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1．はじめに
Masataka
Kaneko1
1. ͡Ίʹ

本誌において既報の通り，2013 年 10 月に熱海で開催された教材作成に関するワークショッ
ຊࢽʹ͓͍ͯطใͷ௨Γɼ2013  10 ݄ʹւͰ։࠵͞Εͨ࡞ࡐڭʹؔ͢ΔϫʔΫγϣοϓΛ
プを契機として，区分求積法をテーマとした図入り教材の効果を検証する実験授業を実施して
1. ͡Ίʹ

ͯ͠ͱػܖɼ۠ੵٻ๏ΛςʔϚͱͨ͠ਤೖΓࡐڭͷޮՌΛ͢ূݕΔ࣮ݧतۀΛ࣮ࢪ͖ͯͨ͠ͱ
きたところであるが［1］
，その実施状況をみると，図の教育効果が期待された「長方形の面積
[1]ɼͦͷ࣮ࢪঢ়گΛΈΔͱɼਤͷڭҭޮՌ͕ظ͞Εͨʮํܗͷ໘ੵͷऩଋʯ
͜ΖͰ͋Δ͕
ຊࢽʹ͓͍ͯطใͷ௨Γɼ
2013  10 ݄ʹւͰ։࠵͞Εͨ࡞ࡐڭʹؔ͢ΔϫʔΫγϣοϓΛ
和の収束」を理解させる場面で予想に反して学習者が大きな支障をきたしていないことが確認
Λཧղͤ͞Δ໘Ͱ༧ʹֶͯ͠शऀ͕େ͖ͳࢧোΛ͖͍ͨͯ͠ͳ͍͜ͱ͕֬ೝ͞ΕΔҰํɼ
ͯ͠ͱػܖɼ۠ੵٻ๏ΛςʔϚͱͨ͠ਤೖΓࡐڭͷޮՌΛ͢ূݕΔ࣮ݧतۀΛ࣮ࢪ͖ͯͨ͠ͱ

される一方，理解したことを数式表現として正確に再現できないという問題がむしろ本質的で
ཧղͨ͜͠ͱΛࣜදͯ͠ͱݱਖ਼֬ʹ࠶͏͍ͱ͍ͳ͖Ͱݱ͕Ή͠Ζຊ࣭తͰ͋Δ͜ͱ͕໌
͜ΖͰ͋Δ͕ [1]ɼͦͷ࣮ࢪঢ়گΛΈΔͱɼਤͷڭҭޮՌ͕ظ͞Εͨʮํܗͷ໘ੵͷऩଋʯ

あることが判明している［2］．より具体的には，定積分が図形の面積を表すことや，面積を求
Λཧղͤ͞Δ໘Ͱ༧ʹֶͯ͠शऀ͕େ͖ͳࢧোΛ͖͍ͨͯ͠ͳ͍͜ͱ͕֬ೝ͞ΕΔҰํɼ
[2]ɽΑΓ۩ମతʹɼఆੵ͕ਤܗͷ໘ੵΛද͢͜ͱɼ໘ੵΛٻΊΔͨΊʹྖҬΛ
͍ͯ͠Δ
めるために領域を長方形によって細分して近似していけばよいといった，おおまかなイメージ
ཧղͨ͜͠ͱΛࣜදͯ͠ͱݱਖ਼֬ʹ࠶͏͍ͱ͍ͳ͖Ͱݱ͕Ή͠Ζຊ࣭తͰ͋Δ͜ͱ͕໌
ํʹܗΑͬͯࡉͯۙ͠ࣅ͍͚ͯ͠Α͍ͱ͍ͬͨɼ͓͓·͔ͳΠϝʔδ૬ͷֶशऀʹࢧ
は相当数の学習者に支障なく受容されるにもかかわらず，その数式としての表現
͍ͯ͠Δ [2]ɽΑΓ۩ମతʹɼఆੵ͕ਤܗͷ໘ੵΛද͢͜ͱɼ໘ੵΛٻΊΔͨΊʹྖҬΛ
োͳ͘ड༰͞ΕΔʹ͔͔ΘΒͣɼͦͷࣜͱͯ͠ͷදݱ
ํʹܗΑͬͯࡉͯۙ͠ࣅ͍͚ͯ͠Α͍ͱ͍ͬͨɼ͓͓·͔ͳΠϝʔδ૬ͷֶशऀʹࢧ
∫
n
b

∑

োͳ͘ड༰͞ΕΔʹ͔͔ΘΒͣɼͦͷࣜͱͯ͠ͷදݱ
f (x) dx = lim
f (xk )∆xk

∫a

∆xk →0

k=1
n
∑
f (x) dx = lim
f (xk )∆xk
∆xk →0
a
を記述する場面になると，図的情報からの理解と数式表現による記述とが乖離してしまい，他
Λهड़͢Δ໘ʹͳΔͱɼਤతใ͔ΒͷཧղͱࣜදʹݱΑΔهड़ͱ͕ဃͯ͠͠·͍ɼଞͷ
k=1
b

ֶश߲ͱൺֱͯ͠ύϑΥʔϚϯεΛஶ͘͠ѱԽͤ͞Δ͜ͱ͕ࠦࣔ͘͞ڧΕ͍ͯΔ [3]ɽ
の学習項目と比較してパフォーマンスを著しく悪化させることが強く示唆されている［3］
．
Λهड़͢Δ໘ʹͳΔͱɼਤతใ͔ΒͷཧղͱࣜදʹݱΑΔهड़ͱ͕ဃͯ͠͠·͍ɼଞͷ

͜ͷΑ͏ͳঢ়گɼݱʹ͍ͨΔ·Ͱͷੵ֓೦ͷൃୡͷྺ࢙Λ៵͘ͱᰐ͚Δ໘͕͋Δɽ࣮ࡍɼ
このような状況は，現代にいたるまでの積分概念の発達の歴史を繙くと頷ける面がある．実
ֶश߲ͱൺֱͯ͠ύϑΥʔϚϯεΛஶ͘͠ѱԽͤ͞Δ͜ͱ͕ࠦࣔ͘͞ڧΕ͍ͯΔ [3]ɽ
Լਤ
際，下図1 ࣌ྻܥతͳੵ֓೦ͷൃୡΛઢ্ʹϓϩοτͨ͠ͷ͕ͩɼ۠ੵٻ๏ͷΞΠσΞ
1 は時系列的な積分概念の発達を数直線上にプロットしたものだが，区分求積法のア
͜ͷΑ͏ͳঢ়گɼݱʹ͍ͨΔ·Ͱͷੵ֓೦ͷൃୡͷྺ࢙Λ៵͘ͱᰐ͚Δ໘͕͋Δɽ࣮ࡍɼ

ࣗମݩلલͷஈ֊ͰʹطಘΒΕ͍ͯͨʹ͔͔ΘΒͣɼඍੵֶͷجຊఆཧͷൃʹݟΑͬͯ
Լਤ 1 ࣌ྻܥతͳੵ֓೦ͷൃୡΛઢ্ʹϓϩοτͨ͠ͷ͕ͩɼ۠ੵٻ๏ͷΞΠσΞ
イデア自体は紀元前の段階で既に得られていたにもかかわらず，微分積分学の基本定理の発見
ܥ౷తͳੵͷ͕ࢉܭՄͱͳΔ·Ͱʹ͍݄Λཁ͠ɼ͞Βʹ্ࣜͷΑ͏ͳϦʔϚϯੵͷ

ࣗମݩلલͷஈ֊ͰʹطಘΒΕ͍ͯͨʹ͔͔ΘΒͣɼඍੵֶͷجຊఆཧͷൃʹݟΑͬͯ
によって系統的な積分の計算が可能となるまでには長い年月を要し，さらに上式のようなリー
200 ۙ͘Λཁ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕Θ͔Δɽ
ཧԽ͕ͳ͞ΕΔ·Ͱʹ͞Βʹ
ܥ౷తͳੵͷ͕ࢉܭՄͱͳΔ·Ͱʹ͍݄Λཁ͠ɼ͞Βʹ্ࣜͷΑ͏ͳϦʔϚϯੵͷ
マン積分の理論化がなされるまでにさらに
200 年近くを要していることがわかる．
ཧԽ͕ͳ͞ΕΔ·Ͱʹ͞Βʹ 200 ۙ͘Λཁ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕Θ͔Δɽ

۠ੵٻͷΞΠσΞ

۠ੵٻͷΞΠσΞ

Archimedes

ඍͷͯ͠ͱࢉٯͷ

ٕࢉܭ๏
ඍͷͯ͠ͱࢉٯͷ
ٕࢉܭ๏
Newton
Newton

Archimedes

1642

BC287

1642

BC287

ཧԽ
ཧԽ

Riemann
Riemann

1826

1826

ਤ
図 11ɹੵ֓೦ͷ࣌ྻܥతͳൃୡ
積分概念の時系列的な発達
ਤ 1 ɹੵ֓೦ͷ࣌ྻܥతͳൃୡ
1
東邦大学薬学部
Toho
University
͜ͷΑ͏ʹ 200
ͷ݄Λඅͯ͠ɼ֓ݶۃ೦ͷਫ਼ີԽΛؚΉੵ֓೦ͷཧతͳߏங͕ͳ͞
͜ͷΑ͏ʹ 200 ͷ݄Λඅͯ͠ɼ֓ݶۃ೦ͷਫ਼ີԽΛؚΉੵ֓೦ͷཧతͳߏங͕ͳ͞
Εͨഎͯ͠ͱܠɼ໘ੵࢉܭΛ͡Ίͱ͢ΔԠ༻໘ΑΓɼؔ֓೦ͷ֦ுͷରԠͳͲͷཧ
Εͨഎͯ͠ͱܠɼ໘ੵࢉܭΛ͡Ίͱ͢ΔԠ༻໘ΑΓɼؔ֓೦ͷ֦ுͷରԠͳͲͷཧ

