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子どもにおける推移律概念の発達について

佐藤　俊太郎徽学税教則

§董　はじめに

　数学における等値律E解重職1ε獣e　re董鍵董磯は次

の3つの公準轡盤遍a総

　　　覆躰律rεξ茎曾xl繁elaw

　　　対紘律sy臨e童r垂cl＆W

　　　推率多律皇rε膿s玉般サe　豆aw

からなるが，推移律は数量について考察越理をす

るときの基礎となるものである。

　ここにいう推移律とは

瞳駿つ峰鵡と海暴。である

　　　　　　　　　　　　　　　　〔複号購瀬）

を意味している。

　かつて筆者は本紀要の藩身，編轟大学教育獅究

所所報の時代，その第28号（欝65年9鴛25舞公韓）

に

　紅あなたはもうチョットで推移律がわかる藩

というタイトルのもとに，推移律に関したものを

公子暮した。

　そこではダ関係乗法の調整」と「推移律」とは

互いに挫宜した嶽念であ魯｝，たしかな数量概念を

うちたてる1こは，この2つの概i念が子どもの身に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すモまついていることが必要であることを述べた。

　ところで，かつてピアジェ」．Pl鰭磁1ま華どもの

灘定行勧を通じて長さの推移律嶽念の発達をみよ

うとした。

　“許どもにツミキで建てた塔を見せ，そ農と瞬じ轟

　さの塔を2盤はな蕊た轟さの§｛知講違うテーブルの鉦

　につくらせる。この時，2つの塔の高さをくらべる

　ための繰介になるような，さまざまな長さの棒やテ

　ープを置いておくが，子どもにそグ〉憂い方は教えな

　い。麹分で建てた塔がモデルの塔と瞬じ高さかをた

　しかめるのに．子どもが捧やテープをどのように嚢
　発的に檬fうかを観察するグ）である。”謝

　それに隣してプレイン醗．至）．S．3ra塗gは，灘定

手続きの不充分さが譲蓬の欠絡を示すものではな

いと主張し，ピアジェの実験への機構をおこない，

次のような実験をこころみた。すなわち，

　見ただけでは長さの弁幾が橿互に霧雑なように

上下にウデ木のついた捧を繙いて，AとCの薦激

の違いを媒介項Bとの比較器こよって雄i運させ，子

どもが1臣疑惑するたびにキャンデーを与え，正確

な弁聡を試みるような動機／説ナがなさ就た。

　最後に．スメズランド」、S醗麟sl難綾が，ブレイ

ンの実験に鰐して葬擦移的仮説に基づく蕉答の鬼

能牲があると主張し新たな実験をおこなった。

　それは，申開の篠介項登をA，Cと次々と比較

してみせ．それからAとCのどちらが長いかを饑

き．さらにそれはどうしてわかったかと理密を聞

く。そのi際，AとCの棒はミューラ一一1一エル

M垂1艶脂Lyerのヤバネの、とに承平に羅かれてい

るため，客観的にはA＞Cであるが，見かけはA

〈Cに見える。そのため，雄i移律に基づく推理に

よって答える畢どもはAを選び，推移的、憲考ので

きない子どもは知覚約手がか詮／によってCを選．試

というものであった』

　結果としては，ビアジェの実験では7歳くらい

で推移律が絞宣していることにな鯵，またブレイ

ンでは珪歳2か弩ないし5歳5か騒で5奪％が推移

律に基／ブく舞藪をおこ1なうと認められ，　スメズラ

ンドで1ま7歳から7歳麓か羅では3（）％1こすぎない

が，　8歳から8歳縫か舞で1ま72％と急にふえる。

ピアジェとスメズランドの結，果はほぼ講じである

が，ブレインの結果は2歳縁ど飽の2つと離れて

いる。

　そこで今暁の講査においては，

1窮　蔑さの権移髪嚢に関する、豊づ差の叢表果1こ決藩をつ

　けたい．

灘）　鰹の数i糞，数・広さ・藁さ・液縫・時1舞の雄

　移律の発達はどうなっているか．

！31　長さの推移律を含めて§つの教越のうち，ど

　の教鰐が最も子どもの発達に適合し獲得されや
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　すいか。

紛　推移律の発達に男女差はあるか．

働　等号，不等号で推移律の獲得率に差はあるか

などを穣証し，それを算数捲導に役だてていこう。

§2　講董について

事　講董隼月経

　欝82年鼓舞難藝～2銀

2　披講変音

　鰹轟大学簿蔑幼稚罎箆．蕪織牽立春馨課蕎所・

彊蠹毒立濤霧幼稚麟児．趨島実学購羅小学校箆鷺

5歳児（蛎稚驚，保育醗／，6歳児（第亜学庫！，

7歳艶（第2学年〉．8歳児（第3学年）の各年

齢につき　男爵名　女欝名　小計艶名　合計総名

（窪〉子どもの撫鐵は無作為撫鐵による。

3　講萱協力者

　轟轟大学尊年生

　尾形厚子　跨縛灘幸　駅部律影　渡辺元彦

§3　実験方法と講董紛結果

　講義1こは4入があたる阜　i入は被験者に罫韓かっ

