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淑 －柴田好

概念形成の連続的発展、すなわち斑念の拡張にとって、具体物を使った操作活動は、

である。児童・生徒は、適切な学習Jll夏序に従って、具体物の操作を経験することによって、 E

j舌で形成された素朴概念を、継続的かっ正しい数学的概念に拡張していくことができる。

小学校 1、2年生（以下、低学年と表記）の算数には、「長さJに関する単元が実施され、長さ

の比較、長さの測定、所与の長さの線分の作密という、操作活動が含まれている。そこでは、

比較、間接比較、任意単位による溺定といった操作活動を取り入れ、長さの概念の形成を限ってい

る。この頼序によって、生徒達は、部定の技能の習得と共に概念の拡張ができる。また、長さの学

習は、小学校高学年における面穣や体積の学習の基盤となっている。

4版によれば、「長さの概念は、身近な具体物の比較から「長いJ「短いj

などの言葉を通して感覚的にとらえることからはじまり、計器による実鴻の経験を通していっそう

明確になる。また、直線的な物だけでなく、問題の罵りや道のりなどの曲線的な物を扱うことに

よって、長さの概念はさらに深められるJ（日本数学教育学会出版部、 2009）とある。また、この

ような経験・活動を通した長さの概念の深化によって、適切な行動や判断の領域は拡大する。たと

えば、空間的に離れている 2つの物体の長さは、車接比較することができないが、量として溺定す
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ることにより比較することができるようになる。

さを認識する機会は、子どもの日常生活の中にもありふれており、小学校の学習が始まってか

ら、新たに長さの概念が獲得・形成されるものでない。すでに幼児期においても、細長い形状の物

体を形容して f長いjと表現したり、標準よりも長い物体を「長いjと表現したりする。これらの

したときに得られる、「長いJf短いjという感覚に基づいている。その探

りでは、対象物に付槌する f長さJという抽象的な震3性を意識しておらず、 f長さjという概念を

明確に有しているわけで、はない。また、戎（1973）が、 5本の棒を長い／II夏に並べる操作において、

幼児が長さの大小を絶対的なものとして、長い棒と短い棒に分けてしまう事関を述べているように、

連続的、相対的な量として、長さをとらえてはいない。しかし、こうした幼児の感覚的な長さの把

握は、不完全ながらも、後の、比較、測定という操作活動を通した技能の習得や、長さやその測定

方法の理解のための基礎である。このような日常生活の中で感覚的に長さは認識されており、初期

の長さの概念が獲得されている。本研究では、その後の発達過程について、操作活動（比較や測定）

による適用範毘の拡大という意義を重視して、「概念の拡張jという用語を用いることにする l）。

この概念の拡張は、小学校低学年の長さにおいては、直接比較や間接比較、任意単位による測定、

普遍単位による測定という 4段階の操作に対応している。

1年生において、車接比較、間接比較、任意単位による測定を学習する。直接比較とは、測定対

象物である二つの物の一端をそろえて、どちらが長いかを比較する操作方法である。測定対象物の

端をそろえること、たるみやよじれを伸ばして直線の状態にするといった、測定の基本を習得する。

この段階の操作活動には、 2つの長さは比較可能で、あり、始点があり終点があるという概念的な理

解が関与している。

間接比較とは、測定対象物の長さをテープなどに写し、そのテープを移動させて比較する操作方

法である。固有の物にある様々な長さから特定の長さを別の物に写し取って比較する操作である。

これは、量の保存性という概念が関与している。

任意単位による測定では、測定対象物の長さを、鉛筆や泊しゴムといった任意の物，の長さを一つ

の単位として、それのいくつ分かで表す。「消しゴム 5つ分の長さjのように長さを数値化すること

である。もともと連続量である長さは、等関隔に分割可能で、あり、それによって分離量に転換でき、

数えることが可能になる。このように長さの概念的な理解が拡張することによって、長さは測定可

能なものとなる。

2年生において、 1cmのいくつ分かで表す普遍単位による測定を学習する。そして、センチメー

トル、ミリメートル、メートルを学習する。 3年生では、キロメートルを学奮する。単位の普遍性

によって、時間と空間を超えて、長さに鴻定・比較可能性がもたらされる。このような概念的な理

解は、長さのifflJ定の技能のみならず、長さを測定することの意義をとらえる上で重要で、ある。

このような操作活動のために、教科書には、具体的な物から抽象的な物まで様々な教材や教具が

使用されている。本研究では、操作活動と概念の関連に注目し、教科書に掲載されている教材や教

と学習過程を比較し、長さの概念の拡張と操作の関係を明らかにする。
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之教材や教具、学習過寝の辻較