1 ౦େֶༀֶ෦ɹ

Toho University

1 ౦େֶༀֶ෦ɹ

Toho University
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このように 200 年もの年月を費やして，極限概念の精密化を含む積分概念の理論的な構築がな
された背景としては，面積計算をはじめとする応用面よりも，関数概念の拡張への対応などの
理論的な側面が強かったことには注意を要する．実際，数列の極限の概念は高度に抽象化され
たものであり，不定積分が求まらないために数値計算を用いざるを得ない場面以外で区分求積
法を用いた定積分計算が実行されることはまずない．従って，特に数物系プロパーではなく，
ハードな面積計算や積分概念の精密な理論化を求められる機会に乏しい学習者の立場に立って
考えれば，そもそもなぜ区分求積法を学習しなくてはならないのかという動機づけが問題とな
る．このように考えてくると，上述したような区分求積法の学習における学習者の見せる躓き
は，単に「どのような教え方が適切か」という技術的な次元で解決されうる問題ではなく，人
類が積分概念の理論化に関して経験してきた困難をそのまま再現した，もっと根の深い問題と
みるべきである．
さらに区分求積法の学習に関する状況を複雑にしているのは，日本の場合，理工系大学に進
学してくる学生のほとんどが，高校 2 年生の数学 II を履修する段階で，不定積分（微分の逆
算）に基づく定積分の計算を学習してしまっているという実態である．国公立大学を志願する
一部の生徒は，その後高校 3 年生の数学 III を履修する中で区分求積法を学習することになる
が，その割合は決して高くない．上述の通り，面積計算などの応用上は，ほとんどの場合，区
分求積法を持ち出すまでもなく微分の逆算によって計算が可能であるから，実用上の必要性に
乏しいにもかかわらず高度に抽象化された区分求積法の学習に対して，多くの学習者がインセ
ンティヴを感じないのも無理からぬところがある．これに対し海外では，高校段階でほとんど
の理工系の学習者が積分の概念に触れるという国はまれであり，多くの場合，大学入学後にま
ず区分求積法によって積分の概念を導入され，その後に微分の逆算を用いた定積分の計算を学
ぶのが一般的である．この点で，日本における積分概念の導入は，世界的にみてかなり特異で
ある．
以上のように，区分求積法の学習は，理論的な流れから考えてどのように説明するのが正統
的かという要請と，学習者の立場から考えてどのように説明するのが受容されやすいかという
要請とが，真っ向から対立するテーマであり，かつ海外と比べて日本では，このような対立が
先鋭的に出てきやすい状況にあるということができる．そこで本研究では，こうした日本の数
学教育がかかえる特異的な状況がいかなる経緯で発生してきたか，またそこから発生する困難
に対していかなる対処が試みられてきたかという点を中心に，以下のような視点で調査するこ
とを企図した．
1．高等学校学習指導要領の中で，これまで積分概念の導入の仕方，特に区分求積法の位置
づけについて，どのような変遷を経ているか．
2．以上に見られる変遷について，特に大きな方針変更があった際に，その根拠となった数
学者・数学教育関係者サイドの判断はどのようなものであったか．
3．高等学校数学 II・数学 III の教科書の中で，積分概念の導入，特に定積分の定義がどの
ような流れでなされているか．また，この点について，過去にどのような変遷を経てい
るか．
調査にあたっては，国立教育政策研究所が web 上で公表している過去の学習指導要領に関
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するデータベース［4］，および東京都江東区にある教科書図書館［5］に所蔵される過去の高
等学校数学教科書のサンプル多数を利用した．学習指導要領解説についても，その編集が始
まった昭和 31 年刊行の版からすべてが教科書図書館に保管されているが，積分概念の導入の
仕方などの指導の詳細については，教科書執筆者や教員に任される面が強く，あまり参考にな
らなかった．また，数学教育関係者によって行われた議論の流れを跡付けるために，千葉大学
教育学部数学教室の島田和昭先生のご協力を頂いて，昭和 30 年代から 40 年代にかけての日本
数学教育会誌に掲載された関連論文を数多く調査した．さらに，この当時に高等学校数学教科
書の執筆に参加しておられた一松信・公田蔵両先生に直接聞き取り調査を実施することができ
た．研究開始当初には，区分求積法によらない積分概念の導入の背景として，いわゆる「数学
教育の現代化」が影響した面があるのではないかとの想定もあったが，上記の論文調査および
聞き取り調査の結果からみて，関連性は極めて薄いと考えられる．調査から得られる知見は膨
大であるが，本稿では，紙数の許す限り紹介してみたい．

ੑۃΊͯബ͍ͱߟ͑ΒΕΔɽௐ͔ࠪΒಘΒΕΔݟେͰ͋Δ͕ɼຊߘͰɼࢴͷݶ͢ڐ
Γհͯ͠Έ͍ͨɽ

2．区分求積法学習の必要性

2. ۠ੵٻ๏ֶशͷඞཁੑ
前項に述べた通り，区分求積法を基盤としたリーマン積分の理論化は，純粋数学からの要請

で主導されてきた面が強い．それにもかかわらず，過去の一時期においては，理系を志すほぼ
લ߲ʹड़ͨ௨Γɼ۠ੵٻ๏Λج൫ͱͨ͠ϦʔϚϯੵͷཧԽɼ७ਮֶ͔ΒͷཁͰ

すべての高校生に対して区分求積法が教えられていた．こうした場合，教科書の中で，その学
ओಋ͞Ε͖ͯͨ໘͕͍ڧɽͦΕʹ͔͔ΘΒͣɼաڈͷҰ͍͓࣌ͯʹظɼཧܥΛࢤ͢΄΅͢
習の必要性に関する記述を見出しうるのが自然であろうが，筆者が調べた数多くの教科書の中
ͯͷߴߍੜʹରͯ۠͠ੵٻ๏͕͑ڭΒΕ͍ͯͨɽ͜͏ͨ͠߹ɼڭՊॻͷதͰɼͦͷֶशͷඞ
で明確に記述したものはほとんどない．唯一の例外は，下図
2 に示す昭和 32 年に大日本図書
ཁੑʹؔ͢Δهड़Λݟग़͠͏Δͷ͕ࣗવͰ͋Ζ͏͕ɼචऀ͕ௐͨଟ͘ͷڭՊॻͷதͰ໌֬ʹ
から出版された「数学
III」の事例のみである． 2 ʹࣔ͢ত 32 ʹେຊਤॻ͔Βग़൛͞Ε
هड़ͨ͠ͷ΄ͱΜͲͳ͍ɽ།Ұͷྫ֎ɼԼਤ
ͨʮֶ IIIʯͷࣄྫͷΈͰ͋Δɽ

ਤ
図 22ɹ۠ੵٻ๏ֶशͷඞཁੑʹؔ͢ΔڭՊॻͷهड़
区分求積法学習の必要性に関する教科書の記述
͜ͷதͷઢͰғΜͩ෦ʹ͓͍ͯɼෆఆੵ͕ʹ͍ؔͳ͖Ͱࢉܭର͢Δఆੵͷҙຯ͚ͮΛ
ߦ͏ඞཁ͔Β۠ੵٻ๏Λಋೖ͢Δࢫ͞ࡌهΕ͓ͯΓɼؔ֓೦ͷ֦ுʹ͏ϦʔϚϯੵͷཧ
Խͱ͍͏ɼֶ࢙తͳྲྀΕΛ;·͑ͨهड़Ͱ͋Δ͜ͱ໌Β͔Ͱ͋Δɽ
͔֬ʹɼෆఆੵ͕͍ؔͳ͖Ͱࢉܭଟ͘ɼ্هͷࣄྫ۠ੵٻ๏ֶशͷඞཁੑʹؔ͢Δ
Ұͭͷઆ໌ʹͳ͍ͬͯΔ͕ɼগͳ͘ͱߦݱͷࢦಋཁྖͷΑ͏ʹɼੵͷԠ༻͕ෆఆੵΛܭ
ࢉՄͳؔʹରͯ͠໘ੵΛٻΊΔʹ΄΅ݶఆ͞Ε͍ͯΔΑ͏ͳঢ়Ͱگɼֶशऀʹର͢Δ
આಘੑ͕ਙͩऑ͍ͱݴΘ͟ΔΛಘͳ͍ɽͳͥͳΒɼํʹܗΑΔۙࣅΛ࣋ͪग़ͣ͞ͱਤܗͷ໘
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この中の枠線で囲んだ部分において，不定積分が計算できない関数に対する定積分の意味づけ
を行う必要から区分求積法を導入する旨記載されており，関数概念の拡張に伴うリーマン積分
の理論化という，数学史的な流れをふまえた記述であることは明らかである．
確かに，不定積分が計算できない関数は多く，上記の事例は区分求積法学習の必要性に関す
る一つの説明にはなっているが，少なくとも現行の指導要領のように，積分の応用が不定積分
を計算可能な関数に対して面積を求める問題にほぼ限定されているような状況では，学習者に
対する説得性が甚だ弱いと言わざるを得ない．なぜなら，長方形による近似を持ち出さずとも
図形の面積というものはほとんどの学習者にとって直感的に理解可能であり，応用上必要な範
囲の関数に対して積分が計算できればそれで十分だからである．また，仮に不定積分が求まら
ない関数に対して近似的な面積計算をする必要があったとしても，細い長方形に細分して面積
の総和を求めればよいという発想自体は，上述の歴史的経緯が示す通り，学習者にとってそれ
ほど難しいものではない．厳密な数式表現を伴った区分求積法の学習が必要となる本質的な理
由は，むしろ枠線で囲んだ部分の後にある「速度から距離を求める問題」の事例に隠されてい
ると考えられる．この場合，グラフの横軸には経過時間，縦軸には物体の速度がプロットされ，
物体の移動距離がグラフによって囲まれる領域の面積で「表される」ことになるが，これは，
次の 2 点で，「図形の面積」に限定した形の区分求積法の記述と質的に異なる．
1．縦軸・横軸にプロットされる量はいずれも単位をもった物理量であり，さらにこれらの
積として得られる物理量はまた違った単位をもつ物理量となるなど，学習者の立場から
すると，区分求積法の学習で現れるような単純な長さや面積と比べ，イメージしづらい．
ʹݶఆͨ͠ܗͷ۠ੵٻ๏ͷهड़ͱ࣭తʹҟͳΔɽ

2．領域が長方形の場合であれば，時間と速度の積が移動距離になることをイメージしやす
1. ॎ࣠ɾԣ࣠ʹϓϩοτ͞ΕΔྔ͍ͣΕ୯ҐΛͬͨཧྔͰ͋Γɼ͞Βʹ͜ΕΒͷੵͱ
いが，そうでない場合，領域の面積によって「表される」物理量のイメージをつかむた
ͯ͠ಘΒΕΔཧྔ·ͨҧͬͨ୯ҐΛͭཧྔͱͳΔͳͲɼֶशऀͷཱ͔Β͢Δͱɼ

めには区分求積法の概念の本格的な理解が前提となり，概して難しい．
۠ੵٻ๏ͷֶशͰݱΕΔΑ͏ͳ୯७ͳ͞໘ੵͱൺɼΠϝʔδͮ͠Β͍ɽ

2. ྖҬ͕ํܗͷ߹Ͱ͋Εɼ࣌ؒͱͷੵ͕ҠಈͳʹڑΔ͜ͱΛΠϝʔδ͍͢͠

類似の事例は，次図
3 に示す通り，古くは Newton の『プリンキピア』［6］の中の面積速度一
͕ɼͦ͏Ͱͳ͍߹ɼྖҬͷ໘ੵʹΑͬͯʮද͞ΕΔʯཧྔͷΠϝʔδΛ͔ͭΉͨΊʹ
۠ੵٻ๏ͷ֓೦ͷຊ֨తͳཧղ͕લఏͱͳΓɼ͍֓ͯ͠͠ɽ
定の法則の説明などにも見出すことができる．この場合，三角形の辺の長さ
Cc や Dd が中心

3 ʹࣔ͢௨Γɼ͘ݹ Newton ͷʰϓϦϯϐΩΞʱ[6] ͷதͷ໘ੵҰఆͷ
ྨࣅͷࣄྫɼ࣍ਤ
力ないし加速度を，S
を頂点にもつ三角形の面積が物体の面積速度を表すことになり，上記
2