て発問し，次のi入は講蒼に必要な操伜をおこな

う。第3のi人は調査にさいして子どもの動作、

会話を記録する。残るi人は次に嫉調沓巻となる

幼児・駐童の遊び楊手をする。

　講義中は記録を補うためカセットテープレコー

ダーで録音する；が，嫁譏査考毒こ動揺を与えないよ

う纏・むの婁重三意をする。

董　実験欝醜

1葺　推移律は繕畿ごろ獲得されるもグ）なのか．

！21　雄毒多律をぎ蒙得するの1こ，　数・長さ　・広さ　・重

　さ・液量・暗闘の6教耕グ）うち．どれが最もふ

　さわしいか。

131等号と不等号に賭する維移律に難易があるか．

瞬　男女の嫉攣1による差はあるか。

を調べる。

2　実験驚異

　等号の場合

繕　数

　A：醒径3c醗の＝薄いお1まじき5｛灘

　B：霞径3ε欝の講いお1まじき5｛難

　C：霞径3総の青いおはじき5簸
鋤　長さ

　A：長さ買．5繍の青い色鉛筆

購尋年3舞

B
C
　
A
3
C
　A
g
C

　
　
つ
O
　
　
　
　
　
護

　長さ買．5灘の撫い色鉛筆

．長さ鷲．き縫の赤い色鉛筆（写真2を離参蕪！

広さ

　茎透の長さ蔦撒の青い正方形の析彗紙

　i遊の長さi5縢の奮舞い正方形の叛圭）紙

　i辺の長さエ5燦の癒い歪む彫の叛1｝組

重さ

　疲！3c纏さ55菖の青い立方抹畔鑓1
　i玉麗3（覇重さ5i3鍔の程箋い立一寿種本の餐…重量二

　i遊3鰹重さ弱9の添い立麟峯の粘土

　A：水騰鋤Cの入った青い灘ツプ

　B　l水難）α1の入った奏いコップ

　C：水鶏（1鍵の入った潔いコップ

　　臨講

　A：長さ至難の篤いレ…ノレー髭を繧斜角難度にし

　　　てビ一覧をころがした時購

　B：蓑さ玉膿の醜いレール。Lを｛嬢斜角鎗護：にし

　　　てビ一覧をころがした時縫

　C：長さi脳の嶽いレーノレ、靴を繧斜角i｛｝護：にし

　　　てビー一髭をころがした暗闘

　不等号紛場合

　A：嚢径3雛の奮いおはじき3鰯
　駐：｛棄径3c繊の糞琴、お1まじき4｝｛嚢

　C：直径3（懲の漉妻いおはじき5嚢

街　数

②　長さ

等号

講灘難「。

写真i

不等号

写真2
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　A　長さ節．§（・鞭の薄い色鉛筆

　B　疑さ茎7．｛）c難残強い色奎、、醗

　〔〕　長さ葺．5傭グ瑛請い色鉛筆

，｝！広さ

　汽　亙邉の疑さ董4礫韮の誇㌧・正方形の撮り紙

　聾　玉遵分長さ翼、喜難の彰■1い正ノ藩％今親り紙

　C　i透の蓑さ玉5畿の奪い正フ∫彫の新舜紙

　　　　　　　一撃糞3

汽　i遊3難戴さ菊経の霧二い（づ∫捧の粘土

唇　玉込3e難戴さ蓉舷頭ヨ1い叢ノy鐘グ）粘土

。　亙遊3c墨壷さ5鎗の葬い一莚方露の粘二董二

穐

轟

灘麟

　　覇雛
．霧灘

鍵轟．灘難一

　　　　　　　　　写真星

麟　濃墨

　A：水墨4（｝（lcの入った青いコップ

　B：家籍｛驚。の入った難いコップ

　C：水欝硫。の入った潔いコップ

鍛
、
酋

写真5

麟　時鷺

　A　長さ墨蹟の欝キ・レー彫圭二を｛雛舞舞2馨斐にし

　　　てビ一叢をころがした暗闘

　露　長さ玉餓の震いレ…ノレ■11を鷺嚢驚｝幾重5覆翼こし

　　　てビー玉，をころがした時鷺

　C　簗さ至難の赤いレ…膨量二を｛頃斜橋玉響斐にし

　　　てビー玉をころがした暗闘

　　　　　　　　　鼻翼δ

その鐘　、詫、1羅紙，カセ・ノトテ一一プレコーダー，

　　　　カセ／トテ…一ブ

3　実験方法

ll　酸1講鰹考を入事させ，拷雛蓋の露1こ！姦らせる

冠、次の筆か｝糠におこなう、

　肇　汽・尋3であることを確認させる。

　　質問「どちらが多い．そ震とも講じ？」

　〔跨　8二・（〕であることを縫認させる。

　　質欝ジ“どちらが多い．そ農とも講じ？1

　③　AとCを比較させる．

　　質1羅「どちらが多い，そ震とも講じ？」

　　　嫉講査義の答えに対し，その舞壌1を饑く、。

　　質観「それはどうして？」

　礫蛋舞の縫えない子1こ継しては霧び窪）から維暴こ繰

言｝遜すっ

　峯等讐の場合の実験，ま等弩グ）重場合の実験の二を

くに変えるだけで，飽はそのままである、、

毒　発類基準

　第｛）段講　難解のない段1藩

　筆工段諾　知覚（罷覚1により霧織している段

　　　　　墜

　第簸段購　講痴者の舞幾等によ書｝，試鴛錯誤的

　　　　　に獲得さ翻るが，完全な理解まではい

　　　　　かない段購

　第穰段贈　完全な種解の段購

5　調盃の実襟と織栗

実験1　数（等号1

第〔｝段繕

　あき　S．〔5歳§か素馨）
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　A（青い色〉とB〔白い色）のおはじきを等聞

