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１．数学教育の大転換点 

 平成 20 年 3 月に告示された中学校学習指導要領及び平成 21 年 3 月に告示された高等学

校学習指導要領では，思考力・判断力・表現力の育成が各教科において重視されている。

特に，数学においては，「数学的活動」を通じて数学的な思考力・判断力・表現力を育むこ

とが大きな目標として掲げられている。この学習指導要領を最初に読んだとき，これは日

本の数学教育の大きな転換点になる，と一数学者として感じた。それと同時に，「これが転

換点になる」ということを現場の先生方に共有していただかないと，今後の日本を支える

人材育成は失敗するだろう，という懸念も持った。 

 現場の数学教員にしてみれば，これまでの数学の授業はまさに数学的活動だという自負

があるだろう。だとすると，なぜあえて今「数学的活動」を強調するのか意図がよくわか

らない。それゆえ，今回の指導要領が掲げる「数学的活動」が，これまでの数学的な活動

と，質的にどのように違うかについてまずは説明する必要があるだろう。 

 今回の指導要領は何を転換したのか。端的に表現するならば，「数学ができる」とはどの

ような状態を指すか，ということに関する転換であり，「問題が解ける」ことから「今自分

が学んでいることの数学全体における意味と位置付を理解している」ことへの転換だと考

える。 

かつては，部分的な知識や技能をモジュールとして抽出し，それを足し合わせれば，結

果として全体の理解が得られるという考え方が主流であった。モジュール化された各単元

の達成度を測定し，その総和で，全体の数学力を計測できると考えられていた。その一方

で，部分の総和では実は全体の理解が十分に得られないという指摘も繰り返しなされてき

た。議論に最終的な決着がついたわけではないが，OECD の PISA 調査の結果や，学力調

査のＡ問題とＢ問題の正答率の差から判断するに，やはり単元ごとの知識や技能の達成度

の総和では学力を測ることができないと考えるべきだろう。 

なぜ，部分の達成度の総和が全体の理解に一致しないのだろうか。その理由は，モジュ

ール化の過程において，各部分を①つなげる ②位置付ける ③意味付ける 活動が抜け落ち

てしまうからである。たとえば，「三角関数の加法定理」を正しく暗誦できても，それが数

学全体の活動のどこに位置付けられているかを答えられる生徒は多くない。三角関数の加

法定理は，既知の正弦余弦の値から未知の正弦余弦の値を計算するための手法だが，実際

は（整数範囲では）角度 15度の倍数範囲しか計算し得ないので，マクローリン展開を学ん

だ後は，実際の計算ではあまり意味を持たない。そのことは，数学教員であれば誰もが認

識していることだろう。（だからこそ，定期考査の問題でも入試問題でも，加法定理に関し

ては，sin 15°（cos 15°），sin 75°（cos 75°）を求めさせる問題以外はほぼ出題されな
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い。）つまり，数学教員は，数学全体の活動の中で「加法定理」が「初等関数の計算手法」

というカテゴリーに含まれていることを知っており（位置付け），同様の計算を扱うものと

してマクローリン展開という汎用的な手段があることを知っており（つながり），よって，

加法定理は計算法としては限界がある（意味付け）―ただし，行列による変換の解釈等と

もつながりをもつ性質のよい定理であるから，知っておく必要がある（意味付け）―とい

うように理解をしていることになる。これこそが，数学全体を部分の総和ではなく，全体

としてホリスティック（holistic）に，あるいはストーリーとして理解していることだとい

える。このような理解に至って，初めて，人間はそれを抽象レベルで，あるいは生活に根

差すような仕方で活用できるようになる。 

もちろん，加法定理の理解の仕方として，上記のような理解が決定版か，といえばそう

ではない。異なる見方があって当然である。そもそも「真の意味での理解」というのは，

一人一人の認知の在り方や価値観に深く関係しているから，一様にはなり得ない。だから

こそ，ホリスティックな理解につなげるためには，学習者それぞれが，学んだ事柄の意味

（つながり，位置付け，意味付け）を感じ，自分の言葉で表現する機会が保証される必要

がある。それが，今回の指導要領で求められる「数学的活動」であり「言語活動」だとい

える。 

 

２．なぜ今「数学的活動」なのか 

 数学教育の目標は，平成２１年から施行される高等学校の学習指導要領において，次の

ように述べられている。 

 

数学的活動を通して，数学における基本的な概念や原理・法則の体系的な理解を深め，事

象を数学的に考察し表現する能力を高め，創造性の基礎を培うとともに，数学のよさを認

識し，それらを積極的に活用して数学的論拠に基づいて判断する態度を育てる。 

 

