元々問題を解けなかった児童が協調で変わったこ

とを考え合わせると，二人で「なぜ」や「そもそもどう解けばよいか」などを

話し合えることが協調を建設的にすることは間違いないと言えるだろう。 

「問題はそのようなコミュニケーションをどう可能にするかだ」と更にお聞

きになるだろうか？ 確かに，理由まで話せないペアには，算数の成績のよし

あしを気にするペアや「え？」「わからない」等と違和感を率直に表明できない

ペアも見受けられた。問題は，だからといって子供に「優劣を気にするな」「『わ

からない』や『え？』と言えるようにしよう」と迫る教育は，とても不自然で

奇妙なものになるということだ。これらは，誰にとっても挑戦的な問題に「わ

からないわからない」「これでどう？」「え，それはないだろう」等と言い合い

ながら取り組む中で，自然に副産物として身に付く態度だろう。 

実際，今回の調査対象校の中では，話形の指導に注力する学校より，協調的

な問題解決を繰り返してきた学校において，コミュニケーション上も算数の問

題解決上も，問題を自分に引き寄せ，体でわかること（あたの実演など）や知

っていることを持ち出して，意味や理由を気軽に，しかししっかりと話し合う

ペアが多く見受けられた。 

算数科における効果的なペア学習のためには，何よりも細かい答え合わせで

なく，問題や概念の意味を大きく捉えられる／捉え直せる課題を用意し，互い

の多様な解き方が見える仕掛けをして，児童みんなが身体と言葉，経験則と概

念，既有知識と目前の問題を結び付ける過程に夢中になれる学習環境を準備す

ることが大事なのではないだろうか。 
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