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私たちは，平成 20 年度から 3 年間の計画で，日本学術振興会科学研究費補助金・基盤研究
（B）
『数学教育におけるリテラシーについてのシステミック・アプローチによる総合的研究』
を行ってまいりました。
この研究は、北原和夫・国際基督教大学教授が代表者の「科学技術の智プロジェクト」
（http://www.science-for-all.jp/）と深い関連を持ちながら進められました。本研究の代表者及
びメンバーの数名は、この科学技術リテラシー（学校教育を終えて社会に出た一般の成人が持
っていて欲しい、科学技術についての知識や技能や物の見方など）の具体像を作るプロジェク
トに数年間にわたり参画しており、本研究はそこでの研究成果をもとに始められました。本報
告書のいたるところにその影響を見ることができます。「科学技術の智プロジェクト」がなけ
れば、本研究はなかったと言っても過言ではありません。
そして、本研究を進めるに当り、多くの「科学技術の智プロジェクト」の方々にご支援をい
ただきました。それは、数学的リテラシーを考えるには、算数・数学教育をより広い視野から
見る必要があり、算数・数学教育を取り巻く多くの人々のご見識が必要不可欠であったからで
す。そこで、「科学技術の智プロジェクト」に属する、科学博物館に携わる科学教育研究者、
バイオカフェに携わる科学教育研究者、人間科学研究者、科学哲学研究者、数学者、技術科教
育研究者、そして、メディア関係者の方々に、ご講演やご寄稿をお願いしました。これによっ
て、数学的リテラシーだけではなく算数・数学教育そのものを、人間・社会・文化の広い視野
の中で考えることが可能になったとともに多面的に考えることも可能になりました。
本研究では、「科学技術の智プロジェクト」の方々のご支援をいただいたことから分かるよ
うに、「数学」を、人間だけではなく社会とも切り離せないものと考えており、何よりも、人
類が築いてきた文化の中で捉えようとしております。しかも、その人間を、学校だけではなく、
一生涯の中で考えようとしています。人間の生涯にとって、学校教育の期間は今ではほんの一
部分の間であり、人間は学校教育の数倍も長く生きています。算数・数学教育が、人間の生涯
すべてを視野に入れようとするのは自然のことではないでしょうか。しかも、社会は ICT を中
心にものすごい速さで変わっております。それだけに、学校教育だけを考えてきた算数・数学
教育は、発想の大きな転換が迫られるのではないでしょうか。
このように、算数・数学教育を、人間・社会・文化という大きな世界の中で捉えるとともに、
数学的リテラシーに関わる算数・数学教育を、その目的・目標、内容、方法、評価などの相互
関連のもとで捉えようとしました。それを「システミック」と表現しました。システミックと
は、メカニズムすなわち機械的に対するものと考えられています。システムとは、それがいく
つかの構成部分からできているときに、それぞれの構成部分が独自な機能を持ちつつ、さらに、
それぞれの構成部分が互いに関係していると考えられるものです。したがって、システミック
は、独自な機能を持ちつつ関連しあっているという意味合いで、全体的、生命的と和訳されて
います。つまり、本研究では、「システミック・アプローチ」によって、算数・数学教育の多
様な構成部分をその独自性と関連性から考察しようとしたものです。
また、数学的リテラシーを考える際の指針として、科学技術の智プロジェクトで学んだこと、
つまり、人類とは、地球とは、ということを考えることを大切にしました。とりわけ、現在の
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大きな課題である、地球の持続可能性と民主的な社会を念頭に置きました。算数・数学教育は、
ともすると、算数・数学をいかに身に付けさせるかという手続き論に陥りがちです。そして、
いつの間にか、テスト主義の算数・数学、篩（ふるい）としての算数・数学になりがちです。
教育においては、未来像、理念や理想、目的や目標を、絶えず考えていることが必要不可欠だ
と思うのです。
そして、この研究を通して、「数学的リテラシーを考えるには」、または、「人間の生涯とか
社会を意識した算数・数学の教育目標を考えるには」、どのように考えればよいのか、何を考
えなければいけないのか、何をもとに考えればよいのかなど、数学的リテラシーを考える枠組
みたいなものを少しでも明確にできたらと考えてきました。
一方で、この研究会では、数学的リテラシーの考察を課題としつつ、それをもとに算数・数
学教育について自由に考えて話し合うということも大切にしてきました。それは本報告書にも
生きており、参加メンバーの方々には、この 3 年間に考えたことを自由に書いていただきまし
た。
数学的リテラシーを考えるには、話し合いで互いの見方や考え方が変化していくという「対
話」こそが適していると思われます。そこで、本報告書がそのような対話の源泉となることを
願っております。また，本研究会を組織するに当り、算数・数学教育に関してできるだけ多様
な考え・分野の方にご参加いただくことを考えました。それは多様な考えがあってこそ、対話
が意義あるものになると考えたからです。実際、そのような対話のもとの研究会を通して、多
くのことを学ぶことができました。したがいまして、本報告書の内容は、メンバー各自の数学
的リテラシーに関する独自の考えによって構成するようにしました。また、本報告書に示され
ている研究メンバーの考えは，研究メンバーが研究会での討議を経て個人の考えを述べたもの
であり，所属機関を代表して述べたものではないこともお伝えしておきます。
お忙しい中，本研究にご協力いただきました研究メンバーをはじめ多くの方々に心より感謝
申し上げます。特に、長尾篤志先生、西村圭一先生には国立教育政策研究所での会合でお世話
になり、また、阿部好貴先生、松島充先生には研究と事務の両面で助けていただきました。ま
た、本研究の遂行に当たっては、国立教育政策研究所と静岡大学教育学部の事務の方々には大
変お世話になりました。特に、熊岡昌子さん、阿部浩子さん、内藤彰与さんには心より感謝申
し上げます。そして、今回の研究を終えることができたのは、静岡大学教職大学院の方々と、
山田美紀子さん、英美さん、陽一さんのお蔭だと思っております。改めて、多くの皆様に心よ
りお礼申し上げます。
平成 23 年 3 月
研究代表者 長崎栄三
静岡大学大学院教育学研究科

＊この電子版は、平成 23 年 3 月に発行した本報告書の誤字・脱字等を修正したものです。
平成 23 年 5 月

長崎栄三

＊＊この増補版は、平成 23 年 5 月の電子版に、付録として「議事要録」を追加したものです。
平成 24 年 3 月
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研究の概要
2008 年度（第 1 年次）
数学的リテラシーの数学教育学に立った概念化と構成要素を日本･諸外国の数学教育学の文献を
基に検討した。その結果、数学的リテラシーは、数学化された社会において、教養から識字、智の
変化と全体的に変化するとともに、文化的知識から批判的能力へと変化し、数学の知識面から方法
面へと変化してきていることが確認された。また、背景となる数学教育の目的を考えるには、将来
の社会像、人間観、数学観が必要であることが示された。数学的リテラシーを考える構成要素は、
日・米・PISA などの先行研究の分析から、数学の本質と特徴、内容、方法からなることが明らかに
された。そこでは、リテラシーとしての能力面の重視や、自己評価能力も含められることが論じら
れた。さらに、数学的リテラシーの育成方法の研究方法として、教室に基づく研究と質的な研究の
重要性が確認された。
また、フィンランドやオランダという PISA 調査で数学的リテラシーで好成果を挙げた国を分析
した。これらの国々では、子どもと数学が離れていない要因として、社会全体が数学学習を大切に
していること、そして、大学入試がなく高大接続が円滑に進められていることなどが指摘された。
わが国の状況についても、PISA、知識と活用などから検討された。
さらに、社会における数学的リテラシーの保持･発展の方法を明らかにするために、科学博物館や
サイエンスカフェの実践を検討した。その結果、科学的リテラシーについては、社会に積極的に普
及が図られており、そこでは科学コミュニケーションのあり方が中心的な課題であることが分かっ
た。
2009 年度（第 2 年次）
数学的リテラシーについて、第 1 年次に続き、数学教育学の文献や実践研究の結果をもとに検討
した。その結果、数学的リテラシーの構成要素として、モニター・自己評価・コントロールなどの
メタ認知能力や、
局所的とともに大局的論証能力が注目され、
数学的リテラシーを育成する上での、
数学の概念理解と能力形成の均衡の必要性、問題解決における予想や比較の重要性が検討された。
また、
メタ認知研究における質問紙調査法が数学的リテラシーの研究法としても有効であることや、
図形指導において、数学的リテラシーを人間形成的・実用的・文化的の 3 つの教育的価値から考え
られることが示された。さらに、算数の授業実践で、数学的リテラシーにつながる意思決定能力や
話し合いながら考える力などの算数の力が育成できそうなことが示され、このような従来もあった
と思われる授業を数学的リテラシーというより包括的な概念で捉え直して新たな方向性を見出そう
とするところに意義があることが確認された。また、人間科学・社会科学の立場から、人間はチン
パンジーであるがその社会性に大きな特徴があり、外部記憶装置を持つことも特徴であると説明さ
れ、そして、一般の人が人間科学・社会科学のリテラシーを持つとは、自然や人間・社会を時間軸
という視座から理解することだと確認された。さらに、数学的リテラシーについて、数学の本質・
概念・能力・活用事例からなる 4 元モデルが提案され、また、日本社会における教養概念の変化に
ついて検討された。
これらに基づいて、次年度に向けて、次の 6 つの視点；数学教育学における数学的リテラシーの
概念化、数学的リテラシーの構成要素の構成、個人の生涯の数学的リテラシーのモデルの考案、学
6
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校における数学的リテラシーの育成のためのカリキュラムの構成、数学的リテラシーを育成する上
での教師のあり方の考察、社会における数学的リテラシー育成の考察、から検討を始めた。
2010 年度（第 3 年次）
数学的リテラシーについて、第 2 年次に続き、6 つの視点から検討した。
（1）数学教育学におけ
る数学的リテラシーの概念化については、
「科学とは」ということが科学と非科学とを区別する基準
を考える「線引き問題」をもとに考察され、
「数学とは」ということが数学の歴史、数学の応用、数
学の認識の仕方などから考察された。また、数学観についても無謬主義と可謬主義の 2 つの考え方
から考察された。さらに、数学教育学のあり方にも言及された。
（2）数学的リテラシーの構成要素
の構成については、科学技術の智プロジェクトの数理科学専門部会報告書などの検討をもとに考察
されるとともに、現代社会の必要性から考察された。特に、数学的モデル化能力や統計的思考力や
批判的思考の重要性が論じられた。また、現代社会の必要性から数学的リテラシーの構成要素が論
じられた。
（3）個人の生涯の数学的リテラシーのモデルの考案については、それぞれの年齢段階で
読む本や文書を数学的リテラシー、特に算数・数学の力の観点から分析することにした。また、児
童・生徒を対象にした数学的リテラシーの調査問題を作成して、同じ問題に対する反応の違いを分
析することにした。
（4）学校における数学的リテラシーの育成のためのカリキュラムの構成につい
ては、数学を学ぶ意義を実感させる指導が論じられた。また、数学的リテラシーを育成するカリキ
ュラムの枠組みも検討された。さらに、小学校における算数の力の育成を目指した授業について検
討を行い、第 6 学年での「単位当たりの量」
「比例配分」などの授業を実施し、検討した。
（5）数
学的リテラシーを育成する上での教師のあり方の考察については、北海道の中学校数学教師に対す
る調査結果をもとに教師のあり方が考察された。そして、数学的リテラシーの育成に関して、日本
数学教育学会論文発表会での調査結果をもとに、高等学校の数学教師を対象とした調査が実施され
た。
（6）社会における数学的リテラシー育成の考察については、社会で一般人が数学的リテラシー
を保持・発展させる枠組みについて、ビジネスでの数学力などが議論された。また、全国の科学博
物館・科学館等が、算数・数学や算数・数学教育に関するどのような展示・事業・報告書作成等を
行っているかを明らかにするための調査が実施された。
そして、3 年間の議論をまとめて報告書を作成した。
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課題ごとに見た各論文
「数学教育におけるリテラシーについてのシステミック・アプローチによる総合的研究」では、次
の 5 つの課題を設定して、研究を行った。
１．数学教育学の中に数学的リテラシー論を理論的に位置付けること。
２．数学教育学の立場から数学的リテラシーの構成要素を明らかにすること。
３．個人の生涯における数学的リテラシーの様相のモデルを考案すること。
４．学校において数学的リテラシーを育成するためのカリキュラムの枠組みを構成すること。
５．学校において数学的リテラシーを育成する教師のあり方を明らかにすること。
６．社会で一般人が数学的リテラシーを保持・発展させる枠組みを構成すること。
本報告書に掲載されている論文を、上記の課題で分けると次の通りである。なお、論文によっては
複数の課題に応えるものもあるが、１つの課題に分けている。
１．数学教育学の中に数学的リテラシー論を理論的に位置付けること。
数学的リテラシーの育成が求められる社会的背景

山口武志

12

数学教育における統計指導の課題とリテラシー

久保良宏

31

すべての人々にとっての数学的リテラシーとは

國宗 進

63

数学的リテラシー研究における学際性と独自性

阿部好貴

67

言葉から見たリテラシーや教養

長崎栄三

69

数学的リテラシーに関する研究動向

阿部好貴

82

社会における人間の生涯を視野においた算数・数学教育

長崎栄三

91

数学的リテラシーからみえる数学教育学の課題と展望

岩崎秀樹

101

服部裕一郎
数学的リテラシー論の立場からの学校数学の目標の再考

清水美憲

114

知識基盤社会の特質と数学的リテラシー

山口武志

124

教育における批判的思考とリテラシー

久保良宏

157

オランダにおける数学的リテラシーの育成

大谷 実

167

高等学校数学と数学的リテラシー

長尾篤志

177

ヒトはどのように特別なチンパンジーか

長谷川寿一

237

「科学とは？」とは？

戸田山和久

251

数学とは

森田康夫

271

２．数学教育学の立場から数学的リテラシーの構成要素を明らかにすること。
「数学」と「数学教育」と「数学的リテラシー」

熊倉啓之

14

「現在と将来にとって」，「すべての人にとって」の算数・数学教育という視点

近藤 裕

19

創造的思考力の育成を図る算数・数学授業を考える

松島 充

29

価値観に基づく意思決定力を数学的リテラシーの構成要素に

島田 功

37

小学校における「リテラシー」について

島﨑 晃

44
316

算数・数学の力
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３．個人の生涯における数学的リテラシーの様相のモデルを考案すること。
考える過程にみられる数学の方法の価値を明らかにすること

太田伸也

16

小学校算数における批判的思考力の育成

小田友美

50

中学校数学科における批判的思考力の育成をめざして

望月美樹

55

個人の生涯における数学的リテラシーの様相モデルの検討

太田伸也他

187

数学的モデル化能力の育成について

西村圭一

132

４．学校において数学的リテラシーを育成するためのカリキュラムの枠組みを構成すること。
卓越した数学的リテラシーを育成するために

西村圭一

24

数学的リテラシーを育成する単元の構成に向けて

日野圭子

40

算数授業の積み重ねからみたリテラシーの一様相

清水壽典

48

知的好奇心を育むために

牛場正則

53

批判的思考力の育成を

長尾篤志

60

教科教育学のよりよい構築のために

上田雅也

65

自らの学習理解を的確に捉えることのできる能力の育成

二宮裕之

146

文部科学省研究開発学校における技術リテラシー育成を目指す

山崎貞登

195

数学的リテラシーを育成する授業

小田友美

284

多様な考えを統合する力を目指す比の指導

佐藤裕二

300

義務教育を一貫した教育課程研究の現状と課題

５．学校において数学的リテラシーを育成する教師のあり方を明らかにすること。
考える過程にみられる数学の方法の価値を明らかにすること

太田伸也

16

自らの学習理解を的確に捉えることのできる能力の育成

二宮裕之

27

統計的リテラシー・統計的推論・統計的思考

柗元新一郎

33

「予想」や「比較」を取り入れることを通して

相馬一彦

42

算数の授業を通して育てる力（算数的リテラシー）について考える

滝井 章

46

６．社会で一般人が数学的リテラシーを保持・発展させる枠組みを構成すること。
社会で一般人が数学的リテラシーを保持・発展させる枠組みを考える

重松敬一

21

「数学を学んでおけば困らない」

早川信夫

74

数学と新聞

保坂直紀

76

一記者から見た数学の現状と対策

谷島宣之

78

科学系博物館における科学リテラシー涵養活動の創造

小川義和

206

サイエンスコミュニケーションを通じて培われる科学リテラシー

佐々義子

221
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10

本研究を通して数学的リテラシーについて
考えたこと
この研究会では、数学的リテラシーに焦点を当てて、多様な発表と議論が展開され
た。それは、ある意味では、数学的リテラシーを考えるということは、算数・数学教
育全体にわたるからである。
そのような発表や議論を通して考えたことを、自由に 2 頁程度にまとめたものであ
る。主題は、多岐にわたっており、いずれも数学的リテラシーの研究にとって、重要
な知見、提案、問題提起などとなっている。主題は次の通りである。
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

数学的リテラシーの育成が求められる社会的背景
「数学」と「数学教育」と「数学的リテラシー」
考える過程にみられる数学の方法の価値を明らかにすること
「現在と将来にとって」，「すべての人にとって」の算数・数学教育という視点
社会で一般人が数学的リテラシーを保持・発展させる枠組みを考える
卓越した数学的リテラシーを育成するために
自らの学習理解を的確に捉えることのできる能力の育成
創造的思考力の育成を図る算数・数学授業を考える
数学教育における統計指導の課題とリテラシー
統計的リテラシー・統計的推論・統計的思考
価値観に基づく意思決定力を数学的リテラシーの構成要素に
数学的リテラシーを育成する単元の構成に向けて
「予想」や「比較」を取り入れることを通して
小学校における「リテラシー」について
算数の授業を通して育てる力（算数的リテラシー）について考える
算数授業の積み重ねからみたリテラシーの一様相
小学校算数における批判的思考力の育成
知的好奇心を育むために
中学校数学科における批判的思考力の育成をめざして
批判的思考力の育成を
すべての人々にとっての数学的リテラシーとは
教科教育学のよりよい構築のために
数学的リテラシー研究における学際性と独自性
言葉から見たリテラシーや教養
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数学的リテラシーの育成が求められる社会的背景
山口 武志
鹿児島大学教育学部
１．数学的リテラシーに対する問題意識
本科研研究がスタートした当初に抱いていた素朴な疑問は，
「何故，今日において，数学的リテラ
シーが強調されているのか？」ということであった。これまでの数学教育の変遷は，その時代や社
会の要請に対応した結果とみることができるが，上述の疑問について，
「現代社会が数学的リテラシ
ーの育成を要請している」ということが当時の漠然とした見方であった。
一方，数学的リテラシーが注目され強調されるようになった直接的な要因の一つは OECD・PISA
調査であろう。調査結果の考察は勿論のこと，PISA 調査の理論的枠組みやそれが実施されるに至
った背景から，数学教育的な課題を明確にすることが重要といえる。その意味で，PISA 調査の評
価枠組みの理論的基盤に「数学化サイクル」が位置づけられていることが筆者の興味を引いた。た
だし，いわゆる問題解決過程やモデル化過程と，数学的リテラシーとの関連に関する疑問が残って
いた。
筆者の中でこれら二つをつなぎ，課題意識を鮮明にするきっかけになったのが，Jablonka &
Gellert（2007）による「数学化（mathematisation）－脱数学化 （demathematisation）
」と題す
る論考であった。この論文の概要と筆者なりの課題意識については，本科研研究会において既に発
表（山口，2008）しているが，以下では，それを要約しながら，その後に考えたことを追記したい。
２．
「知識基盤社会」における個人と社会：２つの数学化
「数学化のない数学はない」とは Freudenthal の言葉（1973，p.134）である。Freudenthal に
とって，数学化は，数学を活動的かつ創造的なものとして学習指導するという教授思想を敷衍する
用語であった。Jablonka らは，Freudenthal を起点とする数学化に関する先行研究を丹念に概観
した上で，そうした先行研究の基盤になっている数学化を「教授原理としての数学化」として特徴
づけている。要するに，これらの研究における数学化は数学的内容や数学的構造に向きづけられて
いるものであり，数学化は数学的内容や構造の習得のための教授原理として機能する，というのが
彼らの主張である。言い換えれば，
「教授原理としての数学化」は，数学的内容なり数学的構造の形
成を指向する数学化であり，その視点はいわば教室に限定されたものである。
一方，教室を越えた社会に視点を移し，その社会における個人に注目したとき，数学化という用
語は別の意味を帯びてくる。Jablonka らのいう「社会的過程としての数学化」は，社会の構成員と
しての個人が社会を紐解き理解する上での数学化の役割や意義を示すものである。
「社会が数学化されるほど，個人は脱数学化される」とは Keitel の言葉である（Keitel，1997，
p.2）が，情報化が加速する現代において，社会には IT が溢れ，それを支える数学はますます高度
になっている。その一方で，現代に生きる個人は，IT を媒介としながら，数学の恩恵を受けている
にもかかわらず，
それを十分に認識しないまま，
数学を縁遠いものと感じるようになってきている。
Keitel の上述の言葉は，
「知識基盤社会」とよばれる現代の社会構造とそこに生きる個人の数学的
アンバランスを象徴した言葉とみることができる。
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Jablonka や Keitel らは，こうした数学的アンバランスの好例として「テクノロジー」をとりあ
げている。例えば，今日のコンピュータに代表される様々なテクノロジーは，高度な数学によって
支えられているが，テクノロジーを利用する多くのエンドユーザーにとって，テクノロジー内部で
駆動する数学はいわばブラックボックス化されており，通常，意識されない。その意味で，テクノ
ロジーに埋め込まれブラックボックス化した数学は，一種の「暗黙的な（implicit）数学」になる。
その意味で，高度に「数学化」されたテクノロジーとは対照的に，テクノロジーのエンドユーザー
としての個人にとって，数学はますます無縁な存在として映る。Keitel らはそのような個人の状況
を「脱数学化」と表現した。
このように，Jablonka や Keitel らにとってのテクノロジーは，高度に数学化された現代社会の
象徴であり，我々はそのような高度に数学化された社会において，意識するしないにかかわらず，
脱数学化された個人として生活していることになる。
「実体化された抽象とともに生きること(living
with realized abstraction)」
（Jablonka & Gellert，2007，p.7）という Jablonka らの言葉は，こ
うした現代社会とそこに生きる個人の数学的関係を的確にとらえた言葉といえる。
３．
「数学化－脱数学化」という視点が示唆するもの
Jablonka らの主張の核心は，従来の「教授原理としての数学化」では十分に認識されていなかっ
た「社会的過程としての数学化」の重要性を指摘した点にある。高度に数学化された知識基盤社会
では，程度の差はあっても，一人一人の個人は脱数学化の方向に向かわざるを得ない。今まで以上
のスピードで個人が脱数学化に晒される現代だからこそ，それに見合った数学的能力が求められて
いるといえる。
冒頭で述べた「何故，今日において，数学的リテラシーが強調されているのか？」について，筆
者なりに自問自答した結果を簡潔に述べるならば，≪「数学化された社会に生きる脱数学化された
個人」という特質を有する「知識基盤社会」だからこそ，数学的リテラシーが求められている。≫
ということになる。脱数学化の波に常に晒される個人が数学化された現代社会で生き抜くための新
しい力として数学的リテラシーをとらえなおし，その構造化を図っていくことは，算数・数学教育
に課せられた今日的な課題であると考える。
その際，筆者は，多様化した個人の価値認識に注目することが重要であると考える。つまり，
「数
学化された社会」を読み解く能力は，
「数学化された社会」に生きる個人に依存しており，その個人
の社会における生き方や価値認識に応じて多様であると考えられるからである。数学的リテラシー
に限らず，リテラシーに関する議論では，個人を超えた「共通性」が前提となっていると考えられ
るから，個々人の多様性に注目することは，リテラシーの概念に矛盾するものかもしれない。しか
し，数学的リテラシーの構造化を図るプロセスにおいては，こうした矛盾する視点から，あえて議
論を展開することも重要ではないかと考える。
【引用・参考文献】
Freudenthal,H.(1973), Mathematics as an educational task, D.Reidel Publishing Company.
Jablonka, E. & Gellert, U.(2007), Mathematisation－Demathematisation. Gellert, U. & Jablonka, E.
(eds.), Mathematisation－Demathematisation: Social, philosophical and educational ramifications.
Sense Publishers, pp.1-18.
Keitel,C.(1997), Perspectives of mathematics education for 21st century－Mathematical curricula:
For whom and whose benefits ?，日本数学教育学会第 30 回数学教育論文発表会全体講演資料．
山口武志(2008)，
「数学的リテラシーの基盤としての２つの数学化」
，平成 20 年度第２回研究会資料（平
成 20 年 10 月 19 日，国立教育政策研究所）
．
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「数学」と「数学教育」と「数学的リテラシー」
熊倉 啓之
静岡大学
１．
「数学」
「数学」
（算数も含む）とはどのような学問であろうか。これについては，次のように様々な人が
様々な捉え方，表現の仕方をしている。
ア．自然という偉大な本を読むには，その本が書かれている言語を知らなければならない。そしてその言語は，
数学なのだ。
（ガリレオ・ガリレイ，17C）
イ．数学－それは…科学の確固たる基礎であり，人間のためのあらゆる利益のゆたかな源泉である…数学はわれ
われに生活上の大きな喜びを与えているといえる。健康やゆたかさや仕事上の利益などの点でも，われわれは
数学のおかげをこうむっているのである。
（バロウ，17C）
ウ．最も古い学問である数学は，同時に，自然科学だけでなく人間活動の多種多様な分野とも，絶えず結びつき
を広げつつ，嵐のように発展する永久に若い学問である。
（M.V.ケルディシュ，20C）
エ．数学とは，考えることが真の喜びとなっているすべての人々のために開かれた，すばらしい大きな風景画で
ある。
（フックス，20C）
オ．数学とはどういうものかというと，自らの情緒を外に表現することによって作り出す学問芸術の１つであっ
て，知性の文字盤に，欧米人が数学と呼んでいる形式に表現するものである。
（岡潔，2006）
カ．「数学とは何か」という疑問の答えは，歴史とともに何度も生まれ変わっている。（中略）数学は，数，形，
運動，変化，空間，そして，これらを研究するのに使われる数学的な道具の学問である。（キースデブリン，
1995/2006/2007）
キ．数学とはパターンの科学である。「数学をする」とは，パターンについて推論を行うことだ。
（キースデブリ
ン，2006）
ク．数学は，望遠鏡であり，マジックであり，恋文であり，リベラルアーツである。
（宇野勝博，2008）
ケ．数学の基礎は数と図形であり，抽象化した概念を論理によって体系化したものであり，抽象と論理を重視す
る記述言語であり，普遍的な構造の学として諸科学に開かれたものである。
（科学技術の智プロジェクト数理科
学専門部会，2008）
コ．数学とは，現実の世界にある色々なものを認識するために使える，バーチャルな世界の便利な物差しである。
（森田康夫，2010）

