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Sｕｍｍａｙ

Quamityisclassifiedintoextensivequantityandintensivequantity・Thelenth，

magnitude，andweightaretypicalexamplesoftheextensivequantityThepopula‐

tiondensityandaveragespeedareexamplesoftheintensivequantity､Teachingof

mtensivequantityinthefiftbgradeofelementaryschoolshasbeeninvestigatedwith

particularreferencetothepresentationmaterialsandproceduresofintensivequanti‐

ty・Ourfindingsincludethefollowing：

LChildrenareabletounderstandintensivequantityasonequantity，ｂｕｔｎｏｔａｓａ

ｓｅｔｏｆｔｗｏｅｘｔｅｎｓｉｖｅｑｕａｎtities，whichindicatesthattheyhavealreadyhadthe

perspectiveofrepresentingintensivequantitybynumbers・ComparisonaIonedoes

nothelppupilsgraspintensivequantity,ａｌthoughComparisonapproachisacom･

monpracticeinclassroomsituation．

２．Ｗｅｎｅｅｄｔｏｔｅａｃｈｃｈｉｌｄｒｅｎｔｏｂｅａｗａｒｅofrepresentingexplicitlythedensityor

speedbytheconceptoFaverage．
”

３．Ifwearetohelpchildrenunderstandthemeaningofrepresentingintensive

quantitybynumbers,ｗｅｎｅｅｄｔｏｔｅａｃｈｎｏｔｏｎｌｙａｃｏｍｍｏｎｉｎｔensivequantitybut

alsoaninverseintensivequantity：childrenneedtoobservethatthegreatera

numericalvalueis,thehigheracommonintensivequantiｔｙｉｓａｎｄｔheloweranin‐

verseintensivequantityis・Tbisobservationistomakesurethattheyfullyunder・

standthatthereexistsintensivequantityaswellasextensivequantitiy．

だ2)。それというのも，「１当たり量」は小学校

高学年の重要教材であるばかりでなく，教材が

「文章題」という形式をとるため新たな数学嫌い

を生み出しかねない指導内容であるからであった，
そして，その学力の実態は深刻で，「１当たり量」

に関する子どもたちの学習到達度は低い4：

はじめに

筆者らは，基礎学力向上方策研究（算数)1)で，
「１当たり量」の指導の改善に実践的に取り組ん
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筆者らの基礎学力向上方策研究では，かけ算・

