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児童のデータ解釈時の表象による推論プロセスの検証
―― 梃子の釣り合いの等式の導出を事例にして ――
宮 本 直 樹＊
(2019 年 10 月 23 日受理)

Verifying Reasoning Process Representation when Interpreting Data: A Case Study Based on Derivation of the Lever
Balance Equation
Naoki MIYAMOTO
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本研究では、認知的方略「梃子の釣り合いの等式導出のデータ解釈時の表象による推論プロセス」を踏まえた授業実践を
行い、この認知的方略の検証を目的とした。レポートの記述における梃子の釣り合いの等式導出時のデータ解釈、梃子の釣
り合いの等式導出時のデータ解釈教材に関する児童の発話、授業実践事後アンケート調査における梃子の釣り合いの等式
導出時のデータ解釈教材の有用性、及びインタビューにおける梃子の釣り合いの等式導出時のデータ解釈教材の有用性
に関するデータを分析した結果、「パターン解釈：（特徴の分析と選択）→イメージ図を導入したことによる、表象と言葉（釣り
合い）の対応付け→イメージ図による表象の首尾一貫性、明確さ、単純さの判断→表象を通じ、梃子の釣り合いに関する首
尾一貫している自分なりの解釈づくり→梃子の釣り合いと表象との対応判断（メタ表象的判断）→梃子の釣り合いの等式の導
出」といった表象による推論プロセスが明らかとなった。これらが、「説明の指針（リソースの明確化）」を介在し、「現象の探
究：実験」の遂行と対応していた。

はじめに
データ解釈能力の育成は、理科授業において育成すべき能力として重視され、小学校理科の問題
解決学習において重要なプロセスであることは言うまでもない。
それにもかかわらず、
周知の通り、
データ解釈が十分でない児童が数多く存在する。したがって、児童のデータ解釈能力を育成するこ
とは、問題解決学習を成功へ導く一因となり、さらに、新たな疑問を生成させ、ひいては、問題解
決学習への児童のエンゲージメント（engagement）やレジリエンス（resilience）等の非認知的な
スキル（社会情緒的スキル）を高める要因ともなる。
――――――――
*茨城大学教育学部
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一方で、データを解釈する際は、
「推論」といった認知的なスキルも必要とされる。この推論は、
認知心理学、教育心理学の研究分野では、表象の構築と大きく関わる。したがって、データ解釈能
力を育成するためには、データ解釈時に必要とされる児童の「表象による推論プロセス」を解明す
る必要がある。これに関する先行研究に目を転じれば、宮本（2018a）は、宮本（2018b）を踏ま
えて、認知的方略「梃子の釣り合いの等式導出のデータ解釈時の表象による推論プロセス」を提案
している。しかし、この認知的方略の検証には至っていない現状である。

研究の目的及び方法
本研究では、認知的方略「梃子の釣り合いの等式導出のデータ解釈時の表象による推論プロセス」
を踏まえた授業実践を行い、この認知的方略の検証を目的とする。
研究の方法としては、レポートの記述における梃子の釣り合いの等式導出時のデータ解釈、梃子の
釣り合いの等式導出時のデータ解釈教材に関する児童の発話、授業実践事後アンケート調査におけ
る梃子の釣り合いの等式導出時のデータ解釈教材の有用性、及びインタビューにおける梃子の釣り
合いの等式導出時のデータ解釈教材の有用性に関するデータを収集し、このデータを分析し、上述
した認知的方略を検証する。

