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1. ͡Ίʹ
1. ͡Ίʹ
1. ͡Ίʹ
1．はじめに
ຊࢽલʑ߸ͷߘʹ͓͍ͯɼߴֶߍͷֶशࢦಋཁྖڭՊॻʹؔ͢Δௐࠪͷ݁ՌΛ;·͑ɼզ
ຊࢽલʑ߸ͷߘʹ͓͍ͯɼߴֶߍͷֶशࢦಋཁྖڭՊॻʹؔ͢Δௐࠪͷ݁ՌΛ;·͑ɼզ
35 ͓Αͼত 45 ͷࢦಋཁྖվ
͕ࠃͷதֶڭҭʹ͓͚Δੵ֓೦ͷಋೖͷํ͕ɼত
ຊࢽલʑ߸ͷߘʹ͓͍ͯɼߴֶߍͷֶशࢦಋཁྖڭՊॻʹؔ͢Δௐࠪͷ݁ՌΛ;·͑ɼզ
35 ͓Αͼত 45 ͷࢦಋཁྖվ
͕ࠃͷதֶڭҭʹ͓͚Δੵ֓೦ͷಋೖͷํ͕ɼত
本誌前々号の拙稿において，高等学校の学習指導要領や教科書に関する調査の結果をふま
[1]ɽ͞Βʹຊࢽલ߸ͷߘͰɼ͜ͷΑ͏ͳมΛͱ͛
గΛͯܦେ͖͘มͨ͠ঢ়گΛใࠂͨ͠
35 ͓Αͼত
45 ͷࢦಋཁྖվ
͕ࠃͷதֶڭҭʹ͓͚Δੵ֓೦ͷಋೖͷํ͕ɼত
え，我が国の中等数学教育における積分概念の導入の仕方が，昭和
35 年および昭和
45 年の指
[1]ɽ͞Βʹຊࢽલ߸ͷߘͰɼ͜ͷΑ͏ͳมΛͱ͛
గΛͯܦେ͖͘มͨ͠ঢ়گΛใࠂͨ͠
ͨഎͯ͠ͱܠɼϦʔϚϯੵʹͮ͘جఆੵͷఆٛ
[1]
ɽ͞Βʹຊࢽલ߸ͷߘͰɼ͜ͷΑ͏ͳมΛͱ͛
గΛͯܦେ͖͘มͨ͠ঢ়گΛใࠂͨ͠
導要領改訂を経て大きく変貌した状況を報告した［1］．さらに本誌前号の拙稿では，このよう
ͨഎͯ͠ͱܠɼϦʔϚϯੵʹͮ͘جఆੵͷఆٛ
∫
n
ͨഎͯ͠ͱܠɼϦʔϚϯੵʹͮ͘جఆੵͷఆٛ
な変貌をとげた背景として，リーマン積分に基づく定積分の定義
∫ b b
n∑
∑
f
(x)
dx
=
lim
f (xk )∆xk
∫ b f (x) dx = lim
n f (xk )∆x
∆xk →0
k
∑
a
k=1
k →0
a f (x) dx = ∆x
lim k=1 f (xk )∆xk
a

∆xk →0

k=1
ʹݱΕΔݶۃͷ֓೦͕ɼੵ۠ؒͷࡉʹؔ͢ΔϑΟϧλʔ͚ʹରԠͨ͠Ґ૬తͳग़ࣗΛͭ
ʹݱΕΔݶۃͷ֓೦͕ɼੵ۠ؒͷࡉʹؔ͢ΔϑΟϧλʔ͚ʹରԠͨ͠Ґ૬తͳग़ࣗΛͭ
2
に現れる極限の概念が，積分区間の細分に関するフィルター付けに対応した位相的な出自をも
ɼ໘ੵͷۙࣅΛදͱ͢Δʹࢉܭ͔ΓযΛֶͯͯΕͨͨ
͜ͱ͕ཧղ͞Εͳ͍··
ʹݱΕΔݶۃͷ֓೦͕ɼੵ۠ؒͷࡉʹؔ͢ΔϑΟϧλʔ͚ʹରԠͨ͠Ґ૬తͳग़ࣗΛͭ
͜ͱ͕ཧղ͞Εͳ͍·· 2 ɼ໘ੵͷۙࣅΛදͱ͢Δʹࢉܭ͔ΓযΛֶͯͯΕͨͨ
2
，面積の近似を代表とする数値計算にばかり焦点を当てて学ばれ
つことが理解されないまま
2
[2]ɽ݁Ռతʹɼ
Ίʹɼֶशऀʹͦͷඞཁੑʹର͢Δೝ͕ࣝਂ·Βͳ͔ͬͨ໘͕͋Δ͜ͱΛࢦఠͨ͠
ɼ໘ੵͷۙࣅΛදͱ͢Δʹࢉܭ͔ΓযΛֶͯͯΕͨͨ
͜ͱ͕ཧղ͞Εͳ͍··
[2]ɽ݁Ռతʹɼ
Ίʹɼֶशऀʹͦͷඞཁੑʹର͢Δೝ͕ࣝਂ·Βͳ͔ͬͨ໘͕͋Δ͜ͱΛࢦఠͨ͠
たために，学習者にその必要性に対する認識が深まらなかった面があることを指摘した
［2］．
45
ͷࢦಋཁྖվగҎޙɼؔ
f
(x)
ͷෆఆੵ
F
(x)
Λ
ত
[2]ɽ݁Ռతʹɼ
Ίʹɼֶशऀʹͦͷඞཁੑʹର͢Δೝ͕ࣝਂ·Βͳ͔ͬͨ໘͕͋Δ͜ͱΛࢦఠͨ͠
ত 45 ͷࢦಋཁྖվగҎޙɼؔ f (x) ͷෆఆੵ F (x) Λ