 だが，この目標自体はドラスティックに変化したわけではない。例えば，昭和３３年に

施行された高等学校の学習指導要領の数学科の目標は以下のようにまとめられている。 

 

1. 数学の基本的な概念・原理・法則等を理解し，これらを応用する能力を養う。 

2. 数学が体系的にできていることと，その体系を組み立てていく考え方とを理解し，そ

の意義を知る。 

3. 数学的な用語や記号の正しい使い方を理解し，これらによって数量的な関係を簡潔明

確に表現し，処理する能力を養う。 

4. 論理的な思考の必要性を理解し，筋道を立ててものごとを考えていく能力と習慣とを

身につける。 
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5. 数学的な物の見方，考え方の意義を知るとともに，これらに基づいてものごとを的確

に処理する能力と態度とを身につける。 

 

知識や操作の集積としてではなく，概念・原理・法則に基づいて数学全体をホリスティ

ックに掴み，数学的な物の見方を用いることで合理的かつ効率的に問題解決ができること

を実感し，「生きる力」を向上させることが，実は，戦後一貫して数学教育の目標だったこ

とが分かる。 

 では，私たちは，この目標を真に実現すべき目標として教育活動を行ってきただろうか。

残念ながら「数学的なものの見方のよさ実感」し，「それを積極的に日々活用」しているか

どうかを直接問うような問題を定期考査や大学入試を見かけることは，ほとんどない。そ

の代わりに，一次方程式を解けるかどうか，垂直二等分線を作図できるかどうか，加法定

理を使えるかどうか，ということを手掛かりにして，生徒の数学力は測られてきたのであ

る。なぜ、それが現実解として「よし」とされてきたのだろうか。その理由について，次

の節では触れたい。 

 

３．算数・数学教育の変遷 

 国立国会図書館には，明治以降の算数・数学の教科書が保管されており，その一部はデ

ジタル化されて PDF として閲覧することもできる。それらを概観すると，明治政府が学制

を敷くことによって，どのような人材を育成しようとしていたかが分かる。算数・数学教

育に関しては，基本的に海外の進んだ技術を翻訳し理解した上で，自国内に生産拠点を移

す殖産興業の担い手と，近代戦を戦うための兵士の育成を目指すカリキュラムとしての色

合いが濃い。計算に非常に大きな力点が置かれており，低学年時から，現在とは比較にな

らないほどの複雑な計算を素早く正確に実行する能力が求められた。初等教育で計算が重

視されたのは，当時の技術者や工兵育成のために計算力が欠かせなかったからである。計

算機が存在しない時代である。四則演算や開平といった基礎的な計算に加えて，初等関数

の計算法を実際に身に付けている国民が相当数いなければ，実問題の数値計算を実行する

ことはできなかった。英語教育においては文法と読解がその中心に据えられた。コミュニ

ケーションよりも西洋の文書，特に科学技術や社会科学に関する専門書を読解することの

方がより喫緊の課題だったためだと考えられる。 

 西洋の進んだ科学技術を取り入れて，国力を増強させるための算数・数学教育は，第二

次世界大戦後も基本的には維持され，それが日本の高度経済成長を人材育成の面から支え

ることになった。 

 ただし、「最先端科学技術を西洋に学び，追いつくことで産業を興す」というシナリオが

成立するためにはいくつかの条件があった。まずは，西洋の科学技術の方が日本よりも圧

倒的に勝っていたことである。次に，豊富で安い労働力である。安い労働力によって，最
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先端科学技術を輸入している間に起こる時間のロスや支払うべき特許使用料などをカバー

し，国際競争力を持つことができた。そして，国内市場の閉鎖性や特殊性も挙げられる。

日本特有の商慣習や言語バリアなどにより，海外の企業が直接日本に進出するためのハー

ドルは高くなり，国内市場で有利になる。しかしながら，これらの条件は 20世紀の最後の

20 年の間に消滅した。それ以降「学んで追いつく」型の人材育成モデルは成り立たなくな

ったのである。 

 この状況に追い打ちをかけたのが，コンピュータの普及と進化である。明治以来，「読み

書き」と並んで重視されてきた「そろばん」つまり計算スキルの習得の意義は，コンピュ

ータの普及によって大きく揺らぐことになった。そのことを実感するには，Mathematica

に定期考査や大学入試の問題を入力してみればよい。Mathematica が手元にない場合には

Wolfram Alpha1で代用するとよいだろう。図１は，∫  x2ex dx という式をWolfram Alpha

に入力した際の出力結果である。 

 

 