わり算のシェーマ図を利用するという工夫は，子

どもたちが１当たり量を理解するのに手立てとし

て成立し得る，そればかりか教師の指導の手立て

にもなることが明らかになったと実践的取り組み

を評価しながらも，かけ算・わり算のシェーマ図

が１当たり量を考える上で手立てとして充分に定

着し得たとは言えない，また，わり算で「こみぐ

あい」を比べたが，それで「１当たり量」＝内包

量を認識したことにはならないのではないかとい

う点で課題を残した5％

本論では，この課題のうち，後者について吟味

し，指導に当たっての要点を整理することを目的

にした。この課題は，筆者らの基礎学力向上方策

研究の試行的プランに限られたことではなく，「○

○くらべ」によって「１当たり量」を導入する指

導では共通にかかえている問題である。そのため，

県下で使用されている「教科書」の教材にも言及

することにした。

離量の場合である。第二に，５年で小数の乗除を

学ぶとき「１当たり量」の土台は連続量であるが，

その場合の「１当たり量」の認識はどういう形で

成立しているのか，分離量から連続量への飛曜は

なにによって起こるのかという問題がある。これ

に関わって，第三に，「÷多位数」の指導で水槽

図を使う場合6)，箱（いくつ分が分離量）に配る

ということではなく7)，いくつ分＝土台量が連続
量のときのイメージを前提にすることになるが，

そこでは，子どもたちにどういう理解を期待するの

かという問題がある。

これらの疑問に１つひとつ答えるには，子ども

たちが実際にどう理解しているのかという点での

実践報告がまだ少ないように思う。ここでは，本

論を進める上で前提とする見解だけを示すことに

する。

小学校２年のかけ算の学習における「１当たり

量」の認識は，「（１当たり量）×（いくつ分）＝

（全体の量）」というかけ算の構造の中でのみ意

味を持っていて，かけ算の場面と切り離されて，

「１当たり量」それ自身が一人歩きするような認

識ではない。実際に，「１さらにりんごが３こ」と

言ったところで，それ自身なんら意味を持たない。

「ｌさらにりんごが３こ，それが４さら分あると，

りんごは全部でなんこ」と言ってはじめて，つま

り，かけ算の場面全体の中でのみ「１さらにりん

ごが３こ」が意味を持つ。小学校２年のかけ算の教

材はこういうものであり，この教材に子どもの認

識は立脚しているはずである。このことは，「１

当たり量」を取り扱う枠組みは変わるが，３年の

わり算の教材についても同様に主張できる。５年

で学ぶ小数の乗除の教材についても同様な主張を

することができるが，土台量が連続量になってい

るということが「１当たり量」の認識にどんな影

響を及ぼし得るのかという点については調べてみ

る必要があるように思う。

「１当たり量」が明らかに一人歩きするのは，

「平均」からである。例えば，「平均60点」とい

うのは，合計点と科目数はひとまず捨象された形

で語られることが多い。もしくは，平均点自身が

ある量として判断の対象になる。ただし，「平均」

の学習は，土台量が分離量の場合で進められる。

そして，土台量が連続量の場合に「平均」を当て

１．小学校５年の「１当たり量」指導の意義

子どもたちは，小学校２年のかけ算の学習で初

めて「１当たり量」を知る。「１当たり量」と「い

くつ分」から「全体の量」を求めることがかけ算

だという意味を学ぶときにである。そして，３年

でわり算の意味を学ぶときにも「１当たり量」を取

り扱うことになる。その後，５年で「平均」を学

び，次いで「１当たり屋」を学ぶ。５年で学ぶ

「１当たり量」は，「１当たり量」一般で，「内

包量」と呼ばれる。すなわち，かけ算やわり算の

学習のとき学んだ「１当たり量」の認識に基づき，

かつ，含む形で口当たり量」を一般化し，２つ

の量（外延量）の組合せでなく，１つの量（内包

量）として理解する段階であるといえる。そして，

「平均」は，「１当たり量」の一般化を行う下位

概念としての意味を持つ。つまり，内包鼠は，平

均量として規定される。

ここに，本論に関連していくつかの疑問がある。

第一に，かけ算を学んだ２年生とさらにわり算を

学んだ３年生との「１当たり量」の認識にどんな

違いがあるのかという問題がある。いずれの場合

も「１さら分」，「１人分」の量で，「さら」や

「人」など土台となる量，いわば「土台量」が分
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指導したのかというところに主要な関心があるの