梃子の釣り合いの等式導出のデータ解釈時の表象による推論
宮本（2018a）で提案した「梃子の釣り合いの等式導出のデータ解釈時の表象による推論プロセ
ス」
（図1）を見てみる。なお、
「データ解釈時の表象」とは内的な面積表象を指す。この認知的方
略は、
「現象の探究：実験」
「説明の指針（リソースの明確化）
」
「表象の構築」に大別できる。まず、
「現象の探究：実験」では、梃子の釣り合いの実験において、梃子の釣り合いに関連しているパタ
ーンを見当付けることや主要な特徴を解釈・分析することとして、等距離、同質量(重さ)の時、梃
子は釣り合うことや内重外軽の等量のモーメント及び左腕の目盛とおもりの重さは一定にした場合、
右腕の目盛の数が増えると、右腕のおもりの重さが減るといった反比例の関係に気づかせることで
ある。次に、
「説明の指針（リソースの明確化）
」では、当初、梃子の釣り合いの表象を調整するた
めに、表象の表現としての「マス目表現」
「ブロック表現」を導入することと宮本（2018a）では提
案していたが、授業担当教師から、
「マス目表現」を使用して自由に児童に思考させたいという意図
から、
「マス目表現」の使用のみとした。最後に、
「表象の構築」では、パターン解釈（児童に表象
を表現するための特徴の分析と選択）として、先述したように梃子が釣り合う際には「等距離、同
質量(重さ)」
「内重外軽の等量のモーメント」
「反比例の関係」であることに再認識させる。そして、
釣り合いを可視化するために「マス目表現」を使用して釣り合いを抽象化し、表象と言葉（釣り合
い）の対応付けとして、内的な面積表象や内的表象に含まれる「面積=縦×横」と釣り合い（左右
の腕において面積が等しい）
を対応付け、
「マス目表現」
の使用による内的な面積表象の首尾一貫性、
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梃子の釣り合いの等式導出のデータ解釈時の表象による推論プロセス（宮本、2018a）

明確さ、単純さを判断する。さらに、内的な面積表象を通して、梃子の釣り合いに関する首尾一貫
0
した児童自身の解釈をし、その解釈をデータ表や実験へフィードバックし、内的な面積表象のメタ
90
表象的判断（内的な面積表象構築の有効性）を行い、外的表象としての梃子の釣り合いの等式を導

出する。
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梃子の釣り合いの等式導出に使用したデータ解釈教材である「マス目表現」
- 35 梃子の釣り合いの等式導出に使用したデータ解釈教材は、梃子の釣り合いを可視化（外的表象）する
ための表現方法としての「マス目表現」である。この「マス目表現」は、内的な面積表象を構築させるため
のデータ解釈教材である。梃子実験器におもりを吊り下げた際に、そのおもりの数と左右の腕の目盛
りの数に対応させるように工作用紙にマス目を作成し 1)、梃子実験器の後ろのネジに止められるよ
うにした（写真 1）
。

写真 1

工作用紙を使用した「マス目表現」
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授業実践
授業実践は、2018 年 12 月 13 日に、国立大学教育学部附属小学校第 6 学年の児童 36 名のクラ
スで行った。2 時間の授業時間数（90 分）を配当した。この 2 時間には後述する授業実践事後アン
ケート調査やインタビュー調査の時間も含まれている。授業実践内容としては、まず、問い「てこ
のうでがつり合うときには、どのようなきまりがあるだろうか」を提示し、次に問いに対する予想
を児童個人でさせた。次に、実験方法として、左の腕（重さ 30g、目盛り 2）の時、右の腕（重さ
10g、20g、30g、40g、50g、60g）とした時の目盛りをそれぞれ調べることに加えて、左の腕（重
さ 20g、目盛り 4）の時、右の腕（重さ 10g、20g、30g、40g、50g、60g、70g、80g）とした時の
目盛りをそれぞれ調べるように提示した。これは、2 つの梃子の釣り合いのパターンのデータを取
得したほうが、データを一般化し易いのではないかという授業担当教師からの意見があったためで
ある。そして、梃子の釣り合いの実験を遂行し、得られたデータを表に記入し、その後、①表から
のデータの読み取りとして、
「表から考えること」としてデータを解釈させた。さらに、先述した内
的な面積表象を構築させるための「マス目表現」を使用し、②「梃子実験器の後ろのマス目」を見ての
データの読み取りとして、
「梃子実験器の後ろのマス目を見てのデータの読み取り」
と児童に説明し、
レポートにデータ解釈内容を記述させた。最後に、結論として、児童のデータ解釈内容を踏まえて
「
（右腕）重さ×目盛り＝（左腕）重さ×目盛り」とまとめをした。