賭に2行に益べる。

○「これ（Alとこれ（B／では，どちらの数が

　多い，それとも講ヒ覧

　§でAとBのおはじきを追い数えて

　「隅し

　8とC（フ添い色）のおはじきを等悶灘毒こ2イテに

豊べる．

○ドこれ（8〉とこれ（C〉では．どちらの数が

　多い，それとも瞬じ？ゴ

　釜で魯とCのおはじきを追い数えて

　「瞬じ」

　AとCのおはじきを等簡灘に，　亙行毒こ30磁離し

て並べる．

o「これ（A／とこれ（C〉では，どちらの数が

　多いですか，それとも羅じ？」

　「これ（A）の方が多い」

○「それはどうして？」

　「おはしきが少し多く発えるから」

　①から④を繰辱返しても講じ結果である．

第三段綾

　とし1まる　0．（客歳エ（）か月〉

○「これ（A）とこれ（Blでは．どちらの数が

　多い，それとも織し？」

　「賭し

○「これ（B）とこれ（C）では，どちらの数が

　多い．それとも瞬じ7」

　「同じ」

○「それでは，これ（A！とこれ（C）で1ま．ど

　ちらの数が多い，それとも講ビ？」

　「属し
○「それはどうして？」

　AとCとを見比べている。

　「こっち（直）に5纏あって，こっち（C）に

　も5蟹あるから」

第至玉殿踏

　みの1｝　W．（6歳警か騰

○「これ（A）とこれ（B）では，どちらの数が

　多い，それとも瞬じ？」

　「購じ」

○「これ（8）とこ震（C！では，　どちらの数が

　多い，それとも講じ？」

　「疑し」

○「 ｻれでは，これ（汽）とこれ（Clでは，ど

　ちらの数が多い，それとも講じ？ゴ

鵬4年3§

　F溺じ」

○「それはどうして？」

　紅…一（無言の状態㌔

　AとBとを捲して

○「これ（Alとこれ（B／はどうでしたか？」

　「題し

　BとCとを姦して

○「これ（B／とこれ（C〉はどうでしたか』

　「疑し

　AとCとを捲して

。「では，これ（A／とこれ（C／では．どちら

　の数が多い，それとも瞬じ？」

　ヂ構じ」

○ヂそれはどうしてなの？」

　「こっち（A）とこっち（B／が溝じで，こつ

　ち（81とこっち（C〉も瞬じだから，隅ヒ」

第欝段購

　ひでひろ　K．（7歳鐙か舞〉

　第至～第3までの質疑旛答は爺と購様であるた

め省略する。第壕番藝の質簿1

0「それはどうして？」

　「これ（A　lとこれ（B〉を姥べて瞬じで，こ

　れ（B！とこれ（C／を娩べても瞬じだから，

　講じになる」

表1　数の発達段繕溺分類表
紋
年
齢
i
5
歳
、
＼
一

6　歳 7　歳　i呂　歳

離鷺燃…男汝 欝磁 男匡調 男女
　　主

i準津 詠懇

＿博i｛｝、蓋 養51
　　「
於ﾙ2藤

〔｝一 D 騰齢…｛｝ ○簿

響応7 欝鵜 71§1騰 6『 U i2繍i圭12 3難

ほ豊i魯，i i麟 麟1総 昏睡 書輪編馨 蓑5／

号　　l　i欝　　i　茎

2醗
　l　　l

Q1315欝
　罫
L｝尋

　　匠髢垂奄X壁　　　…
銀緯

i魯i叙奪 1，纏 ○、諏騰 引○
繊1｛｝i〔｝

倉噸

歪劉瞬，
塗§雛 　　圭Wi§i至7縫

一　1

辷黷W

諒読　　1　…

3蕎雄
陣
列
　
i

（建｝1 台団1｝嚇 （）iO 璽耳T3縮

　　…ｫi（lii 聖嬉 2π睡 312 5翻s6 一玉顔韓

　1二達の衰iの内容を視覚に誘えてわか鯵やすく

するためグラフ表示を試みると，次のグラフi，

グラフ2となる．ただしここに

　　　　　　一は§靉靆

　　　…一一は至段罐

　　　　　　は羅段階

　　　　　　は穰靉靆
を表すものとする。
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等
　
　
　
、
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〆
し　
　
　
　
　
、