に対して，本論は，最初に取り上げる教材による

第一用法の導入について考察する。この指導場面

は，上述の「意義」のところでも述べたように，

「１当たり量」認識が「内包髄」認識へと転換が

求められる最初の場面である。本論は，これほど

重要な指導であるのに，実際に行われている指導

ではその点にあまりにも無関心であることを問題

にするものである。

はめることによって，例えば「時速60kｍ」とい

う言い方が意味を持つ。言い換えると，「こみぐ

あい」にしろ，「速度」にしろ，平均の量だとい

う認識がなければそれ自身だけではなんら意味を

持たないし，また，平均で表しているんだという

認識がなければ，わり算をして得た数値が「こみ

ぐあい」や「速度」などの，それぞれの直感的な

理解，つまり，こみぐあい感覚，速さ感覚の延

長線上に意味を持つことは考えにくい。

こうして見てみると，５年の「１当たり量」の

指導は，乗除算の指導の総まとめとしての意義を

もつ一方で，それまでの「１当たり量」の認識の

あり様とは，大きく変わらねばならないことがわ

かる。

3．「１当たり過」（内包趣）指導の実際

多くの場合，教科書の教材にそって「１当たり

量」が指導されていると考えてよい。沖縄県の場

合，３社の教科書が使用されている10)。これを仮
に教科書Ｇ，Ｋ，Ｔと呼ぶことにする。

2．「１当たり凪」指導の研究の現状と本舗

「１当たり量」指導の研究の視点は，２つに大

別される。１つは，小学校２年からはじまるかけ

算とわり算の指導を，３，４，５年とどうつなげ

ていくのかという視点である。この場合，整数の

乗除算を小数や分数の乗除算へどうつなげていく

のかとか，小学校２年生に「１当たり量」をどう

指導すればかけ算の意味を理解してもらえるのか

などという形で問題にされ，「１当たり量」の指

導だけを取り上げるというより乗除算の指導と抱

合せて問題にされる。もう１つは，５年の「１当

たり量」＝内包量をどう指導するのかという視点で

ある。すなわち，どんな教材から指導を開始する

のか，どんな教材を取り上げる必要があるのか，

どんな順序で指導するのか，それぞれの教材をど

う取り上げるのかなどということが問題にされる。

前者には，藤枝美智子をはじめとする「研究の

現状と問題点＜小学校＞かけ算・わり算」の議

論が属する8ｋ「’当たり量｣を実際に指導して
いるにもかかわらず，子どもたちの「１当たり量」

認識のあり様が充分に議論されているとはまだ言

えない。それぞれの指導における子どもたちの

「１当たり量」認識については今後さらに研究を

続ける必要がある。また，後者には，田中かおる

らの報告が属する9)。
本論は，後者に属する。ただし，田中らの報告

が，内包量の分類に基づき，どんな教材を取り上

げ，それらをどう配列し，それぞれの教材をどう

一教科書Ｇの場合一

まず，「平均」を指導し，次に花だんの面積と

本数による「こみぐあい」を比べ，「面積も本数

もちがうときは，「１㎡当たりに何本」かを求め，

面積を同じにしてくらべます。本数÷面積＝１㎡

当たりの本数」とまとめられている。いわゆる内

包量の第一用法の導入である。そのあと，「１㎡

当たり平均何びき」という問がつづいている。以

下省略

一教科書Ｋの場合一

「Ａ，Ｂ，Ｃ３種類のじゃがいもを売っていま

す。（ア）ＡとＢではどちらが高いでしょう。」

という問いかけから始められている。ただし，「平

均」は前の単元で指導されている。そして，「１

k9あたりのねだんでくらべてみましょう。１００円

で買える分量でくらべてみましょう。」とつづけ

られている。「１当たり量」の説明は，自動車の

ガソリンの消費例の中で「ガソリン１２あたりの

道のりでくらべてみましょう。」と問い，そのあ

と行われている。なお，第一用法の式が明示的に

出てくるのは，速さのところである。以下省略

一教科轡Ｔの場合一

まず，「平均」を指導し，次に公園の「こみぐ

あい」くらべを行い，「１㎡あたりの子どもの人

数を調べてくらべましょう。」，「１人あたりの面

３
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積を調べてくらべましょう｡」とつづけられている。

そのあと，人口密度の例で「１１oEiあたり平均何人

の人が住んでいますか。」と問い，「61200÷７２

=□」の式が明示されている。以下省略

ら指導を開始することを，以下では前提とする。

公園のにみぐあい｣を例にとって進めよう'3Z
にみぐあい」比べをすると，面積が同じときに

は人数が多い方がこんでいる，人数が同じときは

面積がせまい方がこんでいるということは，子ど

もたちも直接比較で簡単に確認することができる。

面積も人数も揃っていないとき，どちらかを何倍

かして揃え，比較するという間接比較も，子ども

たちには難しくない。この段階で，均等・不均等

に着目して教材を準備すれば，平均して比べよう

ということも出てくる。しかし，この場合，子ど

もたちのイメージは「（全体を）ならして比べよ

う」ということで，「１当たり量」で比べようと

いう意識は希薄であることに留意しておく必要が
ある。

さて，直接比較と間接比較ができたところで，

第一用法14)の導入は可能だろうか。可能である。
それは１㎡あたりに面積を揃えても比べられるか