結果及び考察
第一に、
「表象の構築」のパターン解釈（児童に表象を表現するための特徴の分析と選択）では、
梃子が釣り合う際には「等距離、同質量(重さ)」
「内重外軽の等量のモーメント」
「反比例の関係」
であることを再認識させることであったことから、実験を通したレポートの記述における梃子の釣
り合いの等式導出時のデータ解釈としての①表からのデータの読み取りとして、
「表から考えること」
の記述欄のデータ解釈内容、梃子の釣り合いの等式導出時のデータ解釈教材に関する児童の発話を
分析・考察することにする。
問いに対する予想場面では、
「右うでと左うでにどちらも同じ重さを加える。支点から同じきょり
の所に重りをのせる（原文のまま）
」といったように、等距離、同質量（重さ）に言及するデータ解
釈内容の記述数が 22、
「支点から重りのきょりまでの比の反対→重りの数（原文のまま）
」といった
ような内重外軽の等量のモーメント（反比例も含む）に言及するデータ解釈内容の記述数が 4 あっ
た（表 1）
。一方、
「おもりの重さ×目もりの数=一定（一般化）
、左の腕：おもりの重さ×目もりの
数=右の腕：おもりの重さ×目もりの数」に言及するデータ解釈内容の記述数が既に 9 あった。ま
た、この「おもりの重さ×目もりの数=一定（一般化）
、左の腕：おもりの重さ×目もりの数=右の
腕：おもりの重さ×目もりの数」については、レポートの記述における梃子の釣り合いの等式導出
時のデータ解釈としての①のデータの読み取り（表 1）において、24 のデータ解釈内容の記述数（約
7 割弱の児童が記述）があることから、大方の児童は「表象の構築」におけるパターン解釈ができ
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表1

レポートに記述したデータ解釈内容

データ解釈内容

予想

①

22

0

内重外軽の等量のモーメント（反比例も含む）

4

5

おもりの重さ×目もりの数＝同じ数（60 または 80）

2

10

9

24

無記入

0

2

その他（分類不可能も含む）

2

0

等距離、同質量（重さ）

おもりの重さ×目もりの数=一定（一般化）
、左の腕：おもりの重さ×目も
りの数=右の腕：おもりの重さ×目もりの数

〔単位は記述数である。なお、表 1 中の「予想」は問いに対する児童の予想、
「①」は表からのデ
ータの読み取りである。なお、
「おもりの重さ×目もりの数＝面積（面積は同じ）
」といったような
外的表象の（数式的表現・言語的表現）をレポートのデータ解釈の内容として記述した児童は除い
ている〕
ていると言える。また、実験中の児童の発話より、比例の考えを修正し、反比例に気づき内重外軽
の等量のモーメントを形成していることもわかる（表 2）
。
表2

反比例に気づいた際の児童の発話

Ａ：つまり、こっちが 1 のとき、6 で 1 だと 3 に 2 個つければいいんだよ、2 倍になるから。わか
る、比例。比例だよ、比例。
B：2 対 1 でしょう、そういうこと。2 対 1 でもつり合うっていうこと。
Ａ：比例って言ってるだろう、比例。
C：反比例じゃない。
Ａ：比例じゃね。
C：何で。何で、反比例だよ。
B：反比例。
C：こっち側がふえてったら、こっち側、減っていくじゃない。
Ａ：確かに。
第二に、釣り合いを可視化するために「マス目表現」を使用して釣り合いを抽象化し、表象と言
葉（釣り合い）の対応付けとして、内的な面積表象や内的表象に含まれる「面積=縦×横」と釣り
合い（左右の腕において面積が等しい）を対応付けられたかどうかを判断するため、レポートの記
述における梃子の釣り合いの等式導出時のデータ解釈としての②の「梃子実験器の後ろのマス目」
を見てのデータの読み取りとしての「梃子実験器の後ろのマス目を見てのデータの読み取り」の記
述欄におけるデータ解釈内容、梃子の釣り合いの等式導出時の児童の発話、マス目表現使用の有用
性を調査した児童の記述したアンケート内容、
インタビュー回答内容を分析・考察することにする。
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表3