さの測定に関する内容は、 1、2、3年生の教科書に掲載されているが、

トルの学習以降は、技能習得が中心となるため、 1年生と 2年生（上）

S社の出版社が小学校算数の教科書：を出版している。出版社名を略して、

｛学図］、教育出版は｛教出］、啓林館は｛啓林館｝、大日

；ま i東書jとする。教科書と指導計画は、平成17年度版を能用した。

らのWebサイトから引用した z）。

直接比較、関接比較、

ンチメー

を扱ったc

各出版社か

て比較を行う。

よる測定、 よる測定の｝II買に比較を行う。

、、l
J

4aa－－ （
 

（表 1) 

表 1 連接比較

豪勢・・・ 1年生での操作活動 0・・・ 2年生での操作活動

出版社

測定方法 溺定対象物の種類 測定対象物 大 す旦Lー 事文

啓寺長本官
大 東

番必 図 出 本百 き~：

平らな場所に立
1次元が強調された具

2本の鉛筆 運静 雪量 義勢 曜語 警暴
体物

てる
具体物 2本のバット 撃参

端をそろえて
2本のひも 毒事 警暴 議参 電器

持ちたらす 1次元が強調された具

イ本物・たるみが出たりよ 2本のなわとび 雪量
一端をそろえて じれたりする物 3本のなわとび
並べる

警暴

粘土で 。J

はがき 雪量 蓄量 警暴 警暴
折って、縦と棋の 四角形で、折り重ねる

長方形の色画用紙 運勢
近を重ねる ことができる物

小タオル 警暴

直接比較では、鉛筆やバット、ひも、なわとび、はがき、画用紙、小タオルが教材とし

れている。

判
ご

｛学園｝｛教出｝｛啓林館｝｛大日本］ を使って直接比較を狩う。 さやIp話

をあまり考慮に入れずに比較できる長さが強調されている具体物である。このような、細長い形状

であり、一方向に伸びている具体物を 1次元が強調された具体物とする。 5つの教科書に共通して、

2本の鉛筆を立てて比較をしている。一方、［東書｝は、バットを平らな場所に立てて比較している。

もパットも平らに並べて比較する方法は掲載されていない。

ひもゃなわとびも、 1次元が強調された具体物であるが、たるみがでたりよじれたりする物であ

る。｛大書］｛学留｝｛教出｝｛啓林館｝は 2本のひもをたらす方法であり、［大日本｝｛東書｝はなわ
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とびのなわを床に並べる方法である。なわとびのなわは、 よりも長く、たらすことはできない。

ひもをたらす方法は、たるみやよじれが島然に伸びるが、床に並べる方法は、 1本ずつ伸ばす操作

が必要である。

四角形であるはがき、画用紙、小タオルは、折って重ねることにより縦や横の長さを比較できる

物である。｛学留｝｛救出｝｛啓林館］｛束書］は、はがきである。｛大書］は表と裏で色の異なる色

画吊紙である。また、｛大日本｝は正方形に近い小タオルである。

( 2 ）間諜比較（表 2)