数
　
　
㌦
、

　
　
　
　
＼

　
　
　
　
、

　
　
　
、

フ
　
義
、ラ

脇
　
蔦
　
緯
　
5

グ
↑
｝
『

数〔不等号〕○「こ就（A｝とこれ（8）とでは，どちらの宥

免

寛

寛

、

『
巽

蒐
　
㌔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　L」・■一■一一一＼　　　臨

　　　5　　毒　　7　　零歳　　　　　　き　　5　　ア

実験2　長さ（不等愛吟

第（ン段糟

　あきこ　（）．（5義菱蟹）カ・羅）

　汽（簿い色）とB（霞い色／の鉛筆の下蟻1をそ

ろえ，　野どもの嚢の繭1こ議す。

○「これIA〉とこれ（8）では．どちらの右が

　畏いですか㍉

　ヂこっち（B壕

　Bと（〕（厳い色）の鉛筆のギ蟻1をそろえ，■葺ど

もの蓑1の毒1∫に戯す．

＝：）「これ（B　lとこれ（C）では，どちらの芳が

　長いですか？1

　「こっちIC知
　汽とCを取1ナ継し，3｛擁範離して臨1の1郵こ戯す。

○「これ（A）とこれ（（〕）では，　どちらの方寿f

　長いですか％

　「わかんない壼

　⑦から③を繰り遷して糠龍結果である．

薬玉段購

　1｝ゆうた　夏．（6歳鱒か斉賛

0「これl　A）とこれ（B）では，どちらの方が

　長いですか㌧

　一こつち（8）の苔が長い」

○「これ（8）とこれ（C）では，どちらのだが

　長いですか』

　「こ一）ち（C）の方が長い」

○「ではこれ（A！とこれ（C）では，どちらの

　方が長いですか？」

　「こっち（C）のむが長い」

○「どうしてですか？」

　AとCを発比べて
　「こっちIC〉の方が長く見えるから」

　①から＠を繰1）還しても講じ繕果である。

第至玉殿繕

　しんや　醗、（75義蟹｝カ・霧）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　が長いですか？」

　「こっち（慕〉の方が長い」

G「これ（B　lとこれ（C）とでは，どちらの方

　が長いですか？」

　「こっちIC｝の寿が疑い」

○「では，これ（A）とこれ（C！で1ま，どちら

　の方が長いですか？1

　「こっち（C）の方が疑い」

（つどうしてですか？」

　「さっき，　こっちICラグ）磨yカ∫長力・つたカ・♂）」

　盛とBを再び捲し示して

‘》罫では，もう一復i聞きます。これ（汽／とこれ

　（B）では，どちらが疑いの％

　「こっち｛9）の方が長い」

　13とCを再び撤し示して

○「こ麗〔8）とこれ（C）では，どうでしたか？．

　「こっちIC）の1だが疑い一」

　λとCを縛び指し示して

〔）「そ農では，これ（汽）とこれ（C）では，どうで

　すか？1

　「こっち（c）の方が長い」

　門それはどうして？」

　「こ葦ぎB｝はこ才し（A〉よ鯵長も嘱し，　こノし（C）1ま

　これ｛露）より長いカ・ら，これ（c〕の芹む蓬乏い、」

第癬愛駿

　けん　S、｛7歳銭か｝欝

　第i～第3までの質疑癒答は繭と購様であるた

め省略する，第4番羅の質商

○「それはどうして？」

　「これ（姦）1まこれ（B｝よ琴短いし，　こ蕨（C擁ま

　これ（B）よ1｝長いから、これ（C）のノ∫が長いゴ

表2　長さの発達段繕麗分類表

葵ぽ響議！毎歳旨畿　8畿　＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　τ

ﾍr　　I
‘｝…韓…揖2膨…至1至一21辮i（｝i職｛li｛卸｛綱
玉…（☆：撫…313絡縫湛繭i　　　　　　　　　　北

幸1

@l

i鍵…磯董細5其｝癖！汽厩麟紳｛｝鵬

尋…辞 �f1茎（赫…麺1翻…繭1
恥：7…臨1…3…3麻垂…璃1陣ボ｝餅

一イくi

凾
塩