点の困難は一層際立ったものとなる．

๏ଇͷઆ໌ͳͲʹݟग़͢͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ͜ͷ߹ɼࡾ֯ܗͷลͷ͞ Cc  Dd ͕த৺ྗͳ͍͠

ՃΛɼS Λʹͭࡾ֯ܗͷ໘ੵ͕ମͷ໘ੵΛද͢͜ͱʹͳΓɼ্ ه2 ͷࠔ
ҰࡍཱͬͨͷͱͳΔɽ

3 ɹ Newton
ͷʰϓϦϯΩϐΞʱʹ͓͚Δ໘ੵʹؔ͢Δهड़
図 3 ਤNewton
の『プリンキピア』における面積速度に関する記述
͜͏ͯ͠Έͯ͘ΔͱɼඍͷʹࢉٯΑΔੵ֓೦ͷಋೖΛ͍ͯͬ·ͯ͠͠ݧܦʹطΔֶशऀʹ
ରͯ͠ɼ۠ੵٻ๏Λֶश͢Δಈ͚ͮػΛ༩͑ΔͨΊʹɼԠ༻ྫͱͯ͠มྔ͕۩ମతͳ୯ҐΛ
࣋ͭཧྔͰ͋ΔΑ͏ͳέʔεΛఏࣔ͢Δඞཁ͕͋Δ͜ͱ͕Θ͔Δɽಉ༷ͷࣄྫҩࣃༀʹܥ
ଘࡏ͠ɼ์ࣹઢͷඃമྔༀࡎͷ࣮࣭తͳޮՌΛఆྔԽ͢Δ্Ͱ۠ੵٻ๏ͷߟ͑ํΛద༻͢Δ
ࡍʹɼ
ʮੵ໘ੵΛද͢ʯ
ʮੵඍͷ͋ͰࢉٯΔʯͱ͍͏ֶ͔͠Ͱܗशͨ͜͠ͱ͕ͳֶ͍शऀ
ͷཧղʹࢧো͕ग़Δέʔε͕Ͱكͳ͍͜ͱ͕Θ͔͍ͬͯΔ [3]ɽ
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こうしてみてくると，微分の逆算による積分概念の導入を既に経験してしまっている学習者
に対して，区分求積法を学習する動機づけを与えるためには，応用例として変量が具体的な単
位を持つ物理量であるようなケースを提示する必要があることがわかる．同様の事例は医歯薬
系にも存在し，放射線の被曝量や薬剤の実質的な効果を定量化する上で区分求積法の考え方を
適用する際に，「積分は面積を表す」「積分は微分の逆算である」という形でしか学習したこと
がない学習者の理解に支障が出るケースが稀ではないことがわかっている［3］．
3．高等学校学習指導要領における積分概念導入の取扱い
中等教育における教育内容を決定する最も大きな指針は，言うまでもなく学習指導要領によ
り与えられるが，過去の学習指導要領を調査してみると，本稿で問題とする積分概念の導入に
ついては，大きな変遷を経ていることがわかる．本節ではこうした変遷をまず概観する．
明治期から 20 世紀半ばにかけて，日本の中高等数学教育において微分積分がどのように教
授されていたかという点は，公田蔵先生の一連の論稿［7］
［8］［9］で詳しく調べられている．
それによると，中等教育段階で微分積分の概念を導入すべきとの主張は，既に 1920 年代前半
において，小倉金之助氏や佐藤良一郎氏らによりなされていたとされる．しかし，実際に中等
教育に微分積分が導入されることが決まったのは，戦時中の昭和 17 年 3 月に制定された「中
学校数学教授要目」，および「高等学校高等科臨時教授要綱」（文部省訓令）においてであり，
中学校についてはこれに従った一種検定教科書である『数学第一類 4・5』が昭和 19 年 7 月に
出版されている．この教科書は現在も教科書図書館に保管され，その内容を閲覧可能であるが，
ैͬͨҰछݕఆڭՊॻͰ͋ΔʰֶୈҰྨ̐ɾ̑ʱ͕ত 19  7 ݄ʹग़൛͞Ε͍ͯΔɽ͜ͷڭՊ
戦中戦後の混乱期にあたったこともあって，実際に教授されることがないまま終わったとされ
ॻࡏݱڭՊॻਤॻʹؗอ͞Εɼͦͷ༰ΛӾཡՄͰ͋Δ͕ɼઓதઓޙͷࠞཚͬͨ͋ʹظ

る．図 4 は，当該教科書の中で区分求積法に関して記述した部分であるが，微分積分全体の中
ͨ͜ͱ͋ͬͯɼ࣮ࡍʹڭत͞ΕΔ͜ͱ͕ͳ͍··ऴΘͬͨͱ͞ΕΔɽਤ 4 ɼ֘ڭՊॻͷத
のかなり早い段階で区分求積法に触れられているのが大きな特色である．
Ͱ۠ੵٻ๏ʹؔͯ͠هड़ͨ͠෦Ͱ͋Δ͕ɼඍੵશମͷதͷ͔ͳΓૣ͍ஈ֊Ͱ۠ੵٻ๏
ʹ৮ΕΒΕ͍ͯΔͷ͕େ͖ͳಛ৭Ͱ͋Δɽ

ਤ図4 ɹʰֶୈҰྨ̐ɾ̑ʱʹ͓͚Δ۠ੵٻ๏ͷهड़
(ڭՊॻਤॻॴؗଂ)
4 『数学第一類 4・5』における区分求積法の記述（教科書図書館所蔵）
ඍੵΛதڭҭͰڭत͢ΔͨΊʹ࣮ࡍʹ༻͍ΒΕͨॳΊͯͷڭՊॻɼ৽੍ߴֶߍͷੜ
ెΛରͱͯ͠ত 22 ʹग़൛͞Εͨ࣌།ҰͷݕఆڭՊॻʰղੳร (II)ʱͰ͋Δɽ͜ΕڭՊ
微分積分を中等教育で教授するために実際に用いられた初めての教科書は，新制高等学校の
ॻਤॻͰؗӾཡͰ͖Δ͕ɼͰࡏݱߴڭҭஈ֊ʹ૬͢Δߴ੍چֶߍʹ͓͚Δඍੵͷڭ
生徒を対象として昭和
22 年に出版された当時唯一の検定教科書『解析篇（II）』である．これ
ՊॻΛͱͯ͠ɼྻͱͦͷ͔ݶۃΒग़ൃ͠ɼ۠ੵٻ๏Λͯܦɼඍੵͷࢉܭඍํఔ
も教科書図書館で閲覧できるが，現在では高等教育段階に相当する旧制高等学校における微分
ࣜʹࢸΔɼ͔ͳΓΓࢁͳ༰Λѻ͍ͬͯΔɽਤ 5 ͦͷதͰɼ۠ੵٻ๏ͱͦΕʹͮ͘جఆ
積分の教科書を土台として，数列とその極限から出発し，区分求積法を経て，微分積分の計算
ੵͷఆٛΛઆ໌ͨ͠෦ͷը૾Ͱ͋Δɽ

ਤ 4 ɹʰֶୈҰྨ̐ɾ̑ʱʹ͓͚Δ۠ੵٻ๏ͷهड़ (ڭՊॻਤॻॴؗଂ)
ඍੵΛதڭҭͰڭत͢ΔͨΊʹ࣮ࡍʹ༻͍ΒΕͨॳΊͯͷڭՊॻɼ৽੍ߴֶߍͷੜ
80ెΛରͱͯ͠ত 22 ʹग़൛͞Εͨ࣌།ҰͷݕఆڭՊॻʰղੳร
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(II)ʱͰ͋Δɽ͜ΕڭՊ

ॻਤॻͰؗӾཡͰ͖Δ͕ɼͰࡏݱߴڭҭஈ֊ʹ૬͢Δߴ੍چֶߍʹ͓͚Δඍੵͷڭ

や微分方程式に至る，かなり盛り沢山な内容を扱っている．図
5 はその中で，区分求積法とそ
ՊॻΛͱͯ͠ɼྻͱͦͷ͔ݶۃΒग़ൃ͠ɼ۠ੵٻ๏Λͯܦɼඍੵͷࢉܭඍํఔ
れに基づく定積分の定義を説明した部分の画像である．
ࣜʹࢸΔɼ͔ͳΓΓࢁͳ༰Λѻ͍ͬͯΔɽਤ 5 ͦͷதͰɼ۠ੵٻ๏ͱͦΕʹͮ͘جఆ
ੵͷఆٛΛઆ໌ͨ͠෦ͷը૾Ͱ͋Δɽ

図 55ɹʰதֶߍڭՊॻ
『中等学校教科書（株）
ਤ
(・)ג解析篇（II）
ɾղੳร (II)』における区分求積法と定積分の記述
ʱʹ͓͚Δ۠ੵٻ๏ͱఆੵͷهड़