結果的に，昭和 45 年の指導要領改訂以後は，関数 f（x）の不定積分 F（x）を


F (x) Λ
ত 45 ͷࢦಋཁྖվగҎޙɼؔ f (x)Fͷෆఆੵ
 (x) = f (x)
F
(x)
=
f
(x)
F（x）= f（x）
F  (x) = f∫(x)
∫ b b
を
を満たす関数(（の一つ）と定義した上で，定積分
Λຬͨؔ͢
ͷҰͭ) ͱఆ্ٛͨ͠Ͱɼఆੵ
f (x) dx Λ
Λຬͨؔ͢ (ͷҰͭ) ͱఆ্ٛͨ͠Ͱɼఆੵ ∫ b af (x) dx Λ
Λຬͨؔ͢ (ͷҰͭ) ͱఆ্ٛͨ͠Ͱɼఆੵ a f (x) dx Λ
∫
a
∫ b b
f (x) dx = F (b) − F (a)
∫ b f (x)
dx
=
F
(b) − F (a)
a
a f (x) dx = F (b) − F (a)
a
ͱఆٛ͢Δํ๏͕௨ྫͱͳ͍ͬͯΔΘ͚Ͱ͋Δɽ
ͱఆٛ͢Δํ๏͕௨ྫͱͳ͍ͬͯΔΘ͚Ͱ͋Δɽ
と定義する方法が通例となっているわけである．
[1] Ͱͨݟ௨Γɼ͜ͷΑ͏ͳํͷมߋ͕Ұͨͬ͜ىʹڍΘ͚Ͱͳ͘ɼত3535 ͷ
ɼ
ͱఆٛ͢Δํ๏͕௨ྫͱͳ͍ͬͯΔΘ͚Ͱ͋Δɽ
尤も，
[1]［1］でも見た通り，このような方針の変更が一挙に起こったわけではなく，昭和
Ͱͨݟ௨Γɼ͜ͷΑ͏ͳํͷมߋ͕Ұͨͬ͜ىʹڍΘ͚Ͱͳ͘ɼত 35 ͷ
ɼ
վగ࣌ʹෆఆੵ͔ΒఆੵΛಋೖ͢ΔํΛ࠾༻͢ΔڭՊॻগͰ͋ͬͨɽ͜ͷ࣌ʹظɼ
[1]
Ͱͨݟ௨Γɼ͜ͷΑ͏ͳํͷมߋ͕Ұͨͬ͜ىʹڍΘ͚Ͱͳ͘ɼত
35 ͷ
ɼ
年の改訂時には不定積分から定積分を導入する仕方を採用する教科書は少数派であった．この
վగ࣌ʹෆఆੵ͔ΒఆੵΛಋೖ͢ΔํΛ࠾༻͢ΔڭՊॻগͰ͋ͬͨɽ͜ͷ࣌ʹظɼ
ֶऀֶڭҭؔऀͷؒʹͲͷΑ͏ͳ͕ٞ͋ͬͨͷ͔ɼ࣌ڭՊॻࣥචʹܞΘ͓ͬͯΒΕ
վగ࣌ʹෆఆੵ͔ΒఆੵΛಋೖ͢ΔํΛ࠾༻͢ΔڭՊॻগͰ͋ͬͨɽ͜ͷ࣌ʹظɼ
1
ֶऀֶڭҭؔऀͷؒʹͲͷΑ͏ͳ͕ٞ͋ͬͨͷ͔ɼ࣌ڭՊॻࣥචʹܞΘ͓ͬͯΒΕ
東邦大学薬学部 Toho University
2
ͨઌੜํͷώΞϦϯάߦ͕ͬͨɼ͖ͬΓͨ͠ঢ়گ໌Β͔ʹͳͬͯ͜ͳ͔ͬͨɽͪΖΜɼ
ֶऀֶڭҭؔऀͷؒʹͲͷΑ͏ͳ͕ٞ͋ͬͨͷ͔ɼ࣌ڭՊॻࣥචʹܞΘ͓ͬͯΒΕ
そもそもこうした位相的な問題の理解を中等教育段階の学習者に求めてよいかという問題があるわけであるが．
ͨઌੜํͷώΞϦϯάߦ͕ͬͨɼ͖ͬΓͨ͠ঢ়گ໌Β͔ʹͳͬͯ͜ͳ͔ͬͨɽͪΖΜɼ
ߴֶߍͰ࣮ࡍʹतۀΛ͞Ε͍ͯͨઌੜํ͔ΒͷϑΟʔυόοΫ͕ӨྗڹΛ࣋ͬͨ͜ͱ͔֬Ͱ
ͨઌੜํͷώΞϦϯάߦ͕ͬͨɼ͖ͬΓͨ͠ঢ়گ໌Β͔ʹͳͬͯ͜ͳ͔ͬͨɽͪΖΜɼ
ߴֶߍͰ࣮ࡍʹतۀΛ͞Ε͍ͯͨઌੜํ͔ΒͷϑΟʔυόοΫ͕ӨྗڹΛ࣋ͬͨ͜ͱ͔֬Ͱ
͋Δ͕ɼ͜Εʹଓ͘ত 45 ͷࢦಋཁྖվగɼֶ IIAɾIIB ͔Β֓ݶۃ೦Λআ͖ɼ݁Ռͱ͠
ߴֶߍͰ࣮ࡍʹतۀΛ͞Ε͍ͯͨઌੜํ͔ΒͷϑΟʔυόοΫ͕ӨྗڹΛ࣋ͬͨ͜ͱ͔֬Ͱ
͋Δ͕ɼ͜Εʹଓ͘ত 45 ͷࢦಋཁྖվగɼֶ IIAɾIIB ͔Β֓ݶۃ೦Λআ͖ɼ݁Ռͱ͠
ͯ΄΅ͯ͢ͷڭՊॻ͕ෆఆੵʹΑΔఆੵͷఆٛʹҰ੪ʹҠߦ͢Δͱ͍͏େ෯ͳͷͩͬͨ
45 ͷࢦಋཁྖվగɼֶ IIAɾIIB ͔Β֓ݶۃ೦Λআ͖ɼ݁Ռͱ͠
͋Δ͕ɼ͜Εʹଓ͘ত
ͯ΄΅ͯ͢ͷڭՊॻ͕ෆఆੵʹΑΔఆੵͷఆٛʹҰ੪ʹҠߦ͢Δͱ͍͏େ෯ͳͷͩͬͨ
1 ౦େֶༀֶ෦ɹ Toho University
ͯ΄΅ͯ͢ͷڭՊॻ͕ෆఆੵʹΑΔఆੵͷఆٛʹҰ੪ʹҠߦ͢Δͱ͍͏େ෯ͳͷͩͬͨ
1 ౦େֶༀֶ෦ɹ
Toho University
2 ͦͦ͜͏ͨ͠Ґ૬తͳͷཧղΛதڭҭஈ֊ͷֶशऀʹٻΊͯΑ͍͔ͱ͍͏͕͋ΔΘ͚Ͱ͋Δ͕ɽ
2 ͦͦ͜͏ͨ͠Ґ૬తͳͷཧղΛதڭҭஈ֊ͷֶशऀʹٻΊͯΑ͍͔ͱ͍͏͕͋ΔΘ͚Ͱ͋Δ͕ɽ
1
౦େֶༀֶ෦ɹ Toho University
2 ͦͦ͜͏ͨ͠Ґ૬తͳͷཧղΛதڭҭஈ֊ͷֶशऀʹٻΊͯΑ͍͔ͱ͍͏͕͋ΔΘ͚Ͱ͋Δ͕ɽ