らであり，わり算は１㎡あたりに面積を揃えるこ

とだからである。とはいえ，ここで注意したいこ

とは，子どもたちの認識のあり様である。面積を

揃えれば比べられるから，面積を揃えたのであり，

そして，子どもたちの認識の中にあるのは，１㎡

という外延量と人数という外延量である。そのこ

と自体は論理的な誤りでないばかりか，第一用法

が導入できる根拠でもある。しかし，揃えられて

さえいれば１㎡である必要もない，３㎡でもいい

のである。これでは，わり算をしたからといって，

内包量を取り出したことにはならない。

「○○くらべ」という視点からは，１㎡あたり

の人数で比べれば便利だという主観は少し働くか

もしれないが，１㎡にこだわる必然性は出てこな

い。それ故，「とみぐあい」を「数で表す＝数値

化」という視点からもう一度捉え直してみたい。

「数で表す」対象は，子どもたちが既に直感的に

理解しているにみぐあい」である。この視点に

立つと，どう数値化するのかという問題が出てくる。

いろいろなアイディアが出てくるはずである。そ

の中で「平均の量で，こみぐあいをあらわそう」

という発想が，内包量を取り出すことになる。前

述の「意義」のところで見たように，「平均」は

それだけで「一人歩き」するから，平均の量で表

すということは，内包量を何かの関係としてでは

３教科書とも，「平均」概念を前提にし，「○

○くらべ」で「１当たり量」の導入指導が行われ

ている。筆者らの基礎学力向上方策研究における

試行的実践でも，にみぐあい」で導入し，その

一般的な比べ方として第一用法を考えるという流

れをとった11)。導入教材として「こみぐあい」
がいいのか，「速さ」がいいのか，「ねうち」が

いいのかという問題があるが，第一用法の導入

までの指導の構造は，教科書による実践も基礎学

力向上方策研究における試行的実践も「○○くら

べ」という発想だけで「l当たり量」一般＝内包

量の導入を考えているという点で同じである。実

は，基礎学力向上方策研究で指導プランを立てた

段階では，「○○くらべ」のほかに「数値化」と

いう発想もあったが'2）試行的実践の中では実現
しきれなかった。ここに，「○○くらべ」という

捉え方だけで，「１当たり量」一般＝内包量を教

えられるものなのかという疑問がある。もちろん，

１つの教材で「１当たり量」一般＝内包量を教え

きるという話をしているのではない。にみぐあ

い」の外に他の密度や速度など，いくつかの教材

を準備する必要はある。少なくとも内包量の第一

用法を指導する段階では，２つの外延量の組とい

う認識ではなく，１つの量なのだという認識が不

可欠である，さもなくば第一用法，つまり，内包

量を作り出す演算を教えたことにはならないとい

う視点から，ここでは問題を提起しているのであ
る。

４．改善すべき点

「こみぐあい」や「速さ」などについては，子

どもたちは，それなりに日常生活の中で既に概念

を持っている。いわば直感的に理解しているので

ある。だから，それらの量については比較の対象

に既になり得ている。もちろん，直感的にである。

だから，外延量と同じく，内包量も比較すること

で思考の対象としていくことは，認識の筋道にそ

っているように思う。そこで，「○○くらべ」か

４
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なく，１つの量として捉えることが明確になる。

そして，１㎡あたりに揃えるというのでなく，１

㎡は「平均の量」で「こみぐあい」を表した結果

ということになる。

「平均の量で表す」というとき，子どもたちが

日常生活の中で極得している「とみぐあい」がま

ずあって，それを平均で数値化するということに

なる。この点は．ややもすると日常生活の「こみ

ぐあい」と算数の「こみぐあい」は全く違うもの

だと思い込んでしまう子どものことを考えると，

重要である。天下り的に「こみぐあい」はこうい

うものだと押し付けるのでなく，子どもの内にあ

るにみぐあい」を「こう表そう」と指導しよう

というのである。

平均の量で表すということは1つの量として捉

えることを明確にすると述べたが，それは子ども

たちが「平均の鼠で表そう，表したのだ」という

ことを明示的に理解するように指導してのことで

ある。そのことによってはじめて，例えば「１噸

あたり234.5人」が１つの量として，つまり人ロ

密度としての意味を待つ。１つの量としての理解

が弱いと，「100k.あたりでは？」などとつけ加

えないかぎり「だから，なに？」ということにな

ってしまう。

数値化に際しては，いろいろなアイディアの中

から「平均の量で表す」という考えを選択するこ

とになるのだが，数で表せば，子どもたちにとっ

ては全て「数値化」である。ここで必要な条件は，

数の大小関係が内包量の強弱関係になっていると

いうことである。そのため，通常使われている内

包量ばかりでなく，逆内包量もとりあげて，数の

大小と内包量の強弱の関係を調べる作業も必要で

ある。少なくとも，この作業なしに，数値化の意

味がわかるはずがない。

また，内包量と逆内包量を取り上げて，数の大

小をもとに内包量の強弱を調べる作業は，２つの

数の組でなく，1つの数をもとにするのであるか

ら，内包量＝「１当たり量」が１つの量であると