このように，
「数学」という学問は，
「科学的」
「道具的」
「言語的」
「論理的」
「抽象的」
「構造的」
「人間的」
「文化的」
「芸術的」等々，実に様々な側面を有していることがわかる。同時にまた，人
類の発展に大きく関わっていることがわかる。
２．
「数学」と「数学教育」
「数学」という学問について，教師は「何のために」教えるのか，そして「何を」
「いつ」
「どの
ように」教えるのか，これらのことを追究し実践する活動が「数学教育」である。このうち，
「何の
ために」教えるのかは，数学教育の目的に関わる。数学教育の目的としては，次の 3 つを挙げるこ
とができる（長崎他，2007）
。
① 人間形成的目的

② 実用的目的

③ 文化的目的
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「何を」
「いつ」
「どのように」教えるのかは，これら 3 つの目的に，子どもの「発達段階」
「理
解・能力の実態」
「進路希望」等を考慮して決めるものと考える。
また，
「何を」は，
「数学」に関わる知識・技能，及び能力・態度等である。能力や態度は，知識
や技能を教えることを通して自然に身に付くものと捉えるのではなく，教師が意図して教えるべき
内容であると考える。
３．
「数学」と「数学教育」と「数学的リテラシー」
「数学教育」が対象とする「何を」のうち，特に，すべての社会人が身に付けてほしい内容－「数
学」に関わる知識・技能，及び能力・態度等－が「数学的リテラシー」である。
（１）
「数学的リテラシー」の「何を」
「数学的リテラシー」の具体的な内容として，次のような項目が考えられる。
① 算数・数学に関わる知識・技能
ア．数（実数）の表記と四則計算

イ．比と割合，確率の意味

ウ．基本図形の意味と性質，計量

エ．長さ，重さ，時間等の意味と計算

オ．未知の数量を求める方法

カ．基本的な変化の仕方と調べる方法

キ．統計グラフや表等の意味と表現方法
ク．算数・数学が社会に果たす役割（数学を学ぶ意義）など
② 算数・数学に関わる能力
ケ．数学的な思考力（推論する力，多様に考える力，統合・発展・一般化する力等）
コ．数学的な表現力・コミュニケーション能力
③ 算数・数学に対する態度
サ．身近な問題の解決に算数・数学を使おうとする態度

シ．文化として楽しむ態度

（２）
「数学的リテラシー」の「いつ」
「数学的リテラシー」を「いつ」教えるかは，基本的に義務教育段階であると考える。しかし，
高等学校以降の段階においても，
「数学的リテラシー」に関して理解を深めたり，能力を伸ばしたり
するための教育は行われてよいであろう。一方で，義務教育で教える内容は，
「数学的リテラシー」
と必ずしも一致するとは考えない。将来の可能性を広げる意味で，
「数学的リテラシー」から外れる
内容を教えてもよいと考える。
学校段階で指導する内容と「数学的リテラシー」の関係
小学校

中学校

高等学校

それ以降

※斜線部が「数学的リテラシー」の内容

【引用・参考文献】
科学技術の智プロジェクト数理科学専門部会(2008)『科学技術の智プロジェクト数理科学専門部会報告
書』科学技術の智プロジェクト．
キース・デブリン(1995)『数学：パターンの科学』日経サイエンス社／(2007)『数学する本能』日本評
論社／(2007)『数学する遺伝子』早川書房．
長崎栄三，滝井章(2007)『何のための算数教育か』東洋館．
岡潔(2006)『春宵十話』光文社文庫．
宇野勝博(2008)『きらめく数学』プレアデス出版．
ヴィルチュエンコ(1989)『数学名言集』大竹出版．
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考える過程にみられる数学の方法の価値を明らかにすること
太田 伸也
東京学芸大学自然科学系
１．はじめに
子どもの数学的活動や成人にとって必要な数学を考えるとき，もっと数学の方法に光をあて，そ
の価値を意識的に議論の対象にしていく必要がある。
数学的リテラシーについて考える機会を得て，
この思いをいっそう強くした。
学習において内容と方法は切り離すことはできないが，将来にわたって活かされるのは学習で得
られる数学の内容よりも，考える過程で用いられる方法の方が大きな役割を果たすのではないかと
考えるようになった。しかしながら，授業研究等の場面では，扱われている数学の内容が議論の中
心になり，
考える過程で使われている数学の方法は副次的なものになってしまうことがある。
仮に，
問題解決に至らなかったとしても，その過程で発揮されている見方や取り組む過程に埋め込まれて
いる数学の方法の価値が認識されるべきである。このことを，これまでの自分の実践研究で扱った
3 つの事例を通して振り返ってみたい。
２．空間図形をとらえる視点を決めること
３次元空間での問題を解決するときには，空間図形の見方を見出したり選択したりすること，た
とえば直線や平面の運動をある平面への正射影で把握したり，都合のよい平面での切り口を見出し
たりすることが，重要な役割を果たしている。このような活動については，問題を解決できたかど
うかとは独立に価値を認めてよい。
たとえば，
「三角錐の頂点から底面への垂線の足を求める問題」を扱った授業（太田・外崎，2008）
で，中学 2 年の生徒が次のように解決した。

O1

生徒「展開図から側面の三角形を回転させて

O2

O’

O3

O’’

反対側まで折り曲げたときの点をとった。
もとの点と結ぶと，辺と垂直になり，
この直線上に高さの線がくる。
」
（図 1）

H

N

H

K

O1
S
S
図 1 展開図から三角錐をつくるときの側面の動きを
正射影でとらえる

研究協議では，対称点をとったこと，展開
図で側面の三角形の頂点から底辺への垂線に

気づいたことが評価されたが，次の活動にもっと光をあてて議論すべきであった。
・三角錐の頂点から底面への垂線について，見る方向を決めて正射影を考えたこと。
・工作用紙で作った模型を動かす試行錯誤を通して，側面の回転移動を見出したこと。
・最終的に 3 次元の問題を 2 次元の問題に帰着させたこと。
・作図の結果を組み立てた模型に照らして確かめたこと。
このように振り返るとき，これらの活動は問題の解決に至らなかった生徒にも見られたというこ
とを忘れないようにしなければならない。たとえば，模型を真上から見ながら観察していたこと，
垂線の線分を鉛筆等に置き換えて観察しながら切断面を見出していたこと等である。底面の三角形
の要素と関連づけることができず解決に至らなかったが故に，これらの活動の価値は子ども自身も
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N

認識しないまま通り過ぎたかもしれない。しかし，模型等を観察する視点を自ら決めたり変更した
りしながら考えていたのであれば，その価値が認められてよいはずである。実際，日常生活におけ
る移動，地図等の読みや表現，物理的モデルとしての空間図形の利用や検証等々，空間を把握する
ときの視点の決定や変更は多くの場面で使われる能力であろう。
３．視点の変更
今回の研究会でのいろいろな分野の専門家の方々の話からも，数学の方法の重要性について考え
させられることが多かった。関連して，以前，山形氏（弘前大学教育学部，幾何学分野）が中学生
を対象に行ったボロノイ図をテーマとする授業も数学の方法に焦点を当てる典型であったことを思
い出した。
（山形，2005）
（太田，2008）
広い野原の草刈りをするという状況設定で，休憩場所をどこにつくるのがよいかを考えるという
問題として扱っていたが，そのときに盛んに強調されたのが「視点の変更」の価値であった。具体
的には，図 2 のように自分の位置を中心に距離を考えるという視点から，いくつかある休憩場所（ボ
ロノイ図の母点）からの距離を考えるという視点への変更に，

l1

どのような試行錯誤を通して気づいていくかという

●
●

●

ことをねらいとしていたものである。氏の授業設計には，

１
２

③

次のように書かれている。

①
③

②

●

３

●

「・・・ボロノイ図を完成させるために，次のことを生徒に

●

①

l4

④
●４

強く意識させるようにした。

●

（ｂ）現在地が移動することにより，休憩場所はより近い場所

l2
●

（ａ）草を刈っている地点（現在地）からどこの休憩場所に
行くのか。
・・・
（中略）

l6
５

l5

図 2 ボロノイ図を考えるときの
視点の変更（山形．2005）

に行くということを自然と意識するようになるまで，
何回も休憩場所へ行くということを繰り返す。
（ｃ）
現在地が移動することにより，
（近い）
休憩場所も変わるということを気づかせるようにする。
（ｄ）現在地が変わったときに，休憩場所も変わった。そのことに注目させる。このためには，現
在地をより細かくとってみる必要がある。
（ｅ）現在地から休憩場所を選択するということから，逆に休憩場所から草刈り場所というように
発想の転換ができるようにする。
（ｆ）以上のことが生徒にとって自然に沸き上がるまで，現在地をできるだけ多く（いやになるく
らい）とって，試行錯誤を繰り返す。
（以下略）
」
（山形，2005）
この授業について，参観者から「もっと効率的に垂直二等分線に気づかせて作業させた方がよい
のではないか」等の声があった。授業のねらいを「垂直二等分線の作図の応用」
「ボロノイ図につい
て知ること（理解すること」
）に置くか，この題材を通して現れる数学の方法に置くかという違いで
あった。数学者の立場として，山形氏は次のように述べている。
「･･･ボロノイ図は教材として有用であることを確信することができた。これは，具体的状況の中か
ら数学の問題として捉えることができ，数学の問題をより実際の場面に近い日常生活の中にあるよ
うな舞台を設定することができるからである。･･･（中略）･･･そして，生徒自身にとって未知の問
題に出会ったとき，解決のために問題を単純化したり，理想化したり，あるいは特殊化したりと問
題の中にある数学的な仕組みを探るためにいろいろと試行錯誤をする行為を十分経験することがで
きる。そのような行為が数学の問題を解く本質的な一つの方法である。
」
これを数学の力としてとらえ価値付けることができるようにするために，子どもの活動にみられ
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l3

②

る数学の方法を具体的に把握し議論の場で明らかにすることが必要であることを強く感じている。
４．子どもが考える過程の把握－教員養成の立場から
数学的に考える過程の価値を認めることができるようにするために，学生が自らの問題解決過程
を考察対象として思考の様相を理解する試みや，授業記録を読み解釈する試み等を行ってきた。こ
れには一定の成果が得られているが，教育実習等での授業観察では，教師の動きを追い子どもの活
動を見ていない，子どもの活動を捉えた授業記録がとれない，正しく解決できたか否かという視点
からだけ子どもの活動を解釈してしまう等，なかなか子どもの考える過程をとらえる活動が転移し
ないという問題点が残されていた。そこで，学生が授業中の子どもの思考を把握できるようにする
ための教材として，子どもの試行錯誤を捉えた映像を利用し，ＶＴＲから記録をとり解釈するとい
う活動を取り入れたところ，一定の効果がみられた。
（太田，2010）
利用した映像は，
「1 辺 10cm の正四面体を各辺の中点を通る平面で切断し 1 辺 5cm の正四面体 4
つを取り除くとどんな立体ができるか」を考えている 1 人の子どもの活動を約 20 分間（手元だけ）
追ったものである。内部にできる正八面体に気づくまでに，1 辺 5cm の正四面体 4 つを作り，その
内部にできる立体が何になるかを考え，正四面体 2 個を組み合わせた（デルタ六面体）→正四面体
の１つの面を切り離して正三角形の面を追加するが凹みができた（図 3）→正四面体の 1 つの頂点
に集まる 3 つの正三角形をそのままにしてはできないことに気付き１つの辺を切り離してそこに面
を追加し頂点の合同を見出す，という過程である。

図 3 正八面体の頂点に集まる面の数
に着目するまでの視点の変更

生徒の思考について学生の解釈が分かれる部分もあったが，再度映像で子どもの活動を時間経過と
ともに見直し，試行錯誤の過程には，展開図からの構成，正多角形の定義や頂点の合同，切断や投
影的見方等が含まれていることを確認した。ここでも視点の変更が大きな役割を果たしている。
この活動後，
一人の子どもの活動を追って記録をとるという方法が，
学生に明確に意識化された。
一方，記録の具体性や生徒の試行錯誤を数学的に解釈し価値を見出すという点では意識的な指導が
必要だった。それでも，授業の考察の中で「今日，観察をしていて生徒の考えが劇的に変わった瞬
間というのを目にすることができた。
･･･活動をするということはたとえそれが不正解だとしても必
要なことなのだ･･･」
という学生の記述が見られる等，
期待する学生の活動も見られるようになった。
５．おわりに
数学的リテラシーについて考える機会を得て，あらためて数学の方法に着目することの意義につ
いて考えることができた。具体的な教材の内容に即して数学の方法を解釈しその価値を明らかにす
ることを今後の課題としたい。
【引用・参考文献】
太田伸也・外崎伸也．2008．数学科学習指導案（2 年選択数学）
「三角錐の頂点から底面への垂線の足を
求める」
．弘前大学教育学部附属中学校公開研究会要項．pp.51-56
太田伸也．2008．
「数学教育における教材開発の役割」
，
『日本教材学会設立 20 周年記念論文集「教材学」
現状と展望』下巻，pp.84-94
太田伸也．2010．
「数学的に考える過程の把握をねらいとする教員養成のための映像教材－子どもの試行
錯誤を捉えた映像を解釈する活動－」
．日本教材学会第 22 回研究発表大会研究発表論文集 pp.68-69
山形昌弘．2005．
「ボロノイ図の教材化」
．教材学研究 16 巻．pp.125-128
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「現在と将来にとって」
，
「すべての人にとって」の算数・数学教育という視点
－数学的リテラシーに関する研究会に参加して：その振り返り－
近藤 裕
奈良教育大学
１．数学的リテラシーに関する素朴な疑問に対して ～今のところの答え～
「数学的リテラシー」の語を初めて目にしてから今日までに，素朴な疑問が次々浮かんだ。同じ
疑問が，今後，いろいろな人から筆者に向けられるであろう。今のところは，次のように答えよう
と思う。
○「数学的リテラシー」という言葉の意味は何か？
すべての人にもって欲しい数学の知識，技能，考え方などを指した言葉である。
○なぜ，数学的リテラシーを考えるのか？
学校を出た後，これからの将来を生きるのには，数学的リテラシーを身に付けておかないと困
る，あるいは数学的リテラシーを身に付けておいた方がよいと考えられるからである。同時に，
数学的リテラシーの育成を考えることは，現在の学校における子どもたちの算数・数学の学習を
充実させることにつながるからである。
○数学的リテラシーとは，例えばどんなものか？
筆者は，
「数学の内容(概念，知識，技能)」
，
「数学の能力(算数・数学の力)」
，
「数学への好感(よ
さ，充実感の感得)」に関わる項目として考えている。ただし，何を数学的リテラシーと考えるか
は，立場(年齢，生活，職業，趣味，…)によって異なるものである。現在と将来の社会や算数・
数学教育からの要請を想定して，数学的リテラシーの育成に関わる一人ひとりが，それぞれの立
場で，必要な項目は何かを考えることが最も重要である。
○数学的リテラシーは，どこで身につけるのか？
児童，生徒については，学校教育が中心となろう。ただし，学校以外の学びの場(科学館・博物
館，地域の科学教室，サイエンスカフェ，e-learning，新聞や書籍等のメディア，…)も数学的リ
テラシーを身に付ける場となる。学生，成人となるにつれて，後者のウェイトが大きくなってい
くだろう。
○学校における算数・数学の授業で，
数学的リテラシーを身に付けさせるにはどうすればよいのか？
具体的な方法の明確化や授業への具現化はこれからの課題である。数学的リテラシーについて
は，これからも考え続けていかなければならない。
だからといって，実践を最後に回してはいけない。
「数学的リテラシーとは何か」を模索しなが
ら，見切り発車でいいから，各自の考えでとにかく実践を始めることが大切である。それは，実
践事例を通して数学的リテラシーの概念を外延的に把握する試みである。
筆者は，
「現在と将来にとって」
，
「すべての人(児童・生徒)にとって」という視点から，これま
での算数・数学の授業を見直すことから始めようと考えている。
２．
「現在と将来にとって」という視点からの見直し ～授業のねらいと数学的活動との関連～
算数・数学教育を，
「現在における自己実現」と「将来への準備」のためという視点から見直すと，
これまで中心的に据えられてきた数学の内容(概念・知識・技能)の理解や習得に加えて，数学の能
力形成との調和を図ることの必要性が見出される。特に，数学の能力については，数学の授業にお
いてだけでなく，学校を出た後の将来を生きる上でも大切になる能力を考えることになる。次のよ
19
− 19 −

うな能力は，その一例であろう。
・ 数学でコミュニケーションをし，考え合う能力
・ 数学で，互いの考えや方法の長所を生かしながら，協働して問題解決する能力
・ 数学で，未知の問題に対して，既に分
かっていることをもとに解決を図る能
力
・ 現実事象の問題を，数学の問題として
とらえて考え，解決する能力
そして，
各授業においては，
「数学の内容」
を理解したかどうかということだけでなく，
「数学の能力」を身に付けたかどうかとい
うことも注目すべきこととなる。
例えば
「方
程式」
の学習で授業を振り返らせたときに，
生徒が「方程式の計算の仕方がわかった」
といえると同時に，
「自分の考えを説明でき
た」
「○○さんの考えを使ったら問題がうま
図 1 算数・数学の授業のねらいと算数・数学的活動

く解決できた」
「前に勉強したことと結び付

けて考えたらわかった」等といえる状態にしなければならない。また，その学習を通して「方程式
を使うと便利だ」や「計算の仕方がわかって嬉しい」といったような「数学への好感」をもたせる
ようにしなければならない。このように，
「数学の内容」の理解と「数学の能力」の形成，
「数学へ
の好感」の三者の調和が図られた授業のねらいが設定されることが求められる。
また，その授業のねらいを達成するためにどのような「算数・数学的活動」を計画すべきかが，
「数学の内容」の軸と「数学の能力」の軸との関係で考えられるものと筆者は考える(図 1)。数学的
リテラシーは，このような授業を通して育成されるのではないだろうか。
３．
「すべての生徒にとって」という視点からの見直し ～「過程としての数学」の扱いの重視～
今までも，授業は「すべての生徒」に対して行われてきた。そして，
「結果としての数学」つまり
数学の概念や知識，
技能を，
結果としてすべての生徒が身につけたかどうかに注意が払われてきた。
では，
「過程としての数学」についてはどうであったか。
これまでの授業でも，その過程において，生徒によって「問い」が発せられ，それを解決すべく
試行錯誤したり，自分の考えを説明したりする場面はあった。しかし，そこで「問い」を発し，試
行錯誤し，説明しているのは，すべての生徒ではなく一部の生徒であった。特に，教師の問いかけ
にすぐに反応できる，数学が得意な一部の生徒であることが多かったといえるだろう。
数学的リテラシーは，
「過程としての数学」を自ら経験することによって身につくものであろう。
生徒の代表の誰かが「問い」を発し，代表の誰かが試行錯誤し，代表の誰かが説明すれば授業を進
めることはできるが，
「すべての生徒」には数学的リテラシーは身につけられない。能力というもの
は，それを使うことによって身につき伸びるものであるから，すべての生徒に数学の能力を身につ
けさせようと考えるならば，すべての生徒にその能力を使う機会を与えなければならない。数学的
活動を通して学ぶことが強調される今日であるが，この視点は，
「すべての生徒」に取り組ませるこ
とを真剣に考えた数学的活動を計画する必要に迫らせるものである。
「すべての生徒にとって」という視点をもつことで，従来の授業が大きく改善していくと筆者は
考えている。その具体的な取り組みの第一歩として，例えば，すべての生徒に授業のねらいに即し
た「問い」をもたせることを考えるとどうか。今後取り組んでいきたい。
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社会で一般人が数学的リテラシーを保持・発展させる枠組みを考える
重松 敬一
奈良教育大学
１．数学教育におけるリテラシーとメタ認知の育成について
メタ認知が社会的リテラシーになっているかといえば、必ずしも十分であるといえない。「メタ
認知」という言葉で理解されているかどうかといえばはなはだ心もとないといえる。しかし、自分
の行動や考えたことを反省的に見て、自分の強さや弱さ、行動や思考の特性を意識することはない
か。
あるいは、
困ったときには状況を判断してよりよい解決行動を取ろうとすることは多いだろう。
ここでは、数学的リテラシーに対するメタ認知について考えてみたい。
結論的にいえば、算数・数学教育において、次のことがいえるだろう。
・数学的リテラシーに関わるメタ認知を育成する必要がある。
例えば、OECD（PISA2006）調査の中でも、生徒の学習到達度調査質問紙調査において、
方略に関するメタ認知的知識の項目がなく、それだけメタ認知的判断への注目が少ないと
いえる。
例えば、
「科学的な進歩等を知るためには科学博物館に行くことが大切である」
さらに、次のようなことにも注目したい。
・個人的なメタ認知的知識と社会的なメタ認知的知識の育成が望ましい。
メタ認知的知識であるためには，そのメタ認知的知識の構成過程でその本人がメタ認知
的経験を行うことが必要である。
例えば、個人に関する項目で、問 14(4)「科学技術の進歩は，通常，経済の発展に役立
つ。
」
社会に関する項目では、問 22(4)「ゴミを減らすために，プラスチックの包装は最低限
にすべきだ。
」など。
２．数学教育におけるリテラシーと社会との関連について
次に、数学教育において数学的リテラシーの育成を考える場合、個人の成長モデルとの関係を考
え、加齢に伴う数学的リテラシーのあり方を考えていく必要があるだろう。
例えば、数学的リテラシーの観点や育成の場面などを考えてみれば、次のような生涯にわたる展
開が注目できる。
感性の涵養 知識の習得・理解 数学的な思考習慣の涵養 状況対応力の涵養
無定型
非定型
定型
家庭など
サイエンスカフェなど
博物館など
胎児［0才］
幼児期
ひとづくり
親づくり

