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要約

本研究では、小学生の角度概念の獲得の全体構造について検討し、さらに、重要な関連要因と考えられ

る、空間認知・構成様式と計算能力と角度概念との関連についても検討した。まず、予備綱査の結果にも

とづき、角度概念をどこまで猿得しているかを調べる調査テスト作成・実施して、角度概念の全体構造モ

デルについて検討し、 5段階からなる角度概念の全体構造モデルを作成した。さらに、角度概念のj獲得状

況と空間認知・構成様式と計算能力との関連性を、全体、男女別、テストの高群・低群別に詳細に検討し

て、それぞれの特徴を明らかにするとともに、それらの特徴について考察した。

背景

学校教育における問題点

小学校の算数の各学年の内容は、算数の内容の

全体を見やすくし、内容の系統性や発展性をわか

りやすくするためにrA数と計算J、 rB量と測

定J、rc図形J及びrD数量関係Jの4領域に分け

て示されている。算数のイメージとしては主に挙

げられるのは計算であり、系統的な学習の代表と

もいえる。足す、引くの簡単な計算から始まり、

かけ算、わり算と次第に難しくなるが 1つつまず

くと次に進めないので、学年が進むにつれて個人

差も広がり、おしまいには算数が苦手という児童

も少なくない。そのような計算の苦手な児童でも

「図形Jや『量と測定j での具体物の操作する授業

は楽しく活動している。著者(知念)の指導上の

経験からも、児童は形を並べたり、三角形や四角
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形で様々な形を作ったり図をかいたりする学習は

好んで楽しく活動している。しかし、角度の授業

でほとんどの児童が楽しく学習しているようでも、

定着には疑問を感じるときがある。特に、学習後

のテストでは、計算問題の得意な児童でも分度器

の操作が身についていなかったり、 180度以上の

角度の測定や作図ができていない場面を見るのも

少なくない。杉山 (2008)は量と測定の領域の中

でとりわけ難しい概念は時間と角度であると述べ

ている。平成21年度沖縄県学力到達度調査結果か

らも知識を問う算数Aの平均値は「数と計算Jと

「数量関係Jでは 8割(到達の基準における「で

きるJ) を超えているが「図形j は60.5% r量と

測定j は57.2%にとどまっている。主として活用

を問う算数Bは「数と計算j は59.9%、「量と測定j

は49.8%、「数量関係Jは47.3%r図形j は34.2%

である。また、平成21年度全国学習・学力調査報

告では角度の読み取りは既習事項の6年生に、分
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度器の目盛りを読む問題を実施したが、正答して

いる児童は8割には達しなかった。このような結

果からも、角度の学習には難しい面があることが

わかる。小学生の角度の概念漉得について明らか

になれば、児童の角度概念の理解に基づく、有効

な指導に繋げることができると考えられる。

角についての数学的定義理論

杉山 (2008)によれば、角が難しい概念、の理由

として「数Jが数学という lつの世界の概念であ

るのに対し、「量Jの場合には、それがどこの世

界での数の実現であるかという「属性Jを持って

いる。これを物理学では「次元Jとよぷ。ある図

形が平面内であれば2次元、直線の中にあれば 1

次元、点は 0次元と考える。ただし、空間で考え

る次元と量として考える次元は別物である。量に

ついての次元は「長さJr重さJr時間Jの税で示

されている。面積は 2つの長さの積で捉えられて

いるので2次元の量、体積は 3つの長さの積で捉

えられているので 3次元の量となる。それゆえ、

面積は、 2次元の図形に対応し、量としても 2次

元である。体積は 3次元の図形に対応し量として

も3次元である。ただし、図形としての角が一点

を共有する 2つの半直線でできている平面図形は

2次元の広がりを持ったとしても量としての角は

2次元ではない。角の傾きを長さで捉えようとし

たとき、水平距離の長さと高さの比で捉え、三角

形の辺を a、b、cとすると a分のb隣、積は長

さ分の長さになる。指数では(長さ)なので長さ

のO乗となるので、角は 0次元である。又、角は

0次元であるが外延量であるために保存性や加法

性の特質を持っている。角は 2つの辺で構成され

ているので、面積にも似ているが、角は辺の長さ

には依存はしないのである。そのため、特異な量

といえる。

増田 (2007)は角指導の現状と課題について明

らかにしている。児童・生徒の角の認識の困難点

として、 (1)角を構成する図形の構成要素に捉ら

われている、 (2)2辺が下向きに聞く角の認識に

弱い、 (3)180度を超える鈍角の認識が弱く、角の

測定と図を描くことが困難、 (4)回転の大きさを表

す量として角を動的に捉えることに困難があると

述べている。これは小学生だけでなく中学生にも

認められた。また、中学生は角を回転の大きさを

表す量として動的に捉えていても、回転範囲が

3600

以上になった場合、回転の大きさとして角の

定義を拡張できない者が少なからず見られること

が指摘された。その他にも、 r1辺の延長ともう

1辺の作る角Jという三角形や凸四角形における

外角の定義や、外角と内角の和は180。であるとい

う条件を、凹四角形の場合に、回転の向きを考慮

し負の範囲まで拡張できなかった。このような困

難点の根底には、回転の大きさを表す量としての

角の認識が弱いことがあるとみられると述べてい

る。 Wilson(1993)は、角を r2直線の交差か

ら作られる」という静的な定義から、 r2辺の聞

き具合であるj という動的な定義に拡張できない

ことが、分度器の有用性を理解できていないこと

につながるとして、定義の拡張において、回転を

取り上げることの重要性を指摘している。この指

摘を参考に困難点を解消するための方策として、

角を回転の大きさを表す量として認識した後に、

2直線の聞き具合として認識させる活動を考案し

た。その結果、角を構成する図形の構成要素に捉

われないという認識ができた。また、角の範囲を

拡張する考察にも繋がった。

また、増田 (2009)は角指導の教科書の特徴に

ついても検討しており、(1)間接比較、直接比較

の順に角の大きさを比較する活動を通して図形の

構成要素としての角、図形としての角の属性のー

っとしてその大きさを抽出する学習がなされるこ

と、 (2)他の量に比べ、角は任意単位を大きさが

限定され、回転の大きさとして捉えやすい任意単

位が少ないこと、 (3)角の概念を回転の大きさと

して捉えるための工夫がなされている一方で、角

の多面的な捉え方を強調する場面や学習者が角の

大きさを回転の大きさとして捉えることが難しい

と考えられる場面がみられることの 3点が考察さ

れた。これらをふまえて、度数法による角の大き

さの測定と作図を学習後の児童でも、回転や角の

大きさの意味を十分に理解しないまま、数値化さ

れた角の大きさを用いて図形を考えていると結論

づけて、今後の課題として以下の 3点が挙げられ

ている。第 Iに、小学校第4学年以降の現行教科

書における角に関する指導内容を分析し、新学習
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指導要領に基づく学習内容と比較すること。第2

に、角に関する授業観察やインタビュー調査を実

施し、質問紙調査にみられた困難点の要因を質的

に考察すること。第3に、任意単位による数値化

に関する調査を実施し、困難点がみられるかどう

か量的及び、質的に考察することであった。そし

て児童の学習状況を視野に入れた小学校算数科に

おける角の学習指導の過程を示す必要があると述

べている。

学習指導要領における角の扱い

学習指導要領(文部科学省， 2008)では、角に

関連した学習の扱いは2、3年では「図形J領域

に、 4年では「盈と測定J、 5年では f図形J領

域に位置づけられている。段階的な指導としては

以下の通りである。

(2学年)

正方形、長方形の意味や性質について指導する。

正方形や長方形の特徴を調べるとともに、身の回

りから、かどの形が直角であるものを見付けたり、

紙を折って直角と作ったりするなどの活動を行い、

直角の意味をとらえるようにする。

(3学年)

1つの頂点から出る 2本の辺が作る形を角とい

うことを指導する。図形としての形の角から量と

しての大きさを持つ角が導入される。視覚的に見

て大小がはっきりわかるような二つの角を示し、

「大きい角Jと「小さい角Jを直観的に判断させ

る。その次は、視覚的に大小がはっきりわからな

いような二つの角を示し、直接的に比較させるこ

とが大切である。角は2直線によって作られる形

として指導されているので、児童は2辺の長さと

関係があるのではないかという誤った感覚におち

いる児童が多いものである。

(4学年)

角の大きさを回転の大きさとしてとらえ、それ

を測定する単位として「度(0 ) J用いることを

指導する。児童は180。をこす優角を見ょうとして

も、その反対側にある劣角に目を奪われる傾向が

ある。優角は辺が開いて開放的であるのに反して

劣角は屋根型で囲いの感じが強く、経験的にもな

じみの角だからである。このような児童の傾向に

逆らって、角を量の仲間として引き入れる学習が、

回転角なのである。操作活動を通して明確に理解

させることが大切である。

(5年生)