レポートに記述したデータ解釈内容数
データ解釈内容

②

おもりの重さ×目もりの数＝面積（面積は同じ）

7

ブロック（マス目）の数が同じだとつり合う

3
18

無記入
その他（分類不可能も含む）

2

〔単位は記述数である。なお、表 3 中の「②」は「梃子実験器の後ろのマス目」を見てのデータの
読み取りであり、表 3 中のデータ解釈内容は、内的な面積表象が外的表象（数式的表現・言語的表
現）として表出されたものである。したがって、表 1 で示したデータ解釈内容は除いている。また、
外的表象（数式的表現・言語的表現）を複数表出した児童もいる〕
まず、レポートの記述における梃子の釣り合いの等式導出時のデータ解釈としての②「梃子実験
器の後ろのマス目」を見てのデータの読み取りにおいて、
「梃子実験器の後ろのマス目を見てのデー
タの読み取り」の記述欄のデータ解釈内容（表 3）より、
「ブロック（マス目）の数が同じだとつり
合う」の記述数は 3 であった。この記述をした児童のレポートに記された図を見ると、内的な面積
表象や内的表象に含まれる「面積=縦×横」と釣り合い（左右の腕において面積が等しい）を対応
付けていることがわかる（図 1）
。

図1

内的な面積表象や内的表象に含まれる「面積=縦×横」と釣り合い

次に、梃子の釣り合いの等式導出時の児童の発話において、初めは、児童 D の「2 掛ける 2、4
個」といった発話に見られるように、ブロックの内的表象は構築しているが、
「あれ、この後ろの四
角が謎なんだけど」に見られるように、
「四角（マス目）
」が面積の内的表象を構築していなかった。
しかし、児童 G の「ここの 4 つ分と 1 で、2 は 2 個分の 2 だから、で合うっていう」といった発話
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から内的表象に含まれる「縦×横」と「重さ×腕の長さ」に気づき、マス目と面積を対応させ、児童 G
は、「面積」と「釣り合い」に関して、納得していることがわかる（表 4）。つまり、内的な面積表象や内的
表象に含まれる「面積=縦×横」と釣り合い（左右の腕において面積が等しい）を対応付けしてい
ることがわかる。
表4