青少年期
社会人基礎［

車購入モデル

仕事モデル
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興味関心モデル

子育てモデル

20才］

国際成人力調査（PIAAC）による確認
文章や図表を理解し、評価し、活用する力
（例）電話のかけ方の説明、図書館の蔵書検索、商品の取扱説明書
数的な情報を活用し、解釈し、伝達する力
（例）食品の成分表示、商品の生産量
家庭人づくり

社会人実践

家計モデル

顔づくり

社会人成熟［

家造りモデル

専門性モデル

40才］
喜びづくり

人間人

ボランティアモデル

市民の数学モデル

［60才］

例えば、
「ひとづくり」を超えた段階での数学的リテラシーでは、日本数学検定協会が検定の対象
とするビジネスでの数学力などがその対象となるのではないか。
さらに、今後の展開としては、下記に例示するような「市民の数学」モデルにあるように思われ
る。
例 ビジネスでの数学力
ビジネスに必要な 5 つの数学力、数学検定協会

ビジネスに必要な 5 つの数学力
現状認識力、経営資源（コア・コンピタンス）配分
把握力

物事の状況、特徴を理解する力。表やグラフから得られるデータから必要な情報を見抜き
、把握できれば、状況分析や戦略見直しを高い精度で行うことができます。
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SWOT分析、損益分岐点分析、財務諸表分析
情報の規則性、変化、相関関係を見抜く力。データは加工しなければただの数字の羅列に

分析力

すぎません。さまざまな手法を駆使してデータに的確な加工を施すことで、初めて有益な情
報を得ることができるのです。
意思決定、状況判断
いくつかの事象から最適な１つを選択する力。選択をする上での基準を的確に設定し、複

選択力

数の選択肢を根拠に基づいて比較することで、最適な選択肢を選び取ることができるので
す。
リスク予測（リスクヘッジ）、シミュレーション
さまざまなデータを基に変化を予測する力。未来の予測を立てることで、より確実性の高い

予測力

ビジネスを行うことができます。予測どおりに行えなかった場合のことも想定できていれば
、損害を最小限に抑えることもできます。
プレゼンテーション力、コミュニケーション力
情報を分かりやすく正確に伝える力。いかに優れたデータを得ても、それを他人に伝えるこ

表現力

とができなければ意味はありません。情報を正確な図やグラフで表すことで、プレゼンテー
ションの説得力も飛躍的に向上します。

例 市民の数学
人生を豊かにする数学
楽しく、豊かな気持ち、数学している実感、生活や社会的実感
公開講座などでの教材の観点
生活数学、人類の遺産
楽しさ
日常での思いがけない発見、実験や実習で自分で確かめたいと思うもの
グループ討議で楽しくできる、歴史的な工夫、理論の進歩が見えるもの
活用の社会的価値が見えるもの、発展可能なもの、探究的課題 など
３．この総合的研究での議論における今後検討したい点
最後に、残された課題に関してもポイントだけを示してみたい。
・一般教育、教養とリテラシーとの整合性
・リテラシーの視点から見たとき数学教育はどう変わるのか
・教育課程が方法を中心に展開できるのか
・学びが個人・自分との関係でどこまで考えられるのか
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卓越した数学的リテラシーを育成するために
西村 圭一
国立教育政策研究所教育課程研究センター基礎研究部
これからの日本を担う子どもたちには，PISA の枠組みを越えた，卓越した数学的リテラシーを
身に付けさせたい。それには，社会的有用性に加え，数学と人間や文化とのかかわりについて認識
させることや，高等学校で学ぶ数学の内容を基盤とすることが重要である。また，その育成を考え
る際には，
「課題発見力」
「論理的思考力」
「批判的思考力」
「意志決定力」
「コミュニケーション能力」
「コラボレーション力」等々の現代社会で要請されているコンピテンシーとの関係を明確化するこ
とが不可欠である。

．．．
その上で，数学的リテラシーを育成するには，次の３つの段階のすべてが必要だと考える。それ

は，
第一に，内容の学習と並行して，数学的リテラシーを育成すること（例えば，教科書で単元の終
わりに位置づけられているような利活用）
第二に，既習事項を総合して用いて，数学的リテラシーを育成すること
第三に，教科横断的に，数学的リテラシーを育成すること
である。
このことをテニスのスマッシュを例にして考えてみたい。まず，何のためにスマッシュを身に付
けるのだろうか。それは試合で勝つためである。だとすると，スマッシュだけを練習していても無
意味である。数学的リテラシーの育成を，現代社会で要請されているコンピテンシーとの関係を考
えずに考えることは，これと同様のことに陥る危険性がある。
一方で，スマッシュが打てるようになるには，当然，基本練習が必要である。その練習は，はじ
めからスマッシュボールが来るとわかっている状況でのものである。これは上述の第一の学習に当
たる。しかし，それだけで実際の試合でスマッシュが打てるかというと，そうではない。相手の体
勢やフォームからスマッシュボールがくることを見抜けなければならない。これは第二の学習の必
．．．．．
要性に当たる。すなわち，少なくとも，どの数学を使ったらよいかわからない状況で，さまざまな
数学を総合的に用いて（ときには作って）解決していく学習も必要である。これには，
「課題学習」
や高等学校の「数学活用」を当てることができよう。
また，
「練習試合」の相手をうまくマネージメントすることも重要である。ストローク中心やネッ
トプレー型などの典型的なタイプの選手と練習試合をするのが望ましい。では，数学的リテラシー
の学習において「典型的なタイプ」は何に当たるのだろうか。それは，課題へのアプローチの仕方
だと考える。自然科学的なアプローチにおける数学的リテラシー，社会科学的なアプローチにおけ
る数学的リテラシー，創造活動（例えば，デザイン，建築）における数学的リテラシー，
・・・のよ
うに，課題の分野・領域によって特有のアプローチがあるからである。初等，中等教育段階では，
このような課題を，数学と各教科とをクロスさせて設定していくことが適当だと考える。これが第
三の学習の必要性に当たる。
では，この第三の学習はどのように実現すればよいのか。この点について，国際バカロレア中等
教育課程が先駆的である。第一に，教師は，各単元の中で，必ず，学習の姿勢，コミュニティと奉
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仕，健康と社会教育，多様な環境，人間の創造性からなる「５つの相互作用のエリア（Areas of
interaction）
」1）のいずれかに関わる授業を行うよう計画をたてる（回数や時間数は教師の判断）。
これらの領域は，中等教育段階においては「教科と教科の学習内容，教科と社会をつなげる接着剤」
として機能するとしている。
第二に，単元で焦点を当てる「重要概念」と「単元
クエスチョン」を決める。
「重要概念」とは，
「社会や
科学が一層進歩し，現在教えている知識が時代遅れに
なったとしても，新しい知識が次々と出てきても，そ
れに対応できるための概念」であり，上述の現代社会
で要請されているコンピテンシーを含むものと考えら
れる。
「単元クエスチョン」とは，その重要概念を獲得
させるための質問である。
（生徒は，その答えを探りな
がら課題に取り組む。
）そして，各教科が，これらを，
いつ，どのような単元の中で，どのような題材のもと
で扱うかを含めて表にまとめ，それを統合して学年
全体の表を作る。これが MYP のカリキュラムマップ

八角形の頂点に教科が配置され，その中央に

である（資料参照）
。これを用いて，学年や学校全体

「５つの相互作用のエリア」があり，そこで，

で見たときに重要概念に落ちがないかを確認すると

教科同士の内容のつながりや教科間に渡るコ

ともに，同じような重要概念あるいはテーマを扱っ

ンピテンシーを学ぶことをイメージ化した図

ている教科を見つけるのである。可能であれば学習

である。

時期を合わせ，教科間で連携して授業を行う。時期
がずれたとしても，同じ課題に別の教科からアプローチしていることを，教師も生徒も意識し学習
を進める。このようにして，全教科で教科横断的な課題を設定し，ときには教科間で連携し，コン
ピテンシー全体の育成を図っていくのである。
MYP の「仕掛け」をそのまま日本の学校で実現することには難しい面もあろう。しかし，同様の
．．．．
方法で，数学と各教科とをクロスさせた課題を設定し，長期的に，そのすべてを網羅するようにす
ることは可能だと考える。そのことにより，さまざまなアプローチの中で，はじめに述べた第三の
学習を実現できる。また，将来的には，総合的な学習の時間が，リテラシーやコンピテンシーの育
「数学が
成に一層焦点化した教科（例えば，探究科）へと発展する可能性もあろう 2)。それに向け，
社会を読み解く鍵となっている」数学的リテラシーを，上述のように１つの軸としたリテラシーや
コンピテンシーの育成の事例をいまから開発していく必要もあると考えている。
注 1）５つのエリアとは，次の通りである。
ア）学習の姿勢（Approaches to learning）
始業のチャイムが鳴ったら着席し，学習が始められる体勢をとることから，ICT の使い方やブレインストーミン
グの方法まで，幅広いスキルの習得を目指すエリアである。
イ）コミュニティと奉仕（Community and service）
コミュニティという概念を理解し，自分で様々なコミュニティのニーズを把握し，適切な行動を起こしていけ
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るようになることを目指すエリアである。
ウ）健康と社会教育(Health and social education)
健全な生活をするための自分の成長や自分の所属する社会の成長について考えるエリアである。
エ）多様な環境(Environments)
様々な環境で自分がどのような責任を持ち，どのような活動をするのか，そこにある資源をどう有効に使うの
か，必要な資源をどのように獲得していくのかを考えるエリアである。
オ）人間の創造性（Human ingenuity）
様々な思想，社会システム，技術，文化や芸術が発明された理由や，それがもたらした，悪用も含む結果を検
証して，新しい発明に備えるエリアである。
注 2）例えば，2010 年 11 月には，文部科学省より，次の指導資料が出されている。『今，求められる力を高める総
合的な学習の時間の展開～総合的な学習の時間を核とした課題発見・解決能力，論理的思考力，コミュニケーシ
ョン能力等向上に関する指導資料』

カリキュラムマップの一部（東京学芸大学国際中等教育学校）
１学期
国語

単元名
キーワード

５月

英語B

漢字の成り立ち
文法

情報を集める

イメージの広がり
ことばのリズム

大人になること
人間関係
気持ちを読む

言語と文化
文字とことば

広告
コピー
情報整理

日本語はどんな要素か
ら成り立っているのだろ
うか？どのように分類で
きるだろうか？
言語
文化
文法・法則

人によく伝わる表現とは
どのようなものだろう
か？

言葉のイメージ
伝えること
よりよく聞くこと

集める
整理する
伝える

コミュニティと奉仕

学習への姿勢

創造する人間

アルファベット

家族紹介／
I'm a teacher!
好きなもの スポーツ
音楽 食物 動物 教科
趣味 ＴＶ番組／日にち
曜日 天気 好きなもの
他とどのように繋がって
いるのだろうか／責任と
は何か

自己紹介／
Who am I? What is it?
形容詞 好きなもの ス
ポーツ 音楽 食物 動
物 教科 趣味 ＴＶ番
組／職業 趣味
自分をどのように表現す
ればよいだろうか／明
確な説明とはどのような
ものか
表現／説明

We Are Together/
字幕翻訳
鳥 鼻 イルカ 自然／
日本語 表現力 映画
コンピューター 常用漢
字 文字数
どのように鑑賞を表現で
きるだろうか／よい翻訳
とはどのようなものか

アルファベット フォニッ
クス 発音 名刺

重要概念

鑑賞／コミュニケーショ
ン
AOI焦点
健康と社会教育
健康と社会教育／コミュ 健康と社会教育／学習 環境／学習への姿勢
ニティと奉仕
への姿勢
単元名
技術とは何か
木材の種類と性質
設計の方法
CDラックを作ろう（調査・
設計）
キーワード
労働 他者 製品
繊維方向 木目
設計 キャビネット図
ニーズ 機能的デザイン
森林伐採
等角図 寸法
合板 パーティクルボー
ド
単元クエスチョン 製品に必要な条件はな 人間の生産活動と環境 どうすればイメージした どうすれば使いやすい
んだろう？
にはどのような関わりが 形を伝えられるだろう？ CDラックになるだろう？
あるだろう？
重要概念
労働
資源
伝達
機能的デザイン
AOI焦点
コミュニティと奉仕
環境
学習へのアプローチ
コミュニティと奉仕
単元名
事象の見方
図形の見方
キーワード

成熟

関係／責任

プロジェクタの投影距離，ポップコーンの
容器，地震の伝わり方，日本の幼少人口や 投影図，折りたたみいす，車の死角，おも
老年人口，アメリカの人口，薬の血中濃
しろい建物，サッカーボール，麻の葉模
度，イルカ・鯨の頭数変化，人工衛星，地 様，エッシャー，アンコールワット
球温暖化，二酸化炭素濃度

単元クエスチョ 事象を正しくとらえたり，予測したりする ものの形を正確にとらえて，人に伝えるた
ン
にはどうすればよいのだろう。
めにはどのようにすればよいのだろう。
重要概念
関係，パターン
空間，形
AOI焦点
健康と社会教育，環境
創造する人間

共通の単元クエスチョン等
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共通の題材

創造する人間

単元名

単元クエスチョン 正しい発音とは何か

数学

行動と心情
描写と解釈

AOI焦点

キーワード

技術

７月

小説

単元クエスチョン 自分らしい表現とはどの 子どもでなくなるとはど
ようなものだろうか？
んなことだろうか？

重要概念

６月

詩・随想・スピーチ

「資料の活用」と連携可

４月

自らの学習理解を的確に捉えることのできる能力の育成
－自己評価、学習活動の本質に関わる議論を通して－
二宮 裕之
埼玉大学教育学部
１．はじめに
学習評価には様々な機能･側面があるが、今日では単に「点数をつけること」が評価であるという
捉え方から、「児童･生徒の学習を促進させる」ことを主眼とする評価観への転換が求められている。
そして「児童･生徒の学習」を志向する評価（評価の学習目的）を考えていくと、児童･生徒＝評価さ
れる側、教師＝評価する側、という二分法には自ずと限界がでてくるであろう。学習者自身が、自ら
の学習理解を的確に捉え、主体的に学習を進めていくとともに、必要に応じて自らの学習の状況をモ
ニター・コントロールしていく必要がある。そのような主体的な学習を促すための方策として、自ら
の学習を自らで評価することのできる能力（＝自己評価能力）を育成していくことを考えたい。
２．学習目的を志向する評価
橋本重治は、評価の学習目的について次のように述べている。
この評価目的は児童生徒自身を評価者の立場に立たせ、自己評価や相互評価の様式によって自
己の学習の向上をはからせようとする、近代的な評価目標である。
（中略）評価は、専ら教師が
行うもので、ただ間接的にだけ生徒の学習に影響するものであるとの考えは、近代評価のいま
１つの機能を見落としている。評価は、このように間接的にだけでなくて、もっと直接的に生
徒の学習の進歩に役立てられなければならない。そのことは、通知票を渡したり、成績物を返
却したりなど、いわゆる学習結果の提示で心理学的にも果たすことができるが、しかし一層の
徹底には、毎時毎時の生徒の自己評価や自己批判の形でこそ最も完全にこれを果たすことがで
きるのである。そのためには、評価を単に教師のものとしてだけでなく、更に児童のものとし
なければならない。すなわち、評価を生徒の学習活動それ自体の中の一部分として学習の場を
構成するのである。
（
『新・教育評価法総説』金子書房,1976,p.60）
学習目的を志向する評価を行う場合に最も重要なことは、評価結果が「直接的に児童･生徒の学習
の進歩に役立つ」ものであるということであろう。このような要請に叶う評価のありようとして、
近年では、真性な評価(Authentic Assessment)の研究において同様の指摘がなされている。アセス
メントにおいて重要なことは「児童･生徒が学んだことをどのようにして明らかにするか」であり、
その学習の成果をありのままに捉えようとする試みが真正な評価である。教育評価におけるこのよ
うな新しい試みは、評価の妥当性を追求しようとする姿勢の現れとも捉えることができる。
３．本当の意味での学習の成果とは
知識や技能の獲得(＝学習活動)は、自己評価活動と常に相互構成的になされている。そしてその
自己評価の結果は、学習活動の成果として更なる学習のための礎となる。さらにその成果はメタ的
に捉えられることで、更なる自己評価の対象とされる。このようにメタ的に再評価された自己評価
(＝学習活動)は、学習者により客観的に捉えられた学習の成果であり、このような自己評価の結果
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は学習活動と相互構成的に生成されている。このような意味において学習の成果とは、主観的に獲
得された知識･技能に自己評価活動を介させて客観的に捉え直したものと考えるべきであろう。
分かりやすく言い換えるなら、
「自分が何を学習したのか」
「自分は何を理解できたのか」
「自分は
何を獲得したのか」などをきちんと自覚しているかが問題となるのである。
学習者の理解が用具的理解にとどまっている場合、何か算数･数学的活動を行ったとしても、その
内容や意味を学習者がきちんと把握できていない場合も考えられる。
「自分が何を学習したか」
「自
分は何を理解したのか」
「自分は何を獲得したのか」がきちんと自覚されないままに、学習活動が進
められた状態である。それに対して、関係的理解に基づいた算数･数学的活動であれば、学習者は「自
分が何を学習しているのか」
「自分は何を理解したのか」
「自分は何を獲得したのか」をきちんと自
覚できているはずである。更には、そのような「自覚」があればこそ、自らの学習を適切かつ妥当
に自己評価することができると言えよう。そのような意味において本稿では、本当の意味での学習
の成果を、
『知識･技能を獲得した自分を認識していること』としたい。
４．まとめとして
本報告書における筆者別稿（本報告書掲載：
「自らの学習理解を的確に捉えることのできる能力の
育成」
）において、アセスメントとしての評価と自己評価を核に、
「自らの学習理解を的確に捉える
ことのできる能力」を育成することの必要性について、以下の諸点を拠り所として論じている。
① 児童･生徒がもつ算数･数学の知識､技能､態度についての事実･証拠を収集･整理したものであ
る「アセスメント」
② 学習者の活動をありのままにきちんと捉えることを大前提とする「真正な評価」
③「学習をふり返りそれを評価した上でまとめる」という一連の評価活動そのものが、同時に学
習活動の一環にもなっていることを意味する「学習活動と自己評価の一体化」
④ 学習活動を進める際に、実は常にそこには不断の評価活動が、意識的に/無意識的に必ず介在
しているという前提に立ち、学習の成果を「不断の自己評価活動の集成」として捉えること
⑤ 評価結果を直接的に児童･生徒の学習の進歩に役立たせる「学習目的を志向する評価」
⑥「自らの学習の成果を客観的に捉えておく」ことを学習活動の目的として位置づけることで、
本当の意味での学習の成果を、
『知識･技能を獲得した自分を認識していること』として捉え
ること
学習の成果は「不断の自己評価活動の集成」であるとの前提に立ち、学習活動と自己評価の一体
化という視点から更に『知識･技能を獲得した自分を認識していること』を本当の意味での学習の成
果として捉えるなら、
「自らの学習を自己評価する能力」は学習を進めていく上で不可欠な能力とし
て位置づくはずである。
ただしこのことは、
算数･数学の学習においてのみ当てはまることではなく、
他のどのような内容の学習においても当てはまることである。ただ、数学教育におけるリテラシー
を考えていく際にもこのような視点に立ち、
「自己評価能力」についても是非考慮していきたい。自
己評価能力は、学習を進めていく際に不可欠な能力である。自己評価活動の集成は、学習の成果そ
のものでもある。また、学習活動の本質を『知識･技能を獲得した自分の認識』とするなら、自己評
価能力を育成していくことこそが、学習活動における目的でもある。このような点において本稿で
は、自らの学習を客観的に捉え、必要に応じて自らでコントロールすることのできる学習能力（＝
自己評価能力）を、数学教育におけるリテラシーの一つとして提案したい。
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創造的思考力の育成を図る算数・数学授業を考える
松島 充
静岡県浜松市立北小学校：静岡大学教職大学院生
１．創造的思考力について
創造性や創造的思考力についての定義は先行研究によってさまざまだが，算数・数学教育におけ
る本質は，既習の選択，既習の組み合わせ，数学的アイディアの付与にあるだろう。この創造的思
考力を育成するには，具体的にどのような算数・数学授業のデザインが必要であろうか。創造的思
考力を育成する算数・数学授業のデザイン原則の研究が今後重要になってくると考えている。
２．創造的思考力育成の場面
創造的思考力を育成するときの，授業内での具体的場面として，島田（1977）の「数学的活動」
が参考になる。島田は「数学的活動」について，
「a を始点として矢印の向きに進むのが，創造的な
活動であって，子どもたちについていえば，創造的な学習活動の筋道である」と述べている。この
「数学的活動」と創造の過程を比較・考察することは，創造的思考力の育成場面の考察に重要であ
ると考えられる。特に，以下の３点が重要であろう。
①抽象化・理想化・簡単化（f→g）の場面
②新理論の開発（h→i）の場面
③一般理論，アルゴリズムの開発（n→o）の場面
①はいわゆる数学化の段階である。近年この数学化の段階の重要性が主張されてきている。この
①の場面では，現実の世界の事象を，今までと同じようなきまりきった形では数学の世界に持ちこ
めない場合に，創造的思考力の育成を意図することができる。例えば，小学校６年の比例の発展的
学習「学級全員で１か月間にわたって毎日行った学習プリントの総枚数は何枚か」を挙げる。この
問題では，プリントの枚数と重さを比例関係と見て（数学化）
，問題を解決する。この「プリントの
枚数と重さの関係」を既習である比例の概念と組み合わせて問題を解決するという数学的アイディ
アが創造的思考力そのものであろう。しかし，同じ数学化でも，
「プールの水の量は何リットルか」
などの問題では，問題場面に単に体積を求める式をあてはめるだけである。ここには創造的思考力
は存在しないと言えるであろう。
②の場面では，既習の学習内容では現在直面している問題の解決ができそうもないので，新たな
理論を創り出すときに，創造的思考力の育成を意図することができる。例えば小学校３年の「小数」
の導入での学習を挙げてみる。ここでは，１L 以下のはしたの量を表現するのに，１/10 の位を考
え出すことが創造的思考力であろう。
③の場面は，従来の算数・数学教育で最も重視されてきた場面であると言える。一般化をしたり，
アルゴリズムを創ったりすることを通して，算数・数学を子どもたちが創り上げる場面である。こ
の場面は，従来もこれからも，算数・数学の授業でよく見られる場面であろう。よくある場面だか
らこそ，創造的思考力の重要性を子どもに振り返らせることが重要であると感じている。つまり，
子どもが，創造の過程の価値をメタ的に理解することの重要性である。実際の授業で，この創造の
過程のメタ的な理解を促すには，創造的に算数・数学を創り出した問題解決結果を，現実の世界の
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問題事象と検証する活動が効果的であろう。それは，
「算数での解決結果が現実の世界で役に立つこ
と」を認識することにつながり，算数の有用性を感じさせる要因となる。このように，数学的モデ
ル化のサイクルを算数・数学の授業に組み込んでいくことが，創造的思考力の育成に重要であると
考える。
３．推論の質の違いによる創造的思考力の違い
上記の３つの創造的思考力育成の具体的な場面において，①の場面と②の場面では，数学的なア
イディアの生成に関する推論の種類の違いがあるのではないかと考えられる。②の場面では，千の
位や万の位を創り上げた経験から類推して，１/10 の位を創造していると言える。ここで働く推論
は，類比的推論，もしくは帰納的推論であろう。しかし，①の場面では，プリントの枚数と重さを
比例関係にあると見る根拠は何であろうか。比例関係にあると見た類似の経験があれば②と同様に
類比的推論，帰納的推論がその根拠となるのだが，類似経験がないのならば，その推論はアブダク
ションとなろう。創造的思考力の重要な要素である数学的なアイディアが，アブダクションによっ
て生成されたのか，単なる推論によって生成されたのかの違いは，創造的思考力の質の違いにつな
がると捉えることができるであろう。
４．創造的思考力育成の環境
創造性の育成に関して Loveless（2009）は，
「創造的な人々はめったに孤立して働かない。彼ら
のアイデアや成果は，他の人々とのアイデアや反応との交互作用を通して生成されてきたようだ。
」
と述べている。つまり，創造的思考力の育成に関して，個人の内面のみに着目するのではなく，学
習集団全体にも着目する必要があるだろう。これは，学習規範の育成につながるであろう。では，
創造的思考力を育成する学級集団全体の学習規範とはどのようなものであろうか。望ましい学習規
範の生成のための１つの方法として，弁証法的な学習活動の推進が考えられる。この弁証法的な学
習を取り入れることは，クリティカルシンキングや可謬的な考え方の育成にもつながるであろう。
これらの視点もこれからの創造的思考力育成に関して重要な視点になると考える。
５．数学的リテラシーとの関わり
創造性を備えた人間の育成は時代の要請である。この創造的思考力の育成について，学校教育に
おける算数・数学教育が寄与するところは大きく，数学的リテラシーとの関連性も高いと感じてい
る。数学的リテラシー論の中の１つの重要な要素として，創造的思考力の育成を位置づけていくこ
とは，これからの大きな研究課題になりうると感じている。
【引用・参考文献】
A.Loveless（2009）
「創造性に関する考察：アイデアの展開と実現」
，A.Wilson 編著，弓野憲一他監訳『英
国初等学校の創造性教育（上）
』
，静岡学術出版，pp.50-73
島田茂（1977）
『算数・数学科のオープンエンドアプローチ』
，みずうみ書房，pp.9-21
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数学教育における統計指導の課題とリテラシー
久保 良宏
北海道教育大学旭川校
１．はじめに
統計指導は、国際的にも数学教育の領域に含まれており、我が国においても伝統的に数学教育の
指導内容として位置づけられている。しかしながら、そもそも統計が数学の範疇に含まれるのかに
ついての捉え方は多様であると思われる。数学者にこれを問うと、統計の基盤となる確率は数学で
あるが、統計は少なくとも純粋数学には含まれない、といった答えが返ってくることがある。また、
統計学の研究者の中にも、統計は数学に関係しているものの、統計学は、数学とは別の独自の学問
領域であるとする研究者も多いように思われる。統計学の研究者が、数学以外の幅広い学問領域に
広がっており、さらに、統計学が数学だけでなく、それぞれの学問領域で発展してきた経緯を考え
ると、統計に対する捉え方の多様性は当然のようにも考えられる。一方、このような状況の中で、
数学教育において統計をどのように位置づけるかについては、これまでに検討されることが少なか
ったのではないかという思いがある。
本稿は、統計学の成立過程や我が国における統計の捉え方について概観しながら、統計を数学教
育に位置づけるための課題について検討するものである。
２．統計学の史的検討
統計学の発展過程をみると、17 世紀半ばのドイツの国勢学派，イギリスの政治算術学派，フラン
スの確率論の 3 つの立場から同時に誕生し、19 世紀末にピアソンらによって記述統計学が、さらに、
20 世紀に入ってフィッシャーらによって、推測統計学へと発展したといわれている(岡田，1973)。
一方、我が国で統計学が強調された時代は、1944 年の統計数理研究所の設立に遡る。戦時下にお
ける工業生産の増加に統計学の研究の必要性が高まったのではないかと思われるが、『日本の数学
100 年史 下』によれば、統計数理研究所の名称について、
「この研究所の扱う学問の内容は、従来
の単なる統計でもなければ純粋数学的な数理統計でもなく、両者を含むものとして、新しい統計数
理という名称が用いられたという」と記されている。(「日本の数学 100 年史」編集委員会，1984)
３．統計学の捉え方
数理統計学の研究者であり、また統計の教育
にも関心を持っていた宇喜多義昌氏は、数理統
計を統計数学と表記し、数学と統計学の関係を
図 1 のように示している。宇喜多氏は、統計学
と数学は、相互関係はあっても一方が他方を包
含するものではないとし、確率論は数学に含ま
図 1 数学と統計学との関係