図形の性質を見いだし、それを用いて図形を調

べたり構成したりすることを指導する。三角形の

性質である三つの角の大きさを加えると180。にな

る。この性質は、帰納的に考え説明することがで

きる。また、四角形の性質の四つの角の大きさを

加えると360。になる。これは三角形を用いて演線

的に考え説明することができる。

以上のように、角に関する学習は第2学年の直

角の導入から始まる。第 3学年になると「一つの

点から出ている二つの辺が作る形Jとして角の概

念の素地を学んでいく。第4学年になると角の概

念やその大きさの変化と回転の関係、角度の測り

方を学習していく。第5学年から多角形の内角の

和などを学習していく。このように系統的に角の

学習は学年を追って進めていく。現行の学習指導

要領では、角は第4学年の「図形』領域で導入さ

れた後、「置と測定j 領域において数値化が指導

される。

心理学における研究

心理学の分野では、吉永・田中・麻柄(1985)

の研究においては、度数法による角度の測定を学

習した児童に 2直線の聞き具合によって角の大小

判断を行うことができるかどうかを検討している。

その際、「辺の長さJや「角を示す弧の大きさJと

いった不適切属性に着目することから生じる誤答

がどの程度存在するかを明確にすることも目的に

している。対象は小学5年生143名に調査を実施

しており、調査内容は2つの角の大きさ(あるい

はとがり具合)を見た目で比較する問題21題と、

(1)これらの問題の難易度、 (2)分度器を使いたかっ

たかどうか、 (3)4年次のクラス、についての 3

つのアンケートから構成されている。問題作成に

あたっては、等しい角の一方や小さい方の角が長

い辺や大きい弧で構成している。また、「角の大

小Jや「角のとがり具合Jを問う 2種類の設問を

設けている。

その結果、弧の大きい方や辺の長い方の角を大
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きい角と捉えるといった誤った角度概念が根強く

あると報告されている。また、「とがり具合Jで

問う問題での反応の結果から「とがっているJと

表現することにより開き具合(の小ささ)に着目

しやすくなるという考えは支持されず、形の大き

さに着目するという結果が出た。 4年次の学級別

に集計した結果から、平均得点の差を検定したと

ころ有意な差は見られなかったが、最高得点の学

級と最低得点の学級との平均得点の差を検定した

ところ有意な差が認められた。辺に関する課題の

平均得点は両学級とも高く有意な差は見られなかっ

たが、弧に関する課題では最高得点の学級の平均

得点が最低得点の学級の平均得点より有意に高かっ

た。両者の指導法を分析したところ、角の定義に

大きな違いが認められた。最高得点の学級担任は

角を回転によってできる聞きを表す量と定義して

いたが、最低得点の学級担任は 2本の直線ででき

る形として定義していた。また、最高得点の学級

担任は扇を使い角の定義を理解させていたが、最

低得点の学級担任は黒板に図示して説明したのみ

であった。両担任とも角の指導の困難点として分

度器の使用法が挙げられており、角の大きさが弧

や辺の長さに無関係であるという定義の理解が困

難であることは意識されていないことが見られた。

これらの結果から、児童に誤概念を生み出さな

いためにも、 (1)角を回転量として定義すること、

(2)児童各自に回転の操作をさせること、 (3)弧の

大きさや辺の長さが無関係であることの指導を意

識的に取り上げることが重要と述べている。

これらを暗まえ、調査 1を行った児童44名に実

験授業 lを実施している。実験授業の方針には調

査 1で得られた 3つの視点を基盤において、 30分

の授業を行っている。その結果は弧の大きい角を

大きい角としていた者は減ってはいるが完全にな

くなりはせず、教授プランに一定の効果はあげた

が、事後テストの正答事82%は十分に高いものと

はいえなかった。教授プランの課題として児童一

人一人に回転角の操作活動がなされてなく、教師

の演示だけで終わっているのでひと工夫が必要と

考えられた。これらの成果と課題を踏まえ実験2

では新たな教授プランで指導する実験群、現行の

教科書を用いた授業を対11日群に設定し、実験群に

は大きさの異なる扇を開いていく(片方の端を回

転させていく)という操作を取り入れた授業が実

施され、一定の効果が確認された。この研究から、

定量的な角度の単位とその測定法を学習するだけ

では、定性的な角度概念を十分理解するには至ら

ないことを示唆している。

このように、吉永・田中・麻柄(1985)は調査

から分析し回転角を意識した教授法を示唆してい

るが、角度形成を行うプロセスについては検討さ

れてはいない。現在、実際に使われている算数科

教科書は一人ひとりに回転角の操作活動ができる

よう、回転角の付録がついている。筆者(知念)

も、角度の学習の単元では全8時間のうち 1時間

は操作活動に取り入れ、回転角の理解に努めてい

るが、楽しく操作していても実際には定着の厳し

い児童もいる。角度概念には操作活動だけではな

く他の要因も検討の必要があると考える。

また、平野・今回・麻柄(1997)は辺や弧の大

きい方を「大きい角Jという誤概念を修正するこ

とを試みている。角度概念の修正できる道具とし

て、勾配計を使用している。角度の問題で勾配計

を用いる提案は、板倉(1993)が水平器付き勾配

計を用いて、急な坂道や滑り台の傾斜の角度を予

想して実際調べる授業を実施している。勾配計を

用いるの理由として、分度器で角を測定するため

には角の頂点から離れて測定することができない

が、勾配計では斜面の任意な位置でその角度(勾

配)を測定することができる。頂点から離れて測

定できるので大きな辺でも小さな辺でも角度が変

わらないことに気づき、誤概念を修正できるとい

うことが一つである。もう一つの理由として身近

にある坂道や滑り台の傾斜を測るという意味のあ

る文脈の中で測定することで角の量感を形成する

ことも考え勾配計を採用した。授業に適した勾配

計を考案・作成・改良し、小学校6年生に実験 1

を実施しその効果を検討した。小学校6年生で勾

配計を用いた授業を45分実施した。その結果事前

テストで 7割だった平均が事後テストでは 9割を

達し、角度概念の形成に有効であったと言えた。

ただ鈍角を用いた問題は正答率はあまり伸びてい

なかった。その理由には、勾配計は90度以上は測

定できない課題があり、鈍角を扱つてはいなかっ

たことが挙げられた。実験2では通常の分度器の

読み方と同一の勾配計を考案したのを改良した勾
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配計を使用し、分度器の使い方を学習したばかり

