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An Attempt to Improve Mathematics Class Materials using KETpic
― Through Discussions in the Form of Workshop ―
Masataka KANEKO1, Takeshi NOZAWA2, Setsuo TAKATO3

1．はじめに
我々 KETpic 開発グループが 2008 年に行ったアンケート調査によると，全国の高等専門学
校に所属する数学教員の約 7 割が，数学の教材を作成・編集する手段として TEX を用いてい
ることが明らかになった［1］．大学初年級を担当する教員まで含めると，この比率はさらに高く

なることが確実である．このように TEX が広く用いられている理由は，他の編集ソフトと比

較して高品質な数式を出力できることである．しかし，ページレイアウトの設定など，いくつ
かの面で弱点もあり，利用者のニーズを完全に満たすのとは程遠い状況にあった．とりわけ，

数理科学の教育で必要とされる精密な図を挿入するに際しては，いかに高性能の描画ソフトを
用いたとしても，印刷される段階で正確さや見易さが担保されないという点は，覆いようのな
い弱点であったと考えられる．実際，上記アンケート調査の結果を見る限り，TEX で教材を
編集している教員のうち，図を適正頻度で利用できている割合はごく限られたものであること
が判明している．結果として，図を見せたい場面では Mathematica に代表される数式処理シ
ステム（CAS）を用いてディスプレイ上に提示し，その他の要素については TEX などにより

編集された教科書や印刷配付教材に提示する，という統一性のない対応をとらざるを得ない例
が極めて多かった．
このような状況を改善するため，CAS のマクロパッケージである KETpic が開発された［2］．

これは，高性能な計算能力をもつ CAS が出力する図形描画用データを，TEX の描画コードに

読み替えるスキームであり，Mathematica や Maple といった市販の CAS のほか，Scilab や R
などのフリーの計算ソフトにも対応している．パッケージは
http://ketpic.com
東邦大学薬学部 Toho University
長岡工業高等専門学校 Nagaoka Natioal College of Technology
3
東邦大学理学部 Toho University
1
2
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から無料でダウンロードして利用可能である．本稿はその利用法に関する紹介を目的とはしな
いので，細かいコマンドライン等はマニュアル［2］に譲るが，特に数学教育の観点から見たと
きに，その特徴は以下のようにまとめられる．
1．1 変数関数のグラフや微分方程式の解曲線など，これまで印刷配付教材上に正確な長さ・
形で表示することができなかった対象を TEX で編集された教材中に表示できること．
2．CAS のプログラミング機能を活用することにより，多くの領域の網掛など，従来手法で
は手間がかかった手続きを非常に手軽に行えるようになっていること．
3．平面図形だけでなく，3 次元の図形についても，見たままの正確な形で印刷媒体上に表
示できること．さらに，他の描画ソフトのような「面画」でなく「線画」を基本とする
ため，シンプルで見やすくなっていること．
4．CAS 等による描画と比較して，平面図形・立体図形を通じ，大量印刷媒体にコピーした
際に品質を保ちやすいこと．
我々開発グループでは，上記アンケート等を通じて得られた教員のニーズを満たすような機
能を取り入れることを目指してきた．それと同時に，実際に授業などで使ってみることが重要
であると考え，KETpic により生成された図を含む多くの教材を作成・使用してきた．本稿で
は，そのような教材の質を高めるためのある試みについて紹介する．
2．KETpic による描画・教材例
本節ではまず，実際に教材中で用いられた図のいくつかを示す．
図 1 は自然対数の底であるネピアの数 e が，2 ＜ e ＜ 3 を満たす数字であることを説明する
ために用いられた教材である．一見何の変哲もない指数関数のグラフが並んでいるように見え
るが，実際の教材では座標軸の 1 目盛が 1 cm になるように正確に描画されている．このため，
学生は印刷教材上で定規を用いて接線の傾きを近似的に測定することができる．このように，
印刷配付教材上で実際に長さを測ることにより数学的な推論を支援するという方法は，既存の
教材作成手段では非常に困難だったと考えられる．
図 2 は全微分の数学的意味を説明するために用いられた教材である．まず，左の図は全微分
が表す関数

の微小変化を説明するために用いられる．次に，右の図は上記の微小

変化を関数

の偏微分を用いて近似的に表すとどうなるか説明するために用いられ

る．KETpic では 3 次元の描画において適切な陰線処理を自動的に施すことができるが，これ
により学習者は豊かな鳥瞰を得つつ理解を進めることができる．なおかつ，線種の変更や矢印
などのアクセサリーを利用することで，図の示す量と数式で表される量との対応づけを学習者
がしやすいように工夫されている．
これらの教材はいずれも薬学部 1 年の「基礎数学」の授業で使用したものであるが，プロジェ
クターに提示された図で説明を聞きながら，配付されたプリントに説明に沿ったポイントを書
き込んでいかれる点が，学習者にとっての大きなメリットである．また，TEX 文書の本文中
と同じ質の数式表現を図の中の任意の位置に配置することができるのも，既存の方法にはない
強みとなっている．
さらに次の図 3 は，統計学で扱われる「二項分布の正規分布による近似」を説明するために
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図 1