面積と釣り合いの対応付けの発話

D：2 掛ける 2、4 個。
E：もう一度グループで相談しながらやってみよう。
D：こっから 1 番、2 番で、おもりが１個で、こっちから 1 番、2 番、3 番、4 番で、おもりが……
あれ、この後ろの四角が謎なんだけど。
F：おい、待って。
D：2 掛ける 2 と 4 掛ける 1 は等しい。
G：4 じゃん。ここ 4 じゃん。で、4 で 1 だから、ここで 4、4、4。ねえ、ここの四つ分と 1 で、2
は 2 個分の 2 だから、で合うっていう。
D：うん。
さらに、
「マス目表現」使用の有用性を調査した児童の記述したアンケートにおいて、「てこ実験
器の後ろのマス目は、てこのうでがつり合うときのきまりを見つける際に役に立ちましたか」の質
問内容に対して 5 件法（5：かなり役に立った、4：役に立った、3：どちらでもない、2：役に立た
なかった、1：ぜんぜん役に立たなかった。なお、
「5」
「4」は肯定的回答、
「2」
「1」は否定的回答
とする）で問うたところ、肯定的回答 22 名（61.1%）
、否定的回答名 4 名（11.2%）
、どちらにも属
さない回答 10 名（27.8%）であった。
「マス目表現」使用の有用性を約 6 割強の児童は認識してい
る。また、その回答を選んだ理由を「どんなところが、かなり役に立った、または、役に立ちまし
たか。また、どんなところが、ぜんぜんやくに立たなかった、または、役に立ちませんでしたか」
と問うた。すると、
「マス目表現」使用の有用性を肯定的に回答していた児童の回答内容は「右うで
と左うでのそれぞれの長さと重りの数をかけて面積がでて一緒だったらつり合うという分かりやす
さが役に立った（原文のまま）」「マス目があったことで、たての長さと横の長さが分かって面積
を求めて、つり合うものが分かりやすくなり役立ったと思います（原文のまま）」といった記述に
見られるように、内的な面積表象や内的表象に含まれる「面積=縦×横」と釣り合い（左右の腕に
おいて面積が等しい）を対応付けしていることがわかる。
最後に、マス目表現使用の有用性を調査したインタビュー内容「てこ実験器の後ろのマス目は、
てこのきまりを見つける際に役に立ちましたか」
「役立った場合どんなところが、かなり役に立った
または、役に立ちましたか。
（役立たない場合）どんなところが、ぜんぜんやくに立たなかったまた
は、役に立ちませんでしたか」
「
『てこ実験器の後ろのマス目』と『てこのうでがつり合うときのき
まり』の間にはどのような関係があると思いますか」（表 5）に関して、児童 E は、マス目表現の
使用がてこのきまりを見つける際に役立ったと回答し、
「縦×横で求めるのが、えっとー、重さ×腕の
長さ」という回答から内的表象に含まれる「縦×横」と「重さ×腕の長さ」を対応させていることがわかる。
そして、マス目が面積を表すことにも気付いている。したがって、内的な面積表象や内的表象に含まれ
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る「面積=縦×横」と釣り合い（左右の腕において面積が等しい）を対応付けしていることがわか
る。
表5

インタビュー内容と児童 E の回答内容

I：最初、①で、このデータを見てね、表のデータを見て、決まりを見つけて書いてくれたよね。そ
の後に、工作用紙の画用紙が出てきたじゃん。あれは、決まりを見つけることに役立ちましたか？
E：はい。
I：うん。
E：分かりやすくて、すぐに答えが出るので、役に立ちました。
I：どんなところ、具体的に、決まり見つけるとき役に立った？
E：えっとー、縦×横で求めるのが、えっとー、重さ×腕の長さと合っていたので、すごく分かり
やすかったです。
I：分かりやすかった。あれ（マス目）で面積を表すっていうことは気付きましたか？
E：はい。
I：そのマス目があるのは、見た瞬間に面積で表すんだっていうのは気付いたの？
E：はい。縦×横と、さっきも言ったんですけど、縦×横と重さ×腕の長さが同じだったから。
〔I はインタビューアーを示す。（ ）は内容をわかりやすくするために筆者が加筆したものである。
表 6 も同様である〕
第三に、
「マス目表現」の使用による内的な面積表象の首尾一貫性、明確さ、単純さを判断するた
め、これもマス目表現使用の有用性を調査した児童の記述したアンケート内容やインタビュー回答
内容を分析・考察することにする。
まず、
「マス目表現」使用の有用性を調査した児童の記述したアンケートにおいて、先述したよう
に、「マス目表現」使用の有用性を肯定的に回答していた児童は 22 名（61.1%）であった。また、
「マス目表現」使用の有用性を肯定的に回答していた児童の回答内容は「マス目を用いて支点から
できた四角形〔面積〕を計算しながらできたから（原文のまま）
〔 〕は筆者が加筆」といったよう
に、内的な面積表象の首尾一貫性、明確さ、単純さの有用性を認識しているため、内的な面積表象
を利用して四角形（面積）を計算できた。さらに、「めもりと重りの面積を後ろのマス目に書きこ
めるし、
〔面積を〕書きこむとすぐに見てすぐに理解することができるところが役に立った（原文の
まま）
〔 〕は筆者が加筆」といった記述に見られるように、「マス目表現」の使用による内的な面
積表象の首尾一貫性、明確さ、単純さを認識していることがわかる。
次に、マス目表現使用の有用性を調査したインタビュー内容において、「どんなところ、具体的に、
決まり見つけるとき役に立った？」というインタビューアーの質問に対し、児童Ｅは、「えっとー、縦×横で
求めるのが、えっとー、重さ×腕の長さと合っていたので、すごく分かりやすかったです」（表 5）という回
答より、内的な面積表象の首尾一貫性、明確さ、単純さを認識していると言える。また、「同じ数に
なるなーってことが分かったんだ。じゃあ②で、工作用紙、マス目が書いてあるやつを使ったら、あれは
決まり見つけるのに役に立ちましたか？」というインタビューアーの質問に対し、児童 F は、
「①ででも決
まりは見つかったけど、なんか、ほかのやり方とか、また違った、なんか、決まりが見つけられたから、役
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に立った」と回答している（表 6）。内的な面積表象が構築され、内的な面積表象の首尾一貫性、
明確さ、単純さを認識しているため、別の方法を用いてきまりを見つけることができている。さら
に、「面積で表すっていうのは分かった？」というインタビューアーの質問に対し、児童 F は、「算数と
かでもやってたから」という算数で学習した既習と関連させた回答をしている（表 6）。算数で学習した面
積と梃子の釣り合いにおける内的な面積表象を対応させることができていることから、内的な面積表
象の首尾一貫性、明確さ、単純さを認識していると言える。
表6