の4年生を対象ととし授業を実施した。その結果、

事前テストと事後テストの平均値が有意に上昇し、

成果がみられた。しかし、鋭角と鈍角の比較の問

題は伸びないという課題が挙げられた。その理由

として鋭角と鈍角では「角の斜辺Jの向きが異な

るため、連続した回転角の位置づけが困難になっ

たものと考える。勾配計を用いての授業は誤った

角度概念の修正に効果が見られ、大部分の児童は

正しい角度概念を学習することができた。また身

の回りにあるさまざまな斜面の勾配の大きさを知

ることにも興味を示した。角度の学習で勾配計を

用いることは児童の学習を有効に援助することが

示された。しかし、鈍角の扱いや鋭角と鈍角の比

較には課題が見られた。回転角の概念の獲得には

課題があると考える。この研究で取り上げられた

分度器を使った勾配計の学習は、現行の教科書で

は「やってみようJのページに取り上げられてい

るが、残念なことに発展問題としての扱いとなっ

ているので時間がないときは実施されない場合も

ある。

次に、矢部・笹田・林 (1993)はこれまでの学

習は「形としての角Jと「量としての角Jの指導が

混在しているので、図形の構成要素として取り上

げられた角について、量として積極的とらえるこ

とや直接比較・間接比較を取り入れることも重要

と述べている。また、回転角のとらえ方としては

任意単位の数値化の必要性が普遍単位の数値化に

繋がり、その過程において量としての角の認識が

深められると考えるものと述べている。この研究

の第 lの目的には角度概念の指導の系統化をはか

り、第2の目的は教具・学習具の開発に努め、具

体的な教具・学習具の提示を行い、第3の目的は、

第 1、第2の目的から明らかにされた指導の系統

と開発した教具・学習具に対して、プログラム及

び教具・学習具の活用性の視点から実践的検討を

することあるとしている。その結果として三角定

規から 1トンガリ(15度)という任意単位を見つ

けることで、通常欠落している任意単位の数値化

の活動がどれだけ重要かを明確化させた。回転角

の三角定規の角の加法性を掴ませながら回転の大

きさとしての角の指導に新たな試みができた。こ

の研究により、角度学習に適した教材・教具の開

発の工夫をすることはできたが、角度概念の解明

には至ってはいない。今後は角度概念の獲得状況

に関する研究の必要性が挙げられる。

角に関連した学習の問題点と課題

学習場面において数学的概念理解の重要性はこ

こ最近言われ始めてきた。特に、 OECDによる

PISA調査によって、日本の子どもは手続き的知

識を問う問題の正答率は OECDの平均を上回っ

ているが、概念的理解と表現力を問う問題の正答

率は OECDの平均を下回っており無答率の平均

も上回っている(国立教育政策研究所， 2004)。

手続き的スキルの水準の高さに対して概念的理解

の不十分さや、それに起因すると考えられる思考

プロセスの表現の不十分さは、 PISA調査、算数・

数学、理科の教科内容の国際比較調査である

TIMSS調査や全国学力・学習状況調査(算数・

数学のB問題)にも共通してみられる。

吉田・栗山(1991)は分数という難しい概念で

も、概念的教授介入をすることにより、記号とし

ての分数の理解だけではなく、最としての分数の

理解に有利性が実証されている。角度概念研究で

は、誤概念の研究が主であった。これまで、理解

の難しい概念の獲得をうながすために多く用いら

れた方法は、認知的葛藤を生起させる方法である。

子どもが持つ概念や方略に基づいて予測させ、実

験や観察によってその予測が誤っていることを経

験させることで、認知的葛藤を生起させ、概念の

変容や方略の変化をうながすアプローチである

(Pasner， Strike， & Gertzog， 1982)。勾配形を

用いた授業は仮説実験授業を基にしているので、

実験による仮説(予測)の検証を重視している点

で、同様のアプローチを取っていると考えられる。

これらの研究に対して、認知的葛藤を生起させ

るだけでは概念や方略の変化につながらないこと

も指摘されている (Smith，diSessa， & Roschelle， 

1993)。既有の方略による解決と異なる結果が提

示され、認知的葛藤が喚起されたとしても、その

結果を無視したり、概念や方略の部分的な修正に

とどまったりすることも多いことが分かつている。

このことから、誤った概念の研究だけではなく、

角度概念の全体構造や、どのようにj獲得されてい
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るのかについての検討が必要とされる。しかし、

これまでの研究では、どのように角度の概念獲得

されているかの研究は行われてこなかった。角度

に関する学習を検討するためには、まず、角度概

念の全体構造を明らかにする必要があると考えら

れる。

また、角度測定する際には様々な認知処理方法

を使っていると推測される。複合図形の中から角

を抽出するときは空間認知や空間構成の処理を使

い、角度が大きくなると回転していくので心的回

転も使い、分度器では測定できない角度は計算が

必要でそれぞれの要因を使って行われている。そ

の関連要因についての検討も必要であろう。

そこで、まず、第 lに心的回転に関して図形分

割要因を取り上げる。角の大きさを回転の大きさ

としてとらえることは異なる角度や視点から物事

を認識する能力、心的回転のテストで要求される

能力が含まれていると推測される。そのため、そ

の能力を測定するために図形分割要因を取り上げ

る。図形分割要因は元にある図形が分割され、回

転している図形の中から照合するという処理を要

する問題である。頭の中で回転させる心的回転の

能力を必要としている要因である。

次に、第2に図形の構成要素の認知に関して認

知様式要因を取り上げる。図形として取り上げら

れた角の大きさについては、その構成要素の中か

ら角を抜き出す能力が重要な要因である。これは

により、今まで明らかにされていなかった角度概

念の形成を明確にすることができ、それをこれか

らの角度の指導に生かすことができると考えられ

る。以上のように、獲得過程においては、空間認

知・構成様式と計算能力は角度概念の重要な関連

要因であると考えられ、角度概念との関連性につ

いて明らかにする必要があるといえる。また、さ

らに、それにより得られた示唆は、小学校での算

数指導に生かすことができると考えられる。

目的

本研究では角度概念の獲得の全体構造を明らか

にし、また、重要な関連要因として、空間認知構

成様式と計算能力の2つを考え、角度概念との関

連性について検討することを目的とする。これら

の目的の達成のため、まず、予備調査では小学校

で使用されている角度についてのテストの分析を

行い、角度概念の全体構造についての仮設的モデ

ルを設定する。次に、本研究では予備調査を基に

した調査テストを作成・実施し、角度概念の全体

構造について仮設的モデルを検証するとともに空

間認知・構成様式と計算能力との関連性を明らか

にする。

予備調査

複雑な図形の中に隠された単純な図形を見つけ出 目 的

すよう要求されることと閉じである。そのために

は、単純な形を「埋没させているJ他のパターン

の多くを無視する必要性がある。ゆえに正確に課

題を行うためには本質的ではない情報を遮断する

ことが要求される。この能力は「場独立性j

(Witkin， 1967)に反映していると述べられてい

る。この能力については認知様式要因と考え、複

雑な図形の中に隠された単純な図形を見つけ出す

ことを処理する問題である。

そして、第3に角度は外延量なので加法や減法

といった計算で求める事は可能なので計算要因も

取り上げる。分度器を使用しなくても回転角の定

義を使えば計算で角度を求めることができる。こ

のように計算能力も角度概念の重要な要因である。

それぞれの様式との関連性を明らかにすること

小学校で使用されている角度についてのテスト

の分析を行い、角度概念の全体構造についての仮

設的モデルを設定する。

方法

調査協力者 沖縄県内の公立の小学校4年生 1

クラス34名であった。

調査期日 調査期日は、平成22年10月18日であっ

た。

調査問題 分析の対象としたテストは、角に関

するレディネステストと単元テストであった。レ

ディネステストは「角の定義Jr直角Jや「角の

大小テストJの3年まで習得した角度の問題3問
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であった。単元テストは回転角から鋭角、鈍角の

読み取り、作図、 2直線の交差によって生じる角

度や2つの三角定規を重ねることで生じる角度の

求め方などの4年の角度の学習をすべて含まれる

15問であった。

結果と考察

レディネステストの 3問と単元テストの15問で

計18聞の結果について Ward法によりクラスター

分析を行った。クラスター分析の結果から、次の

ようなことが示唆された。まず、 l直角の問題か

ら角の定義までのまとまりと分度器の鈍角から三

角形の鈍角までのまとまりで、大きく 2つのまと

まりとなった。前者はほとんど計算をしないで角

度を求める問題であり、後者はほとんど計算で角

度求める問題であった。このように、大きくは、

計算のなし・ありで2つの領域で分かれたといえ

る。次に、計算なしで求める問題群は、さらに直

角や回転角の 1直角のまとまり、鋭角のまとまり、

鈍角などのまとまりで分かれ、計算で求める問題

群は、鈍角、鋭角、直角のまとまりに分かれた。

分かれた項目について、各項目の正答率を求めて

みると、計算なしで求める問題群は直角は95%、

鋭角は90%、鈍角は66%であった。また、計算

ありで求める問題群は、鋭角の場合は48.5%で、

鈍角は46.6%と少し差があった。計算ありで求め

る問題群における直角の問題はなかったが、以上

のような結果から、 Table 1に示すような、角

度概念の全体構造についての仮設的モデルを作成

した。

Table 1角度概念の全体構造の仮設的モデル

直角

水平性

鋭角

水平性

鈍角

水平性

わかれている。正答率からの結果から、計算に関

する領域については、計算ありの方が計算なしよ

りも難しく、角度については、直角、鋭角、鈍角

の順に難しくなっていくと考えられる。

さらに、増田 (2007)で示された課題や、著者

(知念)の指導上の経験からも、角度を求める際

の基準となる線の水平性が、角の概念獲得に重要

な影響を及ぼしていると考え、 1要因として加え

ることにした。学校でのテストの場合は、ほとん

どが、角度を求める際の基準となる線は水平とし

ているが、発展問題のような場合には、角度を

求める際の基準となる線が斜め(水平でない)に

設定されることもあり、正答率は低くなる。これ

らのことから、水平性の要因も影響が大きく、角

度を求める際の基準となる線の水平性がない(斜

め)の方が、水平である場合よりも難しいと考え

られる。

以上のように、本研究では、計算(なし・あり)、

角度(直角・鋭角・鈍角)、水平性(あり・なし)

の3つの要因から角度概念の全体構造をとらえ、

検討することにする。

本研究

目的

予備調査の仮設的モデルに基づき、角度概念を

どこまで獲得しているかを調べる調査テスト作成・

実施し、角度概念の全体構造の仮設的モデルにつ

いて検討し、さらに、角度概念の獲得状況と空間

認知・構成様式と計算能力との関連性を検討する

ことを目的とする。

方法

計算なし領域ありなしありなしありなし 調査協力者県内の公立小学校4年生3クラス

計算あり領域ありなしありなしありなし 99名であった。

調査期日 調査期日は、平成23年2月13日--17

このモデルでは、まず、角度概念の全体構造が、 日であった。

ほとんど計算をしないで角度を求める問題に関す 調査問題調査問題は、以下の4聞から構成さ

る「計算なし領域Jと、ほとんど計算で角度求め れた。

る問題に関する「計算あり領域Jにわかれ、さら (1 )予備調査によって示された角度概念の獲得段

にそれぞれが、直角、鋭角、鈍角に関する問題に 階を基に作成された調査テスト(問題は計算
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(あり・なし) x角度(直角・鋭角・鈍角)

×水平性(あり・なし)の要因の組み合わせ

により作成)28問

(2)空間構成様式を見るための心像活動(分割)

テスト(長谷川.1993) 15問

(3)認知スタイル場独立型一場依存型テスト(杉

原， 1977) 24問

(4)計算能力テスト(児童数検 3級の問題集)