ネピアの数の説明で用いられた教材

図 2

全微分の説明で用いた教材
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二項分布の正規近似の説明で用いられた教材

用いられた教材である．左の図が二項分布の確率密度を，右の図が正規分布の確率密度をそれ
ぞれ表し，CAS の計算機能を用いて正確なグラフが描かれている．授業で使用する際にはこ
れらを別々の A4 用紙に印刷して配付し，それらを重ねて光にかざすことにより，これら 2 つ
の分布がよく近似しあうことを直接的に確かめることができる．非常に細かいことではある
が，既存の方法のように，たとえば CAS などのグラフィックス出力を pdf 形式などにフォー
マットして TEX 文書に取り込む方法では，このような 2 つの図をページの同じ位置にもって
くることが非常に難しい．したがって，同様の比較を印刷配付教材で行わせようとすると，学
習者にとってそれだけ負担がかかることになる．これに対し KETpic の場合には，layer とよ
ばれるレイアウト機能を用いることにより，印刷するページ内で図を配置する位置を微調整す
ることができる．
このように，単に正確で見やすい図を入れられるというだけでなく，実際に教材中で用いる
際の使い勝手がよく考慮されていることから，一部の高専数学教員に日常的な教材作成手段と
して好んで用いられているほか，全国の高専の数学教科書として最大のシェアをもつ，大日本
図書の教科書を編集する際にも用いられている．
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3．ワークショップ開催に至るいきさつ
前述の通り，日本の高等数学教育では，図の提示を含めたテクノロジーの利用があまり一般
的とはいえない．これは，CAS はもちろんのこと，Geogebra や Cinderella に代表される動的
幾何ソフト（DGS）などの教育利用が進む近年の欧米と極めて対照的な状況である．このよう
な差異が生じる原因については，やはり我々のアンケート調査の結果が参考になる．調査の中
で，図をあまり使わないと回答した教員に対してその理由を問うているが，技術的・時間的制
約のほかに，そもそも数学教育において図を多用することは好ましくないという考え方が根強
［3］
．このような考え方の根底には，「数学は公理系の
く存在することが明らかになっている［1］

当てはまるあらゆる対象を扱う一般的なものであるから，図の表示する特定の対象に意識が固
定されてしまうのは好ましくない」という意識が存在すると考えられる．現代数学の扱う幅広
い対象を想定すれば確かに一理あるのだが，実際に図を教材として日頃用いている立場からす
ると，特に応用志向の強い高専や理工系教養課程の数学教育においては，むしろ図を多用する
ことによって，数学的な概念に対する明確なイメージづけをすることの方が重要ではないか，
というのが実感である．
以上のような経緯から，KETpic を開発してきたグループでは，単にソフトを開発するにと
どまらず，その利用がもたらす教育効果に常に目を向けなくてはならないという問題意識を抱
くようになってきた．このため，科研費 4 や高専・長岡技科大連携教育研究助成の補助を受け
ながら，実験授業・脳機能計測等を通じた教育効果の検証を行ってきた．その中で，実験授業
からは一定の知見を得ることができているものの［4］，授業者と学習者の関係による影響など，
必ずしも普遍的でない要素が入ってくることが避けられず，より客観的に効果を検証できる認
知科学的な知見を追求してきた［5］．しかし，この試みは次の 2 つの点で困難さを伴う．
1．数学教育との関連で現代の認知科学が扱えているのは，四則演算や基本的な図形の認識
など単純なレベルの課題に限定される．高等数学教育が扱うような複雑な課題を対象と
する場合は，タスク設計の面で非常な繊細さが求められること．
2．実験授業にも通じることだが，比較対象となる既存の方法との間で鮮明な差異を見出す
ためには，テーマ選択や教材設計の点で KETpic 利用の利点が際立って発揮されるよう
な工夫が求められるが，これが必ずしも容易でないこと．
総じて，1 番目の要請からは単純なタスクが求められる一方で 2 番目の要請からは概して図
を本質的に必要とするような複雑なタスクが求められるという矛盾も抱えている．この矛盾を
かいくぐれるようなタスク設計が可能か否か，極めて不透明と言わざるを得ないが，それ以前
の問題として，一方の実験授業でも求められるような 2 番の要請を満たす教材作成に限って
も，これまでの取り組みが十分ではなかったのではないか，という指摘がグループの一部メン
バーから提起された．また 1 番目の要請に関しても，本当のところ KETpic の利点がどこにあっ
て，その利点が数学教育のどの部分に生かし得るのか，より詳細に分析しておく必要があると
の指摘も寄せられた．さらに，検証にあたるメンバー間で，そもそも KETpic を利用した教材
作成の技能が一様ではないという指摘もあった．