れるが、統計数学は，数学の集合と統計学の集

合の共通部分として捉えることができると述べている。(宇喜多，1980)
一方、最近の統計や統計の教育の捉え方について、2008 年に出された報告書に着目してみると、
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統計を科学的方法論という意味から統計科学(Statistical Science)と表記した上で、統計科学は、純
粋数学と比較すると非常に分野横断的であり、研究者もさまざまな学部に所属していることから統
計科学の教育・研究動向の把握が難しく、統計科学専門家の供給も困難な状況に置かれていて、数
理的あるいは方法論的な問題を統計学界と共有することができないという問題が生じていると指摘
している。(日本学術会議数理科学委員会数理統計学分科会，2008)。
４．数学教育において統計を位置づける視点
数学と統計学との関係が複雑な様相を呈する中で、統計を数学教育にどのように位置づけていく
かについて検討することは、数学教育における重要な課題であると思われる。これは、数学教育を
リテラシーという観点から考察することにも関係していると考える。
この課題を具体的に示せば、まず、数学教育において、図 1 における数学に含まれない統計学の
領域をどのように捉えるのか、そして、統計を数学教育の目的（陶冶・実用・文化）に照らして検
討することである。統計が実用的目的に合致することは当然であるが，陶冶的目的や文化的目的に
ついても考えておくことが大切であると考える。
佐藤良一郎氏は、
『数理統計学概論』において、
「新制大學に於ては、一般教養科目の一科目とし
て、統計學がその中に編入されてあるが、この科に於ては、一通りの統計的技術は學修させる必要
があるとしても、それは、統計的な考へ方、統計的慮理法といふものについての、根幹的な観念を
植ゑつけるための一手段である。主眼とすべきことは、統計的な考へ方なり慮理法なりの根底とな
る思想に慣れさせることである。
」(佐藤,1950)と述べているが、これは、統計を数学教育に位置づ
けることへの示唆となるように思われる。
５．おわりに
我が国の数学教育学は、明治以降、数学者、教育学者、数学教育研究者、数学教育実践者らの複
雑な極めて激しい議論を経て現在に至っている(久保,2004)。数学教育と統計の関係も、これと同様
な側面があるのではないかと考えられる。このように考えると、統計を数学教育の立場からだけで
なく、統計学者や統計に関わる研究者からも多くの示唆を得ながら、数学教育における統計指導の
意義について明確にしていく必要があると思われる。
また、これは、統計を数学教育の目的に照らして再検討することであり、さらに、数学教育をリ
テラシーから考えることにも関係しているように思われる。例えば、数学に含まれない統計学の領
域が存在し、この領域を数学教育に含めていこうとする考え方は、これまで数学教育の領域に含め
なかった、あるいは着目されなかった領域を、数学教育に含めて、数学教育を再構成することに通
ずるものであると考える。
【引用・参考文献】
「日本の数学 100 年史」編纂委員会編(1984)『日本数学 100 年史 下』岩波書店.
久保良宏(2004)「数学教育史からみる数学教育学成立の過程－明治から昭和 30 年前後までの算数・数学教育
－」『教科教育学の今日的視座』北海道教育大学教科教育学研究会－編，pp.145-168.
日本学術会議数理科学委員会数理統計学分科会(2008)『数理科学分野における統計科学教育・研究の今日
的役割とその推進の必要性』日本学術学会報告書.
岡田泰榮〔編集委員：小林善一・田島一郎・中谷太郎・穂刈四三二・矢野健太郎〕(1968)『統計（増訂版）』共立
出版.
佐藤良一郎(1950)『数理統計学概論』倍風館.
宇喜多義昌(1980)『教師および実務者のための統計数学入門』教育出版.
32
− 32 −

統計的リテラシー・統計的推論・統計的思考
柗元 新一郎
静岡大学
１．日常生活や社会人にとって必要な統計
10 年前や 20 年前と比較して世の中が大きく変わった点は，インターネット，携帯サイトなどに
代表されるように情報化社会が到来し，小学生や中学生でも簡単に情報にアクセスできる時代にな
ったことである。統計的に加工された資料が大量にあり，かつ，これらの情報は玉石混淆であり，
鵜呑みにすると生命の危険につながる場合もある。今求められているのは，加工された資料を読み
取ってその価値を見抜く目であろう。
上記の点が日常生活という視点であるのに対して，社会人としても統計は重要である。これは，
「仕事をする上で大切な算数・数学」の数学内容において，統計が最上位であること（瀬沼・原口・
白石,2002）からも分かる。具体的には1，水産・農業では刻々と変わる気象データを分析したり，
鉱業では生産に必要な原材料の価格変動や景気動向から生産額の調整を分析したり，建設業では資
材の調達量の調整のために住宅着工の動向を分析したり，食品業では新商品を開発するために市場
調査を行って分析したり，繊維業では価格の安い海外製品に負けない商品開発をする際に試作品テ
ストを行ってデータを分析したり，化学・薬品業では新薬品の開発の際にプラシーボを対照とした
二重盲検比較試験を実施して有意差があるかどうか分析したり，資源・素材業では扱っている鉄鋼
や化学原材料の需給バランスを分析したり，機械・電機業では生産・出荷・在庫といったデータを
分析するとともに生産品の品質管理をしたり，自動車・輸送機業では，部品の組み立て工程をより
適切に配置するためにデータを分析したり輸送コストを抑えるためにデータを分析したり，金融・
商業では，金融派生商品の過去のデータからこれからの動向を予測したり，運輸・通信・放送・ソ
フトウェア業では，視聴者等を調査して（マーケティングして）動向を把握したり，などほとんど
の業種でデータを集め，分析し，その結果を経営に活かすことを行っている。
このようなことから，数と式，図形，関数の領域だけでなく，統計や確率の領域も数学的リテラ
シーにとって必要不可欠である。たとえば，PISA(国立教育政策研究所 2002)の数学的リテラシー
の数学的な内容に「不確実性」として，また，「科学技術の智」プロジェクト(2008)でも数学の世
界 A に「データと確からしさ」として位置づけられており，従来よりも一層重視されている。
２．統計的リテラシー・統計的推論・統計的思考の捉え方
上記の日常生活や社会人としての２つの視点から，単に統計的な資料を整理するだけなく，資料
を整理した結果を活用して判断したり説明したりすること，また，加工された統計資料を適切に読
み取ることの指導を重視することが求められている。すなわち，義務教育段階から統計リテラシー
を身に付け，統計的推論の方法や統計的思考を培うことが求められている。
ここで統計的リテラシー，統計的推論，統計的思考の捉え方を整理しておく。統計教育国際連合
（IASE: International Association for Statistics Education）で実施している国際統計的リテラシ
1

日本の証券取引所に上場する企業に対し「証券コード協議会」が付与するアラビア数字で構成される識別番号のうち，４桁の銘
柄コードに割り振られた業種毎に記述した。
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ープロジェクト(Wallman,K.K. 1993)では，統計的リテラシーを「我々の日常生活に行き渡ってい
る統計的な結果を理解し，批判的に評価する能力であり，公的および私的な，また，職業的及び個
人的な意志決定をするのに貢献することを正しく認識する能力を合わせ持つ。
」と定義し，PISA の
数学的リテラシー2に近い定義をしている(国立教育政策研究所 2002)。これは「意志決定」を含む
ことから統計的リテラシーが思考や態度を含むと考えてよい。その後，IASE が開催している
ICOTS(International Conference on Teaching Statistics)において統計的リテラシー(Statistical
Literacy)，統計的推論(Statistical Reasoning)，統計的思考(Statistical Thinking)などの用語の捉
え方が問題になり，SRTL フォーラムが発足され３つの用語の違いについて議論が行われた。これ
らの議論を受けて D.Ben-Zvi & J.Garfield(2004)は，統計的リテラシー，統計的推論，統計的思考
をそれぞれ次のようにまとめている。
・統計的リテラシー(Statistical Literacy)
統計的な情報や研究の結果を理解する際に用いられる基本的で，かつ，重要な技能(skill)を
含む。これの技能は，データを組織化したり，表をつくって表示したり，データの異なる表
現にしたりすることができることを含む。また，統計的リテラシーは概念，用語，記号の理
解も含み，不確定な量としての確率の理解も含む。
・統計的推論(Statistical Reasoning)
人が統計的な考えで推論したり，統計的な情報を理解したりする方法をして定義される。こ
れはデータに基づいて解釈したり，データを表現したり，データを統計的に要約することを
含む。統計的な推論は，ある概念と別の概念（たとえば，中心とひろがり）のつながりを含
んだり，データとチャンスについて考えをつなげたりする。推論は統計的な過程を理解でき
て説明したり，
統計的な結果を十分に解釈したりすることができたりするという意味である。
・統計的思考(Statistical Thinking)
統計的な調査がなぜどのように行われているかや統計的な調査の背後にある「ビックアイデ
ィア」の理解を含む。これらのアイディアは，どこにでもある変動の性質や，データの統計
量と視覚的な表現のようなデータ解析の適切な方法をいつどのように用いるのかをも含む。
統計的思考は，標本抽出の性質の理解，標本から母集団を推測する方法，因果関係を立証す
るためにデザインされた実験が必要な理由を含む。統計的思考は，無作為な現象をシミュレ
ーションするためにどのようなモデルを利用したらよいか，確率を見積もるためにどのよう
なデータを生成するか，また，調査のプロセスを促進するために存在する推測統計の道具を
どのようにいつなぜ使うのか，といった理解を含む。統計的思考は，また，調査を構成した
り，結論を引き出したり，全体のプロセス（問題の提起からデータを収集し，分析方法を選
択し，仮説を検定すること）を認識したり理解したりする際に，問題の文脈を理解して役立
たせることができることを含む。つまり，統計的思考ができる人は，解決された問題や統計
的な研究の結果を批判的に評価できる。
上記の統計的リテラシー・統計的推論・統計的思考の枠組みでは，統計的リテラシーを「よみ・
かき」に近い定義をしており，その土台の上に，統計的推論と統計的思考を位置づけている。本科
研において，
「すべての人が持って欲しい数学の知識，能力，考え方など」を「数学的リテラシー」
と呼ぶとすれば，統計的リテラシーとの整合性を今後考えていく必要がある。

2

数学が世界で果たす役割を見つけ、理解し、現在及び将来の個人の生活、職業生活、友人や家族や親族との社会生活、建設的で関
心を持った思慮深い市民としての生活において確実な数学的根拠にもとづき判断を行い、数学に携わる能力
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３．問われる教師の統計やコンピュータの力量
表１ 回答者の統計の学習時期（％）

ますます重要になってくる統計に関わっ
て，これを指導する教師の統計に対する素

大学/大学

統計の内容

養はどうであろうか。筆者の調査結果3(柗
度数分布表

期」の結果は，表１の通りであった。

ヒストグラ
ム・度数分布

平成 21 年告示の高等学校学習指導要領
「数

多角形

学Ⅰ」の内容となった「四分位偏差を求め

中央値・最頻

ること」
「箱ひげ図をかくこと」であり，７

値

割を超えていた。また，
「相関係数を求める

相対度数

こと」については 4 割以上，
「信頼度 95％

乱数で標本

の信頼区間を求めること」については 5 割

の抽出

以上の教師が「学んでいない」と答えた。

母平均値の

このような教師の実態が，中学校第３学

高校

社会人

なし

無他

院

元 2010)によると，
「回答者の統計の学習時
「学んでいない」反応率が高い項目は，

中学

推測

65.7

7.5

4.5

1.5

14.9

6.0

61.2

9.7

4.5

0.7

17.9

6.0

44.8

15.7

9.7

1.5

21.6

6.7

59.7

13.4

7.5

2.2

11.2

6.0

29.9

17.9

14.9

4.5

25.4

7.5

29.9

23.1

19.4

3.0

18.7

6.0

年の「標本調査」の授業で大きく影響する

箱ひげ図

0.7

6.0

7.5

5.2

70.9

9.7

と考えられる出来事があった。静岡県内の

四分位偏差

0.7

7.5

7.5

2.2

72.4

9.7

中学校の教師から「１０００個のおみくじ

分散・標準偏

の中から大吉のでる割合を標本調査で推測

差

7.5

35.8

25.4

5.2

19.4

6.7

するという授業計画を考えているが，いく

相関係数

4.5

14.9

23.1

5.2

44.8

7.5

つのおみくじを標本として取り出すのが理

信頼区間

1.5

11.2

23.9

3.7

51.5

8.2

想的か，また，この１０００個という数は
授業として適切なのか」という質問があっ

表２ 回答者のコンピュータ操作の自信度（％）

た。高校レベルの推測統計の知識があれば，
このような質問はでないはずである。標本
の大きさとそのときの大吉の数を決める
と信頼度９５％の信頼区間を求めること
ができる。教材研究のときにこの計算をし
ておけば，授業において生徒の実験の精度
を設定することができると同時に，実際の
生徒の実験の結果を評価できる。独学ある
いは研修で推測統計を学ばない限り，この
ような教材研究ができない教師が約５割
いることになる。
「回答者のコンピュータ操作の自信度」
について 4 肢選択で回答を求めた結果は，
表２の通りであった。
操作の内容の中で，

とても自

自信があ

あまり自

全く自信

無回答

信がある

る

信がない

がない

他

操作の内容
コピー

26.1

40.3

25.4

6.7

1.5

昇・降べき

50.7

38.1

5.2

4.5

1.5

平均値

48.5

38.1

6.7

4.5

2.2

度数分布表

19.4

35.1

33.6

10.4

1.5

20.9

34.3

34.3

9.0

1.5

18.7

32.1

35.8

11.2

2.2

14.2

25.4

41.0

17.2

2.2

乱数発生

6.7

9.0

39.6

42.5

2.2

統計ソフト

3.0

20.9

41.8

32.1

2.2

円・折れ線グ
ラフ
ヒストグラム
度数分布多角
形

3

調査は,平成21年度に中学校第１学年において「資料の活用」（代表値や資料の散らばり）を指導した教師に対して，平成22年2
月に郵送法によって行った。
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「とても自信がある」
「自信がある」を合わせた数値の高い内容は，
「表計算ソフト上のデータを大
きい順（小さい順）に並び替えること」
（88.8%）,「表計算ソフト上のデータの平均値を求めるこ
と」
（86.6%）であった。これに対して，
「あまり自信がない」
「全く自信がない」を合わせた数値の
高い内容は，
「表計算ソフト上で，乱数を発生させること」(82.1%)，
「統計ソフト（何でも可）を使
うこと」(73.9%)，「表計算ソフト上の度数分布表から度数分布多角形をつくること」(58.2%)，
「表
計算ソフト上の度数分布表からヒストグラムをつくること」(47.0%)，であった。これらの結果から，
成績処理などの校務で利用している操作は多くの教師が自信を持っているものの，それ以外の統計
の授業に関わる統計ソフトの使い方や乱数を発生させる方法などの操作は多くの教師が自信を持っ
ていない。このことが，表３のように，統計の授