(数研財団， 2004)より10問

手続き 角度概念テストは算数の授業時間を使

用して実施し、空間認知・構成様式のテストと計

算能力テストについては、朝の自習の時間に実施

した。

02直線・鋭 25 

02直線・鋭(斜め) 23 
02直線・直 19 

02直線・直(斜め) 21 

0三角形・鋭 31 
0三角形・鋭(斜め) 33 
0作図・鈍 45 
0作図・鈍(斜め) 46 

0三角形・鈍 35 
0三角形・鈍(斜め) 37 
0測定・鈍 41 
0測定・鈍(斜め) 42 

0見た目・直角 7 

O角の大小 8 
O角の大小(斜め) 9 

0測定・鋭 39 
0測定・鋭(斜め) 40 
0作図・鋭 43 
0作図・鋭(斜め) 44 
0回転角① 12 
0回転角② 15 

0回転角③ 18 
0180度以上の角 51 
0180度以上の角(斜め) 53 
0270度以上の角 47 
0270度以上の角(斜め) 49 

結果と考察

角度概念の全体構造についての分析

1 )クラスター分析による全体構造

角度概念の全体構造の確認を行うため、予備調

査によって示された角度概念を基に作成された調

査テスト28問について Ward法による変数クラ

スター分析を実施した。その結果、 5クラスター

が適切と判断した。その結果を Figure1に示す。

クラスター lは2直線の交差でできた角度を計

算で求める問題(水平・斜め)、クラスター 2は

三角定規の重なりでできた鋭角を減法で求める問

※数字は問題番号

Figure 1 変数クラスター分析によるデンドログラム
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題(水平・斜め)、クラスター 3は三角定規の重

なりでできた鈍角を加法で求める問題(水平・斜

め)、作図の鈍角(水平・斜め)、測定の鈍角、鋭

角(水平・斜め)見た目での判断での直角、角の

大小(水平・斜め)の問題が含まれる。クラスター

4は作図の鋭角(水平・斜め)と回転角の問題で

ある。クラスター 5は180度以上の角度を計算で

求める問題である。これらを内容項目でまとめる

とTable2の通りであった。

2)クラスター分析による全体構造モデル

Table 2の内容項目から全体構造モデルにつ

いて検討すると、まず、予備調査においても示唆

された、計算で求める問題(クラスター3・クラ

スター4)と計算なしで求める問題(クラスター

1・クラスター2・クラスター 3)の大きく 2つ

に分けられると考えられる。次に、角度について

は、予備調査では、直角、鋭角、鈍角に分けて考

えていたが、クラスター分析の結果からは、対象

となる角度を180度未満の角度の問題(クラスター

3・クラスター1・クラスター 2) と180度以上の

問題で(クラスター4・クラスター 5)で大きく

分けることができると考えられる。さらに、計算

ありの180度未満の問題では具体物操作あり(ク

ラスター 2)・なし(クラスター 1)で分けるこ

とができる。このように分けると Table3の通

りに整理することができる。なお、水平性につい

ては、クラスター分析の結果、水平性の遭い(水

平、斜め)によるクラスターの違いは認められな

かった。

つまり、クラスター 3は計算なしで180度未満

の角度、クラスター4は計算なしで180度以上の

角度、クラスター 1は計算ありで180度未満で具

体物操作なし、クラスター 2は計算ありで180度

度未満の角度で具体物操作あり、クラスター 5は

計算ありで180度以上の角度となる。水平性につ

いては独立した結果はなかったため変数として取

り上げないことにする。次に、この全体構造モデ

ルについて、さまざまな分析から統計的に検討し

ていくことにする。

3)クラスターごとの平均正答率

各クラスターの平均正答率の結果を Table4に

示す。

平均値が最も高いのはクラスター 3で84.03で

あり、次はクラスター4の71.79、クラスター 1

の67.94、クラスター2の64.74、クラスター 5の

49.67となっている。 SDはその}II買で高くなってい

る。クラスター 3はTahle2の内容項目から分

かるように角度概念の基礎的な範囲を指している。

Table 2 各クラスターの内容項目

クラスター 1 2直線の交差でできた角度を計算で求める問題

クラスター 2 三角定規の重なりでできた鋭角を減法で求める問題(水平・斜め)

クラスター 3 三角定規の重なりでできた鈍角を加法で求める問題(水平・斜め)、作図の鈍角(水

平・斜め)、測定の鈍角、鋭角(水平・斜め)見た目の判断での直角、角の大小(水

平・斜め)の問題

クラスター4 作図の鋭角(水平・斜め)と回転角 (0度から360度まで)の問題

クラスター 5 180度以上の角度を計算で求める問題(水平・斜め)

Table 3 全体構造モデル

計算なし 計算あり

180度未満 180度以上 180度未満

具体物操作なし 具体物操作あり

クラスター 3 クラスター4 クラスター 1 クラスター 2
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Table 4 各クラスターの平均正答率

クラスター 平均正答率 SD 

クラスター1 67.94 41.85 

クラスター2 64.74 44.21 

クラスター 3 84.03 20.93 

クラスター4 71.79 33.09 

クラスター 5 49.67 48.43 

測定や作図、見た目の判断で角度を求める基礎的

な項目で示しているので理解しやすいため正答率

の平均点も高くなると推測できる。次のクラスター

4は計算なしで回転角 (0度から360度まで)を

見た目で判断するので理解が容易なのだろう。ク

ラスター lは2直線の交差でできた角度を計算で

求める問題で、クラスター2は三角定規の重なり

でできた鋭角を減法で求める問題(水平・斜め)

で三角定規という具体物を頭の中で操作しないと

角度を求めることができない。クラスター2がク

ラスター lよりも点数が低いのは操作活動の思考

が児童に負荷がかかっていると推測できる。大き

く点数が離れている最下位は計算あり・ 180度以

上のクラスター 5である。ここでは180度以上の

角度を求めるには2通りの方法がある。 1つは角

度に180度の直線を引き、そこからどれぐらい角

度が聞いているかを求め、 180度に加法する方法、

2つ目は360度の一回転から開き具合が足りない

かを求め、 360度から引く減法のやり方がある。

どちらも回転角の定義を理解した上での計算なの

でさらに負荷がかかり容易ではなかったと推測で

きる。

4)各クラスター間の相関係数

次に各クラスター聞がどう関連しあっているの

か検討するために、各クラスターごとの変数の合

計値を算出し相関分析を行った。その結果を

Table 5に示す。

Table 5の各クラスターの相闘を見ると、全

ての項目に有意な相関が見られた ('332<rs<.693，

p<.01)。具体的にはクラスター lとクラスター 2

には中程度の正の相関が認められたか=.686，

p<.01)。クラスター 1と3に中程度の正の相闘が

認められた (r=.693，pく.01)。クラスター 3には

全てのクラスターに中程度の正の相闘が認められ

ている (.449<閃く.693，pく.01)。クラスター 2と

クラスター 4では低い正の相闘が認められた

か=.436， p<.01)。クラスター 2とクラスター 5

でも低い正の相関が認められたか=.427，pく.01)。

クラスター4とクラスター 5では中程度の正の相

闘が認められたか=.578，p<.01)。

Table 5の結果を内容項目の聞から考えてみ

ると、クラスター 3は計算なしの180度未満の角

度で、各相関の基盤となる部分を占めているので、

全てに関わっていると考えられる。クラスターし

クラスター 2、クラスター 3はそれぞれの間で中

程度の正の相関が見られている。これはクラスター

1は2直線の交差からできる計算ありの180度未

満の角度の問題で、クラスター 2は計算ありの三

角定規の重なりからできる180度未満で計算で求

める角度で両方とも計算問題という共通項がある

問題である。その基盤となるのはクラスター 3の

項目なのでクラスター 2、クラスター 1の双方が

関わり合っていると推測できる。クラスター4は

見た目の判断での回転角で計算なしの180度以上

の角度の問題、クラスター 5は回転角で計算あり

クラスター 2

Table 5 各クラスター聞の相関係数

クラスター4

クラスター l

クラスター 2

クラスター 3

クラスター4

.686*本

クラスター 3 F
h
d

一
一
一
*

タ
一
?

ス
一
位

一
フ
一
.