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時期に，数学者や数学教育関係者の間にどのような議論があったのか，当時教科書執筆に携
わっておられた先生方へのヒアリングも行ったが，はっきりした状況は明らかになってこな
かった．もちろん，高等学校で実際に授業をされていた先生方からのフィードバックが影響力
を持ったことは確かであるが，これに続く昭和 45 年の指導要領改訂は，数学 IIA・IIB から極
限概念を除き，結果としてほぼすべての教科書が不定積分による定積分の定義に一斉に移行
するという大幅なものだったので，昭和 35 年の改訂時とは別に，昭和 45 年の改訂に至る間，
数学教育に対するパラダイムシフトをもたらすような何らかの考え方が現れてきたのではない
かという疑いを持たざるを得ない．いわばそのキーマンというべき人物を探すとすれば，不定
積分から定積分を導入する仕方をいち早く採用した教科書の著者をまず考えるべきであろう．
こうした目で当時の様々な論評に触れる中で，ひとりの数学者の名前が浮かび上がってきた．
本稿では，その数学者の見解と当時の教科書の状況を対照する中で，両者の相互作用としてい
かなることが考えられるか，筆者なりの推論を行ってみたい．
2．教科書の中での定積分概念の展開
積分の概念が学習者にどのように受容されるかという観点からすると，定積分の定義の仕方
と同時に，それが導入後どのように用いられているかという点も重要である．本節では，定積
分の計算技法として代表的な「置換積分法」を例にとり，この点について考える．
高等学校の教科書に置換積分法が初めて現れたのは，微積分が初めて導入されたのとほぼ同
時期の昭和 22 年に，当時唯一の検定教科書として出版された『中等学校教科書・解析篇（II）』
においてである．図 1 はその中で置換積分法が説明されている部分の画像である．これを見る
とわかるように，この教科書の中では不定積分の場合にのみ置換積分法が扱われ，定積分の場
合についてはほとんど触れられていない．
出版後まもなく，昭和 26 年および昭和 31 年改訂の指導要領では，置換積分法が学習項目か
ら除外されたため，一時的に教科書からも姿を消すが，微分積分の一部内容が数学 IIA・数学
IIB に移行された昭和 35 年指導要領改訂の時期になると，図 2・図 3 の事例に見える通り，数
学 III の中で定積分の場合にも置換積分法が扱われるようになってくる．
ここに見られる記述からもわかるように，不定積分について一度置換積分法を扱った後，そ
れを基礎にして定積分の場合に改めて説明するという方法がとられている．こうした方法は，
当時から現在に至るまで，日本の高等学校教科書すべてに当てはまるばかりでなく，大学レベ
ルの微分積分の教科書についても等しくあてはまる．さらに，大学入学後になってはじめて定
積分が導入されるアメリカでも，多くの微分積分の教科書がこの流れに従っている（たとえば
［3］）．
確かに論理的には正しい説明であるし，定積分の計算に簡単に利用できるという利点はある
のだが，いくつかの大学向け微分積分の教科書が「置換積分」という言い方を避けて「積分変
数の変換」［4］「変数変換公式」［5］という用語を用いていることからもわかるように，本来
その拡張版として扱われるべき，重積分の変数変換公式との関連性が断絶されてしまうという
大きな問題をはらんでいる．そもそも重積分には不定積分に相当する概念がないからである．
区分求積法による定積分の取扱いを重視する立場から言えば，たとえば直交座標による 2 重積
分と極座標による 2 重積分とでは，図 4 に示す通り，体積を求めたい立体の細分の仕方が全く
異なるのだという点の理解が先決である．
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͕ͩɼ͍͔ͭ͘ͷେֶ͚ඍੵͷڭՊॻ͕ʮஔੵʯͱ͍͏ํ͍ݴΛආ͚ͯʮੵมͷ
͕ͩɼ͍͔ͭ͘ͷେֶ͚ඍੵͷڭՊॻ͕ʮஔੵʯͱ͍͏ํ͍ݴΛආ͚ͯʮੵมͷ