表３ １年「資料の活用」の単元における

業でコンピュータを使うことを躊躇する原因にな

コンピュータ・電卓の指導時数（％）

っていると考えられる。使うことのよさや
使った時数

意義を含めたコンピュータを学ぶ研修の機

コンピュータ時数

電卓時数

０時間

73.9

22.4

１時間

7.5

18.7

した教師に対するものであり，教材研究や

２時間以上４時間未満

6.0

32.8

授業準備が十分ではなかったと考えられる。

４時間以上６時間未満

2.2

9.0

しかし，調査結果から分かったことは，統

６時間以上

3.7

12.7

計の知識が不十分な教師が多いこと，学習

無回答

6.7

4.5

会を設ける必要がある。
本調査は移行措置１年目の統計の指導を

指導要領で目指している「コンピュータの適切な利用」や「資料の傾向をとらえ説明すること」の
授業にはほど遠いことであった。実施したカリキュラム（国立教育研究所 1991)を充実することが，
達成されたカリキュラム，すなわち，子ども達の統計リテラシー・統計的推論・統計的思考を育て
る必要条件である。
「すべての人が持って欲しい統計の知識，能力，考え方など」を指導する教師は，
まず「統計」を勉強して力量を高め，
「コンピュータ」を授業で利用できるようにすることが喫緊の
課題である。
【引用・参考文献】
D.Ben-Zvi & J.Garfield(2004) Statistical literacy, reasoning, and thinking:Goals, definitions, and
challenges,The challenge of developing statistical literacy, reasoning, and thinking
(D.Ben-Zvi & J.Garfield.eds),Springer,pp.3-15.
藤井良宜・添田佳伸(2007)「統計教育の到達目標の設定と目標達成のためのアプローチ」日本統計学会
誌. J 36(2), pp.251-262.
科学技術の智プロジェクト(2008)「数理科学 専門部会報告書」pp.18-30.
国立教育研究所(1991)「数学教育の国際比較－第２回国際数学教育調査最終報告書」第一法規,
pp.51-52.
国立教育政策研究所(2002)「生きるための知識と技能―OECD 生徒の学習到達度調査(PISA)
2000 年調査国際結果報告書」
，263p.
柗元新一郎(2010)『中学校数学「資料の活用」の指導に関する調査研究』日本科学教育学会，第 34 回年
会論文集，pp.239-242.
瀬沼花子・原口和哉・白石勉(2002）
「企業から見た数学の価値」
，科学研究費「数学の価値」最終報告書
（研究代表者 瀬沼花子）
，pp.83-117.
Wallman,K.K.(1993),Enhancing Statistical Literacy:Enriching Our Society, Journal of the American
Statistical Association, Vol.88,No.421, pp.1-8.
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価値観に基づく意思決定力を数学的リテラシーの構成要素に
－数学的モデリングの授業を通して－
島田 功
成城学園初等学校
１．数学的リテラシーと意思決定力
（１）数学的リテラシーの今日的意義
長崎（2010）は、数学的リテラシーを考える視点を「現代社会からの要請－高度情報技術社会・
生涯社会－」
「将来からの要請－持続可能で民主的な社会－」
「我が国の数学教育の現状からの要－
学ぶ意味を共有した社会－」からとらえ、数学的リテラシーとしてどのような内容が考えられるか
を挙げている。その中には、社会に出て使えると思われる数学の思考方法や実世界での数学的モデ
ル化の能力や民主的な社会における数学的な力としての批判的思考力や算数・数学を学ぶ意味の知
識などを挙げている。
このように，学校教育において数学的モデリングを扱う意義は，児童生徒が数学的リテラシーを
身につけ，その能力を実社会で活用する観点からも重要である。
（２）意思決定力の位置づけと人間的価値観
「意思決定（decision making）
」とは「ある複数の選択肢（Alternative）の中から、１つあるい
はいくつかの選択肢を選択すること」
（竹村,1996）と定義されている。
PISA の数学的リテラシーの定義は「・・・建設的で関心を持った思慮深い市民としての生活に
おいて確実な数学的根拠に基づき判断を行い・・・」と書かれているが，下線部の「判断」には「物
事を理解して、考えを決めること。論理・基準などに従って、判定を下すこと。
」
（大辞泉）の意味
があり、意思決定が関わっていることが分かる。特に、PISA で扱っている問題は現実場面の問題
であり、現実場面の問題を定式化することを考えると、数学的モデルや数学的結論は多様に考えら
れ、その中からどれかを選択することは意思決定に関わることになる。このことから、数学的リテ
ラシーを構成する要素の一つとしても、意思決定力を挙げることができるだろう。
ところで，意思決定を行うにあたっては，集団的意思決定という立場から，ある選好の背後にあ
る理由付けや根拠を明らかにすることの重要性が主張されている（佐伯，2006）
．本稿では，この
理由付けや根拠を子どもの人間的価値観という視点で捉える．それは，これからの社会では，価値
観が多様になるので，自ら何らかの価値観に基づいて意思決定をしなければならないことが多くな
ると考えられるからである．その典型的な例が，環境問題や気候変動問題や福祉問題や国際関係問
題等である．こうした問題に対しても，算数・数学は，貢献しなければならないと考える．そのた
めには，ある問題に対して，色々な価値観が存在することを知ることが必要である．そして，他の
価値観を知り，自分の価値観と比べたりする経験を持つことが大切である．本稿では、こうした意
思決定力の重要性を鑑み、数学的モデリングにおいて，数学的根拠の背景にある価値観（人間的価
値観）を意識させることを重視する。そして、その価値観と数学的根拠の両方で判断することを求
めていくようにする。そして、一人一人が多様な価値観を認識し、それらの価値観からどれを選択
するのか、つまり意思決定するのかを通して、意思決定力の育成を図ることにする。これらの一連
の活動を通して、数学的リテラシーを構成する要素の一つとしての意思決定力を育成することがで
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きると考える。
２．算数教育における数学的モデリングの新たな位置づけ
一般に，算数の授業では，数学的な価値が追究される．現在の算数教育は，数学の価値観に基づ
く授業が殆どであり，それ自体は非常に重要なことである．しかし，今後の算数の授業では，数学
の価値観に加え，子どもの人間的な価値観による判断も必要になると思われる．そこで，本稿では，
数学的モデリングに新たに子どもの人間的価値観を重視する視点を位置づけて授業を構成し実践
することにする。
（１）人間的価値観とは
本稿では，
「子どもの人間的価値観」を黒田（1992）や盛岡（1993）の考えに依拠し，
「ある場面
での子どもがよいと思う信念や考え」と規定し，子どもがよいと思う信念や考えを「平等，思いや
り，いたわり，公共性，関心，中庸」等とする。
（２）人間的価値観と数学的モデリングの関連
仮定とは現実場面の問題を数学の問題にする際
に必要になる力である。

ケーキが５こあります．私の家族はおじいさ
ん，おばあさん，お父さん，お母さん，妹と私

例えば、図 1 のケーキの問題（池田，2007）の

です．

場合には、祖父母のことを思う考えが表れる。そ
して、その価値観に基づいて、数学的モデルが構

どのように分けたでしょうか．
図 1 ケーキの問題（池田 2007）

成される。例えば、
「おじいさん、おばあさんは甘
い物をひかえているので、１/２個ずつあげる。他の人は１個ずつあげる。１×４＋１/２×２＝５」
などである。この場合には、祖父母に優しくする人間的価値観は、
「仮定をおく」役割を果たしてい
ることになるが、この場合の仮定は、
「仮に祖父母に少なくあげると言う条件を入れるとすると」と
いう意味になる。実際，馬場（2007）も、
「仮説を設定するにしても、検証するにしても、社会的
にオープンエンドな問題を扱う場合、そこに内在する価値的な側面を扱うことを抜きには、十分と
は言い難い」と述べている。このように，数学的モデリングにおいて人間的価値観が現出する場合、
人間的価値観に基づく数学的モデルや数学的結果は多様に表出することが想定される。
（３）社会的オープンエンドな問題の先行研究
飯田，山下ら（1995）の研究では，オープンエンドアプローチの研究を進めていく過程において，
「数学性を超えてオープンな解を探求していくと，人間活動としての価値や倫理の問題あるいは道
徳性の問題へと関わってくる」問題の存在を指摘し，算数・数学の人間的な価値が認識できる数学
的活動が展開できる事を指摘している．馬場（2009）は，飯田，山下らの研究で指摘された人間的
な価値が認識できる数学的活動が可能な問題を「社会的オープンエンドな問題」と呼び，
「この様な
問題によって育成する社会的判断力は，条件や解を含めて議論したり選択したりする事ができる力
を指す．
」とし，飯田，山下らの研究に積極的な意味づけを行っている．また，Brown（1984）は
価値が含まれる現実の問題の解決を通して「私たちは，意思決定（decision making）の中心的な構
成要素としての倫理や価値の問題に気づくようになる．
」と述べている．この価値とは，人間的価値
観を指していると思われる．同様に Silver（1993）は ，問題設定の場面で，子どもは数学的な問
題の構成と同じ位に公平さや道徳性が重要と考えている事を示唆している．いずれの研究も子ども
の人間的価値観に配慮する事の重要性を指摘していると考えられる．
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３．まとめ
以上考察してきたように、社会的オープンエンドな問題の中には人間的価値観が表出する問題が
あり、それらの問題を通して、数学的モデリング能力や価値観による意思決定力を育成することが
でき、これらの力は数学的リテラシーの中の構成要素として位置づけられると思われる。
【引用・参考文献】
馬場卓也(2007)「多様な価値観を有する社会・時代における算数教育」
，日本数学教育学会誌第 89 巻第
10 号，pp.20-27
Brown,S,I.(1984)「The Logic of Problem Generation : from Morality and Solving to De-Posing and
Rebellion」For the Learning of Mathematics, Vol.41, pp.9-20
飯田慎司，山下昭他(1995）
「算数学習におけるオープンエンドの問題による価値認識に関する研究」
，九
州数学教育学会誌第１号，pp.32-43
池田敏和（2007）
「数学的モデリングと算数教育」
，日本数学教育学会誌算数教育第 89 巻第 4 号，pp.2-10
黒田亘(1992)「行為と規範」
，勁草書房
長崎栄三(2010)「数学教育学研究への問いかけ－数学的リテラシー論に内在するもの－」
，第 43 回数学
教育論文発表会，pp.1-6
盛岡清美（編）(1993)「新社会学辞典」
，有斐閣
佐伯胖(1980)「
「きめ方」の論理―社会的決定理論への招待―」
，東京大学出版会
島田功(2009)「算数において意思決定力の育成をめざす授業に関する研究」
，日本数学教育学会誌第 91
巻第 12 号，pp,20-30
島田功,益子典文(2010)「小学校算数科における数学的モデリングの研究（その１）－子どもの人間的価
値観を大切にした算数授業の実践と評価－」
，日本科学教育学会年会論文集 34， pp，351-352
島田功（2010）
「社会的オープンエンドな問題による人間的価値観を大切にした数学的モデリングの授業
実践－授業における子どもの反応と「検証」の枠組みに焦点を当てて－」
，第 43 回日本数学教育学会
数学教育論文発表会論文集，pp.55-60
島田茂（1977）
「算数･数学科のオープンエンドアプローチ」
，みずうみ書房
Silver,B,A.(1993) 「 On Mathematical Problem Posing 」 ,Proceedings of 17th Psychology of
Mathematics Education, Vol.1, pp.66-85
竹村和久(1996)「第４章 意思決定とその支援」
，市川伸一編，
「認知心理学 4 思考」
，東京大学出版会
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数学的リテラシーを育成する単元の構成に向けて
－複合ユニットの小学校での扱いを考える－
日野 圭子
宇都宮大学教育学部
１．複合ユニットとその例
問題「６ｍで 260 円のリボンがあります。このリボンを 18ｍ買うとき値段はいくらでしょう」
考え方の例「6m で 260 円。18ｍは，6ｍが３つ分だから，値段は 260×３で 780 円」
この考えでは，長さに対するユニットとして「６ｍ」が，値段に対するユニットとして「260 円」
が構成されると同時に，両者が対応づけられている（
「６ｍで 260 円」という対応の確立）
。ここで
の「６ｍで 260 円」のように，２量の対応づけがなされた，大きなまとまりとしてのユニットを，
複合ユニットと呼ぶ。上の考え方では，複合ユニット（
「６ｍで 260 円」
）が構成されることで，解
決者は２量（長さと値段）を同時に繰り返し増やし，18ｍの値段を決定できた。問題解決において
利用できる複合ユニットは１つとは限らない。上の問題では，
「3ｍで 130 円」
「2ｍで 80 円」
「１m
で 40 円」といった複合ユニットを用いて問題を解決することもできる。
２．比例的推論における複合ユニット
比例的推論とは，量が伴って変わることのセンス，複数の比較，いくつかの情報を同時に心的に
蓄えたり処理したりすることを含む，数学的推論の１つの形式である（Lesh et al., 1988）
。比例的推
論は，未知の事柄を推測することに関わり，また，量的・質的な思考方法をともに含んでいる。
比例的推論の研究では，子どもが使う様々な思考方略の特徴や，それらと課題との関係，発達の
段階のモデルや発達を特徴づける観点などが議論されてきており，その議論はまだ続いている。そ
の中で，複合ユニット，特に子どもの複合ユニットの構成やその利用については，発達を特徴づけ
る観点の１つとして，以前から関心を持たれてきた（例, Harel & Confrey, 1994）
。例えば，比例の問
題において，問題状況を考慮して複合ユニットをうまく選び出していく力が，比例的推論の発達と
関わっていることの主張がなされている。また，子どもが作り出す複合ユニットが，直感や文章中
の数字に頼ったものから，より創造的・一般的なものになっていくという点への注目もある。その
一方で，日本の児童が，こうした複合ユニットの構成において徐々に消極的になり，形式的で機械
的な乗除の計算に従事するようになることが指摘されている（例，日野, 2008）
。
３．数学的リテラシーとの関わり
本研究に参加し，数学的リテラシーについての理解が深まるとともに，それらを学校での算数や
数学の指導を通して，どのように育てていったらよいかという点で，検討すべき事柄が多いことを
知った。基本方針や大枠を示す作業が不可欠であると同時に，いくつかの，小さな視点をベースに，
ローカルな枠内で改善を行っていくことも可能であろう。複合ユニットは，そのような視点の１つ
となるのではないかと考えている。本研究で検討している「数学的リテラシーの構成要素（案）
」か
ら，複合ユニットにかかわる構成要素を思いつくままに列挙してみる。
・ 身に付けて欲しい「数学の知識や技能」－「比例とその使い方」
「整数（小数，分数）とその計
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算」
「割合とその使い方」
「量と測定」など
・ 身に付けて欲しい「数学の能力」－「きまりや方法などを見つけること」
「前提をもとに確かめ
ること」
「多様に考えること」
「関連づけて考えること」
「きまりにしたがって処理すること」
「予
測・推測すること」など
・ 身に付けて欲しい「数学についての感覚・知識・認識」－「数についての感覚」
「量についての
感覚」
「関数に関する感覚」
更に，複合ユニットは，比例や割合に関わるため，生涯の様々な場面で当面する問題の解決や社
会の一員としての役割を果たす場面でも使われていくものである。
４．小学校での扱いの現状と提案
算数科において，複合ユニットそれ自体はあまり強調されていない。例えば，乗法・除法におい
ては，単位量（１）が用いられるが，単位量以外についてはあまり扱われない。一例として，小数
をかける乗法の場面では，乗数の意味を拡張し「倍」として意識化することを扱うが，下の例のよ
うに単位量（１）を使うため，意識化が不十分であるという主張がある（例，田端，2002）
。
例：１ｍで 180 円のリボンがあります。このリボン 2.7m ではいくらでしょうか。
また，単位量あたりの大きさでは，混み具合や速さといった内包量が扱われるが，そこでも，単
位量（１）が強調され，単位量以外については殆ど扱われていない。しかし，例えば，混み具合の
比較において，公倍数を用いて面積あるいは人数を１以外にそろえて比べる方法は，児童によく見
られるものである。
このような現状に対して，複合ユニットを重点的に取り扱った単元を組み立ててみることを提案
したい。複合ユニットがあまり強調されていない背景には，乗除法の計算や内包量の知識・技能の
獲得が目指されているということがあるように思う。勿論それは大切である。しかし，その一方で，
数学的リテラシーとして身に付けて欲しい「知識や技能」
「能力」
「感覚」を前面に出した扱いを考
えることができるのではないか。それは，２つの量を対応づけてみる考え方であり，その（複合）
ユニットを，比例を前提に柔軟に作り出し，また，柔軟に利用する力である。
１つの案として，複合ユニットを中心とした単元を，整数の乗除が一通り終わり，乗数の意味を
拡張する前に組み入れてはどうか（小４の「小数のかけ算とわり算」と，小５の「小数のかけ算」
の間）
。ここでは，整数の範囲を中心として，複合ユニットを作り出しながら，問題を解決していく
経験をするとともに，数直線などを使ってその過程を表現し，矢印等に拠りながら考え方を意識さ
せることをねらう。新たな単元を入れることが難しければ，小５の「単位量あたりの大きさ」を，
同じく小５の「小数のかけ算」の前に移動して，その中で扱うことはできないだろうか。また，よ
り長いスパンで，数学的リテラシーを，２量の対応や変化の学習と関連づけながら育てていく方策
を考えていく必要がある。
【引用・参考文献】
Harel, G., & Confrey, J. (Eds.). (1994). The development of multiplicative reasoning in the learning of mathematics.
Albany, NY: State University of New York Press.
日野圭子. (2008). 「指導を介しての比例的推論の発達に関する一考察：１年を通しての比例の問題に対
する児童のアプローチの変化」
『筑波数学教育研究』, 27, 1-10.
Lesh, R., Post, T., & Behr, M. (1988). Proportional reasoning. In J. Hiebert & M. Behr. (Eds.), Number concepts
and operations in the middle grades. Reston, VA: Lawrence Erlbaum Associates.
田端輝彦. (2002). 「算数教育における比例的推論の役割について」
『第 35 回数学教育論文発表会「課題
別分科会」発表集録』, 130-137.
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「予想」や「比較」を取り入れることを通して
相馬 一彦
北海道教育大学旭川校
私は本研究を通して，算数・数学教育の目的や目標，授業の在り方などについて，
「数学的リテラ
シーの視点」からも考えるようになった。私が現在考えている「数学的リテラシーの視点」につい
てわかりやすく述べるならば，次の２つの問いに答えることである。
◇算数・数学を学ばなかったら，これからの社会に生きる人間として困ることは何か？
◇（他教科にはない）算数・数学ならではの知識や考え方は何か？
本稿ではこの問いに答えるとともに，そのための授業の在り方について考える。
１．算数・数学の授業を通して身に付けるべき力は何か
算数・数学を学ばなかったら，これからの社会に生きる人間として困ることはたくさんある。特
に知識や技能については，他教科にはない算数・数学ならではのものがある。中学校の各領域ごと
に一つずつ例を挙げると，次のような事柄である。
＜算数・数学ならではの知識や技能の例＞
Ａ 数量を数えたり，簡単な計算ができること
Ｂ 図形を計量したり，性質を理解すること
Ｃ グラフをかいたり，読みとったりすること
Ｄ 資料を整理したり，活用すること
これらの知識や技能は，日常生活のいろいろな場面で使われる(これからの高度情報化社会では，
より大切になる)とともに，他教科での学習にも必要とされるものである。
本研究では「数学的リテラシーの構成要素」に関わって，
「身につけて欲しい数学の知識や技能」
についても検討した。その中で私は，
「身につけて欲しい」ということにも，
Ⅰ．できて欲しい

Ⅱ．理解して欲しい

Ⅲ．思い出して欲しい

という３つのレベルがあると考えた。数学的リテラシーとして，できることまで求めるのか，それ
とも「○○について習ったことがある」
「○○の内容は忘れたが調べれば思い出せる」ということで
もよいのかなど，Ⅰ～Ⅲのレベルを視野に入れた数学的リテラシーの検討も必要であろう。
次に，考え方や態度としては，例えば次のようなことを重視したい。
＜考え方や態度として重視したいことの例＞
ア すでにわかっていることや前提を明確にして考えること
イ 数や式，図を用いて表したり，説明したりすること
ウ 数量や図形，グラフなどについて関係を見いだすこと
エ 計算の結果や情報などについてまちがいを見つけること
算数・数学には，
「何を前提として考えたのか」
「どのような既習内容を使ったのか」
「どこがまち
がいなのか」などがはっきりわかるという特性がある。
『考え方がみえる』のである。また，
「答え
は一つでも考え方はいろいろ」という特性もある。
このような，算数・数学ならではの特性もふまえて数学的リテラシーを考えたい。
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２．算数・数学では，どのような授業を行ったらよいのか
大人になって数学を直接使うことはない人であっても，
「数学を学んでよかった」
「数学で学んだ
ことは役に立っている」と思えるような算数・数学の授業を行っていくことが，数学的リテラシー
の育成につながるように思う。
そのためには，
『考えることが楽しい授業』を日常化することがポイントになるであろう。
『考え
ることが楽しい授業』を実現するために，次のことを強調したい。
算数・数学の授業に，
「予想」や「比較」をこれまで以上に意図的に取り入れる
（１）
「予想」を取り入れること
算数・数学の授業での「予想」とは，
問題の結果や考え方について見当をつけること
である。
「仮説」や「見通し」は，その背後に根拠や理由が伴い論理が存在するのに対して，
「予想」
は直観(感)的に見当をつけることを含む。当てずっぽうで予想する子どもがいてもよい。
算数・数学で論理的に考えることは大切であるが，はじめから「～の理由を考えよう」と言われ
ても，子どもにとってそれを考える必要性が感じられないことが多い。予想して，それを確かめる
ことによって，次のようなメリットが生まれるであろう。
○何を考えるのか，目標をはっきりつかませることができる
○「本当？」
「なぜ？」という気持ちを引き出すことができる
「予想」を取り入れるためには，次のような決定問題から授業を始めることを基本にしたい。
・
「～はいくつか」など（求答タイプ） ・
「～はどれか」 など（選択タイプ）
・
「～は正しいか」など（正誤タイプ） ・
「～はどんなことがいえるか」など（発見タイプ）
たとえば次の問題は，中学校第２学年「式の利用」での発見タイプの決定問題である。
＜問題＞
次のような２つの数の組がある。これらの２つの数の間にはどのような関係があるだろうか。
４１
５３
８４
７９
１４
３５
４８
９７
予想した関係を確かめる過程で，
「２つの数の和が１１の倍数になることを証明しよう」というこ
とになり，子どもたちは目的意識をもって主体的に考え始めるであろう。
（２）
「比較」を取り入れること
算数・数学の授業では，次のように「比較」が生じる場面がいろいろある。
・異なる予想

・いろいろな考え方

・正答と誤答

算数・数学の特性から，考え方や結果について，そのちがいがはっきりわかるのである。このよ
うな場面を大事にして，
「どの予想が正しいか？」
「どの考えがわかりやすいか？」
「どの答えが正し
いのか？」などについて考え合うことによって，子どもに「わかった！」
「なるほど！」という表情
が見られることが多い。
はじめから一つだけのよりよい考え方を教えるのに対して，
「比較」を取り入れることによって，
子どもは主体的に考えるとともに，確かな理解や納得を得ることができるであろう。
「予想」や「比較」を取り入れることを通して『考えることが楽しい授業』を日常化したい。
【引用・参考文献】
相馬一彦(1995)，
「予想」を取り入れた数学授業の改善，明治図書
相馬一彦(1997)，数学科「問題解決の授業」
，明治図書
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小学校における「リテラシー」について
―育成すべきリテラシーについての考察―
島﨑 晃
埼玉県所沢市立小手指小学校
小学校における算数の授業において育成すべき力として、
「考える力：思考力」そして「表現する
力：表現力」をあげることができるであろう。実際に、日々の授業展開を通して思考力を身に付け
るために、素材を開発したり、また自学の姿勢を育成するための発問の工夫等、多くの学校で実践
を重ねている。
算数の授業を通して身に付ける力はという問いに対し、まず一番にあげられるのが、
「計算力」そ
して「新しい算数用語や概念を身につける」といった知識や技能の習得である。
また換言して、算数の学習を通して身に付けるべきもの、また使えるようになるものとして、知
識、理解、技能、関心、意欲、態度、思考力、判断力、想像力そして直観力などを挙げることがで
きるであろう。
これらの力や能力等を授業展開レベルで位置づけていくと次のような力を特定することもできる
であろう。
（１） 自ら考える力

（６）コミュニケーションをする力

（２） 多様に考える力

（７）資料等を読み取る力

（３） 自ら問題を見出す力

（８）身の回りの問題を解決する力

（４） 物事を関係づけて考える力

（９）情報や教具等を活用する力

（５） 筋道を立てて考える力

（10）自ら振り返る力

上記のような力を養う過程において、 例えば、
（１）自ら考える力を身に付ける過程を考えてみ
よう。
出題された問題を構造化することから始まり、
場面理解やその問題場面の課題を見つけることが、
子ども達に求められてくる。今までにどのような学習を行って来ているのか、その教材の系統性を
把握していることも求められる。
「今までに同じような問題を学習したという再認能力やどのように
解いたのか記憶に残っているといった再生能力も問われることになってくる。再生された様々な要
素のうちで、どんな知識や技能を使えば解くことができるのだろうといった、情報処理能力もこの
段階では必要とされてくることとなる。
つまり、上記に掲げた 10 の「力」は単独に育成されるのではなく、それぞれが互いに時に重な
り合い、またある場面では関係しあっているのである。
筆者がこの「数学的リテラシー」研究に参加し考え、そして感じたこと、それはまずこの数学的
リテラシーについては、学校教育で学んだ様々な力や能力が社会に出た時にどのように生かされて
いるのか、さらに学校教育段階で学んだことと社会生活を営んでいくこととどのように関わってい
るのか、このようなことを探る３年間でであった。
学校教育段階で様々な知識や技能を身につけ、社会に出たときに、生きて働く知識いわゆる知恵
として活用していくことこそ、
「数学的リテラシー」そのもののように考えた。
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将来の自分の生活