図１．Wolfram Alpha(http://www.wolframalpha.com/)に integral (x^2e^x)を入力した結果 

 

 この例からわかるように，コンピュータの能力は電卓から連想される範囲をはるかに超

えている。問題をパターンごとに分類し，適切な解法を当てはめ，必要な定理を利用しつ

つ問題を解く。それだけでなく，解法の道筋まで自ら解説するのである。連立一次方程式

                                                   
1 Mathematicaをエンジンとして搭載した質問応答システム。ウェブ上で，無償で提供さ

れている。http://www.wolframalpha.com/ 

http://www.wolframalpha.com/
http://www.wolframalpha.com/
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や二次方程式の解，さらには初等幾何の証明など，中学校や高等学校の数学がカバーする

すべての領域において，現代のコンピュータは定期考査レベルの練習問題ならばほぼ解く

ことができるといっても過言ではない。 

この事実は，「計算法を身に付けている」というスキルが，それだけでは労働市場におい

て価値を持たなくなったことを意味する。電卓が普及した際に，そろばんや計算尺のスキ

ルを労働市場で持つ価値は暴落したが，それと同様のことが算数・数学教育全体にも及ぶ

と考えられる。 

その一方で，数学教育の最終目標である数学的な概念理解やその活用能力の重要性は，

コンピュータの普及によって，むしろ増大している。なにしろ，データの統計解析なくし

てマーケティングはできないし，シミュレーションなくして在庫管理もできない世の中に

なったのだから。しかし，そこで求められているのは，特定のソフトウェアを扱う能力で

も，プログラミングの能力でもない。「ある予測をするにはどんな道具を使えばよいか。そ

れは統計か，微分方程式か」という判断を，根拠に基づいて行えるような能力なのである。

このような抽象的な判断能力は，もっとも進んだ人工知能も有していないし、今後もそこ

まで発達する見込みはない。 

コンピュータを僕
しもべ

として使うことになる 21 世紀人材は，文系理系に関わらず，抽象的

な数理的判断能力が求められる。その能力が欠けていると，いくら加法定理を覚え，部分

積分を上手にこなしても（少なくとも職業人としては）意味がない。そういうというとこ

ろまで時代が来ていることを，まずはすべての数学教員は真剣に受け止める必要がある。 

冒頭に，「これが転換点になるということを現場の先生方に共有していただかないと，今

後の日本を支える人材育成は失敗する」と書いたのはそのような意味である。 

 

４．ホリスティックな理解へ 

 数学全体をホリスティックに理解するには，生徒の頭の中に，学んできた各項目が全体

の中で位置付けられている必要がある。そして，それらが相互につながりあって，地図と

して俯瞰でき，ストーリーとして意味をもつ状態になっていることが望まれる。それを促

すための数学的活動・言語活動の試みをいくつか紹介して本稿を終わりたい。 

 ４．１．概念や操作の位置付け・意味を言語化する活動 

 数学がストーリーとして意味を持つには，そこに登場する各概念がなぜ生まれ，どこを

目指しているのかが自分の言葉で形になる必要がある。例えば，「微分係数」という概念は

なぜ生まれなければならなかったのか，なぜ「0.999…=1」と定義されるべきなのか。そう

いったことが，生徒一人一人の中で，イメージが焦点を結び，言語化されたとき，初めて

数学はストーリーになる。 

 では，どのような「数学的活動」をすれば，個々の生徒の中で学んできた各項目が全体

の中で位置付けられるのだろうか。 
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「さんすうの作文」2や「思考過程を簡潔的明瞭的にまとめる数学的活動」3等の実践を通

じて，一定の学習活動の後に，その学習活動の意味付けや位置付けを促すような良質の問

いを準備すること，また，それに対する考え方を（口頭だけでなく）文章として記述させ

ることが効果的であることが次第に明らかになってきた。 

たとえば，正負の数の四則演算や実数の大小を学んだ後に，「なぜ，(-1)×(-1)を 1とする

ことが妥当なのだろう」あるいは，「なぜ，
1

√2
をわざわざ

√2

2
と書き換えなければならないの

だろう」と問うてみる。どちらも生徒にとって，ごく自然な問いに違いない。だが，単に

このような問いを教壇から発するだけでは、生徒から反応を得るのは難しい。言語化を促

すには工夫が必要なのである。例えば，①ディベート形式の活用 ②小グループでの意見共

有 ③思考実験や具体例の計算 などを加えると効果的である。具体的には，「(-1)×(-1)=1

にしたほうがよい」「(-1)×(-1)=-1 にしたほうがよい」という 2 つのグループに分けてディ

ベートをさせたり，予め宿題として意見をワークシートに書いて持ち寄らせ，小グループ

で共有した上で，どの意見が妥当かを選ばせたりするとよい。
1

√2
と

√2

2
がどのような値になる

かをグループ対抗で計算させれば，
√2

2
と表現することのよさを実感できるだろう。 

2009～2010年度に行った吉川市立吉川東中学校で行った実践では，このような数学的活

動と「今日分かったこと」をワークシートにまとめる言語活動の組み合わせを年数回挿入

したところ，この授業を受けた生徒は定期考査における証明および論述に明らかな向上が

見られた。 

 