[4]ʮมมࣜެʯ
ʮมมࣜެʯ[5]
[5] ͱ͍͏༻ޠΛ༻͍͍ͯΔ͜ͱ͔ΒΘ͔ΔΑ͏ʹɼຊདྷͦͷ֦ு൛
ͱ͍͏༻ޠΛ༻͍͍ͯΔ͜ͱ͔ΒΘ͔ΔΑ͏ʹɼຊདྷͦͷ֦ு൛
มʯ[4]
มʯ
ͱͯ͠ѻΘΕΔ͖ɼॏੵͷมมͱࣜެͷؔ࿈ੑ͕அઈ͞Εͯ͠·͏ͱ͍͏େ͖ͳΛ
ͱͯ͠ѻΘΕΔ͖ɼॏੵͷมมͱࣜެͷؔ࿈ੑ͕அઈ͞Εͯ͠·͏ͱ͍͏େ͖ͳΛ
ΒΜͰ͍Δɽͦͦॏੵʹෆఆੵʹ૬͢Δ֓೦͕ͳ͍͔ΒͰ͋Δɽ۠ੵٻ๏ʹΑ
ΒΜͰ͍Δɽͦͦॏੵʹෆఆੵʹ૬͢Δ֓೦͕ͳ͍͔ΒͰ͋Δɽ۠ੵٻ๏ʹΑ
ॏੵͱ࠲ۃඪʹΑΔ
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図 1 『中等学校教科書・解析篇（II）』における置換積分法の記述
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置換積分をこうした変数変換公式の一例ととらえるならば，当然，積分区間の細分の仕方の違
いが学習者に明確にイメージされなくてはならない．たとえば図
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な違いが生じていることを説明するために作成された教材の事例である．
歴史的に見ると，リーマンとともに積分論を確立したコーシーが，その著書［6］の第
27 講で
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図 2

東京書籍『数学 III』における置換積分法の記述（昭和 35 年改訂指導要領準拠）

図 3

数研出版『数学 III』における置換積分法の記述（昭和 35 年改訂指導要領準拠）

dy ＝ f（x）dx
において，x ＝ χ（z）という変数変換を行うと
dy ＝ f（χ（z））χ（
' z）dz
が成り立つことに基づき，置換積分法の公式の導出を行っている事例がある．また，欧米の
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図 4

変数変換による立体の細分法の違い

図 5

置換積分による区間の細分法の違い
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教科書の中でもごく少数ながら，Courant-John［7］のように，区分求積法に基づく定積分の
置換積分法の導出を行っている事例もある（図 6）．
こうした例外はあるものの，ほとんどの教科書では上述のように合成関数の微分法の「逆算」
として置換積分法を説明する方法が採用されており，微分積分の学習者の中でどの程度，一変
数関数の置換積分法と多変数関数の重積分に関する変数変換公式とが一体的なイメージを伴っ
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Courant-John の教科書における置換積分法の取り扱い

て理解されているか，甚だ疑問である．このような現実を目の前にすると，区分求積法による
定積分の導入が主流である欧米においてなお，「定積分とは何か」という問いかけに対して，
「微分の逆算である」と回答する学習者が多数派を占めるとの調査結果［8］も頷けるところが
ある．
3．昭和 45 年指導要領改訂当時のキーマンの見解
前節の置換積分法の事例から察せられる通り，リーマン積分によって定積分を定義している
教科書であっても，面積の近似計算などの応用面を除くと，それをその後の理論展開に利用し
ている例が極めて少ないのが実態である．これは，拙稿［2］で取り上げた数学教育協議会編
の教科書のように，区分求積法による定積分の導入が指導要領の制約上難しくなった昭和 53
年以後においてなおこれに固執する教科書が存在した事実と対照した場合，甚だ不整合であ
る．定積分の導入法の変遷に関して拙稿［1］で行った分析から得られた結論は，微分積分の
早期導入がなされた結果，その前提となる極限概念の習得に際して学習者の発達段階とのミス
マッチを誘発し，計算技法の習得の上で「効率的」な議論の進め方に対するインセンティブを
生み出したというものであった．上記の置換積分法の事例でもこれと類似の背景があるのでは
ないだろうか．合成関数の微分法の逆算としての説明は確かに短時間で済み，結果的に限られ
た授業時間を学習者の計算技法に対する習熟により多く割くことができる．しかし，その後の
多変数関数の微積分までを含めて考えた場合，一変数の場合の置換積分法と多変数の場合の変
数変換公式とが同一の概念であることの理解に際して却って障害となることも想定され，トー
タルで見たときに非効率となりかねない面がある．こうして見ると，多くの概念を「効率的に」
短時間で学習できるように計画することによって，長期的にみて却って「非効率な」結果を招
くのではないかという危惧が生じる．
筆者が日頃感じているこうした違和感を抱えながらいろいろな論評を目にする中で，昭和
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45 年の指導要領改訂の方針にも少なからず影響を及ぼしたと想定される，いわばキーマンと
なりうる数学者の存在が浮かび上がった．筆者が目にした論評は，『数学教育を歪めるもの』
と題し，あろうことか週刊誌『文藝春秋』誌上で公表されたもので［9］，公表した人物は複素
多様体論の大家として高名な小平邦彦博士その人である．ここではまず，該当の論評から本稿
に関係する部分をピックアップしてみよう．