関接比較は、紙テープやひもな さ しとり比較を行う。十万っ ることができない四

角形の縦と横の長さの比較、移動が難しい物同士の長さの比較、厚さ、高さといった様々な長さを

取り出す学習がある。

2 間接比較

重量・・・ 1年生での操作活動 欝・・・ 2年生での操作活動

出版社

iJlU定方法 ，づ岳会－刀i三、ヨJrγ7g勿,6「’ 測定対象物 大 ’子主主Z与． 教
戸林長r.=l3官( 大本日

東

気S三予3： 図 出

折って重ねることがで

きない四角形の縦と横 本・額縁・ CDケースの縦と横 警暴 警暴 電器 警暴 電器

の長さの比較

札や木琴の，，屈と出入り口の，，届・水槽とそ
警暴 建轟 毒事 唱語 警動 奇襲

紙テープなどに 移動が難しい物同士の れを霞く台のi幅

測定対象物の長 長さの比較 粘土でfドったへび、の長さ 襲撃

さを写し取って 3本の直線（関） 軍需

比較する
木の幹と電柱の周りの長さ 警警

様々な「長さJを取り出
縦や横の長さ・浮さ・高さ・ドアを関い

す学官
た長さ・手を広げた長さ・深さ・木の幹 警齢

の周りの長さ

縦や横の長さ・高さ.i奈さ・厚さ・ 1届・ 雪量

CDケースのように折ることのできない四角形の物の縦と横の比較は、｛大書｝｛学園］ ［教出｝｛大

日本］｛東書］に掲載されている。机や木琴などの移動が難しい物の比較は、すべての教科書が掲

載している。これは、机や木琴などとi可じ長さに紙テープを切り、それを出入り口に当てて、

から出すことができるかを調べる方法である。

様々な長さを取り出す学習が掲載されているのが ｛学図｝ である。

は円柱の周りの長さについて、｛学園］｛東書｝は、「厚さJf高さ」「深さJ等について取り上げている。そして、

3つの教科書共に様々な長さを写し取った紙テープ。を黒板上に掲示している絵が掲載されているD

また、｛学図｝｛東書｝は、 2年生において間接比較の方法が掲載されている。これは、 1年生の

復習と考えられる。
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( 3 ) よる測定

よる測定では、 くつ分ある

測定対象物について比較を行う。

さを数値fとする。

第1に任意単位について述べる。任意単位の形によって、指や手、 1次元が強調された具体物、

3次元的な物、 2次元的な物の 4種類に分ける。指や手は、指や手を尺取り虫のように使って測定

る。 1次元が強調された具体物は、 3次元的な物の一つである。しかし、車接比較において長

さが強調された物として、導入の段階に使崩されている。そのため、任意単設による測定において

も、直毅的な物は、 1次元が強調された具体物として分けて比較を行った。 3次元的な物は、

的な物を除いた具体物である。クリップや 1円玉、ブロックなどがある。 2次元的な物とは、方眼

どの平面的な物である。方眼は、一つの正方形が任意単位であり、それらが縦横につな

がって形成された物として考える。また、罫線は、線と線の間の区間が一つの任意単位であり、そ

れらがつながって形成された物として考える。

と複数に分類する。単数は任意単位が 1つである。測定対象物の測定区

間の端を始点として任意単位を置き、任意単位のもう一方の端に印をつけ、その印を再び始点とし

を置く。その操作を繰り返し行って、測定区間の関に何回置くことができるかを数えて

数値化する。鉦意単位が複数は、いくつかの任意単位を使い、測定区間の捕に何個並べて置くこと

ができたかを数えて数値化する。方眼や罫線は任意単位が複数つながった物としてとらえ、

｛立は複数である。

第 2に測定活動について述べる。活動形態は、視覚操作、操作活動、物語的疑似体験教材による

の3つに分類する。手や指を使って具体物を操作することを操作活動とする G 視覚のみで数え

る場合を視覚操作とする。学習者によっては、指で押さえて任意単位を数えることも予想されるが、

視覚のみで数えることができると考え視覚操作とする。物語的疑似体験教材による学習とは、教科

る人物や動物が物語を構成し、その中で様々な問題を提示する。学習者は操作活動を行

わず、物語の中で起こった問題を解決する方法を考える学習形態である。

測定方法では、経意単位が単数である場合は、測定区間に任意単位を何回並べたかを数えて測定

する。任意単位が複数である場合は、測定区間に何傭あるいは、何本並んで置いたかを数えて測定

する。物語的疑似体験教材による学習では、物語の査場人物が任意単位を数える。

第 3はi日U定対象物である。鴻定対象物は、具体物、園、作成の 3種類に分ける。手に取って測定する「具

体物J、教科書に具体物が印刷されている「罰ム学習者が作成した物を測定するf作成jの3種類である。

ここでは、任意単位の形によって、比較を行う。任意単位が指や手、 1次元が強調された具体物、

任意単位が3次元的な物、任意単位が2次元的な物の／II夏に述べる。

①｛壬意単位が、指や手、 1次元が強調された異体物（表3) 