内容が多すぎて無理があったことから一部削減されはしたものの，基本的にこの教科書の内容
をもとにして，新制高等学校の学習指導要領としては初めてのものとなる「中学校高等学校学
習指導要領数学科編（試案）」が昭和 26 年に定められた．その第 4 節「解析 II の一般目標と
指導内容」の中では，第 6 項「計量において極限を用いること」において，
「積分の記号によっ
て，極限としての量を簡単に表わすことができることを理解し，これらを用いる能力をうる」
と記載され，積分概念の導入が区分求積法に基づいて行われるべきことを明示している．
その後，昭和 31 年の高校入学者から新しい教育課程が適用され，同年に定められた「高等
学校学習指導要領数学科編昭和 31 年改訂版」に基づき，それまでの「一般数学」「解析 I」「解
析 II」
「幾何」という科目区分も，「数学 I」「数学 II」「数学 III」「応用数学」と改められた．
このうち，数学 II では簡単な関数の変化率のみ扱い，数列とその極限から微分積分に至る内
容については数学 III で扱われることとなった．上記指導要領の第 5 章「数学科数学 III」の中
でも，項目 c「積分」の冒頭に「長さ・面積・体積などの量が極限を考えることによって正確
にとらえられること，ならびに極限による計量が多くの場合に積分となることを明らかにし，
積分の応用や計算に習熟させる」ことが目標として掲げられ，やはり区分求積法に基づいた積
分概念の導入を明示している．
わずか 4 年後の昭和 35 年には再び学習指導要領の改訂が行われたが，これが日本の中等教
育における微分積分の扱いにとって大きな転機となった．この改訂で，それまでの「数学 II」
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が同じく第
24 ޙͷত
学年で履修される「数学
IIA」
「数学 IIB」に分かれただけでなく，それまでの数
35 35
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గ͕ߦΘΕ͕ͨɼ͜Ε͕ຊͷதڭҭʹ
IIʯ͕ಉ͡
学 I͓͚Δඍੵͷѻ͍ʹͱͬͯେ͖ͳసͨͬͳͱػɽ͜ͷվగͰɼͦΕ·Ͱͷʮֶ
に加えてこれらのいずれかが高等学校の必修科目とされた．結果的に，簡単な整関数の微
IIʯ͕ಉ͡
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I ʹՃ
IIʯ͕ಉ͡ ͘ୈ 2 ֶͰཤम͞ΕΔʮֶ IIAʯʮֶ IIBʯʹ͔Ε͚ͨͩͰͳ͘ɼͦΕ·Ͱͷֶ
ͷվగͰɼͦΕ·Ͱͷʮֶ
2 ֶͰཤम͞ΕΔʮֶ
IIAIIA
ʯ
ʮֶ
IIBIIB
ʯʹ͔Ε͚ͨͩͰͳ͘ɼͦΕ·Ͱͷֶ
I ʹՃ
͘ୈ
分積分が数学
III から数学 IIA・IIB
に移行されることと併せて，高校生全員がまとまった形
2 ֶͰཤम͞ΕΔʮֶ
ʯʮֶ
ʯʹ͔Ε͚ͨͩͰͳ͘ɼͦΕ·Ͱͷֶ
I ʹՃ
͘ୈ
2 ֶͰཤम͞ΕΔʮֶ
IIAʯ
ʮֶ
IIBʯʹ͔Ε͚ͨͩͰͳ͘ɼͦΕ·Ͱͷֶ
I ʹՃ
͘ୈ
͔Ε͚ͨͩͰͳ͘ɼͦΕ·Ͱͷֶ
I ʹՃ ͑ͯ͜ΕΒͷ͍ͣΕ͔͕ߴֶߍͷඞमՊͱ͞Εͨɽ݁Ռతʹɼ؆୯ͳؔͷඍੵ͕
͑ͯ͜ΕΒͷ͍ͣΕ͔͕ߴֶߍͷඞमՊͱ͞Εͨɽ݁Ռతʹɼ؆୯ͳؔͷඍੵ͕
で基本的な微分積分を学習する形がとられたのである．このように，17
歳に相当する年齢で，
͑ͯ͜ΕΒͷ͍ͣΕ͔͕ߴֶߍͷඞमՊͱ͞Εͨɽ݁Ռతʹɼ؆୯ͳؔͷඍੵ͕
͑ͯ͜ΕΒͷ͍ͣΕ͔͕ߴֶߍͷඞमՊͱ͞Εͨɽ݁Ռతʹɼ؆୯ͳؔͷඍੵ͕
ֶ III ͔Βֶ IIAɾIIB ʹҠߦ͞ΕΔ͜ͱͱซͤͯɼߴߍੜશһ͕·ͱ·ͬͨجͰܗຊతͳඍ
ɽ݁Ռతʹɼ؆୯ͳؔͷඍੵ͕
IIIIII
͔Βֶ
IIAIIA
ɾIIB
ʹҠߦ͞ΕΔ͜ͱͱซͤͯɼߴߍੜશһ͕·ͱ·ͬͨجͰܗຊతͳඍ
ֶֶ
͔Βֶ
ɾ
IIB
ʹҠߦ͞ΕΔ͜ͱͱซͤͯɼߴߍੜશһ͕·ͱ·ͬͨجͰܗຊతͳඍ
基本的な整関数に限定するとはいえ微分積分が必修の内容として教授されるという状況は，世
IIB ʹҠߦ͞ΕΔ͜ͱͱซͤͯɼߴߍੜશһ͕·ͱ·ͬͨجͰܗຊతͳඍ
ֶ III ͔Βֶ IIAɾ
17 ࡀʹ૬͢ΔྸͰɼجຊతͳؔʹ
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ߴߍੜશһ͕·ͱ·ͬͨجͰܗຊతͳඍ
17 17
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ࡀʹ૬͢ΔྸͰɼجຊతͳؔʹ
ੵΛֶश͢Δͱ͕ܗΒΕͨͷͰ͋Δɽ͜ͷΑ͏ʹɼ
界的にみてもほとんど類例がない．当時の指導要領解説を見ると，こうした微分積分の必修化
17 ࡀʹ૬͢ΔྸͰɼجຊతͳؔʹ
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の背景として，科学の飛躍的な進歩があったことが明示されている．同時に，数列とその極限
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ͨඍੵͷඞमԽͷഎͯ͠ͱܠɼՊֶͷ
に関する内容も第 2 学年に移行される一方で，区分求積法に関する言及が，数学
III までを含
2 ֶ
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ྻͱͦͷؔ͢ʹݶۃΔ༰ୈ
めて学習指導要領から除かれたことが確認できる．後述する通り，この時の文部省の意図は，
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「定積分を区分求積法によって導入するか，微分の逆算として導入するかは，教科書執筆者も
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ʮఆੵΛ۠ੵٻ๏ʹΑͬͯ
しくは教員の判断に任せる」というものであった．
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次の改訂となる昭和
45 年には，当時の世界的な潮流であった「数学教育の現代化」の流れ
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͏ͷͰ͋ͬͨɽ
45 45
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を反映して，
「集合と論理」
「写像」
「行列」「平面幾何の公理的構成」などの，それまでにな
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45 ʹɼ࣌ͷੈքతͳைྲྀͰ͋ͬͨʮֶڭҭͷݱԽʯͷྲྀΕΛ
࣍ͷվగͱͳΔত
өͯ͠ɼ
ʮू߹ͱཧʯʮࣸ૾ʯʮߦྻʯʮฏ໘زԿͷެཧతߏʯͳͲͷɼͦΕ·Ͱʹͳ͔ͬͨ
Ͱ͋ͬͨʮֶڭҭͷݱԽʯͷྲྀΕΛ
өͯ͠ɼ
ʮू߹ͱཧʯ
ʮࣸ૾ʯ
ʮߦྻʯ
ʮฏ໘زԿͷެཧతߏʯͳͲͷɼͦΕ·Ͱʹͳ͔ͬͨ
かったような新しいテーマが多数取り入れられた．その一方で，必修科目は実質的に「数学
I」
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1
科目だけに戻される形となり，微分積分の必修化は
10
年間で終わりを告げることとなった．
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また，数学
IIA・IIB IIA
で扱われていた無限数列やその極限の内容も数学
III に先送りとなって，
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ʹઌૹΓͱͳͬͯɼ۠ੵٻ๏Λ
区分求積法を数学
IIA・IIB
の段階で扱うことは事実上不可能となった．結果的に，積分概念
IIA
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IIB
ͰѻΘΕ͍ͯͨແྻݶͦͷݶۃͷ༰ֶ
III
ʹઌૹΓͱͳͬͯɼ۠ੵٻ๏Λ
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の導入については，まず不定積分を積分の逆算として定義した上で，それを用いて定積分も定
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ੵٻ๏Λճආͨ͠ܗͷऔΓѻ͍͕ආ͚ΒΕͳ͍͜ͱʹͳͬͨɽ͢ͳΘͪɼؔ f (x) ͷෆఆੵ
ͦΕΛ༻͍ͯఆੵఆٛ͢Δͱ͍͏ɼ۠
義するという，区分求積法を回避した形の取り扱いが避けられないことになった．すなわち，
f (x)
ͷෆఆੵ
ੵٻ๏Λճආͨ͠ܗͷऔΓѻ͍͕ආ͚ΒΕͳ͍͜ͱʹͳͬͨɽ͢ͳΘͪɼؔ
f (x)
ͷෆఆੵ
ੵٻ๏Λճආͨ͠ܗͷऔΓѻ͍͕ආ͚ΒΕͳ͍͜ͱʹͳͬͨɽ͢ͳΘͪɼؔ
f (x)
ͷෆఆੵ
ੵٻ๏Λճආͨ͠ܗͷऔΓѻ͍͕ආ͚ΒΕͳ͍͜ͱʹͳͬͨɽ͢ͳΘͪɼؔ
F
Λ
f
(x)
ͷෆఆੵ
ͳͬͨɽ͢ͳΘͪɼؔ
の不定積分 (x) を
関数
F (x)
Λ
′
F (x) = f (x)
F (x)
F (x)
ΛΛ
′
F ′F
(x)
′ = f (x)
f (x)
F (x)(x)
==
f (x)
∫ b
∫ b∫
∫ b b
Λຬͨؔ͢ (ͷҰͭ) ͱఆ্ٛͨ͠Ͱɼఆੵ
f (x) dx Λ
Λຬͨؔ͢
(ͷҰͭ
) ͱఆ্ٛͨ͠Ͱɼఆੵ
dxdx
Λを
a
Λຬͨؔ͢
(ͷҰͭ
) ͱఆ্ٛͨ͠Ͱɼఆੵa ff (x)
f (x)
を満たす関数（の一つ）と定義した上で，定積分
Λຬͨؔ͢
(ͷҰͭ
) ͱఆ্ٛͨ͠Ͱɼఆੵ
(x)
dx Λ Λ
) dx Λ
a a ∫ b
∫ b∫
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=
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ͱఆٛ͢Δํ๏Ͱ͋Δɽ͜Εɼ౷తͳํ๏Ͱɼ۠ੵٻ๏ʹΑͬͯఆੵͷఆٛΛ༩͑ͨ
ͱఆٛ͢Δํ๏Ͱ͋Δɽ͜Εɼ౷తͳํ๏Ͱɼ۠ੵٻ๏ʹΑͬͯఆੵͷఆٛΛ༩͑ͨ
と定義する方法である．これは，伝統的な方法では，区分求積法によって定積分の定義を与え
ͱఆٛ͢Δํ๏Ͱ͋Δɽ͜Εɼ౷తͳํ๏Ͱɼ۠ੵٻ๏ʹΑͬͯఆੵͷఆٛΛ༩͑ͨ
ͱఆٛ͢Δํ๏Ͱ͋Δɽ͜Εɼ౷తͳํ๏Ͱɼ۠ੵٻ๏ʹΑͬͯఆੵͷఆٛΛ༩͑ͨ
ͰޙɼඍੵֶͷجຊʮఆཧʯʹΑͬͯূ໌͞ΕΔ༰Λɼఆੵͷʮఆٛʯͱͯ͠ར༻͢Δ
۠ੵٻ๏ʹΑͬͯఆੵͷఆٛΛ༩͑ͨ
ͰޙɼඍੵֶͷجຊʮఆཧʯʹΑͬͯূ໌͞ΕΔ༰Λɼఆੵͷʮఆٛʯͱͯ͠ར༻͢Δ
ͰޙɼඍੵֶͷجຊʮఆཧʯʹΑͬͯূ໌͞ΕΔ༰Λɼఆੵͷʮఆٛʯͱͯ͠ར༻͢Δ
た後で，微分積分学の基本「定理」によって証明される内容を，定積分の「定義」として利用
ͰޙɼඍੵֶͷجຊʮఆཧʯʹΑͬͯূ໌͞ΕΔ༰Λɼఆੵͷʮఆٛʯͱͯ͠ར༻͢Δ
ͱ͍͏ɼશ͘ٯͷͷਐΊํͰ͋Γɼ͜Ε·ͨੈքతʹ΄ͱΜͲྨྫ͕ͳ͍ɽ
༰Λɼఆੵͷʮఆٛʯͱͯ͠ར༻͢Δ
ͱ͍͏ɼશ͘ٯͷͷਐΊํͰ͋Γɼ͜Ε·ͨੈքతʹ΄ͱΜͲྨྫ͕ͳ͍ɽ
ͱ͍͏ɼશ͘ٯͷͷਐΊํͰ͋Γɼ͜Ε·ͨੈքతʹ΄ͱΜͲྨྫ͕ͳ͍ɽ
ͱ͍͏ɼશ͘ٯͷͷਐΊํͰ͋Γɼ͜Ε·ͨੈքతʹ΄ͱΜͲྨྫ͕ͳ͍ɽ
するという，全く逆の話の進め方であり，これまた世界的にほとんど類例がない．
΄ͱΜͲྨྫ͕ͳ͍ɽ