図 7 『文藝春秋』1975 年 8 月号の目次

論評はまず，「文部省の良識を疑う」と題した節から始まる．昭和 45 年の指導要領改訂の際
に，アメリカでの SMSG（School Mathematics Study Group）の動きに端を発した「数学教
育の現代化」の影響で，高等学校の数学の中に「集合」や「写像」などが取り入れられたが，
この節とそれに続く「感覚的なイメージ」と題した節の中で小平博士は，こうした指導要領改
訂の動きについて，「現代数学の基礎は集合論だから数学教育も集合から始めるべきである」
という錯覚に基づくもので，最も大切にされるべき数学的対象に対する感覚的イメージを置き
去りにしてしまうものだとして，「人体実験に等しい」という喩えとともに強烈な批判を加え
ている．本稿に最も関係が深いのは，次の「歴史的発展を無視」と題した節の特に前半部分で
ある．ここは非常に重要な部分なので，省略せずに以下に転記する．
私は数学の教育は，数学の歴史的発展の順序に従って行うべきであると思う．進歩
発展するものの典型は生物であるが，生物の個体の発生はその系統の発生を繰返すと
いう．数学の教育も同様であって，論理的に基礎的な概念よりも歴史的に早く現われ
た概念ほど子供にとってわかり易い．
この順序を逆にして，歴史的に遅く現われた分野を子供に教えようとすれば，その
分野の本質的な部分は子供に理解できないので，結局非本質的なつまらない部分を教
えることになる．そしてつまらないことに多大の時間を費やして大事なことを教える
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時間が減り，数学教育が全体として非能率的になる．高等学校までに教え得る数学は
せいぜい十七世紀の後半にはじまって十八世紀に発展した微積分学までであろう．集
合論は十九世紀の終りに近くなってカントルがはじめたものであって，その目的は無
限集合を扱うことにあった．集合論の意義は少なくとも対角線論法によって実数全体
の集合が，自然数全体の集合よりも大きいことを理解する所までいかなければわから
ないと思う．
従って，この集合論を小学生に教えようというのはとんでもない間違いである．も
ちろん小学生には対角線論法も実数もわからないから，集合論の最もつまらない，ど
うでもよい部分を教えることになる．小学生に教える集合論は決して難しくはない
が，それは集合論の最もつまらない部分だからであって，それがわかっても集合論が
わかったことにはならない．教わる小学生も教える先生も何故こんなつまらないこと
をやらなければならないのか，理解に苦しむであろう．
現行の指導要領には，集合論以外にも歴史的発展の順序を無視して無理に導入され
た分野がいくつかある．例えば中学校の三年で位相幾何を教えることになっていて，
指導要領によれば，平面上の単一閉曲線はその平面を二つの部分に分ける，という有
名なジョルダンの閉曲線定理を理解させることになっている．これは一般にジョルダ
ンの閉曲線定理は証明は難しいが，直観的には自明であると思われているからであろ
う．しかし直観的に自明なのは円周とか凸多角形とかいうような簡単な形の図形の場
合に限るのであって，一般の場合には全然自明でない．

（以下省略）

非常に明解な筆致で述べられた主張なので，こうした考え方をもとに昭和 45 年改訂までの
指導要領の変遷を注視した時に，どのような判断が導き出されるか，ほとんど説明を要しない
のではないだろうか．ただし，小平博士の見解の基本的な部分はよくわかるものの，内容的に
小中学校のカリキュラムに対する言及に偏った面がある．高等学校に関する言及を求めるとす
れば，昭和 57 年に中央教育審議会教育内容等小委員会で述べられた意見を敷衍した論稿［10］
における，以下のような見解が挙げられる．
最近七・八年間における大学生の学力の低下には目を覆いたくなるものがある．こ
こで学力というのは知識の量ではなく，自分でものを考える力を意味する．つまり知
恵である．資源に乏しい日本の経済は日本人の科学・技術における独創力に掛かって
いるのであるから，このまま学力の低下が続いたのでは日本の将来は危ういのではな
いか，と思う．（途中省略）
要約すれば，現在の初等・中等教育では，原則を無視して，多数の教科を早くから
教えている．あたかも各教科がその勢力範囲を拡張するために競って早くから多くの
事柄を教えようとしているかの如くである．このために理論的な教科まで暗記物に化
し，生徒は教えられたことを暗記するのにいそがしく，自分でものを考える余裕を
失っている．生徒の学力・独創力を養うにはこの行き方を逆にして，まず基礎教科を
十分時間をかけて徹底的に教え，他の教科は適齢に達してからゆっくり教える，とい
う行き方に改めるべきてある．このためには大所高所から全教科を統制する基本方針
を確立しなければならない．

（以下省略）
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ここで言う「原則」とは，「教えるには教える順序があり，また教えるのに適当な年齢がある」
ということだとも述べられている．加えて，昭和 60 年 8 月の「数学教育の会」での講演『何
のために急ぐのか』における，以下のような見解も参考にできるであろう．
数学教育について，旧制の中学，高校，大学の何年で何を習ったか，記憶を辿って
はっきり憶えている科目について表を作って現在と比較すると次の表のようになる
（図 8 参照）
．微分は旧制高校の二年で，積分は三年ではじめて習ったが，現在は高校二
年の基礎解析で微積分をはじめる．年齢でいえば旧制高校の二年は現在の大学一年に，
現在の高校二年は旧制中学の五年に相当する．立体幾何は旧制中学の五年ではじめて
習ったが，現在はこれを中学の一年からはじめる．未知数 x の一次方程式は旧制中学
の二年の代数ではじめて習ったが現在はこれを小学校の五年で教えている．統計に至っ
ては旧制大学の二年の選択課目であったのを現在は中学の三年からはじめている．
このように，数学教育においても，昔に比べると現在は急いで早くからいろいろな
ことを教えている．ただ，平面幾何は殆んど消えてしまった．
こういう「急ぐ」教育の短所は既に本文で指摘した．数学教育に限っても事情は同
様である．基礎解析の微積分で実際に扱うのは多項式で表わされる関数だけであり，
中学三年の統計はその香りを嗅がす程度に過ぎない．急いで早くから教えるのは結局
時間と労力の浪費であると思う．