こととのふれあい

安全で安心して生活を送るために

職業人として生活

ものとのふれあい

就いた職を上手にこなしていくた

家族や地域社会生活

人とのふれあい

楽しく、幸福な生活を送るために

図１ 小学校における数学的リテラシーの育成のねらい
社会に出た時、学校で、特に算数の時間に学んだ様々な「力」
「能力」を根拠として社会人として、
より良く生きて行こうとする姿勢こそ、小学校におけるリテラシーの育成の大きなねらいであり、
そして目的ではないだろうか。
（１） 安全で安心して生活を送るために
危機管理能力（危機の予知、回避、対処、再発防止）
・・情報収集とその選択能力
（この能力を生かし生活していくために、算数の時間に身につけた多様な見方、見出
す力、資料を読み取る力、活用する力などが活かされている。
）
（２） 職業人として生活していくために
知識を生かし、身につけた技能を活用する力・・計算する力、測定する力、読み取る力、情
報機器を活用する力、作図する力などが活かされている。
（３） 家族と地域社会において生活していくために
楽しくて誰とでも仲良く生活していく能力・・筋道立てて考える力、情報収集とそれらを活
用する力、そしてコミュニケーション能力等が活かされている）
以上のような考察を通して、
「数学的リテラシー」とはどのような力であろうかといった課題に対
し、明確にその幾つかを挙げるのはなかなか困難なことと言えよう。
計算力について考えると、整数・小数・分数の加減乗除の学習を行うのであるが、どの計算が社
会生活を送る上で必要で、また役立たないかということは難しいことである。
分数概念については、日常生活の中で、活用されているであろうし、小数については、整数の連
続性を考えた時、抜いて置くわけにもいかない。
日常生活において、算数の学習で学んだ知識や技能、態度など、意図的、無意図的に活用され、
充実した生活を送っていることは、明白な事実であるといえよう。
社会に出たとき、つまり職業人として生活していくとき、必要な能力として「読み・書き・算盤」
が以前より求められて来ていた。
「よりよく、幸せに社会集団の中で生きていくため」に、数学的リ
テラシーは必要不可欠な力である。

45
− 45 −

算数の授業を通して育てる力（算数的リテラシー）について考える
滝井 章
國學院大學人間開発学部初等教育学科
１．新学習指導要領下における算数授業への危惧
いよいよ新学習指導要領の完全実施となる 2011 年が近づいてきた。指導内容、授業時数がこれ
ほど増加となるは実に久しぶりのことである。相も変わらずマスコミなどは、指導内容、授業時数
が増えることだけに目が向いている。しかし、ここに一つの危惧が生じる。増えた指導内容を理解
させることにばかりに目を行き、
「何のための算数授業か」
「算数授業を通してどのような力をつけ
るのか」という算数授業の本質に目を向けた授業の取り組みが薄くなるのではという危惧である。
特に保護者の目が「増えた指導内容の理解」に向くことは必至なだけになおさらである。もしこの
ような事態に陥ったとき、再び指導内容、授業時数の削減に向かい、典型的な「歴史は繰り返す」
になってしまうであろう。これでは、学校現場は振り回され、肝心な子どもに弊害が生じる危険性
すらある。
２．求められる『算数的リテラシー』という視点
指導内容、授業時数が増加しようと削減されようと、算数授業の本質、すなわち「何のための算
数授業か」
「算数授業を通してどのような力をつけるのか」は変わらない。この算数授業の本質を見
据えた上で授業を考え、具体的に展開していれば、授業内容、授業時数がいかに増減しようと、授
業の幹は揺らぐことはない。この「何のための算数授業か」
「算数授業を通してどのような力をつけ
るのか」という算数授業の本質が本研究にあたる『算数的リテラシー』と考える。
３．
『算数的リテラシー』の具体像
算数授業で育成を図る『算数的リテラシー』にあたる項目をいくつか例として挙げてみる。
①

多様に考える、多面的に物事をとらえる力

②

予想したり推測したりする力

③

きまりなどに気づいたり発見したりする力

④

既習経験を想起・活用し、筋道立てて考える力

⑤

どの考え方が効率的かなどを考え、判断する力

⑥

自分の考えをわかりやすく端的に明確に表現したり、正しさ、確かさを説明したりする力

⑦

ディスカッションする力

⑧

人の考えを読み取り、理解する力

⑨

自らを高めようとする力

これらの力は、いずれも「算数を通して育成する力」であり、まさしく『算数的リテラシー』の
一例と言えよう。
４．
『算数的リテラシー』を育成する授業例
『算数的リテラシー』を育成する授業例として、５年「変わり方調べ」において実践した授業を
提案する。
まず最初に、マッチ棒模型を４本見せ黒板に正方形を１つ作った後、正方形を二つ作るには合計
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で何本必要かを問いかける。子どもたちは指で空中に形を描いたりして７本という答えにたどりつ
く。答え合わせ、検証の後、
「正方形を６つつなげるように作ると、マッチ棒は全部で何本必要か」
を問いかける。すると２１本という答えと１９本という答えに分かれる。そこで、
「どう考えて２１
本と答えたのか」を問いかける。すると次のような発表が出される。
「正方形２つのときが７本だった。正方形６つはその３倍だから７×３で２１本と考えてと思う。
」
ここで育成する力は、上記『算数的リテラシー』⑧にあたるものと言える。
この考えに対して、次のような意見が出される。
「正方形１つでは４本だったが、正方形２つのときはその２倍の８本ではなく７本だった。だから
正方形が２倍、３倍になっても、マッチ棒の数は２倍、３倍になるとは言えないと思う。
」
この意見は、上記『算数的リテラシー』の⑥にあたるものと言える。
今度は、
「どう考えて１９本と答えたのか」を問いかける。すると次のような発表が出される。
「正方形が１つ増えるごとにマッチ棒が３本増えるから、
正方形が６つのときには１９本だと思う。
」
ここで育成する力は、上記『算数的リテラシー』の⑥及び⑧にあたるものと言える。
実際に図を描いて調べてみると、答えは１９本であることが分かる。そこで、
「１９本となる数え
方、求め方を式で表しましょう」と問いかける。
子どもたちは、次のように多様な式を、発表する。
ア ４＋３×５

イ ４×６－５

ウ １＋３×６

エ ６×２＋７

オ ７×３－２

ここで育成する力は、上記『算数的リテラシー』⑥にあたるものと言える。
ここでは敢えて式だけの発表とし、考え方は発表を聞いていた子に考えさせ、図などを用いなが
ら説明させる。ここで育成する力は、上記『算数的リテラシー』の⑧にあたるものと言える。
次に、
「正方形を 10 個つなげるように作るときにマッチ棒は何本必要かを、ア～オの考え方から
選んで用いて求めよう」と問いかける。ここで育成する力は、上記『算数的リテラシー』⑤にあた
るものと言える。
最後に、もしマッチ棒で作る正方形の数が□個のときなら、必要なマッチ棒の数をどのように表
せばよいか」を問いかけ、全体で話しながら考える場面を設定する。作る正方形の数が何個の場合
でも、必要なマッチ棒の数を求めることができる式を見付けようとする力は上記『算数的リテラシ
ー』⑨にあたるものと言え、全体での話し合いを通して育成する力は上記『算数的リテラシー』⑦
にあたるものと言える。
話し合いの結果、アは４＋３×（□－１）
、イは４×□－（□－１）
、ウは１＋３×□、エは□×
２＋（□＋１）となり、オだけは正方形の数が奇数のときには答えに結びつかないことが分かる。
この話し合いを通しての気づき、発見は『算数的リテラシー』③にあたるものと言える。
５．実践を終えて
以上のように、算数の授業では、
『算数的リテラシー』の育成に結びつく活動が自然な形で形成さ
れる。しかし、一時間の授業の中で育成できるものではなく、一時間一時間の授業の積み重ねによ
り育成できるものである。指導内容、授業時数が削減された現行学習指導要領では、生じた“ゆと
り”の中で、じっくりと意味を考えさせ、本質的な理解を図ることを目的とした。すなわち『算数
的リテラシー』の育成を視野に入れたものと言える。指導内容、授業時数ともに増加となった新学
習指導要領においても算数的活動の重視に見られるようにその趣旨は強調されている。この趣旨を
いかに授業に具現化できるかに、新学習指導要領の真価がかかっていると言えよう。
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算数授業の積み重ねからみたリテラシーの一様相
－理科授業における算数的活動の効果－
清水 壽典
神奈川県平塚市立大野小学校
小学校算数において、どのような考えを身につけさせたいか問われれば「関数の考え」と「集合
の考え」と答えたい。
「関数の考え」は、
「何と何が関数関係にあるかを調べる」
、
「何が何によって
決まるか」を見る見方である。さらに、それがどのような関数関係にあるかを調べ、いつでも使え
るきまりを見つけ、その見つけたきまりが正しいと見極める見方である。この「関数の考え」につ
いて、杉山（1995）は、算数を学習するときに生きて働く考えだから大事であると述べている。例
えば、
「まわりの長さが 24cm の長方形がある。長方形の面積が一番大きくなるときのたてと横の長
さを求めましょう。
」という課題が４学年にある。このとき児童は、どちらか一方の辺に着目して課
題の解決を図る。この場合たての長さに着目すると、たて 1cm のとき、横は 11cm で面積は 11cm2、
たて 2cm のときは横 10cm、面積は 20cm2 というように見つけ表を作成しながら、面積の変化に着
目しながら同時にたてと横の変わり方にも気を配りながら調べていく。このときの 2 量の関係を調
べるという算数的活動の積み重ねが、変化を調べるときには何を比べればよいか、あるいはどちら
かの数値を固定して考えるという見方が必要であることを学ぶのである。
さて、5 年で「振り子が振れるときどのようなことが起こるのか」を実験した。実験の前にひと
しきり振り子で遊んだ。その後、課題として、何か気づいたことはないか尋ねた。すると、
「大きく
揺らすと戻ってくるまでに時間がかかる」
、
「おもりが重いほど揺れが大きい」
「振り子の長さが長い
とゆっくり振れているように感じる」とうの意見が出された。児童の発表から、振り子で遊んだり、
ブランコでの体験を想起し、どうも 3 つの変化する量がありそうだということが見えてきた。この
見方は、前述した長方形の面積問題のときに用いたたての長さに着目して調べた考えであると考え
る。そこで、実験に取りかかることにした。
まず、何を調べるかを検討した。
「重さにより振れるのにかかる時間が違うのか」
、
「振れ幅により
振れにかかる時間が違うのか」
、
「振り子の長さにより振れるのにかかる時間が違うのか」という３
つである。つぎに、3 つの実験をするにあたり、変化する量が 3 つあるうち 2 つを固定しないと変
化の状況が分からないことに気づいた。最初の実験は、
「重さを変えたときに振り子の戻る時間には
違いがあるか」を調べた。そろえる条件は、振り子の長さと振れ幅である。学級を 5 人ずつ 7 班に
分け、データを集めた。データ処理のし易さと信頼性を高めるために 10 往復にかかる時間
表1

振り子の戻る時間

おもりの重さ20ｇ

班

１往復 10往復 5回目 4回目 3回目 2回目 1回目
時間

おもりの重さ40ｇ
1回目 2回目

3回目 4回目 5回目

時間

10往復 １往復
時間

時間

1.43

14.25

14.39 14.41 14.16 14.13 14.16

1 14.34 14.28

14.28 14.33 14.22

14.29

1.43

1.43

14.298 14.33 14.33 14.21 14.34 14.28

2 14.34 14.28

14.32 14.23 14.28

14.29

1.43

1.43

14.31

7 14.32 14.31

14.31 14.29 14.35

14.32

1.43

14.32 14.33 14.30 14.31 14.30
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を 5 セット計測することにした。20ｇの計測結果発表のとき、児童から、5 回ともかかる時間が異
なっているので「平均」を求めれば 10 往復にかかる時間も分かるし、さらに 10 でわり「平均」を
求めれば、1 往復にかかる時間が求まるという意見が出された。平均を求めると、見事 7 班がおお
よそ 1.43 秒のところに落ち着いた。そうして、5 回の実験結果から、重さが異なっても 1 回の往復
にかかる時間は変わらないという結論を得ることができたのである。往々にして、算数授業の世界
に留まってしまう「平均」を用いようとする考えを、理科の実験結果に用いようとしたこの態度は、
賞賛に値しよう。このことから、分かるように、いろいろな事象があったとき何と何がどのように
関わり合っているのか、あるいは集められたデータをどのように読み取るかという力は、子どもた
ちが将来を生きていく上で、必要な算数の力と考えられるのである。
さて、この授業で注目したいのは、1 往復にかかる時間がおおよそどの班も 1.43 秒に揃ったこと
である。この結果を素晴らしいと見られること。
「平均」という考えを使ったからこそ隠れていた真
実が見えてきたことを授業で強調したいのである。この数値を美しいと感じて欲しいのである。
ところで、算数では、問題を解決し解を得ることも大切であるが、そこに到達するまでに如何に
考えるか、どう向き合うかという態度育成も重要であり、小学校教師はその態度を重視していると
報告されている。ところが、数学を美しいと感じる小学校教師は 48％あまりである１）。このことか
らも分かるように、思考の節約をしたり、多様な考えに出会えたり、式をまとめ簡潔にしたり、解
を得られたりしても教師自身がその算数的活動そのものに美しさを見出したり、得られた数値に美
を感じなければ児童には伝わらないであろう。教師自身が、上で述べた振り子の実験で７つの班が
思いもよらず 1.43 秒になったことに驚きや美しさ、自然現象の荘厳さを感じたならば、児童にもそ
れは伝わり、蓄積され数学の美しさとは何か、数学的な態度とは何かが備わってくるのではないだ
ろうか。まして、
「数学は美しいと感じている」小学校児童の保護者は 29％に過ぎない。このまま
の算数授業をしていたのでは、今我々の目の前にいる児童も同じ轍を踏む可能性を秘めている。
算数の授業において、教師は内容の理解と習熟に目が行きがちである。そして、概念理解の過程
において数学的な態度を要求している。そして、将来社会に出ても役に立つという切り札を持って
指導に当たっている節がある。将来社会に出ても役立つ知識を数学的リテラシーと考えるにはあま
りにもお粗末である。児童自身がそれを役立つものと感じていなければ使おうとも思わないし、関
連性にも気づかないであろうし、関係づけてみようともしないであろう。このことから、考えると
本報告書で述べているように、児童が「平均」の考えを用いたときにはその用いた理由や必要性、
用いたことでどのような効果があるのかを質すことにより、その考えの良さを自分自身に問うメタ
認知も生まれるのであると考える。重要なことは、教師自身の課題への向き合い方と児童が解決の
過程で使う算数の力を明確にし、位置づけることが大切であると考える。
今回の理科の授業を通して、算数で培われたところの変化する量を関係づけてみる力と求められ
たデータを整理、見直すために「平均」を用いる力はまさに算数で身に付けて欲しい数学的リテラ
シーと考えてよいのではないだろうか。
注１）
長崎栄三（代表）
（2005）
『算数・数学では何をいつ教えるか－算数・数学教育の内容とその配列に関す
る調査報告書－』国立教育政策研究所科研報告書．p.6 & p.21．
【引用・参考文献】
杉山吉茂（編著）（1995）『小学校算数実践指導全集第 8 巻 数学的な考え方を育てる指導』日本教育
図書センター

49
− 49 −

小学校算数における批判的思考力の育成
－平行四辺形の面積の指導から－
小田 友美
東京都杉並区立杉並第七小学校
１．実践からわかってきた数学的リテラシー
数学的リテラシーや算数の力を長年にわたり研究し授業分析した中でわかってきたことがある。
それは、子どもたちの話し合い活動において、批判的思考にあたる発言（例えば、
「でも～ではない
のか。
」
「どうして～なのか。
」という問いかけ）をきっかけに、話し合い活動が活発化したり、内容
が深まったりすることである。ここでいう批判的思考とは、集団での話し合いを通して個人または
集団の考えに絶えず疑いをもって検討することと考えている。そこで、批判的思考について先行研
究を元に授業でどのように指導していくかを考えた。
まず、鈴木ら（2006）によると、批判的思考の基本モデルとは査定（何が問題なのかを決定する）
・
診断（問題解決のプロセスに必要なデータを収集する）
・計画（何がなされるか熟考する）
・施行（プ
ランを実行する）
・評価（目標が達成されたかを決定を下し、結果が納得いかなければプランを修正
する）となっている。柴田（2006）によると批判的思考力を育てる指導の工夫は「問う心を育てる
こと」である。代表的なビジネス書のグロービス・マネッジメント・インスティテュートによると
クリティカル・シンキングの基本姿勢は、
「目的は何かを常に意識する」
「前提条件、置かれている
環境に合わせて考える」
「イシュー（論点）を踏まえた上で考える枠組みを考える」
「問い続ける」
である。
どの文献でも基本姿勢に掲げられていることは、
算数の問題解決の授業で自然に行ってきている。
「問題」は設定されている課題、
「前提となる条件や必要なデータ」は課題や既習した知識、
「施行」
は自力解決である。その中でも十分でないと考えられるのは「評価」や「問い続けること」である。
何らかの結論に達したと思っても、そこで思考を止めず考え続ける。Why?（なぜ?）と問うこと
は原因の発見、 So what?（その意味は?） と問うことは本質をひねり出す、True?（本当?）と問
うことは誤解がないかの確認となる。これは新たな問いを生むことにもつながる。最後に、評価す
ることで効果のあるものが得られるのである。こうした「問い続ける」という思考の方法を集団で
の話し合いを通して習慣化し、一人一人の考える力となることをねらいたい。
本時では、平行四辺形の求積を通して安易に出した解答・典型的な誤答に対し、なぜそうなった
のか方法を筋道立てて考えたり、どうしてそうしたのか既習と比較したり、本当に正しいのか確か
めたりする学習活動を行い、このように考えていくことの大切さを感じさせるようにした。
２．批判的思考力を育成する授業
（１）単元 ５年「三角形・四角形の面積」
（２）ねらい 既習の図形に変形したり、方眼を用いたりして、平行四辺形の面積を求める方法を
考えている。・・・（第１時／全１２時間）
（３）授業の展開
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学習活動

批判的思考力を育てるための工夫

課題把握

Ｔ 下の図は平行四辺形です。自分で必要な場所を測って、面積を求めま ・多様な考えを引き出す
ことができる課題設定
しょう。
をする。
平行四辺形の面積を求めよう
(底辺６㎝、高さ４㎝の平行四辺形、斜辺の実測は 4.5 ㎝)
・分割移動の考え

自力解決

①

②

③

４×６＝24 24 ㎠

４×６＝24 24 ㎠

４×６＝24 24 ㎠

・方眼の考え
・④
・
・
・
数える
24 ㎠

・底辺×斜辺の考え
⑤

・問い続けることを必要
とする課題設定する。

4.5×６＝27 27 ㎠

集団検討
まとめ

・友達の考えを図や式か
求め方を発表しよう
ら読み取ったり、かわ
多様な求積方法を発表する
りに話したりする。
求め方を検討しよう
・
「なぜそうなるのか・ど
それぞれの方法について、
うしてそうしたのか・
①なぜそうなるのか、答えまでの筋道が正しいかを検討する。
本当に正しいのか？」
②どうしてそうしたのか、発想のもととなる考えを既習から関連付ける検
を考えさせ、友達に質
討をする。
問する習慣作りをす
③本当に正しいのか、その求め方が妥当であるかを検討する。
る。
Ｔ 底辺×斜辺の求め方だけ答えが異なるが、本当に正しいのか話し合っ
てみましょう。
・ななめの辺をたてと考えていいのだろうか。
どうすれば、平行四辺形の面積は求められるだろう
平行四辺形の形を今まで学習した図形に変えたり、１㎠のマスがいくつ
分かを数えたりすれば、平行四辺形の面積は求められる。
次の時間に学習したいことを発表させ、つなげる
・平行四辺形の面積を速く求められる式を作りたい。
（公式化）
・他の四角形の面積を求めてみたい。
（４）授業の実際
発表した求積方法は、次の通りである。それぞれの児童が、画用紙に自分の求め方の図と式をか
き、方法を説明した。質問や意見はその都度行い、それぞれの方法について発表・検討を繰り返し
た。発表の前に、なぜそうなるのか、どうしてそうしたのか、本当に正しいのか考えながら聞き、
わからない場合は質問するように指導した。

Ｃ1

Ｃ1 4×4＋4×2＝24 24 ㎠
Ｔ Ｃ1 の方法について質問はありますか。
Ｃ どうしてそう考えたのですか。
Ｃ1 前に習った長方形と正方形の面積にすれば、求められるからです。
Ｃ2 欠けている部分は上下に組み合わせて数えると 24 ㎠
Ｔ Ｃ2 の方法について質問はありますか。
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Ｃ2

Ｃ …（全員納得した様子）

Ｃ3

Ｃ3 4.5×6＝27 27 ㎠
Ｔ Ｃ3 の方法について質問はありますか。
Ｃ なぜ、そうなるのですか。
Ｃ3 ななめの辺と下の辺をかけると面積が求められます。
Ｃ どうしてそうしたのですか。
Ｃ3 長方形の面積はたて×横だからです。
Ｃ 本当に正しいのですか。

Ｃ 前は、Ｃ2 のようにマスで考えてきたんだけど、たて×横はこのマスの数をかけ算で出してい
て、このマスは正方形だった。たての部分は直角にならなきゃいけない。
Ｃ 下の辺に対して直角になっていないとたてとは言えないから、ななめの辺はたてじゃない。
Ｃ 4.5×6 は、平行四辺形が起きて長方形になった形になってしまう。そうすると、右の部分を
左の開いているところに入れると上の部分が大きいから、もとの平行四辺形より大きくなっちゃ
う。