その後，学習指導要領は，一部科目名の変更なども伴いつつ，昭和 53 年，平成元年，平成
10 年，平成 20 年の各年度に改訂を重ねてきているが，数列とその極限，および微分積分の学
習内容・学年配当については，昭和 45 年改訂の際の方針が基本的に踏襲されていると考えら
れる．
4．昭和 35 年の指導要領改訂における数学教育関係者の議論
本稿でテーマとする積分概念の導入を軸として見た場合，前節に概観した過去の学習指導要
領の変遷の中で，特に海外と日本との大きな乖離が生じた昭和 35 年と昭和 45 年の改訂につい
ては，その中で積分概念の導入についていかなる議論が行われたか，理解しておく必要がある
と考えられる．とりわけ前者の改訂は最初のものであるだけに重要なので，本節ではその議論
の推移について調査した結果を述べる．
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この昭和 35 年における改訂の経緯については，当時の学習指導要領解説の「まえがき」の
中で，次のように記載されている．
昭和 35 年 4 月 5 日から，教材等調査研究会中学校高等学校数学小委員会は，高等学
校学習指導要領の改訂に着手し，昭和 35 年 6 月 15 日に「高等学校学習指導要領改訂
草案」を中間発表して世論に問うた．昭和 35 年 8 月 31 日までに，都道府県教育委員
会，大学，研究団体などから，数学について多数の意見が寄せられた．教材等調査研
究会中学校高等学校数学小委員会は，これらの各意見を審議し，数回の審議を重ねて
そのうち適切と思われる意見を取り入れ，昭和 35 年 10 月 15 日に学校教育法施行規
則改正（文部省令第 16 号）とともに，官報に公示（文部省告示第 94 号）したのである．
この記載によれば，昭和 35 年 4 月の段階で，改訂の基本的な方向性についてはある程度固まっ
ていたものと考えられる．この改訂案のとりまとめ役だったとされる田島一郎慶応義塾大学教
授が日本数学教育会（現在の日本数学教育学会の前身）の教育課程研究委員会に加わっていた
ことや，小委員会のメンバーの多くが日本数学教育会の中心的なメンバーであったことから考
えて，この研究委員会を中心とした日本数学教育会での議論が改訂案の方向性を定める上で重
みをもったものと考えられる．
昭和 31 年から 35 年にかけての日本数学会誌を通覧したときに，本稿との関連で重要だと考
えられるのは，各研究団体の見解を集めて討議が行われた昭和 34 年 8 月の名古屋大会での議
論に関する報告記事［10］と，その後の議論を集約する形で昭和 35 年 3 月にまとめられた教
育課程研究委員会の報告［11］である．それによると，各研究団体による見解の公表の先駆け
となったのは，東京教育大学付属高等学校案で，名古屋大会には以下の各案が提出されたとさ
れる．
（1）東京都高校数学教育研究会案
（2）東京理科大学数学教育研究会案
（3）愛知県高校数学教育研究会案
（4）兵庫県数学教育会高校部会案
（5）四国地区数学教育研究会案
（6）九州数学教育会高等学校数学科教育課程研究委員会案
（7）日数教教育課程研究委員会案
報告記事［10］では各案を一覧表で提示し，必修微積分の展開の仕方として
微分→数列の和→区分求積・定積分→不定積分
微分→不定積分（微分の逆算）→定積分
の 2 通りがあり，前者の展開においては「数列の和の極限」の理解が難関となることを指摘し
た上で，（4）（6）の 2 案のみがこの展開方法を提案したことを報告している．同年の総会特集
号の中にも，具体的な展開の仕方の提案を含んだ論稿がいくつか見受けられるが［12］［13］，
高校の教員サイドにおいては，第 2 学年の段階で必修の内容として「数列の極限」を扱うこと
が困難だとの判断を背景に，後者の展開の仕方が幅広く模索されていたことがわかる．報告
［11］では，その後の議論の推移をふまえ，必修の段階では積分を微分の逆算として導入し，
区分求積法は選択の部分に回すとの「教育課程研究委員会報告」を提示している．その中には，
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「積分の導入の項では，微分の逆算として積分を扱うことには，特に定積分との関係に問題が
ٞͷਪҠΛ;·͑ɼඞमͷஈ֊ͰੵΛඍͷͯ͠ͱࢉٯಋೖ͠ɼ۠ੵٻ๏બͷ෦
ͷ֓೦;ʹ߸هΕͣʹɼෆఆੵ͚ͩΛ
ʹճ͢ͱͷʮڭҭ՝ఔڀݚҕһձใࠂʯΛఏ͍ࣔͯ͠Δɽͦͷதʹɼ
ʮੵͷಋೖͷ߲Ͱɼඍ
あった．結論としては，定積分の概念や記号にふれずに，不定積分だけを用いて，求積への応
ʹճ͢ͱͷʮڭҭ՝ఔڀݚҕһձใࠂʯΛఏ͍ࣔͯ͠Δɽͦͷதʹɼ
ʮੵͷಋೖͷ߲Ͱɼඍ
͞Ε͍ͯΔɽ
ͷੵͯ͠ͱࢉٯΛѻ͏͜ͱʹɼಛʹఆੵͱͷؔʹ͕͋ͬͨɽ݁ͱͯ͠ɼఆੵ
ͷੵͯ͠ͱࢉٯΛѻ͏͜ͱʹɼಛʹఆੵͱͷؔʹ͕͋ͬͨɽ݁ͱͯ͠ɼఆੵ
用を扱うことにした」旨，言及されている．
͜ͷใࠂࡐڭௐࠪڀݚձதֶߍߴֶ
ͷ֓೦;ʹ߸هΕͣʹɼෆఆੵ͚ͩΛ༻͍ͯɼੵٻͷԠ༻Λѻ͏͜ͱʹͨ͠ʯࢫɼٴݴ
ͷ֓೦;ʹ߸هΕͣʹɼෆఆੵ͚ͩΛ༻͍ͯɼੵٻͷԠ༻Λѻ͏͜ͱʹͨ͠ʯࢫɼٴݴ
この報告は教材等調査研究会中学校高等学校小委員会の議論の方向性に大きな影響を与えた
6 ݄ 15 ͷվగҊެද
ߟ͑ΒΕΔɽ࣮ࡍɼ
͞Ε͍ͯΔɽ
͞Ε͍ͯΔɽ
と考えられる．実際，6
月 15 日の改訂草案公表を受け，日本数学教育会研究部と東京都高等
[14
ֶڭҭڀݚձ͕ओ࠵ͯ͠ߦΘΕͨڀݚձ
͜ͷใࠂࡐڭௐࠪڀݚձதֶߍߴֶߍখҕһձͷٞͷํੑʹେ͖ͳӨڹΛ༩͑ͨͱ
͜ͷใࠂࡐڭௐࠪڀݚձதֶߍߴֶߍখҕһձͷٞͷํੑʹେ͖ͳӨڹΛ༩͑ͨͱ
学校数学教育研究会が主催して行われた研究会［14］の際に，講師として招聘された文部省初
ہதڭҭ՝ڭՊௐࠪͰɼֶशࢦಋཁྖղ
6 ݄ 615݄ͷվగҊެදΛड͚ɼຊֶڭҭձڀݚ෦ͱ౦ߴژֶߍ
ߟ͑ΒΕΔɽ࣮ࡍɼ
15 ͷվగҊެදΛड͚ɼຊֶڭҭձڀݚ෦ͱ౦ߴژֶߍ
ߟ͑ΒΕΔɽ࣮ࡍɼ
等中等教育局中等教育課教科調査官で，学習指導要領解説の事務方の取りまとめ役でもあっ
ʮੵ๏ʹͭ
͔Βɼֶ IIB ͷ༰ʹ͍ͭͯɼ
[14]
ͷࡍʹɼߨࢣͱͯ͠টᡈ͞Εͨจ෦লॳதڭҭ
ֶڭҭڀݚձ͕ओ࠵ͯ͠ߦΘΕͨڀݚձ
ֶڭҭڀݚձ͕ओ࠵ͯ͠ߦΘΕͨڀݚձ [14] ͷࡍʹɼߨࢣͱͯ͠টᡈ͞Εͨจ෦লॳதڭҭ
た大野清四郎氏から，数学
IIB
の内容について，
「積分法については，区分求積法から入るか，
ೖΔ͔ɼࢦ͍ࣔͯ͠ͳ͍ʯͱͷ͕ͬ͋ٴݴ
ہதڭҭ՝ڭՊௐࠪͰɼֶशࢦಋཁྖղઆͷࣄํͷऔΓ·ͱΊͰ͋ͬͨେਗ਼࢛ࢯ
ہதڭҭ՝ڭՊௐࠪͰɼֶशࢦಋཁྖղઆͷࣄํͷऔΓ·ͱΊͰ͋ͬͨେਗ਼࢛ࢯ
微分の逆演算から入るかは，指示していない」との言及があった．実は同氏は，前年の
5 月に
[15] ͷதͰɼ࣍ͷΑ͏
ࢿྉʹ͞ࡌܝΕͨߘ
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発行された中等教育資料に掲載された論稿［15］の中で，次のように述べている．
5 ݄ʹൃߦ͞Εͨதڭҭ
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必修の数学の中に微積分が必要であるという意見には，その必要性の理由として次の
ۀքͷൃల͔ΒΈͯඞཁɼඍੵతͳ