図 8

（以下省略）

小平博士による比較表

小平博士は大正 4 年に誕生されているので，比較の対象とされている「昔」とは，博士が初
等中等教育を受けられた戦前の時期を指すことになる．東京大学理学部物理学科助教授を務め
られていた昭和 24 年にヘルマン・ワイル教授の招きでプリンストンに赴かれて以来，18 年に
わたってアメリカで研究を続けられた．滞米中，ご息女が SMSG の教科書を用いる教育実験
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の学級に編入された際に強い疑問を感じられたことが，以上のような論評を公表される背景の
ひとつとなったようである．
博士が帰国されたのは昭和 42 年であるが，高等学校の数学教科書との関係はそのはるか前
にさかのぼる．拙稿［1］に掲載した分類表からもわかる通り昭和 31 年改訂の指導要領に対応
して東京書籍からはじめて出版された教科書の著者として，弥永昌吉教授や岩澤健吉教授らと
ともに名を連ねられている．博士の思いとは裏腹に，昭和 45 年の指導要領改訂において，「集
合」や「写像」といった概念が高校数学に導入され，「数学教育の現代化」が進むことになっ
たわけであるが，微分積分に限って見てみると，以下のような諸点で博士の考え方がある程度
反映されている面があると考えられる．
1．リーマン積分はカントルの集合論と同様，十九世紀に生まれた数学であり，中等教育段
階，とりわけ高校 2 年生の段階で教授するのにはレベルが高すぎる概念である．従って，
定積分をこの段階で導入するにあたっては，リーマン式の定義を与えるのは避けるべき
ことになる．当時の数学 IIA・IIB で微分の逆算による定積分の導入の仕方が採用された
ことは，こうした見解と合致する．
2．リーマン積分の定義において極限の概念が用いられる背景は，ジョルダンの閉曲線定理
の場合と同様に，面積の近似のような直観的な説明では尽くせない内容を含んでおり
［2］，そうした理解がないまま形だけ極限概念を導入しても，数学的な本質とは遠いこと
になる．当時の数学 III で区分求積法による定積分の「再定義」が行われず，極限概念
の利用が数列の和の極限値の計算程度にとどめられたことは，こうした見解と合致する．
3．区分求積法による定積分の定義が行われないという前提では，面積や体積などの計量に
定積分を応用する際に，根拠となる説明も微分の逆算によらざるを得なくなる．こうし
た説明の仕方は，計量に関する感覚的なイメージを把握する上で間接的だと言わざるを
得ない．いわゆる「ゆとり教育」に影響された面もあるだろうが，定積分の応用として
扱われる対象が，昭和 53 年の指導要領改訂以後，しだいに面積と体積に絞られる形で
限定されてきた背景として，このような事情があったことも考えられる．
帝国書院や三省堂の教科書は，昭和 53 年の指導要領改訂を経た後も区分求積法による定積
分の導入に固執したが［2］，いずれも平成元年の指導要領改訂を経て姿を消す結果となった．
定積分の定義の仕方だけが影響したわけではないであろうが，ある意味で小平博士の想定に合
致する結果と見ることもできるであろう．その一方で，博士自身が著者に加わる東京書籍の教
科書の中でも，面積や体積への応用については微分の逆算に基づく説明を与えておきながら，
曲線の長さへの応用に限っては図 9 に見られるように区分求積法による説明を与えるという，
非常に奇異な構成がとられている．しかもそのために，定積分を長方形の面積和の極限として
「定義」するかわりに，数列の和の極限値が定積分で表現できるという「公式」を準備する形
までとられている．
このような不統一が生じた背景として，面積や体積への応用については基礎解析の段階で微
分の逆算に基づく説明をしてしまっているために微分積分の段階で方針を変更できなかったの
に対し，曲線の長さへの応用についてはそのような束縛がなかったという点を指摘できるであ
ろう．確かにリーマン積分は十九世紀の数学であるが，区分求積法自体はニュートンやライプ
ニッツの時代から存在したものなので，小平博士の見解に従うと，高等学校段階の学習者に
とって必ずしも理解できない内容ではないということになる．定積分に関する感覚的なイメー

積分概念の導入に関する教科書調査について（III）

図 9
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東京書籍『微分積分』における曲線の長さの記述（昭和 53 年改訂指導要領準拠）