ク一

.693料 .436寧*

.545** .332府市 .343** 

.449事事 .496** 

.578ホ*

*寧Pく.01
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の180度以上の問題である。回転角という共通項

があること、その基盤となるのはクラスター 3の

項目となるのでクラスター4とクラスター 5の双

方が関わり中程度の正の相関が出ていると推測で

きる。

5)各クラスター間と図形分割・計算・認知様式

要因との相関係数

次に各クラスター聞と図形分割・計算・認知様

式要因がどう関連しあっているのか検討するため

に、各クラスターごと図形分割・計算・認知様式

要因の変数の合計値を算出し相関分析を行った。

その結果を Table6に示す。

Table 6の各クラスター間と図形分割要因の

相関を見ると、クラスターしクラスター 2、ク

ラスター 3に弱い正の相闘が見られ (.339

くrs<.377，p<.Ol)、クラスター4とクラスター 5

には有意な相関は見られなかった。計算要因はク

ラスター lとクラスター 3に中程度の正の相関、

クラスター2とクラスター4、クラスター 5には

低い正の相闘が認められている (.301く内く.597，

p<.Ol)。認知様式要因はクラスターしクラスター

2、クラスター 3は中程度の正の相関で、クラス

ター4とクラスター 5は正の相関が認められた

(.340くrsく.644，p<.Ol)。

では、この結果は各クラスター間の特徴と各関

連要因がどのように関わっているかを以下に示す。

図形分割要因でクラスターしクラスター2、

クラスター 3と相関は見られ、クラスター4、ク

ラスター 5には相関は見られなかった。図形分割

要因は元にある図形を分割され、回転している図

形の中から照合するという処理を要する問題であ

る。この要因は180度未満と180度以上の角度の認

知が大きく左右される考えられる。 180度未満の

クラスターしクラスター2、クラスター 3は問

題処理は図形分割要因の関わっていると推測され

る。日常であまり存在しなし)180度以上のクラス

ター4、クラスター 5の問題処理は図形分割要因

と違う問題処理を行っていると推測できる。

計算要因はクラスター 1とクラスター 3に中程

度の正の相関、クラスター2とクラスター4、ク

ラスター 5には低い正の相闘が認められている。

計算あり、なし、 180度以上、未満に関わらず基

本的なところは計算処理のように筋道を立てて処

理を行うので双方が関わっているといえる。

認知様式要因はクラスタームクラスター 2、

クラスター 3と中程度の正の相関で、クラスター

4、クラスター 5は低い正の相関が認められてい

る。認知様式要因は元になる図形を複合図形の中

から見つける問題である。この要因も180度未満

と180度以上の角度の認知が左右されていると考

えられる。その要因の問題処理はクラスターし

クラスター 2、クラスター 3の問題処理と双方に

関わっている推測できる。クラスター4とクラス

ター5の問題の処理にも双方に関わっていると考

えられるが、日常であまり存在しない180度以上

の角度の問題であるので低い正の相関が示された

と推測できる。

6)全体構造モデルの検討

以上のように、クラスターごとの平均の正答率

から、計算なしの問題(クラスター3・クラスター

4)は容易に問題を解くことができるが、計算あ

りの問題(クラスター l・クラスター2・クラス

ター 5) は容易に問題を解くことは難しいことが

推測できる。このことから計算あり問題と計算な

し問題という基準に分けられると考えられる。ま

た、 180度未満の計算ありのクラスター 2とクラ

スター 1ではその平均の正答率からクラスター 2

が難しいことが認識された。その要因としてクラ

Table 6 各クラスター間と図形分割・計算・認知様式要因との相関係数

図形分割

計 算

認知様式

クラスター l

.339料

.482*事

.546紳

クラスター 2 クラスター3

.349** .377*本

.378** .597・$

.477*本 .644紳
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スター 2は三角定規という具体物を頭の中で操作

し、計算方法を決め、立式をしてから角度を求め

るのでクラスター 1に比べ手順を踏まなければ角

度を出すことができないので、負荷がかかり問題

が難しくなると考えられる。そこで、 180度未満

の計算ありの項目には具体物の操作あり・なしの

基準で分けられることが考えられる。

次に、各クラスター聞の相関係数からクラスター

3は基礎的な部分を示すので全てにクラスターに

関わっており、特にクラスターしクラスター 2

は180度未満の計算項目という共通項がある。そ

の基盤はクラスター 3なので 3つのクラスターと

も関わり合っているといえる。また、クラスター

4は180度以上の計算なしの問題、クラスター 5

では180度以上の計算ありの問題で共に180度以上

という共通項があるので、ここから180度以上と

180度未満の基準があることも示唆された。

次に、各クラスター間とそれぞれの関連要因の

相関係数の結果から、図形分割要因と180度未満

の問題は関わっており、筋道に沿って問題を解決

する計算要因は計算あり・なしにかかわらずどの

問題にも関わっており、認知様式要因は180度未

満の問題とは中程度の関わり、 180度以上の問題

には低い関わりがあることが示唆され、ここでも

180度以上と180度未満の基準があることも推測で

きる。

以上のような考察の結果から角度概念の全体構

造モデルの設定の有効性が示唆されると考えられ、

さらに本研究ではそれぞれのクラスターの内容が

段階を経て高位になっていくと考えられることか

ら、それぞれ段階 1から段階 5として命名する

(Table 7)。

角度概念の男女差についての分析

1 )各クラスターの合計値の男女差

続いて各クラスターの変数の合計値に性別によっ

て差があるのかを検討するために、各クラスター

の変数の合計値を算出しt検定を行った。その結

果を Table8に示す。

計算なし

Table 7 全体構造モデル

計算あり

180度未満 180度以上 180度未満

具体物操作なし 具体物操作あり

180度以上

円。一二
階

タ
一
段

ス一

l

ラ
一
第

カ
ノ
一

AH-

一
二
階

タ
一
段

ス一

2

ラ
一
第

ク一
'
i
-二

階
タ
一
段

ス一

3

ラ
一
第

ク一
F
b

一
二
階

タ
一
段

ス一

5

ラ
一
第

ク一
q
G

一
二
階

タ
一
段

ス一

4

ラ
一
第

カ
ノ
一

Table 8 角度テストとその各クラスター群における男女別の平均値と SD

クラスター 性別 N 平均値 SD t値

クラスター l 男子 38 4.68 2.20 2.12* 

女子 40 3.50 2.66 

クラスター2 男子 38 1.47 0.82 1.76 

女子 40 1.12 0.91 

クラスター 3 男子 38 10.00 1.61 2.96・*

女子 40 8.52 2.63 

クラスター4 男子 38 4.18 1.24 3.28*ホ

女子 40 3.02 1.80 

クラスター 5 男子 38 2.57 1.85 2.73** 

女子 40 1.42 1.85 

*pく.05，柿Pく.01
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まず、クラスター 1は有意な差が見られ、男子