ඞमͷֶͷதʹඍੵ͕ඞཁͰ͋Δͱ͍͏ҙʹݟɼͦͷඞཁੑͷཧ༝ͱͯ࣍͠ͷ
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業界の発展からみて必要，微積分的な考え方は将来どの方面に進むのにも必要などで
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ある．しかしこれらについては必ずしも一致した考え方があるわけでもない．たとえ
ͷѻ͍·Ͱ͢ΔͳΒʹཱͭͱ͠ɼ͜
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ex Ґͷѻ͍·ͰΒͳͯ͘
Δɽ͔͠͠
ば微積分は現在の社会生活に必要な意味での必要数学ではなという考え方，また
ex Ґex Ґ
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ͷ߹Ͱڭཆͱͯ͠ͷඍੵͲͷ
位の扱いまでするなら役に立つとし，ここまでやらなければ益がないとする考え方も
ͷѻ͍·Ͱ͢ΔͳΒʹཱͭͱ͠ɼ͜͜·ͰΒͳ͚Εӹ͕ͳ͍ͱ͢Δߟ͑ํ͋
ͷѻ͍·Ͱ͢ΔͳΒʹཱͭͱ͠ɼ͜͜·ͰΒͳ͚Εӹ͕ͳ͍ͱ͢Δߟ͑ํ͋
x
ͷॏཁੑ͕͍ΘΕ͍ͯΔ͕ɼ͜Εʹͭ
x
e
Ґͷѻ͍·ͰΒͳͯ͘ڭཆͱͯ͠Ձ͕͋Δͱ͢Δͷ͋Δɽ͜
Δɽ͔͠͠
位の扱いまでやらなくても教養として価値があるとするものもある．
ある．しかし
e Ґͷѻ͍·ͰΒͳͯ͘ڭཆͱͯ͠Ձ͕͋Δͱ͢Δͷ͋Δɽ͜
Δɽ͔͠͠
͢Δͱͱʹɼ͜ͷ֓೦·Ͱͦ͜ద
ͷ߹Ͱڭཆͱͯ͠ͷඍੵͲͷఔ͔ͱ͍͏͜ͱʹ͕͋Δɽݶۃͷ֓೦
この場合でも教養としての微積分はどの程度かということにも問題がある．極限の概
ͷ߹Ͱڭཆͱͯ͠ͷඍੵͲͷఔ͔ͱ͍͏͜ͱʹ͕͋Δɽݶۃͷ֓೦
Βඍੵʹ͍ͭͯͷɼୈ 1 ʹ
ϵ − δϵ ࣜͷѻ͍ඞཁͰͳ͍ͱ
ͷॏཁੑ͕͍ΘΕ͍ͯΔ͕ɼ͜Εʹ͍͍ͭͯΘΏΔ
− δ ࣜͷѻ͍ඞཁͰͳ͍ͱ
ͷॏཁੑ͕͍ΘΕ͍ͯΔ͕ɼ͜Εʹ͍͍ͭͯΘΏΔ
式の扱いは必要でない
念の重要性がいわれているが，これについてもいわゆる
ඞཁͰ͋Δ͔ɼୈ 2 ʹ͔ΓʹඍੵΛ
͢Δͱͱʹɼ͜ͷ֓೦·Ͱͦ͜దͰͳ͍͔ͱ͍͏͜ͱ͍ΘΕ͍ͯΔɽҎ্͔
͢Δͱͱʹɼ͜ͷ֓೦·Ͱͦ͜దͰͳ͍͔ͱ͍͏͜ͱ͍ΘΕ͍ͯΔɽҎ্͔
とするとともに，この概念までこそ適切ではないかということもいわれている．以上
͍͏͜ͱͰ͋Ζ͏ɽ
1
ʹߴߍֶͷඞमͱͯ͠ඍੵͷॳา͕ͨͯ͠
Βඍੵʹ͍ͭͯͷɼୈ
1 ʹߴߍֶͷඞमͱͯ͠ඍੵͷॳา͕ͨͯ͠
Βඍੵʹ͍ͭͯͷɼୈ
から微積分についての問題点は，第
1 に高校数学の必修として微積分の初歩がはたし
2 ʹ͔ΓʹඍੵΛඞमͷ༰ͱͯ͠Ͳͷఔ·Ͱѻ͑Δ͔ɼͱ
ඞཁͰ͋Δ͔ɼୈ
2
ʹ͔ΓʹඍੵΛඞमͷ༰ͱͯ͠Ͳͷఔ·Ͱѻ͑Δ͔ɼͱ
ඞཁͰ͋Δ͔ɼୈ
͜ͷେࢯͷൃݴɼ࣌ͷจ෦ল෦ʹɼ
て必要であるか，第 2 にかりに微積分を必修の内容としてもどの程度まで扱えるか，
͍͏͜ͱͰ͋Ζ͏ɽ
͍͏͜ͱͰ͋Ζ͏ɽ
ͱͯ͠Ґஔ͚Δ͜ͱʹର͠ɼগͳ͔Βͣ

ようなことがいわれている．すなわち科学技術教育の振興，社会的な要求，将来の産
͋Δɽ͔͜͠͠ΕΒʹ͍ͭͯඞͣ͠

ということであろう．

Ҏ্Λ૯߹͢Δͱɼত 35 ͷվగʹ͓͚
2 ֶͷஈ֊ʹҾ͖Լ͛ͯඞम
͜ͷେࢯͷൃݴɼ࣌ͷจ෦ল෦ʹɼඍੵͷֶशΛୈ
2 ֶͷஈ֊ʹҾ͖Լ͛ͯඞम
͜ͷେࢯͷൃݴɼ࣌ͷจ෦ল෦ʹɼඍੵͷֶशΛୈ
ͨߴֶߍͷڭһαΠυ͔Βͷʹԡ͞ΕΔ
ͱͯ͠Ґஔ͚Δ͜ͱʹର͠ɼগͳ͔Βͣ߅͕ײଘࡏͨ͜͠ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɽ
ͱͯ͠Ґஔ͚Δ͜ͱʹର͠ɼগͳ͔Βͣ߅͕ײଘࡏͨ͜͠ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɽ
この大野氏の発言は，当時の文部省内部に，微分積分の学習を第
2 学年の段階に引き下げて必
֓೦ͷಋೖʹ͍ͭͯੈքʹྨྫΛΈͳ͍ૣ
35 ͷվగʹ͓͚ΔඍੵͷඞमԽɼՊֶٕज़ͷਐาΛഎ͠ͱܠ
Ҏ্Λ૯߹͢Δͱɼত
35 ͷվగʹ͓͚ΔඍੵͷඞमԽɼՊֶٕज़ͷਐาΛഎ͠ͱܠ
Ҏ্Λ૯߹͢Δͱɼত
修として位置付けることに対し，少なからず抵抗感が存在したことを示している．
ग़ൃͯ۠͠ੵٻ๏Λܦ༝͢Δैདྷͷల։ͷ
ͨߴֶߍͷڭһαΠυ͔Βͷʹԡ͞ΕΔͰܗಋೖ͕ܾ·ͬͨ৭࠼͕͍ڧɽͦΕʹ͍ɼੵ
ͨߴֶߍͷڭһαΠυ͔Βͷʹԡ͞ΕΔͰܗಋೖ͕ܾ·ͬͨ৭࠼͕͍ڧɽͦΕʹ͍ɼੵ
以上を総合すると，昭和
35 年の改訂における微分積分の必修化は，科学技術の進歩を背景
Ͱɼݒ͍ڧ೦ΛҾ͖ͨ͜͠ىɽ࣮ࡍɼैདྷ௨
֓೦ͷಋೖʹ͍ͭͯੈքʹྨྫΛΈͳ͍ૣ͍ஈ֊Ͱͳ͞ΕΔ͜ͱʹͳ͕ͬͨɼྻͷ͔ݶۃΒ
֓೦ͷಋೖʹ͍ͭͯੈքʹྨྫΛΈͳ͍ૣ͍ஈ֊Ͱͳ͞ΕΔ͜ͱʹͳ͕ͬͨɼྻͷ͔ݶۃΒ
とした高等学校の教員サイドからの声に押される形で導入が決まった色彩が強い．それに伴
ॻগͳ͘ͳ͔͕ͬͨɼত 45 ͷࢦಋཁྖ
ग़ൃͯ۠͠ੵٻ๏Λܦ༝͢Δैདྷͷల։ͷํ͕ͯ͢ͷߴߍੜʹड͚ೖΕΒΕΔ͔ͱ͍͏
ग़ൃͯ۠͠ੵٻ๏Λܦ༝͢Δैདྷͷల։ͷํ͕ͯ͢ͷߴߍੜʹड͚ೖΕΒΕΔ͔ͱ͍͏
い，積分概念の導入については世界に類例をみない早い段階でなされることになったが，数列
͏ͨ͠ల։ʹؔΘΔࠔΛૌ͑Δ͕ຊ
Ͱɼݒ͍ڧ೦ΛҾ͖ͨ͜͠ىɽ࣮ࡍɼैདྷ௨Γ۠ੵٻ๏ʹͮ͘جఆੵͷఆٛΛܧଓͨ͠ڭՊ
Ͱɼݒ͍ڧ೦ΛҾ͖ͨ͜͠ىɽ࣮ࡍɼैདྷ௨Γ۠ੵٻ๏ʹͮ͘جఆੵͷఆٛΛܧଓͨ͠ڭՊ
の極限から出発して区分求積法を経由する従来の展開の仕方がすべての高校生に受け入れられ
[16][17][18])ɽ݁Ռతʹɼত 45 ͷվగͰ
45 ͷࢦಋཁྖվగʹࢸΔ·ͰɼߴֶߍͷڭһαΠυ͔Βɼ͜
ॻগͳ͘ͳ͔͕ͬͨɼত
45 ͷࢦಋཁྖվగʹࢸΔ·ͰɼߴֶߍͷڭһαΠυ͔Βɼ͜
ॻগͳ͘ͳ͔͕ͬͨɼত
るかという点で，強い懸念を引き起こした．実際，従来通り区分求積法に基づく定積分の定義
ඍͷͯ͠ͱࢉٯͷੵͷಋೖ͕ܾఆ͞ΕΔ
(ͨͱ͑
͏ͨ͠ల։ʹؔΘΔࠔΛૌ͑Δ͕ຊֶڭҭձࢽʹ܁Γฦͤ͠دΒΕ͍ͯΔ
(ͨͱ͑
͏ͨ͠ల։ʹؔΘΔࠔΛૌ͑Δ͕ຊֶڭҭձࢽʹ܁Γฦͤ͠دΒΕ͍ͯΔ
35 ͷվగ࣌ʹ͓͍ͯɼຊߘͰ
ಛʹত
を継続した教科書も少なくなかったが，昭和
45
年の指導要領改訂に至るまで，高等学校の教
[16][17][18])
ɽ݁Ռతʹɼত
45 ͷվగͰֶ
IIAɾ
IIB
[16][17][18])
ɽ݁Ռతʹɼত
45 ͷվగͰֶ
IIA
ɾʹ͓͚Δྻͷݶۃͷ༰ͷআͱ
IIB ʹ͓͚Δྻͷݶۃͷ༰ͷআͱ
ऀαΠυ͕ͲͷΑ͏ʹίϛοτ͔ͨ͠Γಘ
員サイドからは，こうした展開に関わる困難を訴える声が日本数学教育会誌にも繰り返し寄せ
ඍͷͯ͠ͱࢉٯͷੵͷಋೖ͕ܾఆ͞ΕΔʹࢸΔɽ
ඍͷͯ͠ͱࢉٯͷੵͷಋೖ͕ܾఆ͞ΕΔʹࢸΔɽ
ͳ͔ͬͨ͜ͱ͔֬ͩͱߟ͑ΒΕΔɽ࣮ࡍɼ
35 ͷվగ࣌ʹ͓͍ͯɼຊߘͰͱ͍ͯ͠Δੵ֓೦ͷಋೖͷํʹ͖ͭɼֶ
ಛʹত
られている（たとえば［16］
［17］［18］）．結果的に，昭和 45 年の改訂では数学
IIA・IIB にお
35 ͷվగ࣌ʹ͓͍ͯɼຊߘͰͱ͍ͯ͠Δੵ֓೦ͷಋೖͷํʹ͖ͭɼֶ
ಛʹত
IIAɾIIB ͷڭՊ
औΓೖΕֶͨߍਤॻͷֶ
ऀαΠυ͕ͲͷΑ͏ʹίϛοτ͔ͨ͠ΓಘΔࢿྉগͳ͍͕ɼܾఆతͳӨڹΛݟͨ͠΅ٴղ͕
ける数列の極限の内容の削除と微分の逆算としての積分の導入が決定されるに至る．
ऀαΠυ͕ͲͷΑ͏ʹίϛοτ͔ͨ͠ΓಘΔࢿྉগͳ͍͕ɼܾఆతͳӨڹΛݟͨ͠΅ٴղ͕
ϏϡʔͰɼ۠ੵٻ๏ʹΑΔಋೖͱͲͪΒ
ͳ͔ͬͨ͜ͱ͔֬ͩͱߟ͑ΒΕΔɽ࣮ࡍɼ͍࣌ͪ͘ඍͷʹࢉٯΑΔੵ֓೦ͷಋೖΛ
ͳ͔ͬͨ͜ͱ͔֬ͩͱߟ͑ΒΕΔɽ࣮ࡍɼ͍࣌ͪ͘ඍͷʹࢉٯΑΔੵ֓೦ͷಋೖΛ
特に昭和
35 年の改訂時において，本稿で問題としている積分概念の導入の仕方につき，数
ͱهԱ͓ͯ͠Γɼ࣌։࠵͞Ε͍ͯͨߴߍͷ
IIAɾ
IIB
औΓೖΕֶͨߍਤॻͷֶ
IIA
ɾͷڭՊॻͷฤूʹܞΘ͓ͬͯΒΕͨҰদ৴ઌੜͷΠϯλ
IIB ͷڭՊॻͷฤूʹܞΘ͓ͬͯΒΕͨҰদ৴ઌੜͷΠϯλ
औΓೖΕֶͨߍਤॻͷֶ
学者サイドがどのようにコミットしたか知り得る資料は少ないが，決定的な影響を及ぼした見
ΕΔʯͱͷճ͕ಘΒΕ͍ͯΔɽ·ͨɼલઅ
ϏϡʔͰɼ۠ੵٻ๏ʹΑΔಋೖͱͲͪΒΛબͿ͔ͱ͍͏ʹؔ͠ɼ
ʮฤूҕһͷ߹ٞʹΑͬͨ
ϏϡʔͰɼ۠ੵٻ๏ʹΑΔಋೖͱͲͪΒΛબͿ͔ͱ͍͏ʹؔ͠ɼ
ʮฤूҕһͷ߹ٞʹΑͬͨ
解がなかったことは確かだと考えられる．実際，当時いちはやく微分の逆算による積分概念の
ͱهԱ͓ͯ͠Γɼ࣌։࠵͞Ε͍ͯͨߴߍͷઌੜํͷษڧձ͔ΒӨڹΛड͚ͨ໘͕͋ΔͱࢥΘ
ͱهԱ͓ͯ͠Γɼ࣌։࠵͞Ε͍ͯͨߴߍͷઌੜํͷษڧձ͔ΒӨڹΛड͚ͨ໘͕͋ΔͱࢥΘ