インタビュー内容と児童 F の回答内容

I：①のときは、この表のデータを見て、決まりを見つけたよね。その、表から決まりを見つけるのは見つけ
やすかった？
F：うーん、……一回、なんか、その、つり合うときー、つり合う、わせて見たときに、なんか、掛けてみた
ら、合計（おもりの重さ×目もり）が同じになるから、なったから、ほかの数でもやってみたら同じになっ
たから、そうかなって。
I：同じ数になるなーってことが分かったんだ。じゃあ②で、工作用紙、マス目が書いてあるやつを使った
ら、あれは決まり見つけるのに役に立ちましたか？
F：はい。
I：どんなところ、役に立った？
F：なんか、①ででも決まりは見つかったけど、なんか、ほかのやり方とか、また違った、なんか、決まりが
見つけられたから、役に立った。
I：あれは分かりやすかった？
F：はい。分かりやすかった。
I：面積で表すっていうのは分かった？
F：なんか、算数とかでもやってたから。
I：うん？
F：算数とかでもやってたから、分かりやすかった。
第四に、内的な面積表象を通して、梃子の釣り合いに関する首尾一貫した児童自身の解釈をし、
その解釈をデータ表や実験へフィードバックし、内的な面積表象のメタ表象的判断（児童による内
的な面積表象構築の有効性）を行うため、レポートの記述における梃子の釣り合いの等式導出時の
データ解釈としての②の「梃子実験器の後ろのマス目」を見てのデータの読み取りとして、
「梃子実
験器の後ろのマス目を見てのデータの読み取り」の記述欄のデータ解釈内容、マス目表現使用の有
用性を調査した児童の記述したアンケート内容、インタビュー回答内容を分析・考察することにす
る。
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表7