の方が得点が高くなっていた。 (t(76) =2.12， 

p<.05)。クラスター2では有意な差が見られなかっ

た。クラスター 3では有意な差が見られ、男子の

方が得点が高くなっていた。 (t(76) =2.96， pく.01)。

クラスター4でも有意な差が見られ、男子の方が

得点が高くなっていた。 (t(76) =3.28， pく.01)。

クラスター 5でも有意な差が見られ、男子の方が

得点が高くなっていた (t(76) =2.73， pく.01)。

これらの結果から男子の方が女子よりが角度の

問題を得意にしていることが認められる。第4段

階のクラスター2だけ有意差が見られなかったが、

これはクラスター 2は三角定規の重なりでできた

鋭角を減法で求める問題(水平・斜め)で180度

未満・計算なしで具体物操作ありの問題である。

このクラスターは実際の具体物操作ではなく思考

で操作する問題である。クラスター 1はクラスター

2と同様に計算ありの減法で求める問題であるが、

クラスター 1には問題の図の中に求めない部分の

角度が明記されているので角度概念の理解してい

れば容易に180度から減法で求めることができる。

それに比べるとクラスター 2では定規が重なって

できる差の角度の求めるためには、頭の中で定規

を動かしてから角度が何度か確認してから求め方

を減法と決定しなければいけない。この手順の多

さからもより思考が必要とし負荷のかかっている

問題といえる。これはたとえ、角度問題が得意な

男子とはいえ、その負荷は容易ではないと推測で

きる。また、空間の位置の記憶は女子の方がまさっ

ているという結果もある (Kimura，1999)。他の

クラスターの得点は 1点以上あるがクラスター 2

の得点の差は0.25である。クラスター 2が得意な

女子が多かったため、女子と男子には有意な差が

見られなかったと推測できる。

2)図形分割・計算・認知様式の合計値の男女差

次に、図形分割・計算・認知様式の合計値に性

別によって差があるのかを検討するために、図形

分割・計算・認知様式の合計値を算出しt検定を

行った。その結果を Table9に示す。

まず、図形分割要因では有意差が見られなかっ

た。計算要因でも有意差が見られなかった。認知

様式要因は有意差が認められた (t(80) =2.00， 

Pく.05)。分割や計算は男女の差はないが認知様式

はその差が見られ、男子が認知様式にも得意な傾

向が認められた。

分割j要因は度数分布の結果から見ると 8割の児

童が半分以上は問題を解くことができていた。問

題が容易だったと考えられる。その問題を解決す

るためには男女差に関係なく処理できたと推測で

きる。計算要因でも同じような結果が出ている。

計算要因では85%の児童が半分以上の計算を解く

ことができる。これも男女差よりも計算の手順が

習得できる、できないの個人差で問題を処理した

と推測できる。認知様式要因は9問解いた児童が

全体の約15%になっており、後はばらついた結果

となっている。この結果は空間認知的な処理には

男女差があることを示唆している。

各クラスターと図形分割・計算・認知様式との相

関の男女差

次に、各クラスターと図形分割・計算・認知様

式との相関の男女差がどのように関連しているの

かを検討するために、まず男子の各クラスター聞

の合計値を算出し相関分析を行った。

Table 9 図形分割・計算・認知様式での男女の差

関連要因 性別 N 平均値 SD t {I直

図形分割 男子 43 9.48 1.91 0.28 

女子 39 9.35 2.19 

計 算 男子 43 7.04 2.25 1.10 

女子 39 6.46 2.53 

認知様式 男子 43 8.97 4.46 1.98* 

女子 39 7.15 3.80 

本Pく.05

-187一



琉球大学教育学部紀要第82集

1 )男子の各クラスターと図形分割・計算・認知

様式との相関係数

男子の各クラスターと図形分割・計算・認知様

式との相関係数の結果は Table10に示す。

相関分析の結果は、クラスター 1はクラスター

2、クラスター 3、クラスター4に中程度の正の

相関が見られた (.600<rs<.660，pくβ1)。クラス

ター lとクラスター 5では低い正の相闘が見られ

た (r=.363，p<.Ol)。クラスター 2では他のクラ

スターとは相関は見られなかった。クラスター 3

ではクラスター4、クラスター 5に中程度の正の

相関が見られた(，537く内く.543，pく.01)。クラス

ター4とクラスター 5でも中程度の正の相関が見

られたか=.559，pく.01)。

男子では第4段階のクラスター2以外はどのク

ラスターでも同様の問題処理を活用していると推

測できる。クラスター 2は三角定規の重なりでで

きた鋭角を減法で求める問題(水平・斜め)だが

三角定規の角度を記憶し、頭の中で操作して計算

の方法を自分で選択、決定して問題解決を行う。

重なりからできた角度を減法と決定するには角度

概念の筋道がしっかりできていないといけない。

男子ではこの問題を他の問題とは別の処理方法が

必要と推測できる。例えば、男子は心的な回転の

問題は有意になることが報告されている (Kimura，

1999) これはクラスター 2以外のクラスターの結

果に裏付けされるが、クラスター 2では空間の位

置の記憶が重要な要素の 1つと推測される。この

能力は男子よりも女子の方が優位になる結果が報

告されている。そのため、その能力を必要として

いるクラスター 2では他のクラスターのようには

操作ができなかったと推測できる。

次に、男子の各関連要因間の合計値を算出し相

関分析を行った。その結果を Table11に示す。

まず、図形分割要因は他の関連要因と有意な相

関は見られなかった。計算要因は認知様式要因と

低い正の相関が見られたか=.368，pく.01)。男子

では関連要因の相聞から見ても計算要因の筋道に

沿って問題を解決していく方法と認知様式要因の

複合図形の中から探す切り取る処理方法を似てい

ると推測できる。図形分割要因は違う処理方法を

活用していることが考えられる。

次に、男子の各クラスター間と関連要因の合計

値を算出し相関分析を行った。その結果を Table

12に示す。

まず、クラスター 1は認知様式要因と中程度の

Table 10 男子の各クラスター聞の相関係数

クラスター 1

クラスター 2

クラスター 3

クラスター4

q
b

一一一
タ一

V

ス
一
渇

-フ一ク一

Table 11 男子の各関連要因の相関係数

計算 様式

分割

計算

.216 .315 

.368*期

**pく.01

クラスター 3 クラスター4 クラスター 5

.608.. .600柿 .363柿

.303 .305 .098 

.537柿 .543** 

.559柿

*.pく.01

Table 12 男子の各クラスター間と関連要因の

相関係数

クラスター 分割 計算 様式

クラスター1 .237 

.004 

.364* 

.270 

.130 .514常事

クラスター 2 .098 

クラスター 3 .253 

クラスター4 .149 

クラスター 5 .261 

.296 

.636.準

.298 

.216 .315 

*pく.05，*.pく.01
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正の相闘が見られたか=.514， p<.01)。クラスター

2では関連要因と有意な相関は見られなかった。

クラスター 3では計算要因と低い正の相闘が見

られか=.364，pく.01)、認知様式要因と中程度の

正の相関が見られたか=.363， p<.01)。クラスター

4とクラスター 5では関連要因と相関は見られな

かった。

男子では第3段階のクラスター 1の180度未満

の2直線の交差でできた角度の計算の際に求める

角度を切り取る作業と認知様式要因の元になる図

形を複合図形の中から切り取る作業を同様に扱っ

ていると推測できる。第 1段階のクラスター 3は

角度概念の基礎的な部分を占めている問題である。

それが計算要因の筋道に沿って問題を解決してい

く方法と認知様式要因の複合図形の中から探し切

り取る処理方法を使っていると推測できる。男子

ではこの関連要因と同様な処理を使うのはクラス

ター 1とクラスター 3だけで他のクラスターは関

わりがないことが推測できる。

2)女子の各クラスターと図形分割・計算・認知

様式との相関

次に、各クラスター問の女子の合計値を算出し

相関分析を行った。その結果を Table13に示す。

まず、クラスター 1はクラスター2とクラスター

5に中程度の正の相関が見られた(.404くrsく.680，

pく.01)。クラスター 1とクラスター 3では強い正

の相闘が見られたか=.710，pく.01)。クラスター

2はクラスター 3とクラスター 5で中程度の正の

相闘が見られた (.481く内く.646，pく.01)。クラス

ター 3ではクラスター4、クラスター 5に低い正

の相闘が見られた (.316くrsく.403，pく.01)。クラ

スター4とクラスター5でも中程度の正の相関が

見られた (r=.522，pく.01)。

女子では、クラスター 1とクラスター4、クラ

スター2とクラスター4以外には有意な相闘がで

ている。第 2段階のクラスター 4は作図の鋭角

(水平・斜め)と回転角 (0度から360度まで)の

問題である。見た目の判断で問題を処理し計算を

必要としない問題なのでクラスターし 2と相関

が見られなかったと考えられる。クラスター4と

クラスター 5が相関が見られたのは回転角という

共通項からの影響と推測できる。

次に、女子の関連要因の合計値を算出し相関分

析を行った。その結果を Table14に示す。

まず、図形分割要因は計算要因に中程度の正の

相関、認知様式要因に低い正の相関が見られた

(.361<rs<.448， p<.Ol)。計算要因は認知様式要因

Table 13 女子の各クラスター聞の相関係数

クラスター 1

クラスター2

クラスター 3

クラスター4

q
G

一

一

一

帯

タ
一
ゲ

ス
一
倒

-
フ
一
.

ク一

Table 14 女子の関連要因の相関係数

計算 様式

クラスター 5クラスター 3

.710柿

.646柿

クラスター4

.274 

.279 

.404*事

4
E
A
 

-

-

'

市

-
n
U

事

*

$

-

1

3

2

一
〈

n
H
u
n
u
n
F
U

一n戸

凋

骨

組

U
1
R
U

一*
d

・
占
事

.316事寧

Table 15 女子の各クラスター聞と関連要因の
相関係数

クラスター 分割 計算 様式

分割 .448** .368事

クラスター1 .461*本 .614・$ .528** 
計算 .710** 

クラスター2 .520柿 .625** .617・・
事Pく.05，**pく.01

クラスター3 .436** .703** .643** 

クラスター4 .072 .271 .271 

クラスター5 .032 .433*事 .335* 

事p<.05，帥 Pく.01
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と強い正の相関が見られた (r=.710，pく.01)

女子では関連要因全てが関わっていると推測で

きる。特に計算要因と様式要因は強い相関があり、

強く影響していることがわかる。

次に、各クラスター問と関連要因の女子の合計

値を算出し相関分析を行った。その結果をTable

15に示す。

まず、クラスター 1は図形分割要因、計算要因、

認知様式要因に中程度の正の相闘が見られた

(.461く閃く.614，pく.01)。クラスター 2も図形分割

要因、計算要因、認知様式要因に中程度の正の相

闘が見られた (.520<月く.625，pく.01)。クラスター

3は図形分割要因と認知様式要因で中程度の正の

相閥、計算要因で強い正の相闘が見られた(.436

くrs<.703，pく.01)。クラスター4では相闘が見ら

れなかった。クラスター 5と計算要因と認知様式

要因では中程度の正の相関が見られた (.335くrs

く.433，pく.01)。

女子ではクラスターし 2、 3の180度未満の

計算あり・なしの問題と図形分割要因と相関が見

られているが、クラスター4、 5の180度以上の

計算あり・なしの問題では相闘が見られない。女

子の場合では図形分割要因は180度以上の問題に

使われている処理方法と違うことが推測できる。

クラスター 3のような基礎部分を示す問題は計算

問題のような筋道を立てて考える処理方法を強く

影響していると考えられる。逆にクラスター4の

ような計算なしで見た目の判断で処理する方法は

筋道を立てて考えるとは別なものと推測できる。

女子よりも男子の方が心的回転の問題は得意とい

われている (Kimura.1999)。クラスター4は他

の認知機式要因とは相関は見られないので、女子

の得意といわれている計算問題 (Kimura，1999) 