導入を取り入れた学校図書の数学 IIA・IIB の教科書の編集に携わっておられた一松信先生へ

ΕΔʯͱͷճ͕ಘΒΕ͍ͯΔɽ·ͨɼલઅͷ࠷ʹޙड़ͨΑ͏ͳඍͷͮ͘جʹࢉٯఆੵͷ
ΕΔʯͱͷճ͕ಘΒΕ͍ͯΔɽ·ͨɼલઅͷ࠷ʹޙड़ͨΑ͏ͳඍͷͮ͘جʹࢉٯఆੵͷ
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のインタビューでも，区分求積法による導入とどちらを選ぶかという点に関し，「編集委員の
合議によったと記憶しており，当時開催されていた高校の先生方の勉強会からも影響を受けた
面があると思われる」との回答が得られている．また，前節の最後に述べたような微分の逆算
に基づく定積分の定義の仕方については「書籍など，具体的な典拠があった記憶はない」と述
べられている．
ఆٛͷํʹ͍ͭͯʮॻ੶ͳͲɼ۩ମతͳయه͕ͨͬ͋ڌԱͳ͍ʯͱड़ΒΕ͍ͯΔɽ

5．教科書調査からこれまでに得られた知見

5. ڭՊॻௐ͔ࠪΒ͜Ε·ͰʹಘΒΕͨݟ
第 3 節に述べた通り，中等教育に微分積分が取り入れられてから昭和 26 年に新制高等学校
ୈ 3 અʹड़ͨ௨Γɼதڭҭʹඍੵ͕औΓೖΕΒΕ͔ͯΒত 26 ʹ৽੍ߴֶߍͷֶ
の学習指導要領が初めて定められるまでの時期は，国内に検定教科書が一種類しかなかった
शࢦಋཁྖ͕ॳΊͯఆΊΒΕΔ·Ͱͷ࣌ظɼࠃʹݕఆڭՊॻ͕Ұछྨ͔͠ͳ͔͕ͬͨɼࢦಋ
が，指導要領制定後（解析
II の時期）には複数の教科書会社が参入するようになった．これ
(ղੳ II ͷ࣌ʹ )ظෳͷڭՊॻձ͕ࣾࢀೖ͢ΔΑ͏ʹͳͬͨɽ͜Ε͕ত
31 ͷ
ཁྖ੍ఆޙ
が昭和
31 年の改訂時（数学
III の時期）になると，参入社数がかなり多くなったが，各社の
(
ֶ
III
ͷ࣌ظ
)
ʹͳΔͱɼࢀೖ͕͔ࣾͳΓଟ͘ͳ͕ͬͨɼ֤ࣾͷڭՊॻͰੵ֓೦ͷ
վగ࣌
教科書で積分概念の導入がどのような手順でなされていたかをまとめたのが表 1 である．
ಋೖ͕ͲͷΑ͏ͳखॱͰͳ͞Ε͍͔ͯͨΛ·ͱΊͨͷ͕ද 1 Ͱ͋Δɽ
ղੳ II

ֶ III

ओཁஶऀ

λΠϓ A

Ӭণ٢ɾখฏɾؠᖒ݈٢

ݚग़൛

λΠϓ A

ޭۚχ

ؗྛܒ

λΠϓ A

ਖ਼ా࣍ݐɾ٢ాߞ࡞

౦੶ॻژ

࣮ڭग़൛

λΠϓ A

λΠϓ A

ݪຬऱ༤ɾࡈ౻ར

ఆੵͷ্Λ x ͱͯ͠ෆఆੵΛఆٛ
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λΠϓ A

λΠϓ A
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ͱมҐͷؔʹٴݴ
େຊਤॻ

λΠϓ A

λΠϓ B

ߝҰɾੁݪਖ਼າ

ͱมҐͷؔʹٴݴ
λΠϓ A

ఇࠃॻӃ

कඒլ༤ɾࣉࡕӳ

ͱมҐͷؔʹٴݴ
ࡾলಊ
ຊॻӃ

λΠϓ A

λΠϓ A

λΠϓ A

λΠϓ A

Տాཾ
ઘ৴Ұɾۙ౻ج٢

ͱมҐͷؔʹٴݴ
ঢཾಊ
ਗ਼ਫॻӃ

λΠϓ A

λΠϓ A
λΠϓ A

খྛળҰ
ฏஐ࣏ɾ҆ୡ࣍

ͱมҐͷؔʹٴݴ

表11ɹত
昭和 26
26 ͱত
年と昭和 31
ද
31 年の指導要領下での教科書の状況
ͷࢦಋཁྖԼͰͷڭՊॻͷঢ়گ

දதͰλΠϓ
ͱ͋Δͷɼ
ʮ۠ੵٻˠఆੵˠෆఆੵʯͱ͍͏ैདྷͷॱংʹɼλΠϓ B ͱ B
表中でタイプ
AA
とあるのは，
「区分求積→定積分→不定積分」という従来の順序に，タイプ
͋Δͷʮෆఆੵˠ۠ੵٻˠఆੵʯͱ͍͏ྫ֎తͳॱংʹͦΕͧΕैͬͨͷͰ͋Δɽશ

とあるのは「不定積分→区分求積→定積分」という例外的な順序にそれぞれ従ったものである．
ମͱͯ͠ɼղੳ II ͷ࣌ʹظલड़ͷղੳร (II) ͷӨڹΛ৭ೱ͘͠ɼ͕ͯ͢λΠϓ A ʹଐ͢Δ
全体として，解析 II の時期には前述の解析篇（II）の影響を色濃く残し，すべてがタイプ A
্ʹɼଟ͘ͷڭՊॻͰ໘ੵମੵ͚ͩͰͳ͘ʮͱڑͷؔʯΛ۠ੵٻ๏ͷ͔ํݟΒઆ໌

に属する上に，多くの教科書で面積や体積だけでなく「速度と距離の関係」を区分求積法の見
͍ͯ͠Δ͜ͱ͕Θ͔Δɽ͜Εʹର͠ɼֶ III ͷ࣌ͳʹظΔͱɼୈ 2 અʹྫࣔͨ͠େຊਤॻͷ
方から説明していることがわかる．これに対し，数学 III の時期になると，第 2 節に例示した
ڭՊॻͷྫͷΑ͏ʹλΠϓ B ʹଐ͢Δͷ͕ݱΕͨ΄͔ɼಛʹͦͷޙʹظΘͨΓڭՊॻΛग़൛
͠ଓ͚ͨࣾͷͷͰɼ۠ੵٻ๏ͷҙ͚ٛΛ໘ੵɾମੵۂઢͷ͞ʹݶఆͯ͠ߦ͏ͷ͕૿
͑ͯ͘ΔΑ͏ʹͳΔɽͬͱɼجຊతʹ΄΅ͯ͢ͷڭՊॻ͕λΠϓ A ͷల։ͷํʹै͏
ͳͲɼֶशࢦಋཁྖͷ੍ԼͰ༰͕૬ఔըҰԽ͞Ε͍ͯͨͷࣄ࣮Ͱ͋Δɽ
ͱ͜Ζ͕ɼত 35 ͷࢦಋཁྖվగͷࡍʹɼੵͷಋೖͷํʹؔ͢Δ੍͕ऑ·ͬͨ͜ͱ
͔ΒɼڭՊॻؒͷࠩҟ͕͕Δ͜ͱʹͳΔɽ࣮ࡍɼ࣌ͷڭՊॻ͕ͲͷΑ͏ʹఆੵΛఆٛͯ͠
͍͔ͨ·ͱΊΔͱɼද 2 ͷΑ͏ʹͳΔɽͨͩ͠ɼλΠϓ A ैདྷ௨Γɼํ͔ࣅۙܗΒಘΒΕΔ
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大日本図書の教科書の例のようにタイプ B に属するものが現れたほか，特にその後長期にわ
たり教科書を出版し続けた社のもので，区分求積法の意義付けを面積・体積や曲線の長さに限
定して行うものが増えてくるようになる．もっとも，基本的にはほぼすべての教科書がタイプ
A の展開の仕方に従うなど，学習指導要領の制約下で内容が相当程度画一化されていたのも
事実である．
ところが，昭和 35 年の指導要領改訂の際には，積分の導入の仕方に関する制約が弱まった
ことから，教科書間の差異が広がることになる．実際，当時の教科書がどのように定積分を定
義していたかまとめると，表 2 のようになる．ただし，タイプ A は従来通り，長方形近似か
ら得られる総和式の極限として定義するもので，タイプ B は原始関数の値の差として定義す
るものである．
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35 年改訂の指導要領下での教科書の状況
ද
վగͷࢦಋཁྖԼͰͷڭՊॻͷঢ়گ