指や手を使つての測定では、｛大書｝｛教出｝｛大日本｝｛東書｝は、指を任意単位としている。

これは、親指と人差し指を広げて尺取り虫のようにして測定する。｛啓林館｝は、片手を広げ、

小指と親指を使って測定する。｛学問｝は手や指を使つての測定を掲載していない。

l次元が強鵡された具体物としては、｛大書｝｛教出｝｛学密｝｛啓林舘｝｛大日本］は、鉛筆を
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扱い、｛東書｝は、フェルトベンである 0 ［学図｝は、長い木の棒や小さな紙テープ。を使っている

小さな紙テープ。を使つての灘定は、 l年生の復留と考えられる。

1次元が強調された具体物を任意単位とする測定では、 f壬意単位が単数の内容だけで、

ある内容は掲載されていない。

3 f壬意単位による測定（妊意単f立が、指や手、 1次元が強調された異体物）

1年生 0・・・視覚操作 議参・・・操作活動

2年生 口・・・視覚操作 襲撃・・・操作活動 0・・・物語的疑俄体験教材による学習

任意単位 測定活動 測定対象物 出版社

大 註てγi・事文
啓？館休樟類 数 形態 任意単位の名称 形態 iWJ定方法 形態 i)IIJ定対象物の名称

罰 I日

指手や 単数
警暴 電器

手

操作活動

灘定区間に任意

体物具
警警

鉛筆
単位を何回置く 杭や黒板の長さ

こと治宝できるか
警暴 豊島 電量 義勢

フェルトベン を数える

7次が強れ調さ1 じ
イ物1'本L 

長い木の榛 作成 わかざり 警暴

単数 測定区間に任意

単位を何回罷く

た
4、さな是正テープ ことができるか 図 粘土で、作ったへび 。

体物自
を登場人物が数

える

複数

②任意単位が 3次元的な物（表 4)

大本日
東

:111: 

警暴 雪量

警暴

建島

任意単位が3次元的な物の中に、測定対象物が任意単位により構成されている物がある。これ

は、列車の長さのように車両の数がその列車の長さを表している物である。つながったクリップ

や高跳びの棒、袋が縦に複数つながったお菓子などがある。実際には、具体物でも測定できるが、

すべての教科書において関としでかかれているむ

3次元的な物を任意単位とする内容において、在意単位が具体物であるのは、 1年生において

は｛大書｝である。｛大番｝は、計算カードを任意単位として鉛筆やのりの長さを測定する。 2

においては、｛大書｝［啓林館］｛東書｝である O ｛大書］｛東書］は、消しゴムや身近な物を

使い、｛啓林館｝は、クワップや 1円玉、正方形のブロックを使う。

物語的疑似体験教材による学習において｛東書｝のみが端下の長さの表し方に触れている。 3

本の直線を任意の単位を使って測定する内容において、「ブロック口ぷんとあと少しJという

方が述べられている。任意単位による測定において整数倍の数になることはほとんどないことを

考えると、端下の表記が必要であると考える。
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表4 f壬意単位による溺定（任意単イ立が3次元的な物）

1年生 0・・・視覚操作 撃参・・・操作活動

2年生 ・・・視覚操作 襲警・・・操作活動 0・・・物語的疑保体験教材－による学習

任意単位 測定活動 測定対象物 出）[Ji社

大 寸出与- 教
章林皇室子 大本日

東
撞類 数 形態 在意単位の名称 形態 測定方法 形態 j)!IJ定対象物の名称

図 出

単数
具体

消しゴム 操イ乍
測定民間に何回

図 3本の直線 襲警
物 置くかを数える

クリップやお菓子 測定対象物が任
。

列車
操作悦党

意単位により構 。。 。
関 図

成されている物高跳びの棒

クリップ 測定区需に任意 鉛筆

ク1）ップ.1円玉 単｛立がいくつあ 具体 身近な物 躍量

計算カード

操作活動

るかを数える 物 鉛筆等 毒善
4々必ミ亨r 

体物具

物次y的な3c 

正方形のブロック 魚の長さ 盤
留

身近な物
3本の車線 襲撃

複数 作成 しおり 種

3本の藍線、 。
消しゴム

しおり 。。
長方形と正方形 登場人物が任意

しおり 。
のブロック 単位を数える

図 国
体の一部

魚 。
（こぶし）

よ
正方形のブロック

す習Aる~ 与
。

が数えるで表す
3本の直線

鉛筆のキャップ 。

③任意単位が 2元的な物（表 5)