のように筋道を立てて処理する方法はここでは活

用されていないと推測できる。クラスター4は別

の処理方法を使っていると考えられる。

角度概念の男女差のまとめ

以上の結果から、男子の方が女子よりも角度概

念は得意なことが示唆された。これは心的回転が

女子よりも男子の方が得意という報告 (Kimura，

1999) もあり、角度概念はクラスター4のような

回転角が重要な要素となりその部分が心的回転を

必要な部分とが考えられる。各クラスターの問題

では第4段階のクラスター2以外は男女の差が見

られた。第4段階のクラスター2は男子でも難し

い課題ということが推測できる。クラスター 2は

三角定規の重なりでできた鋭角を減法で求める問

題(水平・斜め)で180度未満・計算なしで具体

物操作ありの問題である。このクラスターは三角

定規の角度を覚えて思考で操作し演算を決定する

問題である。これは空間の位置の記憶を重要な要

因とする問題であり、この要因は男子よりも女子

の方が得意といわれている (Kimura，1999)。こ

の要因が大きく影響を示し、女子の得点が高まり

差がでなかったと推測できる。クラスター 2は男

子ではそれ以外のクラスターと相関はなかったこ

れは空間の位置の記憶が影響を及ぼし他のクラス

ターとは違う処理をしていることが推測できる。

関連要因では認知様式要因に男女差が有意差が

見られた。その他は見られなかった。男子では関

連要因の相関は計算と認知様式要因で見られ、女

子では関連要因の相関は各項目で見られている。

これは角度問題を解決する際に男子では認知様式

要因を活用しているといえる。これは、平均的に

男子は女子よりも「場依存性が低いJつまり、背

景の影響を受けにくい (Witkin，1967) ので認

知様式要因を活用しやすいと推測される。女子で

は各関連要因を活用していると考えられる。

男女共通する結果として、第1段階のクラスター

3は他のクラスター基盤を示していることや計算

要因や認知様式要因の双方とも関わっている事が

示唆された。

男子では計算要因や認知様式要因の 2つの関連

要因とも双方が関わっている事も示唆され、それぞ

れのクラスターの問題を解決するときは関連要因を

あまり使用していないことが示唆された。逆に女子

では、それぞれのクラスターの問題を解決する際は

関連要因と関わり合っているが、クラスター4は他

の認知様式要因とは相関は見られないので、女子の

得意といわれている計算問題(】(imura，1999)の

ようにコツコツと筋道を立てて処理する方法はここ

では活用されていないと推測できる。クラスター4

は別の処理方法を使っていると示唆される。
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角度概念の高群・低群についての分析

1 )高群・低群における各クラスターごとの平均値

次に角度テストの平均値を算出し、 (M=20.19)、

平均値以上の得点を高群、平均値未満の得点を低

群として群分けした。低群・高群に群分けし、テ

スト成績の高群と低群の各クラスターごとの得点

の平均値を算出し、 t検定を行った。その結果を

Table 16に示す。

まず、クラスター 1では有意な差が見られ、高

群の方が得点が高くなっていた (t(76) = 10.02， 

pく.01)。さらに、クラスター 2でも有意な差が見

られ、高群の方が得点が高くなっていた (t(76) = 

5.78， p<.01)。クラスター 3でも有意な差が見ら

れ、高群の方が得点が高くなっていた (t(76) = 

9.52， pく.01)。クラスター4でも有意な差が見ら

れ、高群の方が得点が高くなっている。 (t(76) = 

8.21， pく.01)。クラスター 5でも有意な差が見ら

れ、高群の方が得点が高くなっていた (t(76) = 

2.73， pく.01)。

これらの結果から、それぞれのクラスターの高

群と低群には知識や理解度には差があると推測で

きる。

2)図形分割・計算・認知様式の合計値の高群・

低群の差

次に角度テストの平均値を算出し (M=20.19)、

平均値以上の得点を高群、平均値未満の得点を低

群として群分けした。そして、テスト成績の高群

と低群の各関連要因のごとの得点の平均値を算出

し、 t検定を行った。その結果を Table17に示す。

まず、分割要因では有意な差が見られ、高群の

方が得点が高くなっていた (t(72) = 2.57， pく.05)。

計算要因でも有意な差が見られ、高群の方が得点

が高くなっていた (t(72) =4.65， pく.01)。認知

様式要因でも有意な差が見られ、高群の方が得点

が高くなっていた (t(73) =6.74， pく.01)。これ

らの結果から、それぞれの関連要因との高群と低

群には認知処理方法には差があると推測できる。

分割要因は度数分布の結果から見ると 8割の児

童が半分以上は問題を解くことができていた。問

Table 16 高群・低群における各クラスターごとの平均値と5D

クラスター 群 N 平均値 SD t {i直

クラスター 1 高群 45 5.68 0.97 10.02** 

低群 33 1.87 2.28 

クラスター2 高群 45 1.71 0.66 5.78料

低群 33 0.72 0.83 

クラスター3 高群 45 10.68 0.55 9.52料

低群 33 7.27 2.32 

クラスター4 高群 45 4.55 0.84 8.21柿

低群 33 2.27 1.58 

クラスター 5 高群 45 3.08 1.53 7.83** 

低群 33 0.48 1.32 
**p<.01 

Table 17 高群・低群における関連要因ごとの平均値と5D

群 N 平均値 SD t値

分割要因 高群 43 9.95 1.63 2.57* 

低群 31 8.77 2.30 

計算要因 高群 43 7.69 1.89 4.65柿

低群 31 5.41 2.30 

認知様式 高群 44 10.50 3.54 6.74*事

低群 31 5.12 3.17 

*p<.05，料 p<.01
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題が容易だったと考えられるが、角度テストの知

識や理解度が高ければその処理方法をより容易に

見つけ、問題を解決できると考えられる。計算要

因でも85%の児童が半分以上の計算を解くことが

できる。角度テストの知識や理解度が高ければ、

低い群に比べて計算の手順が習得できていると推

測できる。認知様式要因は平均点も 5点以上と顕

著に表れている。 9問解いた児童が全体の約15%

になっており、後はばらついた結果となっている

が、やはり角度テストの知識や理解度が高い方が

空間認知的な処理には高いレベルを持っていると

推測できる。

各クラスターと図形分割・計算・認知様式との相

関の高群と低群の差

次に角度テストの高群・低群の違いによる各ク

ラスターと図形分割要因・計算要因・認知機式要

因との相関の違いを検討した。

1 )高群の各クラスターと図形分割・計算・認知

様式との相関

まず、角度テストの平均値以上の得点を高群と

して各クラスターのごとの合計値を算出し、相関

分析を行った。その結果を Table18に示す。

分析の結果から、クラスター 1とクラスター 2

のみに有意な正の低い相闘が見られたか=.316，

pく.05)。その他には見られなかった。角度テスト

の高群ではクラスター 1とクラスター 2は双方関

わっていると考えられるが.その他は関わってい

ないと推測できる。

次に、角度テストの平均値以上の得点を高群と

して関連要因ごとの合計値を算出し、相関分析を

行った。その結果を Table19に示す。

分析の結果から、それぞれの関連要因には有意

な相関は見られなかった。このことから，角度テ

ストの高群では関連要因は双方関わり合っていな

いことが推測できる。これは角度テストの知識や

理解度が高いほど、分割要因や計算要因や認知様

式要因はそれぞれ高いレベルであり、それぞれ関

わりあいがなく独立していると推測できる。高群

の児童はその処理方法の独自性を見つけ出してい

ると推測できる。

次に、角度テストの平均値以上の得点を高群と

して各クラスター問と関連要因の合計値を算出し、

相関分析を行った。その結果を Table20に示す。

分析の結果から、クラスター 3と計算要因のみ

Table 18 高群における各クラスター聞の相関係数

クラスター 1

クラスター 2

クラスター 3

クラスター4

q
J臼
一一一

タ一

V

ス
一
訓

-フ一ク一

Table 19 高群における関連要因の相関係数

計算 様式

分割j

計算

ー.100 -.008 

.123 

クラスター 3

・.015

ー.064

クラスター4

・.062

.091 

.232 

クラスター 5

・.164

.003 

.246 

.243 

事Pく.05

Table 20 高群における各クラスター聞と関連

要因と相関係数

クラスター 分割 計算 様式

クラスター1 -.024 .288 -.140 

クラスター 2 .182 .057 .044 

クラスター 3 -.300 .372事事 .093 

クラスター4 .001 .205 ー.008

クラスター 5 -.074 .118 .100 

材 t<.01
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に有意な正の低い相関が見られたか=.372，