ジの獲得を優先し，曲線の長さへの応用についてだけは区分求積法による説明をどうしても採
用したかったという，博士を中心とした執筆陣の苦衷が透けて見えるようである．
厳密に言うと，小平博士が本稿に引用した論評を行われたのは昭和 45 年の指導要領改訂の
後であるが，そのはるか以前から東京書籍の教科書を執筆され，共著者である植竹恒男日本数
学教育会会長などとも編集の過程で意見のやりとりがあったはずである．基本概念である定積
分の定義を全面的に書き換えるという点で確かに大胆な変更ではあるのだが，その一方で，昭
和 35 年指導要領改訂に対応する際に東京書籍の教科書では，後に数学 III を履修することが
前提の数学 IIB については従来通りの区分求積法による定義を残しつつ，数学 IIA のみについ
て新しい定義の仕方を取り入れるという慎重な対応がとられていたことにも注意する必要があ
る．このことも，積分概念に関する感覚的なイメージを獲得する点で，博士を中心とするチー
ムが区分求積法の考え方を軽視していたわけではないことを示している．
なお，本稿で問題としている定積分の導入の仕方の問題と，数学教育の現代化との関係も問
題となるが，これまでの想定通り相関性は認められない．実際，大日本図書の教科書編集を主
導された秋月康夫教授と，学研書籍の教科書編集を主導された矢野健太郎教授とは，いずれも
SMSG 式教育を主唱する中心的存在であったが，拙稿［1］で見た通り，定積分の導入への対
応がくっきりと分かれている．また，秋月教授は弥永教授が主催される「数学教育の会」にレ
ギュラーで参加されていたとのことであるが，当時の参加者の述懐によると，弥永・秋月両教
授の数学教育に対するスタンスにはかなり大きな隔たりがあったようである．
本節に示した小平博士の基本的なスタンスは，どれも非常に説得力に富んでいる．実際，博
士の見解がどの程度直接的に影響したかは別にして，昭和 53 年の指導要領改訂を境に，現代
化カリキュラムは大幅に後退することになった．しかし，上記の東京書籍の教科書の事例から
もわかる通り，学習指導要領によって各学年の学習内容に関する大枠が決められてしまってい
る状況下で，博士のスタンスのすべてを整合的に実現することは容易ではない．これは，前号

͢Δελϯεʹ͔ͳΓେ͖ͳִͨΓ͕͋ͬͨΑ͏Ͱ͋Δɽ
ຊઅʹࣔͨ͠খฏത࢜ͷجຊతͳελϯεɼͲΕඇৗʹઆಘྗʹΜͰ͍Δɽ࣮ࡍɼത࢜
ͷݟղ͕ͲͷఔతʹӨ͔ͨ͠ڹผʹͯ͠ɼত 53 ͷࢦಋཁྖվగΛʹڥɼݱԽΧϦ
ΩϡϥϜେ෯ʹޙୀ͢Δ͜ͱʹͳͬͨɽ͔͠͠ɼ্هͷ౦੶ॻژͷڭՊॻͷࣄྫ͔ΒΘ͔Δ
௨ΓɼֶशࢦಋཁྖʹΑֶ֤ͬͯͷֶश༰ʹؔ͢Δେ͕ܾΊΒΕͯ͠·͍ͬͯΔঢ়گԼͰɼ
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ത࢜ͷελϯεͷͯ͢Λ߹తʹ࣮͢ݱΔ͜ͱ༰қͰͳ͍ɽ͜Εɼલ߸ [2] Ͱใࠂͨ͠

［2］で報告した大学入学後の学習者が積分概念の獲得に際して抱える問題を見ても明らかであ
େֶೖֶޙͷֶशऀ͕ੵ֓೦ͷ֫ಘʹࡍ๊ͯ͑͠ΔΛͯݟ໌Β͔Ͱ͋ΔɽͦΕ͜Εɼ
る．それもこれも，博士がたびたび嘆かれているように，戦後数学教育を貫く「より多くの内
ത͕࢜ͨͼͨͼ୰͔Ε͍ͯΔΑ͏ʹɼઓڭֶޙҭΛ؏͘ʮΑΓଟ͘ͷ༰ΛΑΓૣ͘ಋೖ͠Α
容をより早く導入しよう」という方針から不可避的にもたらされる副作用とも言えるのではな
͏ʯͱ͍͏ํ͔ΒෆՄආతʹͨΒ͞ΕΔ෭࡞༻ͱ͑ݴΔͷͰͳ͍ͩΖ͏͔ɽ
いだろうか．

4. ·ͱΊͱࠓޙͷ՝
4．まとめと今後の課題

35 ͷࢦಋཁྖվగͷ࣌Ͱఆੵͷಋೖʹ͍ͭͯಉ༷ͷํมߋΛߦͬͨڭՊॻ͕ෳ
ত昭和
35 年の指導要領改訂の時点で定積分の導入について同様の方針変更を行った教科書が
͋ΔதͰɼචऀ͕খฏത࢜ΛΩʔϚϯͱஅͨ͠ཧ༝ͷҰͭɼळࢁଠࢯͷॻ੶ʰΘ͔Δඍ
複数ある中で，筆者が小平博士をキーマンと判断した理由の一つは，秋山武太郎氏の書籍『わ

12 ͷ࣌Ͱ͢ͰʹɼେֶϨϕϧͷඍੵֶͷڭՊॻʹඍ
ੵʱͷଘࡏͰ͋Δɽ͜Εɼত
かる微積分』の存在である．これは，昭和
12 年の時点ですでに，大学レベルの微分積分学の
教科書に微分の逆算による定積分の定義を導入している事例として，前々号の拙稿においてそ
ͷʹࢉٯΑΔఆੵͷఆٛΛಋೖ͍ͯ͠Δࣄྫͱͯ͠ɼલʑ߸ͷߘʹ͓͍ͯͦͷଘࡏΛࢦఠ
の存在を指摘したものである［1］
．秋山氏の名前は博士が一般向けに書かれた文章の中でしば
[1]ɽळࢁࢯͷ໊લത͕࢜Ұൠ͚ʹॻ͔ΕͨจষͷதͰ͠͠ʹ͢Δͷ
ͨ͠ͷͰ͋Δ
しば目にするものであり，上記書籍で行われている区分求積法によらない定積分の定義の仕方
Ͱ͋Γɼ্ߦͰ੶ॻهΘΕ͍ͯΔ۠ੵٻ๏ʹΑΒͳ͍ఆੵͷఆٛͷํʹ͍ͭͯɼത͕࢜Ҏ
について，博士が以前から熟知されていた可能性が高いと考えられる．関係者のほとんどが故
લ͔Βख़͞Ε͍ͯͨՄੑ͕ߴ͍ͱߟ͑ΒΕΔɽؔऀͷ΄ͱΜͲ͕ނਓͱͳͬͨࡏݱɼ͋͘