任意単位が2次元的な物は、床のタイル、方娘、罫殺がある。タイルによる鴻定は｛学園］で

ある。方践による測定は、｛大書｝｛学図］［啓林館］｛東書｝である。罫線による測定は、｛大自

本｝｛東書｝である。｛教出］は掲載されていないc

｛学関｝は、床のタイルという具体物を使って、学習者が作成した“わかざり”の長さを測定す

るという操作活動になっている。これは、床のタイルという具体物を任意単位として、具体物で

ある“わかざり”を測定する。 1年生の学習につながって、 2年生では、床のタイルを使つての

測定が、疑似体験的教材による学習として掲載されている。

方課や罫、線を使つての測定では、すべての学習において方銀や罫線上に測定対象物が印棋され

ている。具体物を測定対象物とする測定は、次の普逓単位による測定において行われる。

｛学問｝は、センチメートルの学費に入る前に、日もりの線上の数字を読み取って測定する

法がとられている。これは、 1センチメートル方眼である工作居紙の端から、。、 1、2、
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3 ....と る0

5 f壬意単イ立による測定（｛壬意単位が 2次元的な物）

1年生 0・・・視覚操作 議参・・・操作活動

2 口・・・視覚操作 警護・・・操作活動 0・・・物語的疑似体験教材による学習

f壬意単位 測定活動 il!IJ定対象物 出版社

大 教
啓林館 大本日

東
種類 数 形態 任意単位の名称 形態 測定方法 形態 測定対象物の名称

宮i出 者：

具体
床のタイル

操作
方眼を数える 作成 I わかざり 事

物 活動

疑似
登場人物が任意

床のタイル f科技
単位を数える

~I 粘土で、作ったへび 。
教材

方眼 方i浪を数える
方ll良上

鉛筆等 。。。
7；物的な久: 

に印刷

複数
縦罫,y~J 罫,Y~Jの問を数える

罫線上
鉛筆：等・野菜等 。。

留 に印崩

方眼
視覚 方眼の辺の jjf浪の辺に沿っ 。
操作 数を数える

方一u上良
て置かれたひも

しおり
方眼を数える

制印
方u長 教科書等 己

( 1 cm方眼） めもりにかかれた 鉛筆・はがきの

数字を読み取る 横の長さ

( 4 ）普選単位による測定

6 センチメートんものさしの比較

形

出版社 名称
めもりの形

めもりの線上に書かれたfl]や数字

5cmおきの印 数字

啓林館 センチメートルのものさし あり なし

長さをはかるどうぐ・こうさくようしの自もり
いくつ分裂

学図 なし 0からの記入

教出 めもりテープ なし なし

大書 ものさし あり なし

大宮本
めもり型

テープのめもり あり なし

東書 ものさし なし 1からの記入

普遍単位による測定では、すべての教科書が、導入としてセンチメートルを扱う。 1cmがいくつ

分あるかを数えて、長さを表記する。そのため、すべての教科書が、 1cmご、とにめもりが刻まれた

ものさしを使用する。｛学図｝は、 1cm方課で、ある工作用紙を 1cmtlI話に切り取って使用するが、地
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の5出｝坂社は、 られたものさしを切り取って、使用する。