D
…
輪
…
興
国
3
麟
…
2
騰
｛
｝
下
｛
〉
…
　
穆
i 鐙！峠…瞬415蟻彗鋼葎：簸麺彗｛1醸



圭32 篠島大学教鷺実践概究紀要第5号 欝欝隼3湾

　グラフ2　長さ〔等号〕　グラフ2　長さ〔不等号3

　　　　　　　　　　　　2奪

　　　　　　　　　　　　ll

　　　　　　　　　　　　／

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド　　　　　　　　　　　　o

　　　　　　　　　　　　尋」
　　　廿　　6　　　　　　8縫　　　　　　3　　§　　　’　　8畿
　　　．磯際』㎜互段購　鍛欝＿羅麟

実験3　広さ（等号1

第§段繕

　ようへい　K．（5歳鈴か月l

　A　（青い色！と董3（糞い色！の叛弓紙を横にそ

ろえて置く。

○野これ（Alとこれ（B）では，どちらが広い，そ

　才ととも霧毒1二？」

　「瞬じ」

　BとC／青い色／の獅身｝紙を権にそろえて羅く。

○野これ（B〉とこれ（C！では，どちらが広い，そ

　れとも購じ？」

　瞬発…
　AとCグ〉1瞬1）紙を3鞠醗離して羅く．

○「これ（A〉とこれ（Clでは，どちらが広い，そ

　れとも1遜じ？」

　「わかんない」

　①から③を繰舅塁しても講じ結果である。

第i段賠
　ともみ丁．（5歳鈴か弄募

○「これズAlとこれ暮3）では，どちらが広い，そ

　れとも購ヒ？」

　「講じ」

○「これ（8）とこれズC〉では，どちらが1ヱい，そ

　れとも織じ？」

　「請し
○「では，こオ顧A）とこれ（C　lで諺、どちらが広

　い，それとも羅ヒ？」

　罫暖し
O「それはどうして？」

　「見て，講じくらいだと、馨ったから」

　①から④を繰善｝返しても瞬じ結果である。

第蓋重殺賠

　まさひろ　S、（6歳9か鴛！

○「これ｛A／とこれ（雛1では，どちらが広い，そ

　れとも講じ㍉
　「講じ」

○「これ（B〉とこれ（Clでは．どちらが広い，そ

　れとも1羅じ？」

　「購じゴ

○「では，これ（A〉とこれ．（C〉では，どちらが広

　い，それとも講じ？」

　「講じ」

○「それはどうして？」

　　「……（無害〉コ

　AとBを再び指し示して
○「これ（Alとこれ（B！ではどうでしたか？」

　「岡し

　BとCを再び指し示して
○　「これ（B〉とこれ（C〉ではどうでしたか？」

　「属し

　AとCを再び指し示して

⊂〉ヂそれでは，これ（A）とこれ（Clでは，どちら

　が広い，それとも瞬じ？」

　「緯1じ」

○「それはどうして？」

　誓こまし（A〉とこ重し（建）カご舞窪じで，　こ矛t（8〉とこ

　れ（c）も講じだから、購ヒ」

筆墨嚢段講

　あっこ　K．（7歳9か月1

　第i～第3までの質疑応警は蕪と遜様であるた

め省略する。

　第垂番§の質羅

○「それはどうして？ゴ

　「これ（A）とこれ（B〉が霧じで．これ壌〉とこ

　牽t（（〕〉も霧垂じだ力奥ら，　こズt（A〉とこ重し（C婦ま馨華

　じ」

　　　　褒3　広さ砂発達段繕懸分類表

＼畷　一歳　一罎　議　i7畿　18　歳

懸垂遜擁奪轟
課罵i欝蟹膿離聡離農i．蟻i、1。耗讐韓課漏†τ㌶、　

鷹舗㌶霧
．，i璽畔｝i2鱒劇職毒判3i4籔皐、2藤
y1霞丁毒瀦i嶺融漏4…蟻瞬1灘



綾藤俊太部1子どもにおける雛移律概念の発達1こついて 玉33

グラフ3　広さ〔等号3　グラフ3　広さ〔不等号）
欝汽

r
3

　　　’、r＼．

　重書　　　＼、．

　　　　　＼＼

L　　　　　　、　　　　　　■　　　　　　￥　　　　　　　『　　　　　　　、　　　　　　　■　　　　　　　＼　　　　　　　　じ　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