レポートに記述したデータ解釈内容数
データ解釈内容

②

等距離、同質量（重さ）

0

内重外軽の等量のモーメント（反比例も含む）

3

おもりの重さ×目もりの数＝60 または 80

3

おもりの重さ×目もりの数=一定（一般化）
、左の腕：おもりの重さ×目も
りの数=右の腕：おもりの重さ×目もりの数

4
18

無記入

0

その他（分類不可能も含む）

〔単位は記述数である。なお、表 7 中の「②」は「梃子実験器の後ろのマス目」を見てのデータの
読み取りであり、表 3 中の「おもりの重さ×目もりの数＝面積（面積は同じ）
」といった外的表象
の（数式的表現・言語的表現）をレポートのデータ解釈の内容として記述した児童は除いている。
また、
「無記入」は表 3 中の数と同じになる〕
まず、レポートの記述における梃子の釣り合いの等式導出時のデータ解釈としての②「梃子実験
器の後ろのマス目」を見てのデータの読み取りとして、
「梃子実験器の後ろのマス目を見てのデータ
の読み取り」の記述欄のデータ解釈内容より、無記入の児童は多いものの（表 7）、そのデータ解
釈の記述内容を見てみると、
「左うでの重さ×目もり＝右うでの重さ×目もり マス目を数えれば
左右同じ→面積同じ（原文のまま）
」
「目もりの数×重りの数=力 たとえば 6 目もり×2 個=12 3
目もり×4 個=12 同じ（原文のまま）
」
（図 2）といったように、梃子の釣り合いに関する首尾一貫
した児童自身の解釈をしていることがわかる。

図2

梃子の釣り合いに関する首尾一貫した児童自身の解釈

次に、
梃子の釣り合いの等式導出時のデータ解釈教材に関する児童の発話より、
左の腕
（重さ 20g、
目盛り 4）の時、右の腕（重さ 10g、20g、30g、40g、50g、60g、70g、80g）とした時の目盛りを
それぞれ調べるように提示した場合において、右の腕重さ 50g の時は、目盛りが「1.6」という小
数になってしまい（表 8）
、実験データが得られないが、児童 G は、内的な面積表象や内的表象に
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含まれる「面積=縦×横」と釣り合い（左右の腕において面積が等しい）を対応付けすることがで
き、さらに、内的な面積表象の首尾一貫性、明確さ、単純さの有用性を認識しているためか、整数
値のデータが得られない場合でも、梃子の釣り合いに関する首尾一貫した児童自身の解釈をしてい
ることがわかる。
表8