これを本論文では fセンチメートルものさしJとする。そして、ミリメートル

1mmご戸とにめもりの刻まれたものさしを使用する。これは、 5cmごと

いるが、めもりの線上に数字は書かれていない。

してからは、

ンチメートルものさし」を比較した結果が、表6であるむめもりの形によって二つに分けるこ

とができるむ｛啓林舘｝｛学問｝は、 1cm方設が1列に並んだ形である。これを「いくつ分型Jとす

る。｛救出｝｛大書］｛大日本｝｛東書］は、めもりの識が一殻的に使用されているものさしのように、

までの線である。これを「めもり型」とする。

めも与の線上に香かれた印や数字がなかったのが、｛教出］である。｛啓林館］［大書｝｛大日本｝

は、 5cmこ、とのめもりの総上に、

れた印に近い。しかし、

いる。これは、「？？製のものさしjにかか

もそれらの印についての説明が記載されていない。｛学園］

は、めもりの線上に、 1cmご、とに数字が書かれている。それは、始点からその位置までの

さを表す数字である。｛学図］は Oからし 2、3・・・とし＝う数字であり、｛東書｝は 1から

3、4・・・という数字である。これは、方践による測定においても、日もりの線上に数字を記入

する方法が掲載されている。｛学関｝｛東書｝共に、学習者が「センチメートルものさしJのめもり

き込む形が取られている。

3.考察と今後の課題

すべての教科書は、直接比較、間接比較、任意単位による測定、普遍単位による測定の販に構成

され、よく似た内容系列となっている。しかし、測定方法や測定対象物、任意単位の形状等を比較

することにより違いが見られる。

第 1に小数の教科書が異なる内容を扱っている場合である。藍接比較において、鉛筆を扱った教

中で｛東書｝だけがパットである。はがきを扱った教科書が多い中で｛大番｝は色画舟

紙、｛大旺本］は小タオルである。間接比較においては、様々な「長さjを攻り出す学習を行って

いるのが｛大書｝｛学図］｛東書｝である。任意単位による測定において、指や手の平を任意単位と

して扱わなかったのが｛学問］である。任意単位として鉛筆を扱った教科書が多い中で、｛東書｝は、

フェルトベンを扱っている。任意単位が2次元的な物においては、｛学園｝が沫の正方形のタイルを

扱っている。他の教科書は、方眼や罫線を使つての測定である。

このように、小数の出版社が扱ったり扱わなかったりした内容には、出版社としての意図がある

ことが予想される。

第 2~こ任意単位の形状の問題である。本論文では大きく 4 種類の形状に分けたが、より詳しく分

ること治宝できる。

3次元的な物においては、クリップや鉛筆キャップといった身近な物、ブロックなどの直方体や

立方体である物、計算カードのような平面的な物に分けることができる。 2次元的な物は、タイル

や方眼や罫線がある。タイルと方眼は、簡で表すと同じ形になるが、タイルは正方形をつなぎ合わ

せた形であり、方眼は縦横に線をヲiいた物である。方践は任意単位としての長さは、正方形の横の

1辺であると言える。罫線は任意、単位が線と殺の間の区間であることから、 としての長さ
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は、形として克ることができない。

第 3に任意単位と測定対象物の問題である。一つの具体物が、任意単｛立と混定対象物の両方に

なっている場合があるむ 1例として鉛筆は、車接比較では、測定対象物であるが、任意単位による

測定では、任意単位になっていることが多し弘同じ物が、測る物やiRUられる物になることによって、

学習者は混乱することも考えられる。 iRU定対象物を学習者が作成している内容では、在意単位とiRU

定対象物の混乱が減らせることも考えられる。

以上のように、 6つの教科書によって、教材や教具、学習過桂に違いがある。これらの違いは、

概念の拡張に大きな影響を与えている可能性が考えられる。たとえば、概念的に正しい理解が出来

ている子どもと、そうでない子どもを決定づける要国は、具体物の特性や操作活動の違いに求める

ことができるかもしれない。今後、これらを追究することによって、学習者がp=Ji骨に長さの探念の

拡張するための指導の示唆を導くことができるといえる。そこで、さら

教材や教具、学習過程と概念の拡張との関連を明らかにしたいと考えている。
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教育出版

文部省

本論文は、研究の藩想を共同研究者2名の討議に基づきおこない、 －分析および第 l次原稽

を中島が行った。それにもとづき再度両者で検討を行い、最終積を中 した。

｛註｝

1）算数教育指導用語辞典第 4版（日本数学教育学会出版部、 2009）によれば、 f拡張とは、

を変えることにより、ある概念・演算・法則等をより広く考え、その適用範屈を広めていくこと

であるJ。長さの概念に当てはめれば、学習の進展にしたがって、始点と終点、区間、比較、保存、

等間関性、分割、結合などへと考えが拡張する。また、それにともない、適用範聞についても、

車接比較可能な隣接した 2者関の比較から、普遍単位を用いた測定へと、拡大していく。

2）各教科書会社のWebページをもとにしたが、教育出販については、会員IDの取得を要した。
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