4
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このような状況に対する対応策を検討する際に，東邦大学薬学部が毎夏行っている「教育
ワークショップ」の方法が非常に参考になった．目的は我々の場合と同じく「教育改善」であ
り，教員を少人数のグループに分け，現在生じているいくつかの問題をグループごとに割り
振って，タスクフォースの支援を受けながら討議していくスタイルがとられている．さらに，
単に討議を続けるだけでなく，時間を細かく区切ってその都度小さな目標を定め，討議が一段
落するごとに結果を全参加者の前で発表し，質問などによるフィードバックを受けるというシ
ステムになっていて，最終的には一定の成果が求められることになる．これは「教材」という
成果物を得なくてはならない我々の状況に非常によくマッチすると考えられた．そこで，図 4
に示す開催案内の要領で「ワークショップ」を開催し，実験授業等に向けた教材作成を集中的
に行うと同時に，一部新たな参加者も招き入れ，どのような教材が彼らの授業設計上求められ
ているのか，というニーズを吸い上げることを試みることとした．
より具体的には，参加者をすでに KETpic をある程度使用できるグループ B（6 名）と初心
者に近いグループ A（8 名）とに分け，スモールグループディスカッションの形で討議を進め
ることとした．グループ A では，2 日目の前半まで KETpic の基本的なコマンドラインを確認
した後，それを踏まえて参加者が作ってみたいと考える教材を助言者のアドバイスを受けなが
ら作成し，全体討議の際にプレゼンするというサイクルを繰り返した．これに対しグループ B
では，脳機能計測の経験が豊富な木更津高専情報工学科・栗本教授の助言を受けながら，教材
を作成する上で KETpic を使用する利点を確認し，それを踏まえて，KETpic により作成された

教材の効果を検証する認知科学的な手段としてどのようなものがあり得るか，検討する作業を
1 日目に行った．2 日目からは，空間図形の描画や作表，スライド作成など，より高度な教材

を作成するための技法を確認しつつ，脳機能計測・実験授業に利用できる教材の作成を試みた．
4．計測・実験授業のスキーム
以下では，スモールグループディスカッションの討議・作業の流れに従って，その内容を
ピックアップして報告する．まず，教材を作成する上で KETpic を使用する利点として挙げら

れたのは以下の諸点である．

1．正確な長さ・形のグラフを印刷媒体上に提示できることにより，学習者に作業をさせな
がら体感的に数理的な概念を把握させられる点．
2．単色の線画により情報量を絞った形で 3 次元の図形を表示できることで，学習者が容易
に 3 次元の形状を把握できる点．
3．教員の立場から見たときに，CAS のプログラミング機能をうまく活用することにより，
適切なレイアウトや情報の添加が可能となり，手軽かつ自在に教材を作成できる点．
これらが利点のすべてではなく，また逆に，これらの利点が 100 パーセント正しいかどうか
検証を要する部分もあるが，本ワークショップでは上記を前提として，今後脳機能計測や実験
授業を行うスキームが討議された．討議は対象者・対象時点と対象となる教材作成手段を場合
分けし，それぞれの場合ごとに，どのような計測手段をとったらよいか，またどのような結果
が期待されるか，という切り口で行われた．その結果をまとめたのが表 1 である．
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図 4

ワークショップ開催案内
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計測スキームに関する討議結果

対象手段

検証方法

KETpic
教員

学生

作業中

学習中

手書き
Mathematica

嬉しい
EEG（中川・五感の計測）

図形学習

悲しい
悲しい

Maple

悲しい

KETpic

分かりやすい

手書き
Mathematica

解答時間の計測

Maple
学生

予想結果

平面・体性感覚
空間・情報制限

分かりにくい
分かりにくい
分かりにくい

視線の計測
NIRS（時間の計測）

体性感覚一致
空間認識のゆらぎ

また，計測や実験授業を実施するごとに，その学習目標・教授方略・学生の作業方略・対象者・
学生や教員の評価などを一覧にまとめた表を作成し，データベース化することが提案された．
これまで研究グループの関心はもっぱら学習者に向けられてきたが，本ワークショップで新
たに教材作成者である教員にも関心が向けられた点が注目される．これまで長岡技術科学大学
中川匡弘研究室では，脳波計測（EEG）から得られる時系列信号に対し，その分散特性を追
跡することで，被験者の感性を分析するアプローチが研究されている［6］．計測スキームとして
は，教材作成作業中における教員の喜怒哀楽の感情を推定することが考えられ，手軽さと自在
さに勝る KETpic を用いた場合，既存の教材作成手段を取った場合と比べて被験者の喜びの感