　　　一
　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

　　　、　　　　一一］＿　　　　　　　　　　　　　￥
　　　　耳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　緊　　　　　口　　　　　㌧　　　　　亀　　　　　　『　　　　　　ヲ　　　　　　　ロ　　　§　　6　　7　　8緩　　　　　3　　6　　7　　8畿
　　　・〔｝段購一一一i段賠一一護至段賠一纒段陵

実験4　重さ（不等号）

第G段繕
　よしひこ　0．（5歳7か月〉

　A（青い毯〉とB纏い色／の鮎土を，てんび
んにかける。

○「これ（A）とこれ（建〉では，どちらの方が重い

　ですか？」

　「こっち〈8／の方が重い」

　BとC（青い色／の結土をてんぴんにかける。

O「これ（B〉とこれ（C〉では，どちらの方が重い

　ですか？」

　「こっち（C｝の方が重いゴ

　AとCの舞…±を30e獄離して机の一ヒ裟置く。

○ゼこれ（Alとこれ（C／では，どちらの方が重い

　ですか．それとも飛じですか？」

　ドわかんない，まだ比べていないから」

第至段賠

　よしあき　猛、（5歳8か月）

○「こ麗（A／とこれ（B〉では，どちらの方が重い

　ですかち
　碧こっち（B）の方が重い」

○「これ（鋤とこれ（C）では，どちらの方が重い

　ですか？」

　碧こっち（C）の方が重い」

○「では，こオ冒A／とこれ（C）では，どちらの方

　が重い乳
　「こっち（C）の方が重い」

○「どうしてですか？」

　AとCを跳べながら
　貰こっち（C／の方が大きいから」

　①から④を繰舅塁しても瞬ヒ結果である．

第至夏霞賠

　まいこ　W．（7歳7か月〉

○「これ（A）とこれ（鋤では，どちらの方が重い

　ですか賑

　ドこっち（B〉の方が重い」

○「これ（Blとこれ（C〉では，どちらの方が重い

　ですか？」

　「こっち（C）の方が重い」

○「では，これ（A　lとこれ（C）では，どちらの方

　が重いですか？」

　「こっち（C〉の方が重い」

0ジそれはどうしてですか？」

　「わかんない」

　AとBを再び指し示して
○　ドこれ（A／とこれ（至3〉では．　どうでしたか？」

　「こっち（8〉の方力｛重い」

　8とCを再び指し示して
○「これ（鋤とこれ（C）では，どうでしたか㍉

　「こっち（C〉の方が重い」

○「では．これ（A／とこオ冒C）では，どちらの方

　が重いですか？」

　ヂこっちぐC｝」

○「そ糎はどうしてですか？」

　「これ（A〉よ雛もこれ（B〉の方が重いし，こ殺

　（B〉よ垂）もこれ（C〉の方ヵ痔冀いから，これ（C）

　が重い」

第欝段贈

　しゅん　醤．（6歳疑か鍔〉

　第i～第3までの質疑癒答は前と講様であるた

め省略する、

　第尋番目の質問

○「そ爽はどうしてですか？1

　ヂこれ（A　lよ鱗重いのと箆べて，これ（C／の方

　が重いから3

表準　重さの発達段隣懸分類表

＼鱗 P　歳　　6畿
蝋引嬢　控．全
等i嚇き…8麟i27鰍・

号濤騰蕪雑

　　　　　　　　　　　7

　　　　　　　　　　　21

　　　　歳 8　畿

男汐講演，安・

213…彗酬曇、
　　　詠韓

一　　　轡織
　　ぎ
．3麟書○，

中鵬麟10・
51欝／鱗警灘

苓購盤嘱鱗
算蕪無難

燕一鍛Ol昏
1　　1

9鋤

「
3

i

董鱒藩

§僻

圭‘2鵬脚擁1幡｝

7国璽2懸i彰§

麟圭麟i…類繊弱

　　　　．灘籏



i3尋 福島大学教奮実践醗究紀要纂5号

グラフ4　重さ〔等号〕　グラフ4　重さ〔不等号3

　　　3　　　6　　　，　　　8媛　　　　　　　3　　　｛1　　　’　　　8磯

　　　昇段葬皆一一4段藩一一一i玉段葬皆　　1至重段隣

実験§　濃量（等号／

第○段繕

　えみ　 A、〔5藤箋8カ・舞〉

　A（二舞い色／とB（襲い色1のコップをそろえ

て置く。

○「これ（A）とこれ（B〉では雫どちらの水が多い，

　それとも講ヒ？」

　「購じ、」

　Bと（〕（癒い色）のコップをそろえて置く。