小数値データによる梃子の釣り合いに関する首尾一貫した児童自身の解釈に関する
発話

G：今、何やったっけ。ああ、そうか。
H：次。
G：50。
H：50。50 のときは 1.6 か 1.5 だと思う。
G：あと 2 個。
H：多分 1.5 だと思うけど。
G：1.6。
さらに、マス目表現使用の有用性を調査した児童の記述したアンケート内容「『てこ実験器の後
ろのマス目』と『てこのうでがつり合うときのきまり』の間にはどのような関係があると思います
か」に関して、
「マス目でできた面積の縦の長さはおもりの数、横はうでの長さを表しているので、
おもりの重さ×うでの長さが右と左等しくなればつりあうといえると思います（原文のまま）」と
いった記述に見られるように、梃子の釣り合いに関する首尾一貫した児童自身の解釈をしているこ
とがわかる。
最後に、マス目表現使用の有用性を調査したインタビュー内容（表 5）より、「はい。縦×横と、
さっきも言ったんですけど、縦×横と重さ×腕の長さが同じだったから」といったように、内的な
面積表象を踏まえて、
「縦×横」と「重さ×腕の長さ」を対応させて、梃子の釣り合いに関する首
尾一貫した児童自身の解釈ができている。
一方、マス目表現使用の有用性を調査した児童の記述したアンケート内容において、先述した「マ
ス目でできた面積の縦の長さはおもりの数、横はうでの長さを表しているので、おもりの重さ×う
での長さが右と左等しくなればつりあうといえると思います（原文のまま）」「マス目の数が同じ
になっていたらてこのうでがつりあった（原文のまま）」といった記述や、同様に先述した「目も
りの数×重りの数=力 たとえば 6 目もり×2 個=12 3 目もり×4 個=12 同じ（原文のまま）
（た
だし、この児童はモーメントを力と表現している）」（図 2）といった表現に見られるように、内的
な面積表象構築の有効性を認識した上で、梃子の釣り合いと表象との対応判断（メタ表象的判断）
ができていると言える。しかしながら、表、梃子の釣り合いの実験と表象との対応判断（メタ表象
的判断）はできていない。
第五に、第一から第四を踏まえて、「表象の構築」がなされ、梃子の釣り合いの等式の導出に至
った。ただし、第一から第四の順に、全児童の「表象の構築」がなされたことまでには言及できな
いことを断っておく。
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おわりに
本研究では、認知的方略「梃子の釣り合いの等式導出のデータ解釈時の表象による推論プロセス」
を踏まえた授業実践を行い、この認知的方略の検証を目的とした。レポートの記述における梃子の
釣り合いの等式導出時のデータ解釈、梃子の釣り合いの等式導出時のデータ解釈教材に関する児童
の発話、授業実践事後のアンケート調査における梃子の釣り合いの等式導出時のデータ解釈教材の
有用性、及びインタビューにおける梃子の釣り合いの等式導出時のデータ解釈教材の有用性に関す
るデータを分析した結果、
「現象の探究：実験」
「説明の指針（リソースの明確化）
」としての「マス
目表現」の導入を踏まえて、
「表象の構築」を検討すると、まず、
「等距離、同質量（重さ）
」
「内重
外軽の等量のモーメント（反比例も含む）
」について多くの児童がパターン解釈していることから、
パターン解釈（表象を表現するための釣り合いの特徴の分析と選択）ができていることがわかる。
次に、内的な面積表象や内的表象に含まれる「面積=縦×横」と釣り合い（左右の腕において面積
が等しい）を対応付けた記述やインタビュー回答が多くあったことから、
「マス目表現」を使用して
釣り合いを抽象化し、表象と言葉(釣り合い)の対応付けができたことがわかる。さらに、この表象
と言葉(釣り合い)の対応付けができていることから、
「マス目表現」の使用による内的な面積表象の
首尾一貫性、明確さ、単純さの有用性を認識していることがわかる。さらに、これらを踏まえて、
表象による梃子の釣り合いに関する首尾一貫している自分なりの解釈づくりをしている。さらに、
表と表象との対応判断に関する記述が全くないこと、梃子の釣り合いの実験と表象との対応判断に
関する記述が少ないことから、表、梃子の釣り合いの実験と表象との対応判断（メタ表象的判断）
に関して、推論のプロセスに含めることは難しいと考える。最後に、梃子の釣り合いの等式導出を
行った。まとめると、本研究において、
「パターン解釈：
（特徴の分析と選択）→イメージ図を導入
したことによる、表象と言葉（釣り合い）の対応付け→イメージ図による表象の首尾一貫性、明確
さ、単純さの判断→表象を通じ、梃子の釣り合いに関する首尾一貫している自分なりの解釈づくり
→梃子の釣り合いと表象との対応判断（メタ表象的判断）→梃子の釣り合いの等式の導出」といっ
た表象による推論プロセスが考えられる。これらが、
「説明の指針（リソースの明確化）
」を介在し、
「現象の探究：実験」の遂行と対応していた。
今後の課題としては、「表象の構築」における「実験と表象との対応判断（メタ表象的判断）
」を
詳細に検討できる評価方法の開発及び、これを踏まえた表象の構築の推論プロセスを検討すること
である。これについては、別稿にて報告したい。

註
1) 梃子の釣り合いを可視化（外的表象）するための表現方法としての「マス目表現」は、ナリカの
「てこのはたらき（説明ボード）
」と似ているが、梃子実験器の後ろのネジに止められるようにし、
実験用重りとマス目が重なるようにした点に差異がある。ナリカ. 2018.「ナリカ理科機器総合カタ
ログ（平成 29・30 年度）
」55、209.
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