λΠϓ B ʹଐ͢ΔڭՊॻͰɼવʮෆఆੵˠఆੵʯͱ͍͏ల։ʹͳΔ͕ɼఆੵͷઆ໌Λ
Ұ௨Γऴ͑ͨʹޙɼ۠ੵٻ๏ʹ͍ͭͯิతʹ;Ε͍ͯΔͷ͋Δɽ͜Εʹର͠ɼλΠϓ A
ʹଐ͢ΔڭՊॻͰɼैདྷ௨Γʮ۠ੵٻ๏ˠఆੵˠෆఆੵʯͱ͍͏ల։͕ඪ४తͰ͋Δ͕ɼ
දதʹࣔͨ͠௨ΓɼҟͳΔखॱΛͱΔͷগͳ͘ͳ͍ɽ͞ΒʹɼදதʹʮͱมҐͷؔʹ
ٴݴʯͱ͍ͯ͠Δͷɼ͋͘·Ͱ۠ੵٻ๏ͷཱ͔Β;Ε͍ͯΔͷʹݶΒΕ͓ͯΓɼඍͷ
ͯ͠ͱࢉٯͷੵΛઆ໌͢ΔͨΊͷจ຺Ͱ;ΕΒΕ͍ͯΔͷଞʹଘࡏ͢Δɽ

86

金

子

真

隆

タイプ B に属する教科書では，当然「不定積分→定積分」という展開になるが，定積分の説明
を一通り終えた後に，区分求積法について補足的にふれているものもある．これに対し，タイ
プ A に属する教科書では，従来通り「区分求積法→定積分→不定積分」という展開が標準的
であるが，表中に示した通り，異なる手順をとるものも少なくない．さらに，表中に「速度と
変位の関係に言及」としているのは，あくまで区分求積法の立場からふれているものに限られ
ており，微分の逆算としての積分を説明するための文脈でふれられているものも他に存在する．
その後，昭和 45 年改訂の指導要領下では，前述の通り．ほとんどの教科書がタイプ B の展
開をとることになるので（帝国書院の教科書のみ，区分求積法に基づく定積分の定義を与えて
いるが，指導要領の制約上，数列の極限を表に出さない説明の仕方をしている），表 2 はその
前の過渡期の状況とみることができる．一見すると，タイプ B の展開は，昭和 35 年の指導要
領改訂の際に新しく出てきたようにも見えるが，実は昭和 12 年に出版された微分積分学の教
科書中にすでに現れていたことが，本研究の調査により判明している．該当の書籍は，旧制武
蔵高等学校の教員であった秋山武太郎氏の著書『わかる微積分・上下』（高岡本店）であり，
図 6 は定積分の定義を与える部分の画像である．出版年次から考えて，高等教育を対象とした
༩͑Δ෦ͷը૾Ͱ͋Δɽग़൛͔࣍Βߟ͑ͯɼߴڭҭΛରͱͨ͠ͷͰ͋Δ͜ͱؒҧ͍

ものであることは間違いなく，ソフトなタイトルとは裏腹に，内容的にもかなり立ち入った部
ͳ͘ɼιϑτͳλΠτϧͱཪෲʹɼ༰తʹ͔ͳΓཱͪೖͬͨ෦·Ͱѻ͏ຊ֨తͳॻͰ

分まで扱う本格的な書物である．このことは，タイプ B の展開が，中等教育はおろか，高等
͋Δɽ͜ͷ͜ͱɼλΠϓ B ͷల։͕ɼதڭҭ͓Ζ͔ɼߴڭҭʹ͜ͷ͔࣌ظΒଘࡏͯ͠
教育にもこの時期から存在していたことを示すものである．
͍ͨ͜ͱΛࣔ͢ͷͰ͋Δɽ

ਤ
図6 6ɹʰΘ͔Δඍੵʱʹ͓͚Δఆੵͷఆٛͷهड़
『わかる微積分』における定積分の定義の記述
͜ͷڭՊॻʹ͓͚ΔΞϓϩʔν͕ɼͦͷޙͷதڭҭʹ͓͚Δੵ֓೦ͷಋೖͷѻ͍ʹͲͷఔ

この教科書におけるアプローチが，その後の中等教育における積分概念の導入の扱いにどの程
ؔΘ͔ͬͨఆ͔Ͱͳ͍͕ɼҰఆͷӨྗڹΛͬͨͷͱਪఆ͞ΕΔɽͦͷࠜͯ͠ͱڌɼ֘

度関わったかは定かでないが，一定の影響力をもったものとは推定される．その根拠として，
ॻ੶ͷ·͕͖͑ʹ͋ΔҎԼͷهड़
当該書籍のまえがきにある以下の記述

ۀͷਐาൃలͦͷଞҰൠͷతڭҭͷ্ʹͬͯɼඍੵֶੲͷॳֶͷఔ
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工業の進歩発展その他一般の知的教育の向上に伴って，微積分学は昔の初等数学の程
度に普及せしめる必要に迫ったが，これは初等数学に比べて甚だわかり難い．殊に，
普通の微積分書に説かれている「極限」および「連続」の近世数学的形式を最初から
持ち出すやり方は，この学の理解を一層困難に陥らしめる所以である．
が，指導要領改訂などの際に高校の教員サイドから出てくる見解の根拠となる主張と重なる点
が多いことが挙げられる．
いずれにせよ，昭和 45 年の指導要領改訂を経て，各教科書の記述が今日の高等学校数学 II
における積分概念の導入に近づく形で収束していくことになるが，現在の教科書と比べると，
少なくとも次の諸点で当時はまだ大きなバラエティが存在したことが確認される．
1．区分求積法を正式に説明するのは困難だとして，その考え方にどの程度ふれるか．
2．不定積分の概念と原始関数の概念を区別するか．
3．不定積分の定義を微分の逆算として天下り的に与えてしまうか．それとも何らかの動機
づけを先行させるか．
4．前項の動機づけを与える場合，事例として面積を用いるか，物理的な応用をにらんで速
度と変位の関係を用いるか，それとも微分方程式への展開をにらんで接線からの曲線の
復元を用いるか．
これらはいずれも，学習者が積分の概念をいかなるイメージで獲得していけるかという点に決
定的に影響しかねない要素である．これらに関する一定の知見を得ていくためには，実際に教
育現場で用いられていた過去の教科書において，どのような展開がなされていたか知ることが
大きなヒントとなり得る．このため本研究では，現段階までに，昭和 53 年の指導要領改訂以
前の各社教科書を対象に，積分概念の導入のための手順について，データベース化を行ったと
ころである．
6．まとめと今後の課題
前節の最後にふれた通り，積分概念を中等数学教育にどのように導入するかという点につい
ては多角的な検討が必要であるが，本稿では，その中でも区分求積法の扱いを中心に述べてき
た．本研究の端緒となった実験授業の結果と，本稿で述べてきた中等教育における微分積分の
扱いの推移を踏まえると，高等教育を含め，区分求積法をどの段階でどのように扱うべきかと
いう 1 点に限っても，絶対的な正解は存在しないと考えられる．たとえば，学習者が数学のエ
キスパートを目指す人材である場合と，筆者が所属するような医歯薬系の学部に在籍する人材
である場合とでは，望ましい導入の仕方が異なるのは当然であるし，特に後者の場合には，論
理的な整合性に立脚して教えられるよりも，専門教育で区分求積法の概念が必要とされる具体
的な事例にふれる中で，スパイラル的に教えられることが望ましい可能性が十分に考えられる
からである．このようなスパイラル的な（場合によっては専門教育をも巻き込んだ）カリキュ
ラム編成が，本稿の冒頭に述べた，日本における区分求積法の学習がかかえる問題に対処しう
る，数少ない可能性の一つなのではないかとすら考えられる．同様の事情は，積分概念の導入
に関わる他の要素にも存在するはずである．今後，まだ調査に着手できていない昭和 53 年の
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指導要領改訂以後，現在に至るまでの教科書に範囲を広げて調査する中で，学習者の発達段階
や学習目的に応じた適切なカリキュラム・教授方略のあり方を探ることが，大きな目標の一つ
となる．
最後に，上述の教科書調査に際して直面した問題にふれて本稿を閉じたい．今回の調査で
は，それほど導入時期の古くない，かつ限定された分野に関して調べただけだったにもかかわ
らず，少なからぬ資金と時間を投入せざるを得なかった．これは，過去の教科書を系統的に保
存している機関が限定されており，そのために資料の持ち出しなどについても，厳しい制限が
加わらざるを得ないという事情が大きく影響している．教科書間の比較検討に関する研究がご
く限られたものにとどまっているのも，こうした事情が背景にあると考えられる．過去の学習
指導要領は現在のものとは異なるので，過去の教科書を調べても現在の授業設計に直接的には
生かしづらく，大学入試対策の指導などに際してはかえって障害にもなりかねないため，過去
の教科書を保管したり比較検討したりしようというインセンティヴが働きづらい状況にはやむ
を得ない面がある．しかし，本稿で紹介してきた調査結果から明らかな通り，過去の教科書は
その時々の学習指導要領などの制約の下で，数学の理論的な筋立てとの整合性と，学習者が内
容を受容していく上での困難に対する配慮とのバランスについて，慎重な検討を経て作成され
ているものであり，中等教育から高等教育に至る一貫した流れとして，学習者に数学的な概念
をいかにして教授したらよいかという問題を考える際には，前提となる指導要領が現在のもの
とは異なるからという理由で無視できないような要素を多々含んでいる．現状のままでは，保
管されている資料から必要な情報を取り出すための負担が大きいのみでなく，保存されている
資料自体の散逸や劣化もどんどん進んでしまう状況である．こうした状況を食い止めるために
は，保存されている教科書資料の電子画像化が欠かせない．誰がそのための労力と費用を負担
するかという問題はもちろんあるが，早期にそうした方策がとられることを強く期待する次第
である．
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