○「これ（魅）とこ才駁Clでは，どちらの承が多い．

　それとも繕じ？」

　「欝｝じゴ

　AとCのコップを鱒磁離して置く．

○「では，これ（A）とこれ（C）では，どちらの水

　が多い．それとも醤じ？」

　「わかんない…

　①から③を繰ll返しても闘じ結果である。

第王段購～第懲段賠

　この各段繕に鵜する典璽的な／慰ま，さきの実験

i～実験雌から想定できるので省略する。

嚢5　液量の発達段繕鍵分類表

、　P5畿　6歳i7畿　8歳

1醍☆幽饗魔
号

1◎繋幸聾ll蕪ii

1§鱗隼3舞

グラフ5　液墾ま等号3　グ予フ5　液量〔不等号〕

　　　　　　　　　　　2亀入

　　　！■、
i5　！・ノ　’・

　　！　　　　、

欝 」
．
．
、
鵬

、

一、．

　、暗

　　　1垂　　‘与　　ゴ　　8藏　　　　　　　　　醇　　7　　s議

　　　毒殺賠一一一亙綾羅　　　　　　　懸段隣

実験ε　暗闘〔不等号）

第暮段繕

　ひろえ　A、（5畿緯方響鈴

　A（青い色／と鷺（藝葦い色）のレールしで瞬時

にビー蓑をころがす。

○薪これ（Alとこれ（唇）では，どちらのビー玉が

　暗闘が多くかかったの？．≦

　「わかんない…

　①を再びおこなうが結果は瞬じ「わかんない」

第i段賠～第盤段陵
　この各署愛躇の典整的な！発を省警各する。

　裏6　暗闘σ）発達段購購分類表

N 年無1 蔽　　　醇　歳 藏 ・
8

議

蓼　　鑑16

穿半岩2雛霧雪21（饗撃肖一5翰
　縄巨衰絹豊州亙国主麟i4i蒲辮1：麟矯5／

グラフ§　鋳隅〔等号〕

12嫉

1
｝
i

レ
i
熱

し
　　」　　6　　　∫　　8歳
　　　・暮春愛器警一一… 玉殿隣一一鮭段蔭

グラフ6　時潤〔不等号〕

1鰍

　　　　ノ￥．　童5　　　　！　　＼．
　　　－　　　　　　＼．
　　．／一　　　　　　　　＼

　　　　　　　＼、
　茎｛｝　　　　　　　　　＼．

　　　　　　　　＼

　　　5　　ε　　7　　8凝
　　　　　　　1難役隣



註藤俊太鄭二子どもにおける維移律1綴念の発達について i3§

§尋　考察

1　年齢馨にお縁る考察

　推移律を獲得した第羅段階に羅する子どもの数

は，グラフi－6をもとにして年齢ごとに遣って

みると，各教秘鷺に差はあるものの，年齢を増す

ごとに増えている。特に長さでは，8歳で全員が

推移律を獲得している．つま1｝6，7歳ごろにな

ると，知覚を兜験して推移律を獲得していくこと

がわかる。

　さて，これら折れ線グラフの傾きに藩翳すると，

グラフ2長さの等号㌔不等号が5歳から8歳にか

けて，グラフ垂垂さの等号が6歳から8歳にかけ

て，著しい変牝を示している。これは濤密度38，
危険率覗＝○．懸のも検書轡各年齢ごとに有意差が

認めら震る。つま辱，この時顛では．長さ・重さ

に関する推移律の発達の著しいことがわかる。

　遂に同時難鵜おいて，譲量・暗闘はグラフの傾

きが最も緩やかで推移律の獲得率が低い。特に暗

闘においてはこの領海が著しく，子どもにとって

いかに還解しにくいものであるかがわかる．

2　教秘嚢雛謙∫纏る考察

　5歳では，どの教桝においても獲得率が低く，

教越悶において極嬬な優劣はみられない。しかし

§歳以上になるとその差が顕著に現れる、

　教耕鷲、等号・不等号溺による推移穣獲傷者数

　グラフ7　5歳艶　左蜷…等号　右鰯…不等号
2（紙

墨〔｝

数長さ広さ重さ液量時間
グラフ8　§歳晃　左樋・等号　右餐彗…不等号

2｛｝ノ、

グラフ総　き歳兇　左鍵…等弩　右欝一不等号

2騨、

董｛）

　数　　長さ　　広さ　　重さ　液量　　暗闘

　グラフ9　ア歳晃　左織一等号　右穂…不等碧
2魯大

壷脅

数　　 長さ　　 広さ　　 重さ　液量　　 時闘

　数長さ広さ重さ液量時購
　最も獲得率の高い長さと，それの最も低い時闘

についても横走をおこなうと，6歳では危験率畿
　　　　な二G．磁で丁霊2．82∈恥，7歳では危険率食⇒．○蕊
　ホ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　や