Ｔ では、ななめの辺を長方形の面積で考えた「たて」としてはいけないのですね。
Ｃ そう。
（５）考察
授業は習熟度別 3 コースの中で一番習熟度の低いコースであった。9 名中 6 名は既習の図形に変
形したり、方眼を用いたりして答えを出していた。残り 3 名がＣ3 のような底辺×斜辺で答えを出し
ていた。全員既習事項と結び付けようとする姿が見られたことは成果と考えられる。ただその中で
もＣ3 の方法を考える児童の割合は、大きい。必ず扱うべき反応例といえる。
話し合いの後半でＣ3 の方法が発表されたとき、「本当に正しいのですか」という質問をきっか
けに、面積の意味を考えあい、深めていく様子が見られた。発言が増え、身を乗り出して手を挙げ
ていた。聞いている児童も集中して友達の話を聞いたり、普段積極的に挙手しない児童もつぶやい
ていたりと、話し合いが活発化したことがわかる。
考え方を発表する場面では、その考え方そのものの筋道を発表することはよくあることであった
が、「どうしてそうしたのか」というアイデアの出所を問う質問については、これまであまり子ど
もたちが意識していなかった。学習に手がつかない児童は、ただわからないのではなく、アイデア
が浮かばないことが多い。その出所をたどることで発想のヒントをつかむことができるようになる
と考えられる。
こうした質問を用意し聞くことを習慣化していくことで、個人内で自分の考え方について反省的
に見たり、集団で多様な考え方について批判的に話し合ったりする批判的思考力が身につき、内容
の理解が深めることができると考える。
【引用・参考文献】
小田友美（2008）「平行四辺形の面積は、たて×横で求められるのかな」『算数の力を育てる授業』東
洋館出版社．pp.115-123．
グロービス・マネッジメント・インスティテュート(2005)『MBA クリティカル・シンキング』ダイヤモ
ンド社.
柴田義松（2006）
『批判的思考力を育てる－授業と学習集団の実践』日本標準.
鈴木健・大井恭子・竹前文夫（2006）
『クリティカル・シンキングと教育－日本の教育を再構築する－』
世界思想社.
長崎栄三・滝井章編（2007）
『算数の力－数学的な考え方を乗り越えて－』第 6 章．東洋館出版社.
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知的好奇心を育むために
牛場 正則
東京都足立区立栗島中学校
長年中学校数学科教師として生徒と接し、今回の研究会で勉強させていただきながら、最近特に
強く考えるようになった義務教育を通して身につけさせたい事柄について記す。
１．考えることが楽しいと感じる生徒の育成
何のためでもなく、誰のためでもない、自分にとって楽しいから数学を勉強しようとする『意欲』
を持った生徒の育成したい。
、これは『知的好奇心の誘発』といった方がよいかもしれない。
数学の問題を早く、正確に解くことを否定はしない。しかしそれよりも、数学を好きになっても
らいたい。社会に出て本屋さんに入ったとき、数学コーナーに行って、数学に関連する書籍を手に
とって読もうとする人になってもらいたい。数学が得意な人は、更に好きになり、数学が苦手な人・
テストの点数が伸びない人であっても数学に興味を持ち、数学的な見方、考え方ができる人に育っ
てもらいたい。
考えること自体が楽しいと思える大人になってもらいたいのである。
そのためには、
算数や数学を嫌いにさせない授業が重要になる。
私が中学 1 年生に聞いた範囲では、小学校１年生のときは、算数の好きな児童が多い。小学校４
年生ぐらいで嫌いになる児童が増え、６年生になると、また好きになる児童が若干増えるようであ
る。この原因は、小学校 4 年生で学習内容が「概数」のようにやや理解しにくいものが入ってきて、
つまずくようである。小学校６年生で、好きになる生徒が増える原因は、中学受験する児童や、も
うすぐ中学生になるから頑張ろうという児童が出てきているからと考えられる。算数が好きになる
か嫌いになるかは、児童自身の能力や努力によるところもある。しかし、教師の指導によるところ
が多いといっても過言ではない。
算数や数学が嫌いになる要因はいくつか考えられる。
＊ 一生懸命考えた結果を全面否定されると、考えることがいやになる。
＊ 学習内容が難しく、
先生の説明もわからず、
まったく手が付けられない状態になってしまい、
わからないまま授業を聞いて、どんどんわからない事柄が増えて泥沼にはまっていくと、
自信をなくし、やる気をなくしてしまう。
算数や数学の問題は、
たとえ結果が間違ったとしても、
考え方や過程が正しければそれを認める。
そうすれば、児童・生徒の課題に挑戦する態度、考えようとする意欲は育つ。
多くの人と異なった見方・考え方で課題を解決した生徒には、どこの部分がどのようによいのか
を説明してあげると、その生徒だけではなく、クラスの多くの生徒は、多様な考え方をしようとす
るようになる。
また、教師は、まず教師自身が算数・数学を好きでなければならない。自分が嫌いなものを教え
て、好きにさせることはできない。特に小学校の先生は、児童に対して影響力が大きいので、児童
が算数を好きになるように
（少なくとも嫌いにならないように）
意識して指導しなければならない。
考えること、探求することが嫌いでなければ、疑問を持ったり、課題にぶつかったとき、自分の
これまでに得た知識や経験を総動員して解決しようとする。そこでわからないときには、どのよう
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に考えればよいのか、どのように調べればよいのか、誰に聞けばよいのかなど、あらゆる手段を用
いて課題にぶつかり、解決していけるのではないだろうか。
義務教育の中では、できるだけ多く「考えることが楽しい」という体験をさせてやりたい。
２．数学の学習内容が、社会生活でどのように役立つかを意識できる生徒の育成
人が現代社会を生きていく上で、なくてはならない必要最低限の数学の力、これはまさにこの研
究会でいう『数学的リテラシー』であると理解している。
数学の学習を重視しなくてよいという根拠として「数学がわからなくても、社会生活に何の不自
由も感じないから」
、
「小学校以来、算数や数学をあまり勉強しなかったが、社会生活では何の問題
もないから」という人がいる。この意見には、多くの問題点がある。
まず、
「数学がわからなくても」という言葉の中には多くの意味が含まれる。算数・数学をまった
く勉強しないで、数について何も理解していない段階から、学校には通って勉強はしたがほとんど
理解できなかった段階、ある程度わかっているが完全に理解していないためにわからないとしてい
る段階、様々な段階がある。また、
「何の不自由も感じない」という言葉の中にも問題がある。たと
えば、電気の存在を知らない人々にとって、電気のない世界はそれほど不自由と感じないであろう。
「不自由を感じる」とは、あるはずのもの（あったもの)がなくなったり、通常の状態でできたはず
のものができなくなり、自分の欲求・要求が満たされないときに意識する感情である。
つまり、数学の恩恵を受けたことのない人（意識したことがない人）にとっては、数学などなく
ても何ら問題はないのである。言い換えれば、数学教育に携わる者は、数学教育によって、社会生
活を営む際にどのような恩恵を受けることができるかを意識させる必要がある。
一般的な市民が数学の学習から得られる直接的な利点は、それほど多く思いつかない。あえてあ
げれば、数に関しての四則計算、単位換算、場合の数などであろうか。また、職業や人の立場によ
っても異なるであろう。
大切なことは、必要に応じて学生時代の教科書や参考書を見て、思い出したり勉強し直そうとす
る意欲と基礎知識（学習する内容によって異なるが）である。
間接的な利点は、学習指導要領で述べられている「生徒に生きる力をはぐくむことを目指し、
・・・
基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ、これらを活用して課題を解決するために必要な
思考力、判断力、表現力、その他の能力をはぐくむとともに、主体的に学習に取り組む態度を養い、
個性を生かす・・・」の、
『思考力、判断力、表現力、その他の能力をはぐくむ』ことである。情報
化社会では批判的思考力・表現力が特に重要になる。
数学教育で大切なことは、直接的な利点だけではなく間接的な利点を、社会生活と結びつけて意
識させることである。
生徒から「何のために数学を勉強するのですか」
、
「お店で買い物ができる程度の計算さえできれ
ばよいのではないですか」と質問されされたとき、
「受験があるから数学を勉強する必要がある」と
いうだけでは困る。
「数学を勉強することを通して、
『考える楽しさ』を知ってもらい、
『判断力や表現力』を伸ばし
ている」と自信を持って答えられる教師、このような意図を持って日々の授業に向かう教師が多く
育ってもらいたい。
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中学校数学科における批判的思考力の育成をめざして
ー 図形の指導を通して ー
望月 美樹
山梨県甲府市立北中学校
１．はじめに
数学を学習する中で、自分や友達の考えを振り返りながら、「本当にそうなるのだろうか」「い
つでも必ずそうだと言えるのだろうか」「もっと簡潔な方法はないのだろうか」などと考えを巡ら
せることは、大変重要である。条件に合ったいろいろな場合を想定し、いつでも正しいかどうかを
吟味したり、よりよい方法はないかを考えたりすることが、内容の理解を深めるとともに、論理的
に考える力を高めることへとつながると考えるからである。
本稿では、中学校第２学年の図形の授業を取り上げ、批判的思考力を育む授業について考察して
いく。本来は、批判的思考力とは何か、また、これと数学的リテラシーとはどのような関係にある
のかなど、まず、明確にしなくてはならないのだろうが、ここでは、普段行っている数学の授業を
振り返る中で、批判的思考力とはということを考察することにする。
２．授業の実際
ここで取り上げる授業は、中学校第２学年の図形の証明の授業実践である。中学校第１学年で学
んだ角の二等分線の作図を題材に、本当にその方法で角の二等分線になるのかどうかを考え、生徒
同士で議論していく授業である。本授業は、平成 20 年 2 月 8 日に、山梨県の公立中学校の中学２年
生１クラスを対象に筆者が授業したものである。
実際の授業の大まかな流れは、
以下の通りである。
なお、｢S1｣｢T1｣は、それぞれ、子ども、授業者の発言やつぶやきを表し、授業記録（望月,2009；
本稿では省略）と対応させてある。
（１）題材 角の二等分線をいろいろな方法で作図し、正しいことを説明しよう。
単元「図形の性質」において、三角形や平行四辺形の学習の後、本題材の授業を２時間で計画し
た。第１時で角の二等分線の作図をいろいろ考え発表し、第２時がここで取り上げた授業である。
なお、三角形および直角三角形の合同条件は学習済みである。
（２）ねらい
角の二等分線をいろいろな方法で作図し、正しいかどうかを根拠を明らかにしながら説明するこ
と、および、その検討を通して、証明について理解する。
（３）授業の流れ
①前時の角の二等分線の作図を思い出し、正しいかどうかを予想する。(T1～T12)
本時に検討することになっている右の(ｱ)(ｲ)(ｳ)
について予想。－全員が「正しい」と予想。
②本時の問題を把握する。(T13～S11)
本当に正しいのかどうか、考えていきたいと思う。
③(ｱ)の作図方法を確認する。(T14～S37)
各自で作図した後、(ｱ)の作図方法を発表した
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(ｱ)

(ｲ)

(ｳ)

子どもが説明。－すべて半径を変えないでかいた。
④作図(ｱ)が角の二等分線の作図となっていることを、各自で説明する。(T37～T41)
半径は「同じ方がいい」という声が子どもから聞こえたため、半径を変えても、変えなくてもよ
いこととし、各自で説明する。三角形の合同を使った証明、作図の手順の説明、図に記号を書き込
んだ説明などがみられる。
⑤作図(ｱ)が正しいことの説明を発表し、検討する。
1) 三角形の合同を使って正しく証明。
<証明する>
記号 C,D,E を書き入れ、CE,DE を点線で結ぶ。
△OCE≡△ODE を証明。
△OCE と△ODE で、半径を変えないでかいたとした場合、
CO=DO
CE=DE
OE は共通
3 辺がそれぞれ等しいので、△OCE≡△ODE
対応する角は等しいので、∠EOC =∠EOD｡
この方法で二等分線がかけると言える。
2) 1)とは異なる三角形の合同を証明しようとしたが、途中でうまくいかなくなったため、クラスで、
よい方法はないか考え合う。(T42～S53)
<証明する>
DC を結び OE との交点を F とする。
△DOF と△COF の合同を証明しようとする。
OF 共通
半径なので DO=CO
△DOC が二等辺三角形だから、∠ODF=∠OCF
OF 共通はいらなかった。わからない。
<よい方法はないか考え合い発表する>
四角形 OCED がひし形であることを使って証明。
CO=DO=CE=DE
円の半径で、OC=OD
OF 共通
四角形 OCED は全ての辺が等しいのでひし形で、その対角線は中点で交わるから、CF=DF。
△OCF と△ODF の 3 辺が等しいから合同。
∠COF=∠DOF となり、OE は二等分線。
3) 1)2)とは異なる三角形を使って証明したが、疑問の声があがる。(T107～S239)
<証明する>
DO=DG=CH となる点 G,H を、それぞれ OA,OB 上にとる。
点 G と点 E、点 H と点 E を直線で結ぶ。
△GOE と△HOE の合同を証明する。
GE=HE
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（
「なぜそこが等しいかわからない」(S185)というつぶやき）
GO=HO
OE 共通
3 辺がそれぞれ等しいので、△GOE≡△HOE
<疑問の声があがる>
GE，HE がなぜ等しい？(S193)
等しく見えて等しくない。(S195)
等しいなんて言えないじゃん。(S200)
<等しいことを説明>
茶色い半径〔OD〕の倍だから、結んでも同じ長さ。 <等しいと言えないこと(循環論法)を指摘>
本当に二等分線って最初からわかっていたら、つないでも一緒だけど、まだわからなくて、それを
証明するからつないだだけじゃ一緒かどうかわからない。
拍手
<コンパスを使い、等しいことを確かめればよいと指摘>
もし、真ん中に来ているかどうかがわからないなら、コンパスで GE の長さをとり、EH に合わせ
てみれば、等しいことがわかる。(S223~236 )
<疑問の声があがる>
作図じゃないの？(S227)
コンパス使っちゃ駄目でしょう。(S238)
じゃ、分度器で測っちゃえばいいじゃん。(S239)
⑥正しいことを説明するにはどうしたらよいか考える。(T174～S260)
学習プリントに自分の考えをまとめる。
表１ 作図(ｱ))が正しいことの説明と正しいことを説明するにはどうしたらよいかに関する子どもの考え
作図(ｱ)が正しいことの説明
人
説明のしかた
証 10 ○ ・△COE≡△DOEから証明。
明

他

正しいことを説明するにはどうしたらよいか
人
子どもが書いた理由と人数
8 誤差がない(4)本当に合同(3)定理･仮定(5)合って
いる事から答(1)実測は根本から離れる(1)
2 証明は､本当に等しいかわからない(1)具体的な数が
なくわかりにくい(1)
3 証明が正確だが、等しいといえないものはコンパ
ス(2)。全部：証明するのに角度・長さを知る。(1)
1 無答

証明

5

実測

4

両方

4

他

3

方法
証明
実測

2 △ ・循環論法等による△COE≡△DOE
の証明。
2
・違う三角形の合同の証明。ひし形で
証明。
そ 1 ・円の半径を変えても、交点は角の
の
二等分線上。
他 2 ・手順と、ひし形になる(1)
二等辺三角形の二等分線(1)

2 ・手順の説明。根拠なし。
11 ・作図のみで説明なし。

両方

誤差がない(2）合同がわかる(1)等しいことがわか
る(1)仮定などが正しい(1)
コンパス (4)：わかりやすい(2)正確(1)使わない
とできない(1)
情報・ヒントを作って証明(1)証明とコンパスで確実
･長さ調べるのに必要(2)正しく証明するには何も使
わない。コンパスは使って良い。円がかけない(1)。
分度器×(1)測る×(1)
無答

（○：ほぼ正しい証明、△：誤った証明、両方：証明と実測の両方 。 ｢説明の分類」は重複あり。）
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作図(ｱ)が正しいことの説明と、正しいことを説明するにはどうしたらよいかについての考えを、
各自で学習プリントにまとめた。これらについての子どもの考えは、表 1 の通りである。(ｱ)の正
しさの説明を、
「証明」と「その他」に分け、それぞれについて、正しいことを説明する方法を対応
させた。
⑦自分の考えを発表する。(T192～S276)
１）証明が一番正確だが、それに必要な条件などを調べるには、コンパスとかで長さを測ればいい
から、両方使って説明した方が正しい。(S264)
２）コンパスを使わないと長さを測ったり円をかいたりできないから、コンパスを使わないと言え
ないと思う。(S267)
３）せっかく、証明で合同ってあるのに、使わないともったいない。コンパスを使うと、すぐ求め
ちゃって何にもならない。コンパス使うと楽しくないじゃん。(S271~S276)
⑧学習感想をまとめる。(T203～T205)
３．本授業に見られる批判的思考
（１）批判的思考１：角の二等分線の作図を思い出し、正しいかどうかを予想する。
【授業の流れ①】
前時に子どもが発表した(ｱ)(ｲ)(ｳ)の作図について、正しいかどうかを判断させ、挙手させた。結
果的には、全員が「正しい」と予想したが、正しいかどうかを判断する際、直観的に判断したり、
既習の図形の性質を使って考えたりしている。
（２）批判的思考２：(ｱ)の作図方法を振り返る。
【同③】
(ｱ)の作図を各自で行う場面である。どのような線をひいたのか、１つ１つ手順を追いながら確認
している。発表した子どもは、「全て同じ半径で作図した」と言ったが、半径を変えて作図した生
徒も多かった。どちらの方法でも角の二等分線になるのかという疑問が生まれやすい。
（３）批判的思考３：三角形の合同を証明しようとしたが、うまくいかなくなったため、クラスで、
良い方法はないか考え合う。
【同⑤-2)】
⑤-1)とは異なる三角形の合同を証明しようとする生徒が考えを発表した。しかし、途中でうまく
いかなくなったため、クラス全体でよい方法はないかを考えた。１人の生徒が、
「全て同じ半径で作
図した」という点をとらえ、ひし形の対角線の性質を使って証明を完成させた。
（４）批判的思考４：異なる三角形で証明を試みるが、疑問の声があがる。
【同⑤-3)】
⑤-1)2)と異なる三角形の合同を証明しようとしたが、
「GE=HE」と説明した途端、
「なぜそこが
等しいかわからない」(S185)というつぶやきが聞こえた。さらに、一通りの証明を行った後で、
「GE,GH がなぜ等しい？」「等しく見えて等しくない」「等しいなんていえないじゃん」
(S193,195,200) という指摘がされている。これに対し、
「茶色い半径(OD)の倍だから、結んでも
同じ長さ」と反論するが、｢本当に二等分線って最初からわかっていたらつないでもいいが、それを
証明するからつないだだけじゃ一緒かどうか分からない｣と循環論法の指摘がされている。
（５）批判的思考５：コンパスを使い、等しいことを確かめればよいと指摘する。
【同⑤-3)】
(4)の場面で、別の生徒から、
「もし、真ん中に来ているかどうかがわからないなら、コンパスで
GE の長さをとり、EH に合わせてみれば、等しいことがわかる。
」(S223~236 )という考えが出さ
れた。
（６）批判的思考６：疑問の声があがる。
【同⑤-3)】
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(5)の考えに対し、
「作図じゃないの？」
「コンパス使っちゃ駄目でしょう。
」(S227,228)という反
論がされた。
（７）批判的思考７：検討をもとにし、正しいことを説明するにはどうしたらよいか考える。
【同⑥
⑦】
授業者が、
「ここまでを振り返ると、コンパスで長さを測る、分度器で角度を測るという方法と、
証明という方法があるが、どの方法だったら、正しいことが説明できるだろう。また、なぜ、その
方法なら正しいことが説明できるのだろう。
」となげかけ、正しいことを説明するにはどうしたらよ
いかを自由にまとめさせた。これまでの議論では、GE=HE となるか、長さが等しいことを説明す
るのにコンパスを使っていいかどうか等が問題となっており、それらのことを振り返りながら自分
の考えをまとめたと考えられる。
（８）批判的思考８：学習感想をまとめる。
学習を振り返り、考えたこと感じたことを自由に記述している。
４．まとめ
上記の授業から、どのような点が、批判的思考を育むことにつながるのか考える。
多様な方法が考えられる問題を提示し、正しいかどうかを検討する。その際、誤りを指摘するだ
けでなく、本授業の⑤-2)のように、どうしたら正しくなるのかを検討することも大切である。生徒
の心情面に配慮するとともに、考えを振り返り、修正することで、反省的思考にもつながると考え
られる。
自分の考えを言いやすい雰囲気をつくることが大切である。学級作り、授業作りとも深く関わる
が、
間違えても構わない雰囲気や疑問点を質問しやすい雰囲気を作ることが大切である。
本授業で、
いろいろな方法が出されたり、疑問、批判の声が上がったのも、学級や授業の雰囲気との関わりが
大きいと考えられる。また、正誤の判断を授業者ではなく、生徒自身に考えさせることが批判的思
考につながるのではないだろうか。
自分の考えや本時の学びについて振り返らせる。本授業の⑥⑦のように、最終判断や学習感想を
まとめさせたり、自己評価させる活動を取り入れることが大切であろう。
【引用・参考文献】
望月美樹（2007）
「数学の能力の「線分の垂直二等分線の作図」の授業を通した分析（中学校第 1 学年）」
『算数・数学において育成する諸能力とその系列に関する研究』国立教育政策研究所科研成果報告書．
pp.105-122．
望月美樹（2009）
『中学校数学科における図形の論証指導に関する研究』静岡大学大学院教育学研究科修
士論文。
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批判的思考力の育成を
長尾 篤志
国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部
１．はじめに
数学教育の研究者から高等学校の数学の授業はさんざん批判される。
「何を身に付けさせたいのか
分からない」
，
「教材研究が不十分だ」
，
「入試問題の解法を説明しているだけだ」
，
「一方的に話をし
ているだけで，生徒の考えを生かしていない」などである。私も高等学校の授業を参観するが，そ
の授業の目標が何かよく分からないことは少なくない。最近，指導案にその授業の評価規準が記述
．．．
されていることも多いが，どこで評価をしたのか分からず評価規準がお飾りになっていることもあ
る。
先日，文科省内のある会合で発表された高等学校長の発表資料に「教員の，教員による，教員の
ための高等学校」という文言があり，痛く感心した。残念ながらこの校長の発表を聞くことはでき
なかったが，この校長は，地域の住民からは廃校にしてほしいと要望のあった荒れた高等学校を立
て直し，毎年入試倍率が 2 倍以上の人気ある高等学校に変えた校長で，先の文言はその学校に赴任
した時の印象を述べたものである。高等学校の教員は，生徒を育てることに目が向いていないこと
を端的に指摘したものであるが，数学の授業の問題点も同じ文脈でとらえることは可能であろう。
ただ，高等学校のさまざまな問題の責任を個々の教員にのみ帰することは適当ではない。それらの
問題の背後では，学校制度，これまでの文教行政，教員養成の在り方，入試制度，教員人事，さら
には経済政策まで多くの問題が複雑に絡んでいるからである。したがって，有能な校長の下で問題
がかなり改善されることはあるが，根本的な問題の解決には長期にわたる検討と勇気ある取組が必
要であると考える。
２．指導の改善
もう一度，高等学校の数学の授業に戻ろう。
それでは，指導の改善にかかわって，高等学校では何も取組むことができないのだろうか。確か
に多くの問題の解決には，時間をかけた検討と確固とした取組が必要であるが，指導の改善に関し
ては，すぐ取組むことができることがある。評価の改善と授業研究の推進である。
評価の改善をし，生徒の状況を適切に把握しなければ指導の改善の方向は明らかにはならない。
評価を通して指導の改善の方向が明らかになれば，可能なところから実践を積み上げる。そして，
適宜授業研究会で真摯な議論を通し実践の質を高めたり，修正を加えたりする。新学習指導要領で
は現行以上に数学的活動を重視し，数学Ⅰ及び数学 A に課題学習を設けているが，これらもこのよ
うな取組がなければ掛け声倒れになってしまうだろう。
現行の学習指導要領の実施に合わせ，平成 16 年に国立教育政策研究所教育課程研究センターは
評価の参考事例を公表した。しかし，高等学校では評価の改善はほとんど進まなかった。それは，
公表した評価方法が複雑で面倒だったことや，評価にかける労力に比してメリットが少ないと考え
られたこと，教員に評価を改善する必要感が薄かったことなどがその理由として考えられる。評価
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の改善に関しては，同じ轍を踏まないよう，今後，これらのことを踏まえた施策を行っていくこと
が必要だと考えている。
３．数学的リテラシー
私は，数学的リテラシーを「さまざまな場面で数学の知識や技能を用いて問題を解決する能力」
ととらえている。当然この能力には，問題に直面した時に有している知識や技能が不十分であれば
より進んだ数学を学ぶことも含んでいる。
２．で，新学習指導要領解説では数学的活動を一層重視していることを述べた。学習指導要領で
は数学的活動は「数学学習にかかわる目的意識をもった主体的活動」と記述されている。２．で述
べた指導の改善により，生徒の学習を主体的活動へと改善する。そして主体的活動を通して数学の
内容の理解を深め，さまざまな場面で数学の知識や技能を用いて問題を解決する能力を身に付ける
のである。そのような能力はいろいろ想定されるが，私はその中心になるのは批判的思考力である
と考えている。
４．批判的思考力
数学の内容を確実に理解し理解を深めるためには，先入観をもたず自分なりに一つ一つ論理を積
み上げていくしかない。これが批判的思考力であり，その意味では，批判的思考力は偏りのない（誠
実な）論理的な思考力とも言える。
また，どのような問題でも，その問題を解くためには問題の本質を見いだすことが必要である。
その本質を見いだすのも批判的思考力である。デカルトの「我思う。ゆえに我あり」という言葉は
それを端的に表しているが，数学の発展の歴史からもそれを知ることができる。
（20 世紀の爆発的
な数学の発展には，G．カントールが創始した集合論が最も大きな影響を与えていると私は考えて
いる。カントールの研究はまさに批判的思考力の結晶であろう。
）
新学習指導要領の作成協力者であった数学者が会合で批判的思考力の大切さを繰り返し強調して
いた。新学習指導要領では目標の文言として表に出すことはできなかったが，目標に含まれる「創
造性の基礎」の重要な中身として重視している。
５．必然性
先日，ある高等学校の教育研究会に出席した。授業参観の後の研究協議で，出席したある中学校
の教員から次のような発言があった。
「高等学校の授業で中学校の授業と大きく異なっているのは，
「必要性」に関する意識ではないか。
中学校の授業では，必要になってはじめて必要なものを提示する。今日の授業では，授業の最初に
電卓を配布していたが，中学校だったら生徒が電卓がいると言ってはじめて電卓を配布する」
教育研究会での研究授業であったので，生徒が電卓がほしいといってはじめて電卓を配布するの
は難しく，その時の授業では仕方ないだろうとは思ったが，的を射た指摘であった。私は「必要性」
より「必然性」という言葉を使っている。生徒の思考にそって指導を考えていくということであり，
それを軽視すると生徒の思考が止まってしまい論理を積み上げていくことが困難になる。したがっ
て，批判的思考力を育てる場合でも「必然性」に配慮することは大切なことである。
授業では，生徒は何度も「おかしいな？」
「なぜだろう？」
「・・・のように考えたほうがいいの
ではないか？」などと感じる場面がある。例えば，
「なぜ，このように定義するのだろう」
，
「どのよ
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うにしてこの定理は発見されたのだろう」
，
「どこからこの問題は考え出されたのだろう」
，
「この内
容を学ぶことが将来の自分とどのようにつながるのだろう」などである。高等学校の学習内容は多
く，授業時間数は限られるので，それらのすべてを授業で取り上げることは難しいとしても，その
ような疑問を追及していく場を設けるべきだと考えている。
（数学Ⅰ及び数学 A の課題学習はその
ような場として活用することはできる。
）
なお，先ほどの研究会を行った高等学校では，普段から「必然性」を重視した授業を行っており，
新しい内容に入る時は時間をかけ，その内容をなぜ学ぶのかを生徒に感じ取らせるなどの授業展開
を行っている。
６．おわりに
数学的リテラシ－に関連して，どの程度の数学の内容を身に付けることが必要か，考えることが
ある。今の社会をあまり困難なく生きるためには，義務教育段階の数学の内容を身に付けておけば
よいであろう。また，科学者やエンジニアになることまで想定すると大学の初年級で学ぶ線形代数
と微分積分学までが必要であると思う。ただし，科学者やエンジニアもそれぞれの分野でかなり高
度な数学は必要であるが，線形代数と微分積分学まで確実に身に付けておけばさらに必要な数学は
独学できるということである。このようなことから，数学的リテラシーについて考える時は，内容
より能力を中心に考えるべきであると考えている。それぞれの学校段階，進路希望，立場により必
要な数学の内容は異なっても，必ず身に付けさせなければならない能力は何か，を明らかにすべき
だろう。私は，それを批判的思考力だと考える。
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すべての人々にとっての数学的リテラシーとは
國宗 進
静岡大学教育学部
数学的リテラシー研究は重要であるし大変興味深い。しかしながら，幅広い視野と深い理解が要
求されるだけに，なかなか踏み込みにくい内容でもある。ここでは私見を 2 点ほど述べる。
１.「すべての」を問い直し共通理解を目指す
まず第一に，
「すべての」という表現が意味すること，そして共通理解に関することである。
アメリカのプロジェクト 2061 は，米国科学振興協会が 1985 年に始めた壮大な科学教育改革プロ
ジェクトであり，報告書(AAAS,1989; 邦訳 2005) には，すべてのアメリカ人が持つべき科学的リ
テラシーが「科学，数学，技術に関係した知識，技能，思考の習慣」として述べられている。数学
に関しては，
「特に実用性があり，全体としてほとんどすべての人間活動において重要な役割を果た
す」という点での基本的な数学的概念として，
「数，記号の関係，形，不確実性，データの要約，標
本抽出，推論」という 7 項目が挙げられている。そこに示されている具体例は興味深いものが多く，
またほとんどすべての人間活動を想定して書かれていることが伝わってくる。
プロジェクト 2061 を受けて，その日本版作成を目指して行われたのが「科学技術の智」プロジ
ェクト(2006～2008)である。そこでは，科学技術リテラシーに相当する「科学技術の智」を，
「成
人段階を念頭において，全ての人々に身に付けてほしい科学・数学・技術に関係した知識・技能・
物の見方」としている。このプロジェクトの数理科学専門部会報告書(2008)では，数学の世界を「数
学の対象と主要概念」と「数学の方法」とで記述していて，前者は「数量，図形，変化と関係，デ
ータと確からしさ」からなり，後者は「言語としての数学，問題解決・知識体系の構築としての数
学の方法」からなっている。数学の内容がやや強すぎる感があるものの，興味ある記述が見られる。
日本の数学的リテラシー研究において大きな位置を占めているこれらの研究には，上に引用した
ように「ほとんどすべての人間活動」あるいは「全ての人々」という表現が見られる。これに関連
して，
「すべての」という言い回しをどう解釈するのか，そして，その共通理解をどう図るのかにつ
いての検討方法の検討は重要である。
スペインの哲学者で自由主義者であったオルテガ・イ・ガセットは，
「すべての人」について，
「か
つては「すべての人」といった場合，大衆とその大衆から分離した少数者からなる複合統一体を指
すのが普通であった。しかし今日では，全ての人とは，ただ大衆を意味するに過ぎない」(オルテ
ガ,1930) と言っている。1920 年代の状況下での分析であるが，その社会認識は今日的である。彼
がいう「大衆」とは「平均人」のことであり，
「少数者」とは「特別な資質をそなえた個人もしくは
個人の集団」のことである。
オルテガの人間の種類の分類を上記のリテラシー研究に当てはめてみると，
「少数者」は報告書の
作成者集団のことであるが，
「平均人」とは何か。
「すべての人」をどう解釈し数学的リテラシーを
どう想定するのか，その検討方法の検討が重要であろう。私は，より限定的に「～という人にとっ
ての数学的リテラシー」という言い方をしたいと考えている。なお，数学的リテラシーの内容の確
認に関しては，長崎ら(2006)の調査の成果が役立つ。
63
− 63 −