いう理解を補うものである。なお，内包量の強弱

は，「○○くらべ」の手法で調べる。

内包量の数値化は，外延量の数値化に対比する

ことができる。外延量の場合も，直接比較・間接

比較の「○○くらべ」が先行する。そのあと数値

化という作業が行われる。そして，例えば７ｍと

言うときは，何かと比べるという発想はすでにな

い。７ｍという長さそのものが認識されてい

るのである。３ｍのものが別にあって比較す

る必要がある場合に，７と３を手がかりに長

短を判断するということだけである。内包量の場

合も，いったん数値化されてしまえば，内包量１

つひとつがそれ自身だけで存在し，比較する必要

が生じたときのみ，その数の大小で比較するので

ある。例えば，時速601ｍなどというとき，速さを

比べるという目的が常にあるわけではない。何か

の都合で比較する必要が生じたとき，時速60kmと

時速401mでは60と40の大小関係から，前者が速い

と判断するのである。

おわりに

本論では，長さや重さなどの量を外延量と呼ぶ

のに対して，密度や速度などを内包量と呼んだ。

そして，小学校５年の，この「内包量」の指導に

ついて，特に，内包量の導入指導に焦点をあてて

考察した。考察に際しては，小学校５年の「内包

鼠」指導のねらいは，かけ算もしくはわり算の場

面付きで理解していた「１当たり量」を一般化し，

かけ算やわり算の場面が与えられているか否かに

かかわらず，「ｌ当たり量」それ自身を１つの量

として，すなわち，内包量として理解するところ

にあると押さえた。そして，本論の結論は次の指

摘で要約することができる。

「ｌ当たり愚」一般＝内包量の指導は，「○○

くらべ」から始められるが，その場合，第一用法

の導入には，以下の３点で配慮し，指導を改善す

る必要がある。すなわち，第一に，「○○くらべ」

という発想からは，「内包量」を導出できない。

なぜなら，比べている間は，２つの外延量を比較

しているに過ぎない。比較の対象となっている

にみぐあい」や「速さ」を「数で表す」という

発想で捉え直すことが必要である。第二に，例え

ば，「こみぐあい」を数で表そうとするとき，今

まで直感的に理解していた「こみぐあい」を「平

均の量で表そう」という明確な意識が必要である。

第三に，数で表すことの意義は，通常使われてい

る内包量ばかりでなく，逆内包量も取り上げ，数
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値が大きければ大きいほど，どうなるのか，反対に，

小さければどうなるのかという点について観察し

なければわかるはずがない。この作業は，「１当

たり量」を１つの内包量として認識する確認作業

でもある。

今後，教育実践の中で，上で指摘した点につい

て解決していくことを，そして，その実践が報告

されることを期待する'5)。

（Ｐ－２５，２６，４８，４９）

４）いわゆる「上位」「中位」「下位」という学習達成

度の違いにかかわらず。単位換算を含む速度や第３用

法の文章題の正答率は，極めて低く（前掲123号の１．

２，Ｐ-9,前掲167号の１．２，Ｐ-20），「１当たり量」

の理解の不十分さ，理解する難しさを象徴しているよ

うに思う。また，中学１年生を対象に実施した調査で

も，この傾向は同じで，百分率の問題にいたっては高

々50％程度の正答率であった（同所紀要136号の３，
Ｐ-90）。

５）前掲紀要167号の１．２，Ｐ－４３

６）わかる算数指導法事典（銀林浩監修）Ｐ-131参照

７）上掲轡Ｐ－１２２参照

８）「数学教室」（No.382）以降で連載中

９）「内包量の実践報告」（上掲書NUL402,406,410,
411）

10）１１．算数532,61.算数535,2．算数526の３教科瞥

の教材を調べた。

11）前掲紀要167号の１．２，Ｐ-13

12）前掲紀要151号の１．２，Ｐ-30

13）他の内包量に比べて，にみぐあい」は図示しやす

いので導入教材として適していると考える。

14）一般的な表現では，（内包量）＝（外延量）÷（外延

量）

15）基礎学力向上方策研究＜算数＞では，昭和61年度

本論で指摘した点を踏まえて，「１当たり量」の導入

指導を行うことにしている。

＜注＞

1）基礎学力向上方策研究は，那覇市立教育研究所の委

託研究で，筆者も，これに参加してきた。そして，

「算数」と「数学」では，昭和57年度から「文章題」

を取り上げている。なお，基礎学力向上方策研究報告

書として，毎年度紀要を発行している。算数グループ

の昭和60年度研究員は，筆者の外，大城一成（城岳

小），渡久山久子（開南小），石川武（城北小），上

村清（大道小），渡口学子（開南小）であった。

2）那綱市立教育研究所紀要123号の１．２，１３６号の１．

２，１５１号の1.2,167号の1.2を参照

3）上掲紀要123号の１．２によれば，文章題の好き嫌

い調査の結果，「すき」と答えた子どもは小学５年生

で12％，６年生で9.4影と減少し，反対に，「きらい」

と答えた子どもは５年生で16％，６年生で24.2％と増

加する傾向にある。そして，「きらい」とする多くは，

「意味がわからない」「式のたてかたやかきかたがわ

からない」「むずかしい」を理由にあげている。

６