でT＝2．5耗嚢．，8歳では危険率α鎧○．○偽で丁

業尋．延尺3とな診｝有意差がみられる．

　　　　キ　（才童〉　Tは婁現≦蓋を表す。至も，　衰黛，　農3

　はそれぞれの竜験率での棄舞護嫉を表す。恥
一（2．驚，〔沁〉，艮評（2．33，。。）．貧「墨＃（2．97，。。〉

　つまぎ），子ど糧ことって理解しやすい教材と礫

解しにくい教樗とがあるといえる臼

　広さは2次元の量であるが，実際に調奮してみ

ると，子どもたちは，i次元の量にあたる歪方形

の玉透の長さだけで箆敏している。したがって，

広さの娩較は長さのそれに依存しているといえる．

　重さ1ま，　8歳児では長さに）欠いでできのよも強教

材であるが，これは宮崎積子の実験結果と一致し
　　　きさキヨ
ている。

　液量は長さよ辱獲得率がずっと悪く，ほぼ時圏

のそれに透1い。これもまた宮綺積子の実験結果と
　　　　　　モ　一致している。

　時隙こついては，子どもたちはもともと瞬時性
　　　　　　　　　　　　　も　の凝念をよく理解していない。そのために推移律

をよく獲得できないのである。

3　等号・不等号についての考察

　これについては，霞密度38，亀険率収凱○．§5で

　　　　　　　　　　　　　　　　ホt験定をおこなうと，6歳発の重さτ＃2．43（∋艮、

を除いて，有意差がない。

　　　　　ホ　（注／Tは実現値，貧、z（2、§2，範〉は彪険率

　覗皿§、鋸での棄鋪領妓を表す。

　贋原玉壷・秋塗健は等号の方が理解しやすいと

いう実験緩果を出している．一方，欝綺積子の実
験給桑および小磯純…郎の実験結集によると，不

等号の方が理解しやすい。したがって，本件につ

いては，なお今後の講究に待つというのが穏当の

ようである。

4．性舞慧による考察

　一般に，箱入児童の算数能力は男子が女子よ暑）

も優れているといわれている。



i蕊 篠島大学教薄実義羅究紀要第5号

　そこで鍵差による考察をすすめるために，段繕

を．姦数でとし（（》段嚢砦は（｝点．　亙段繕は！。爽，・…一

1欝鄭砦は3点というように），男女題1に事均点を算

鐵する。

　これを髭葺難穫蘇S，危険率叙＃魯．（露で教軽雛，等

畢・不等号琴毅こt検建iをおこなうと有意差鐘ない。

§§　まとめ

　今蟹の実験をとおして得られた結累を，調盗難

的との灘連でまとめておくと次のようになる。

i　年齢が高くなるに伴い，撰移簿の獲得率も轟

　くなる。野どもの、愚考は，だいたい暮，7歳ご

　ろに，藏観的悪者から異重本的操鶴的思考へと移

　行ずる。

2　教樗1こより雄毒多律の獲誉葬車ゐぐ異なる。長1さは

　最も選解しやすく．7歳あたllで指導可能とな

　るの時無難ま最もむずかしく，　警歳（第4学年1

　以垂二でなければ効果的指導は望めない。液量は

　時間よき｝は易しいが大差慧ない。

　　篠さ．重さは長さに次ぐ望ましい教鯵といえ

　るが，数はそ綬ほど遷甥な教樗とはいえない。

3　権移律の獲得にさいして，等号を瞬いて表さ

　れる教材内容と不等号を灘いて表される教替内

　容との1織こ有意差はない．

尊　雄移律の獲得に鬱して男女差はない。

　雄移律は“直観をあらゆる操作に変える一連の

全体蕪系が作琴患されるザ中で獲得される論鯉約

愚考であ睾），錘めて重要なものである、

　ところで現背の罫小学較指導叢算数鞭壽では，

鑑移律は闘接比較として取舞振われているので，

今繕の推移律の講義譲果を算数指導に役だてよう

とすると，次のことカ｛提言できる。

①　 量と濠彗定での群舞妾圭ヒ華交は，長さの教季重を簿彗レ』

　てi年生1ε歳艶1ではなく，2年生（7歳児）

　で指導すると麟果的である。

②暗闘という董は，長さや広さなどと違って，

　その織念を理解しにくいものである．したがっ

　て時間概念の鮨導は3年生（慧歳勢までの教

　樗から麟除されるべきであろう。
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