pく.01)。角度テストの知識や理解度が高いほど角

度概念の基礎的な部分を占めるクラスター 3と筋

道を沿って考える計算要因とは双方関わり合って

いることが推測できる。それ以外の関連要因の認

知処理方法は他のクラスターでも活用されていな

いことが認識された。

2)低群の各クラスターと図形分割・計算・認知

様式との相閥

次に、角度テストの平均値満たない得点を低群

として各クラスターのごとの合計値を算出し、相

関分析を行った。その結果を Table21に示す。

分析の結果から、クラスター 1とクラスター2

に有意な中程度の正の相闘が見られたか=.601，

pく.01)。クラスター 1とクラスター3に有意な正

の低い相闘が見られたか=.359， p<.01)。クラス

ター 2とクラスター 3では有意な正の低い相闘が

見られたか=.360，pく.05)。これは、角度テスト

の理解度や知識の低い場合、クラスターし 2、

3は双方が関わっていると考える。

次に、角度テストの平均値に満たない得点を低

群として関連要因ごとの合計値を算出し、相関分

析を行った。その結果を Table22に示す。

分析の結果から、計算要因と、図形分割要因、

認知様式要因は有意な中程度の正の相闘が見られ

た (.389<rs<.595，p<.OI， pく.05)。角度テストの

知識や理解度が低い場合はそれぞれの関連要因は

双方が関わり合っていると考えられる。

角度テストの高群では各関連要因は関わりはな

かったが、低群では関わり合っている。これは角

度テストがまだ定着していない児童にとって関連

要因の処理方法は関わりあっているが、角度テス

トが定着していくと関連要因は独立していき、そ

れぞれの独自性も見つけていくと考えられる。

次に、角度テストの平均値に満たない得点を低

群として各クラスター問と関連要因ごとの合計値

を算出し、相関分析を行った。その結果を Table

23に示す。

分析の結果から、クラスター2と認知様式要因

に有意な中程度の相闘が見られるか=.410，p<. 

05)。クラスター 3は図形分割要因と計算要因と

認知様式要因に有意な中程度の相闘が見られた

(.416<rs<.587， pく.01，pく.05)。これは、角度テ

Table 21 低群における各クラスター聞の相関係数

クラスター 1

クラスター2

クラスター3

クラスター4

内

4タ一

r

ス一

ω

-フ一ク一

Table 22 低群における関連要因の相関係数

計算 様式

分 割

計算

.595柿 387*第

.439・
*p<.05， **pく.01

クラスター 3

.359** 

.360* 

クラスター4

・.206

-.177 

・.182

クラスター 5

・.186

-.102 

・.085

.232 

*pく.05，料Pく.01

Table 23 低群における各クラスター聞と関連

要因と相関係数

クラスター 分割 計算 様式

クラスター1 .288 

クラスター 2 .280 

クラスター 3 .416* 

クラスター4 ・.169

クラスター 5 ・.047

.341 

.410* 

.587** 

.159 

.242 

.492料

-.179 ・.255

.014 ・.324

*pく.05，**pく.01
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ストの知識や理解が低い場合、クラスター 2では

認知様式要因の認知処理方法が関わっていると推

測できる。また、クラスター 3のような基礎的部

分を占める問題ではそれぞれの関連要因の認知処

理方法が関わっていると推測できる。これは、角

度テスト高群ではクラスター 3と計算要因のみの

相関だ、ったので、この結果から知識や理解度が低

いほどそれぞれの関連要因の認知処理方法に関わ

るのが推測できる。

高群・低群の分析のまとめ

これらの結果から、高群と低群ではそれぞれの

クラスターの知識や理解度には差があることやそ

れぞれの関連要因と認知処理方法には差があると

推測できる。

高群・低群の共通な結果として、クラスター l

とクラスター 2は双方関わっていると考えられ、

基礎的な部分を占めるクラスター 3と筋道を沿っ

て考える計算要因とは双方関わり合っていること

が推測できる。

次にそれぞれの群の特徴として、まず高群では、

先に述べた以外のクラスターや関連要因は相関が

見られず、関連要因の認知処理方法は他のクラス

ターでも活用されていないことが認識され、クラ

スターそれぞれの処理方法が確立され、独自性を

もっていると推測できる。それぞれのクラスター

では第 1段階の基礎的な部分のスキーマのまとま

り、第2段階では180度以上の回転角の計算なし

のスキーマのまとまり、第3段階の180度以下の

計算ありのスキーマのまとまり、第4段階の180

度以下の具体物操作の計算ありのスキーマのまと

まり、第5段階の180度以上の計算ありのスキー

マのまとまりがそれぞれ確立されており、それぞ

れの筋道や共通点と相違点の弁別もきちんと認識

されていると推測される。これは各関連要因でも

同様であり各関連要因も相関は見られず、それぞ

れの独自性を見つけ出してもっており、図形分割

のスキーマ、計算要因のスキーマ、認知様式要因

のスキーマなどとそれぞれが確立されていると推

測できる。

低群の特徴としてはクラスターし 2、3は

双方が関わっており、それぞれの関連要因も双方

が関わり合っていると考えられる。クラスター 3

は高群では計算要因のみの相関だったのが、低群

ではそれぞれの関連要因の認知処理方法に関わっ

ている。低群ではそれぞれのクラスターし 2、

3はまとまりと考えられ、基礎的な要因であるク

ラスター 3はそれぞれの関連要因と関わっている。

このことは、それぞれは別々のスキーマではなく、

クラスター 3を中心とした処理がなされている状

況と推測できる。

高群ではそれぞれのクラスターのスキーマが確

立し、それぞ、れの段階にそって上がっているが、

低群ではクラスター 3を中心として各関連要因と

関わりあっているが、そこから角度概念が抽出さ

れず一般化ができないので、それぞれのスキーマ

ができあがらないのでそれぞれの段階を上がるこ

とができないと推測できる。

これらの結果から、高群の各クラスターそれぞ

れが関連要因とは関わりなく処理方法があること

は男子の特徴、低群の各クラスターそれぞれが関

わり合い、関連要因とも関わり合う特徴は女子の

特徴とも似ていることがわかった。このことから

男子の方が角度概念の得意な結果に繋がると推測

できるともいえる。ただし、男女差と高群、低群

との違いも見られ、それは男子ではクラスター 2

が他のクラスターとは別の独自性を持った処理方

法を持っていることや女子ではクラスター4がそ

れぞ、れ別の独自性を持った処理方法を持っている

ことが示唆される。

付記

本論文は、第 l著者(知念秀美)が、 2012年

(平成24年) 3月に琉球大学大学院教育学研究科

に提出した、修士論文「小学生の角度の概念獲得

に関する研究一空間認知・構成様式と計算能力と

の関連からの検討ーJ(未公刊)の一部を加筆、

修正したものである。第2著者(鹿瀬等)は、琉

球大学大学院教育学研究科における第 l著者の指

導教員である。

-194-



知念・鹿瀬:小学生の角度の概念獲得に関する研究

引用文献

長谷川浩一(1993).心像の鮮明性尺度の作成に

関する研究風間書房 pp.176-177.

平野真紀・今回佳代・麻柄啓一(1997).勾配計

を用いた角度概念の学習 千葉大学教育実践研

究， 4， 21-32. 

板倉聖宣 (1993).授業書案とその解説く勾配と角

度〉たのしい授業， 130， 38-65. 

Kimura， D. (1999). Sex αnd Cognition. Massachusetts 

Institute of Technology. (キムラD. 野島久

雄・鈴木真理子・三宅真季子(訳) (2001).女

の能力，男の能力性差について科学者が答える

新曜社)

国立教育政策研究所(編)(2004).生きるための知識

と技能 2 OECD生徒の学習到達度調査 (PISA)

2003年調査国際結果報告書ぎょうせい

増田有紀 (2007).児童・生徒の角の認識に関す

る実態調査一認識上の困難点の特定とその解

消に向けてー第40回数学教育論文発表会論文

集. 475-480. 

増田有紀 (2009).小学校算数科における角指導の

現状とその課題一第4学年の現行教科書の分

析を通して一学校教育学研究紀要. 2， 119-

137. 

文部科学省 (2008).小学校学習指導要領解説

算数編

Pasner， G. J.， Strike， K. A.， Hewson， P. W.， 

& Gertzog， W.A. (1982). Accommodation 

of a scientific conception: Towards a theory 

of conceptual change. Science Educαtion， 66， 

211-227. 

杉原一昭 (1977).CST (見方考え方診断検診)

回研出版

杉山吉茂 (2008).初等科数学科教育学序説 東

洋館出版社 pp.212・216

Smith， J. P.， diSessa， A. A.， & Roschelle， J. 

(1993). Misconceptions reconceived: A constructivist 

analysis of knowledge in transition. The 

Jounαl 01 the Leαrning Science， 3， 115-163. 

数研財団 (2004).算数検定過去問題集「児童数

研 1--3級J星雲社

矢部敏昭・笹田昭三・林 学 (1993).量として

の角概念の指導 鳥取大学教育学部教育実践研

究指導センター研究年報. 2， 11・26.

吉田甫・栗山和広(1991).分数概念の習得過程

に関する発達的研究 教育心理学研究. 39， 

382-391. 

吉永いずみ・田中宏太郎・麻柄啓一 (1984).

児童の角度概念に関する教授心理学的研究

千葉大学教育学部研究紀要第 1部 33，1・23.

Witkin， H. A (1967). A cognitive-style approach 

to cross-cultural research. Internαtionαl 

JOUT咽nαl01 Psychology， 2， 233・250.