４．２．数学のストーリーを理解し，言語化する活動 

数学の活動の目的は大まかに，①測る ②計算する ③変化をとらえる に分類することが

できる。例えば，基数・順序数から始まり，長さ，面積，体積を求めるための各種の公式，

比・三角比の利用，確率・期待値，積分は，人間の「測って比べたい」という原初的欲求

が数学という形で結晶化した一つの流れだと考えることができよう。また，関数，数列は，

変化をとらえることによって，ほんの少しのデータ（知識）から全体の傾向を把握しよう

という活動である。これも人間の「未来を見通したい」という原初的欲求から出発してい

る。全体の傾向が把握できれば，観察された結果から逆に原因を究明することもできる。

                                                   
2 ウェブ上の学びの場「e-教室」の一科目として 2002年に開講。延べ 700名以上の生徒と

協調学習を展開した。「さんすうの作文」には、一般の参加者の他、岐阜県立恵那高校、岐

阜県立中津高校、埼玉県立熊谷女子高校が授業の一環として参加した。 
3 埼玉県総合教育センターとの共同研究である「CMSを基盤とした学習支援に関する研究」

の一部として 2009年から実施。 
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それが「解を求める」という活動である4。これらの活動の結果として具体的な「答（数値）」

を得るには，計算が欠かせない。以上 3 つの数学の目的を達成する上で基盤となるのが、

概念や記号の導入，式や命題による表現，そして数学的対象に関する性質の証明という数

学特有の言語活動なのである。 

 2010 年度に埼玉県立熊谷高校での「計算とは何か」の実践では，４～5 人の小グループ

に分かれて，「未知数が現れないにも関わらず自分の知識の範囲では計算できないよう式を

選び，その計算方法を考える」という課題に取り組んだ。多くの高校生はそれまでの数学

教育で，計算できる式を計算する練習しか積んでいないので，どのような式が自分の知識

で計算できるか否か，その境界を認識していない。計算できることの意義を感じることが

できないのはそのためである。様々な議論を経て，ようやくsin 11°+ √13のような式は，

既習の知識では計算できないことに気づく。次に、実際にこれらの式を計算しようと試み

る中で，計算手法を開発することの困難さを痛感し、その結果，計算できることの有り難

みを実感することができる。 

 「計算とは何か」の実践のアンケート結果では，「数学を勉強していると論理的に考えら

れるようになる」と回答した生徒は，事前では 75％だったのが事後には 93.3％に増えてい

る。また，「数学の学習には国語の表現を磨くことも必要だと感じる」と回答した生徒は，

事後には，実に 96.7％の高率に達した。自由記述の感想には，「出された問題を解くのでは

なく，自分で課題を決めることも大切だと思った」「人に伝えるためには論理的に考えるこ

とが必要だと分かった」「だんだんと近似値が（真の値に）近づいていく過程が楽しかった」

など活動の意義を肯定的に受け止める様子が感じられた。 

  

 ４．３．数学以外の題材を用いて，数学の有用さを実感する活動 

 埼玉県不動岡高校では，2010 年の「CMS を基盤とした学習支援に関する研究」の一環

として，「「はかる」を題材とした物理探究教室」という取り組みを行った。野球のピッチ

ングマシンが表示する球の速さ，飛行機の高度計に表示される高度，惑星間の距離，これ

らはどれも直接測ることはできない。直接測ることができる別の値から数学を用いて間接

的に測ることしかできないのである。生徒には，まずその認識が圧倒的に欠けている。た

とえば，高い木の高さはどうやって測るかと尋ねると「木に登ってメジャーで測る」と答

える生徒が少なくない。日々当たり前に接している「はかる」という活動が，どれほど難

しいかを経験することによって，生徒たちは数学の有用性を初めて実感することができた

ようである。 

                                                   
4 地震の震源地特定や脳梗塞の位置特定など「逆問題」とよばれる数学分野は，まさに観察

可能なアウトプットからインプットである原因を究明する分野だといえる。 