人となった現在，あくまで推測に頼るしかないが，昭和 35 年指導要領改訂以後，高等学校の
35 ࢦಋཁྖվగҎޙɼߴֶߍͷڭҭݱ͔Β্͕ͬͯ͘
·ͰਪଌʹཔΔ͔͠ͳ͍͕ɼত
教育現場から上がってくる，微分積分の教育に関する教員サイドの「悲鳴」を，それに対する

Δɼඍੵͷڭҭʹؔ͢ΔڭһαΠυͷʮ൵໐ʯΛɼͦΕʹର͢ΔରԠࡦΛ༻ҙֶͭͭ͠ऀ
対応策を用意しつつ数学者サイドから最も深く理解できたのが博士の周辺であったということ

αΠυ͔Β࠷ਂ͘ཧղͰ͖ͨͷ͕ത࢜ͷपลͰ͋ͬͨͱ͍͏͜ͱΛɼຊڀݚͷௐࠪ݁ՌʹΑΓ
を，本研究の調査結果により十分想定し得るわけである．

ेఆ͠ಘΔΘ͚Ͱ͋Δɽ

小平博士のスタンスに従えば，リーマン積分に基づく定積分の導入は高等教育段階で扱うの

খฏത࢜ͷελϯεʹै͑ɼϦʔϚϯੵʹͮ͘جఆੵͷಋೖߴڭҭஈ֊Ͱѻ͏ͷ͕
が適切ということになるが，現在大学生に対してそうした導入を行っている筆者の経験からす

దͱ͍͏͜ͱʹͳΔ͕ɼࡏݱେֶੜʹରͯͦ͠͏ͨ͠ಋೖΛߦ͍ͬͯΔචऀͷ͔ݧܦΒ͢Δͱɼ
ると，学習時期の移行のみによって学習上の困難が解決されるとは到底考えられない．その最
ֶश࣌ظͷҠߦͷΈʹΑֶͬͯश্ͷࠔ͕ղܾ͞ΕΔͱ౸ఈߟ͑ΒΕͳ͍ɽͦͷ࠷େͷݪҼ
大の原因は，区分求積法による定積分の定義に関する「感覚的なイメージ」を獲得する上で，

ɼ۠ੵٻ๏ʹΑΔఆੵͷఆٛʹؔ͢Δʮ֮ײతͳΠϝʔδʯΛ֫ಘ͢Δ্Ͱɼ
ʮͱͳͬͯ
「ともなって変わる変数」に関する「動的な」理解を何重にも求められる点にある．つまり，
มΘΔมʯʹؔ͢ΔʮಈతͳʯཧղΛԿॏʹٻΊΒΕΔʹ͋Δɽͭ·Γɼఆٛࣜ
定義式

∫

b

f (x) dx = lim
a

∆xk →0

n
∑

f (xk )∆xk

k=1

の中には以下の 3 つの動的な要素が同時に含まれている．
ͷதʹҎԼͷ
3 ͭͷಈతͳཁૉ͕ಉ࣌ʹ·ؚΕ͍ͯΔɽ

1．近似に用いる長方形の面積を計算するために，x1 から xn までを取り替えながら関数 f
の値を計算していかなくてはいけない点．
2．n 個の長方形の面積の総和を求めるために，総和記号の k に 1 から n までの自然数を順
番に代入していかなくてはいけない点．
3．近似の誤差を縮小するために，積分区間の分割数 n を限りなく増やしていかなくてはい
けない点．

従って，たとえば体積への応用にこれを適用しようとする場合，上記の 2 番目のポイントを
学習者にきちんと認識させようとすると，図 10・図 11 のような提示が望ましいことになる．
しかし，同様の提示によって 3 番目のポイントを理解させるためには，分割数の変更にとも
なう立体の形状の変化を含む，かなり精細な 3 次元描画を求められる．さらに，1 番目のポイ
ントについて学習者が理解できることを当然のように教員は考えがちであるが，実際に筆者の
所属学部の学生に質問してみると，理解できていない例が稀ではないことがわかってくる．こ
のような事例に対応するためには，xk の取り換えにともなって f（xk）の値が変わっていく様

積分概念の導入に関する教科書調査について（III）

図 10

東京書籍『数学 III』における体積への応用の記述（昭和 31 年改訂指導要領準拠）

図 11

数研出版『数学 III』における体積への応用の記述（昭和 31 年改訂指導要領準拠）

87

子を動的に提示するしか手がない．紙媒体による提示を前提とする教科書において，これらの
条件をすべて満足するのが困難なのは明らかである．
折しも 2015 年は小平博士の生誕 100 周年にあたり，東京書籍の教育情報誌でも特集が組
まれているが，その中で，昭和 45 年の指導要領改訂時から博士の下で教科書の編集に当た
られた藤田宏東京大学名誉教授が，当時を述懐された記事を掲載されている［11］．その一
節に
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筆者が担当した関数の話題は 現代化 の方式でいけば，
「関数は写像として扱え」
となるのであったが，
「写像」という用語への義理を果たしつつ，関数概念の歴史的か
つ直観的な骨子である「ともなって変わる変数」のイメージを大事にした覚えがある．
という記述がある．これが編集の「指揮」をとった博士の見解を濃厚に反映した方針であるこ
とは，もはや疑いの余地がない．当時と比べて現在では，大学教育の「大衆化」が進む一方，
教育を支援するための情報技術の発達も急速である．本研究の調査結果からは，今も昔も同じ
部分が学習上の壁となっていることが示唆されるが，周囲の変化も横目で見ながら，今後も未
来志向の提案を続けていきたいと考えている．
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