情が強く出てくるのではないかと予想された．ワークショップ終了後，三角形の内心の作図を
テーマとした教材の作成を例として，グループ内の教員 2 名を被験者とした脳波計測を試行し
て，現在その結果を分析中である．
5．提案された教材の事例とその後の試行
最後に本節では，ワークショップのいわば成果物（プロダクト）として提案された，今後の
実験授業・脳機能計測にかけ得る教材の事例を提示する．対象となるテーマは，定積分の定義
に用いられる区分求積法の理解である．
周知のように，定積分

を定義するためには，関数

のグラフと

軸とに

はさまれた部分を の区分値に応じて細分するという方法がとられる．細分された各部分の面
積は長方形の面積によって近似されるわけだが，最終的には分割数を増やしていった極限をと
らねばならないことになり，この極限操作の図形的意味をきちんと理解させるための補助教材
が必要なのではないかとの指摘があった．そこで，図 5 に示すような補助教材を作成した．こ
れは，区間の分割数を 2，4，8，16 と増やしていくことにより，長方形の面積の総和が本来求
めたい積分の値に近づいていくことを数値計算によって確かめさせることを目的としたものであ
る．これに対し図 6 は，教材の効果を検証するための確認テストとして用意されたものである．
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図 5

補助教材
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図 6

確認テスト

実験授業の方法としては，乱数を用いて学籍番号をもとに対象となる高専 2 年生のクラスを
2 分し，半分（統制群）には教科書のコピーのみを，もう半分（実験群）には加えて補助教材
を与えてそれぞれ 15 分自習させ，終了後にこれらの資料を回収した上で，全員に確認テスト
に 10 分で解答させるという手続きをとった．授業はグループメンバーが所属する木更津高専
と長野高専の各 1 クラスを対象に実施した．補助教材が効果を発揮し，実験群の解答状況が統
制群のそれよりも良好となることが期待されたが，実施結果は予想と反対になってしまった．
詳細は略すが，事後の会議で原因を検討したところ，数値計算の負荷が作成者の想定よりも学
生にとって重いものであったために，教科書のコピーで全体像を確認する時間的な余裕が却っ
て奪われてしまった可能性が指摘された．
そこで，補助教材の内容を数値計算から図的な理解に切り替え，同時に確認テストの内容も
より段階的になるようにして，図 7・図 8 のように作り変えた上で，同様の実験授業を実施し
た．対象は長野高専と沼津高専の各 1 クラスであった．確認テストの内容からわかる通り，補
助教材の効果が期待されるのは長方形の面積和の収束に関わる問 1 のみであり，この部分の正
解率によって効果の検証を行った．同時に問 2 から問 5 までは最終目標である問 6 に向けた誘
導となっており，各問の正解率を追跡することで，区分求積の概念を理解する上での大きな障
害がどこにあるか，追究することを試みた．
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表 2

確認テスト

問 1 に対する解答状況
実験群

統制群

正解者

被験者

正解者

被験者

長野

13

21

12

22

沼津

15

20

12

20

合計

28

41

24

42

被験者数と問 1 の正解者数を表 2 にまとめるが，この結果をもとにフィッシャーの正確検定
を行ったところ，p 値が 0.366 となって有意差を認めるまでには至らなかった．しかし，2 校
とも実験群と統制群の正解率に逆転は発生しておらず，少なからず補助教材の影響はあったも
のと推測される．また，問 2 以降の正解率を追っていくと，問 5 で大きく下落していることが
わかり，関数記号の認識に支障のある学生が少なくないことが明らかになった．ただし，問 5
と問 6 の正解率の間にも大きな乖離があることから，これ以外にも区分求積の理解を妨げる要
因が存在することが示唆される．本調査結果のさらなる詳細については，日本数学教育学会等
の場で公表していく予定である．
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6．まとめと今後の課題
単に討議するにとどまらず，具体的な成果物の産出を目指すというワークショップの言葉通
りの取り組みは，教材作成を目的としたものとしては珍しいものと考えられる．そこを起点と
して，実験授業の実施と結果の分析に至るサイクルを曲がりなりにも実現できたことは，今後
につながる一歩と言えるであろう．同時に，成果物の質を向上させるために，ワークショップ
の運営上留意すべき事項とは何か，検討していく必要がある．
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