また誰がそれを規定し，実質的なものとするのか，数学教育研究でいいのか教育政策までを見通
すのか等々，検討することは多々ある。その検討は本科研のような「少数者」によって行われる。
数学的リテラシーの検討や学習指導要領の作成のように，広く深い立場から全体を見通した考察
が要求される場合には，その議論はどうしても大綱的になりやすく，メンバーの共通理解がなかな
か図れない面がある。そうであったとしても，それを乗り越えるしかない。
ところで最近，文学は社会的使命を終えたという記述を目にした。そう主張する根拠は，
「文学作
品を理解するということは，書き手と読み手が作る共同体に自ら加わるということ」であり，
「すで
に私どもは，文学を話題にできる話し相手を探すのに苦労する時代を迎えて」いるからだという(清
水,2010)。数学的リテラシーに関して，書き手と読み手が作る共同体は存在しているのか。
２. 数学的リテラシー構築に向けて
リテラシーの形成に関する議論では，学校教育を除いた場での方策が声高に語られている。その
形成は広く社会においてそして永いスパンでなされるので当然の提案であろう。数学者にも，数学
を日常的に使って活躍している方々にも，大いに啓蒙活動等に参加していただくとよい成果が生ま
れることは間違いない。だが，すべての人々にとっての…，成人としての…，を目指すのだから，
学校教育を抜きにしては語れない。算数・数学教育に関してはなおさらである。
数学的リテラシーの育成を意図した授業に関しては具体的に次のように考えている(國宗,2008)。
算数・数学科の目標，内容を，数学的概念の理解と能力形成との両者から示すようにするという
のが，構築に向けた基本的な考え方である。そして，それをいかに教育の場で展開するかについて
は，生徒が行うべき「数学的活動」を，学習の過程で育成される能力や意欲，態度の面から明らか
にしておくことが重要であると考える。能力形成に関しては，
「算数・数学の力」に関する研究(長
崎他, 2007)が活用できる。
現在私が数学的リテラシーの内容の柱として考えている項目は，以下の通りである。
数学的推論／数学的コミュニケーション／探究，問題解決，批判的理解／演繹的体系，公理的
方法／数とその体系／ユークリッド幾何／空間と図形／関数・写像，変数，変域／統計，確率
これらに関して算数・数学教育研究を進めようとすると，テーマは多様に存在する。それらに具
体的にどう取り組むか，それは一代では終わらない。いずれにせよ，これまでの算数・数学教育研
究の成果を踏まえて，議論し実践して一つ一つ確認して作り上げていくしかない。
【引用・参考文献】
オルテガ・イ・ガセット(1930), 神吉敬三訳,『大衆の反逆』,筑摩書房.
北原和夫研究代表(2008), 平成 18,19 年度科学技術振興調整費研究報告書「21 世紀の科学技術リテラシ
ー像～豊かに生きるための智～プロジェクト」
『数理科学専門部会報告書』.
國宗進(2008),「生涯学習社会における数学的リテラシー構築のための開発研究―概念理解と能力形成―」
『日本科学教育学会第 32 回年会論文集』
，pp.137-140.
清水真木(2010), 『これが「教養」だ』
，新潮新書.
長崎栄三・國宗進・太田伸也・長尾篤志ほか 15 名(2006), 「社会から見た算数・数学科の指導内容の重
要性」『日本数学教育学会誌』第 88 巻第 2 号, pp.29-44.
長崎栄三・國宗進・太田伸也・五十嵐一博・滝井章・近藤裕・熊倉啓之ほか 17 名(2008), 「算数・数学
教育の目標としての「算数・数学の力」の構造化に関する研究」『日本数学教育学会誌』第 90 巻第 4
号, pp.11-21.
長崎栄三・滝井章編著(2007) ,『算数の力・数学的な考え方を乗り越えて』
，東洋館出版社.
日米理数教育比較研究会訳(2005), 米国科学振興協会，
『すべてのアメリカ人のための科学―科学，数学，
技術におけるリテラシー目標に関するプロジェクト 2061 の報告書―』.
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教科教育学のよりよい構築のために
－リテラシーを育てるための実践を通して－
上田 雅也
山梨県甲府市立里垣小学校
「宇宙という書物は数学という言葉で書かれている」
（ガリレオ）という有名な言葉にもあるとお
り、数学は、全ての学問の基礎として考えることができると思っている。
また、子どもたちの未来を開くのは、教育であるとも考えている。その教育の方向性が、子ども
たちの将来の方向性と一致しない限りは、子どもたちの未来にとっての教育とはいい切れないので
はないだろうか。
学問と呼ばれているものは、それ自身に一般性があり、万人（多くの人）によって認められてい
るものであると考えられる。そこには共通の論理があり、それが筋道立って整っているからこそ、
そこに生きる人たちの共通の理解を伴って、一般に広まっていくことになる。ただし、そこには、
その場（地域、国、世界）に共通した常識があり、それがその論理を正しいものにするという意味
で正しいのであり、別の常識から見ると特殊に見える側面も否定できない。多くの学問は、そう言
う形で歪められてきたが故に、正しい論理が見えなくなってしまっている現実も否定できない。で
は、我々は、何をよりどころとして論理の正しさを読み解く必要があるのだろうか。
私が、現在までに至った結論からいうと、それは、持続可能な宇宙を生きる人間を教育するため
の理論ということになると考えている。
数学自体は、完全な論理から構築され、完全なる構造を理解できる唯一の手段であるように考え
られる。しかし、それ故に、完全さを完璧さと勘違いしてはならないと思われる。それは、見えて
いる構造自体が、その構造を作り出している環境に影響を受けないわけはないからである。
したがって、我々がこの地球で見ているあるいは見えている構造や理論は、その時代の国や体制
の影響を受けない訳にはいかない。その影響を考慮した上で、初めて正しい構造を見ていくことが
できると考える。
このことは、学校におけるそれぞれの教室の日々の授業においても同じ事がいえると思われる。
まず、大きく影響するのが、その教室を存在させる成員とそれぞれの人間関係、そしてその成員同
士の相互作用であり、その教室での授業に影響を与えると考えられる。
また、教室の環境の一つ一つがその時間の授業の成り立ちの成否を決めると言っても過言ではな
い。その上で、子どもたちの現状の把握が欠かせない。現在までに、至っている実態やそれに至る
までの事実の確認を怠ることなく行うべきだと考えている。その上で、さらに大切なのが、その時
間に教える教科への深い理解であると考えている。
その教室にいる成員同士が信頼し合い、
さらに、
あこがれを持って学習が進められる教師の存在は、授業が高いレベルで成立する要素の一つである
と考える。さらに、子どもたち自身の構えも必要になってくる。その時間の授業での課題を与えら
れた瞬間にそれを受け止め、
取りかかる態度はその授業での最初の構えだと考えている。
その上で、
その教室で普段行われている授業での態度と民主主義的な態度が必要である。また、コミュニケー
ション能力や容認的な雰囲気も欠かせない要素となってくる。
私は、今年、数学的なリテラシーを育てるための実践を 7 月に行った。本科研小学校部会の研究
授業として行った 6 年生の「2 つのグラフを 1 枚のシート」にかかせる算数の授業である。
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本校の 6 年生が 5 年生の時に行った八丈島での経験を基に、島巡りの日の午前中に雨が降り、午
後になって晴れた日の気温と降水量をグラフにかかせる授業だった。
子どもたちは、島に行った時の経験を思い出し、棒グラフや折れ線グラフの復習を行ってもなか
なか 2 つのグラフを 1 枚のシートにかくことができなかった。その原因として、子どもたちがそれ
までに 2 つのグラフを同時に比べてかくことをした経験がないことや棒グラフや折れ線グラフをか
く授業を受けた時に、それをかく意味や価値を理解するところまで授業で行わなかったことが原因
であると考えられた。しかし、子どもたちは粘り強く取り組み、1 時間という長い時間にわたる授
業であったにも関わらず、最後まで諦める事なく取り組んだおかげで、授業の最後には、2 つのグ
ラフを 1 枚のシートにかくことができた子どもまで現れるようになった。さらに、その価値を知ら
せるビデオを見せたところ、
次の授業では全員が 2 つのグラフを 1 枚のシートにかくことができた。
この実践を通して、私は、授業の正否は、日頃の子どもたちの構えと授業者の教材研究に向かう
構えによって決まるものだと改めて感じることができた。
私は、人が考え得ることは、現実になると考えている。正しい形で見る夢は、現実になり、現実
が夢になるとも考えている。我々自身が宇宙の塵からできているとするならば、宇宙の果てにある
ことは、自分の体の中にあることと一緒なのではないかと考えている。宇宙の始まりは、無であり、
現宇宙が始まった瞬間から 1 が始まったのではないかと考えた。そう考えると有限は無限であり、
無限は有限になり得るとも思える。全ての人間も無から始まり、1 が生まれた時から、2 をすでに想
定されているのではないでだろうか。それを読み解く能力が、リテラシーになるのではないかと考
えている。
数学の証明が論理的な思考力を鍛えるものであるとするならば、
数学化された問題から、
一歩進めて社会の中で使える問題を授業の中で扱えば、数学の証明問題は、社会で必要な問題とな
ってくるのではないだろうか。生き甲斐や働き甲斐をテーマとする授業を行えば、それを意欲とし
て学ぶ意欲も高まり、学校と社会を繋ぐ事になるのではないだろうか。
私は、論理的な思考力は、根拠を基にして、課題に向かい、それを解決し、解決した内容を明
確に説明するために必要な力だと考えている。また、反省的思
考とは、自らが解決し、説明した内容を他者と共に批判的に考
察し、検証する思考だと考えている。この論理的な思考力と反
省的思考を持って、授業や教育、そして子どもたちの未来を読
み解いていきたい。その視点で改めて、今の小学校で扱ってい
るカリキュラムは、本当に系統立っているのかもう一度見つめ
直していかなければならないと考えている。また、中学校での
証明問題で論証自体が論理的思考力を鍛え、さらに、子どもた
ちの論理性を高めるために必要不可欠なものであるとするなら
ば、それを社会に役立つ形で課題化すれば、論証問題の認識も
大きく変化してくるのではないだろうか。そういう形で、中学校や高等学校の教育課程が進めら
れれば、数学教育の認識も変化してくると考える。小、中、高を一貫して貫く、体系的なカリキ
ュラムを目指すことで社会に出てから役に立つ数学教育の構築を目指していきたいと考えている。
そのためにも、教科教育学を中心とした大学もしくは、学習センターの創設が必要なのではない
だろうか。数学教育学の真の振興のために、今なすべき事を真摯に考えていきたいと思う。
子どもたち一人一人が、学び甲斐を持ち、明日学校に来ることを楽しみながら、今日の授業に向
かえる。そんな学校を一日でも早く作りたいと心から願っている。
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数学的リテラシー研究における学際性と独自性
阿部 好貴
広島大学附属中・高等学校
１．数学的リテラシー研究の学際性
数学的リテラシーが「社会参加」を前提とすれば，他分野・他領域との関係が顕在化される。恐
らくこれまでの「教養」なり「識字」としてのリテラシーはそれぞれの分野・領域の専門性が問わ
れていたと思う。それはギボンズ（1997）のモード論が述べるところの，
「モード１」の知識生産
様式（これまでの科学に代表される真理としての知識）から「モード２」の知識生産様式（アプリ
ケーションの文脈における知識）
へと知識が求められる場が拡張したからであると考える。
つまり，
時代的・社会的な要請として学際的なリテラシーが求められている。そのような動向は，例えば
OECD・PISA であれば「問題解決」という複合領域を設けているし，科学技術の智プロジェクト
の『総合報告書』であれば全体を貫くテーマを設けていることからもうかがえる。
このような動向を数学教育の文脈に重ねてみたい。Wittmann（1995）は，数学教育学の核心と
関連領域との関係を以下のように図示している。

図：数学教育学の核心と関連領域（Wittmann, 1995, p.357）

この図では数学教育学と関連諸領域との関係を表しているが，この図における左と右にそれぞれ位
置する関連領域に着目すると，左に位置する関連領域はいわば数学教育の内的な，そして右に位置
する関連領域は外的な関連領域といえる（cf. 岩崎，2007）
。これまでの数学教育学は歴史的に先行
する初等教育段階に研究の軸足をおいて，問題解決にしろ様々な数学的概念にしろ，もっぱら子ど
もの「理解」を中心に，数学の認識論と認知心理学的な視座から，調査･研究の対象にしてきた（岩
崎，2009）
。換言すれば，これまでの数学教育学においては，この図からみれば左に位置する「内
的必然性」が主たる研究対象であった。その一方で，先のリテラシーの学際性を問題にすれば，右
側の「外的必然性」が大きく拡張されうる。したがって今後数学教育研究においては，求められる
学際性に対してどのようにアプローチするのか，ということは大きな課題である。
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２．数学的リテラシー研究の独自性
数学的リテラシー研究の学際性の一方で，数学教育研究における独自性を強調しなければ，数学
的リテラシーは，教育学一般や数学において語られ，それは恐らく「活用力」や「基礎学力」とい
った矮小化された議論に集約されるであろう。
それでは，数学教育研究における独自性とは何であろうか。平林（1990）は，数学教育研究が，
「子ども」
・
「数学」
・
「社会」という３つの成分間の関係において論じられうることを述べている。
ここで重要なことは，それぞれの「関係」であり，それらの「接続」がなければ数学教育は成立し
えない4。つまり，既習の数学的知識を現実場面で活用することのみが数学的リテラシーなのではな
く，これまでの数学という「内的必然性」と学際的領域という「外的必然性」の両者の接続を前提
として，どのように教授・学習の場を組織化するのか，ということこそが数学教育研究の独自性と
なると思う。それは心理学，数学，教育学の単なる交点ではない。
３．おわりに
最後に，
「理論と実践」という視点から述べる。数学的リテラシーという視座からカリキュラムを
考える場合，カリキュラムは小川（2008）が述べるよう，多様な価値観に対する 1 つの可能性とい
う意味でポリティカルなものであろう。その意味で，数学教育は様々な立場の人々の合意形成によ
って成り立つ。また「実践なき理論は空虚であり，理論なき実践は盲目」という言葉に代表される
よう，理論と実践の接続は不可欠といえよう。ここで重要と思うことは，そこでの接続における，
それぞれの立場の独自性の強調である。すなわち，
「理論」という視点と「実践」という視点の独自
性であると考える。
本稿では，学際性と独自性という視点から数学的リテラシー研究に関して述べた。このような視
点は，本科研において様々な方々が議論される中で学ばせていただいた重要な視点であり，今後の
数学的リテラシー研究において重要な視点であると考える。
【引用・参考文献】
Wittmann, E. Ch. (1995). Mathematics education as a ‘design science’. Educational Studes in
Mathematics, 29, Kluwer Academic Publishers, pp.355-374.
OECD（国立教育政策研究所監訳）
（2004）
．
『PISA2003 年度調査 評価の枠組み』
，ぎょうせい．
マイケル・ギボンズ（小林信一監訳）
（1997）
．
『現代社会と知の創造 モード論とは何か』
，丸善ライブラ
リー．
岩崎秀樹（2007）
．
『数学教育学の成立と展望』
，ミネルヴァ書房．
岩崎秀樹（2009）
．
「リテラシーからみえる数学教育学の課題－中等教育段階における背景的理念－」
，
『日
本数学教育学会第 42 回数学教育論文発表会「課題別分科会」発表集録』
，pp.32-37．
小川正賢（2008）
．
「科学教育政策提言者の開発手法としての熟議会議―1980 年代初頭のカナダ科学協議
会の試み―」
，日本科学教育学会誌『科学教育研究』
，32（2）
，pp.85-97．
科学技術の智プロジェクト
（研究代表：北原和夫）
（2008）
．
『総合報告書－科学技術の智プロジェクト－』
．
平林一榮(1990).「数学教育学の回顧と展望」
，平林一榮先生頌寿記念出版会(編)『数学教育学のパースペ
クティブ』
，pp. 2-28，聖文社．

4

この点からみれば，数学教育研究自体が，モード２の知識生産様式であり，真理ではなくアドホック
な知識が生産されることになる。
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言葉から見たリテラシーや教養
長崎 栄三
静岡大学
リテラシーの研究では、ほとんど必ず、
「リテラシーの日本語はないんですか」と言葉自体につい
て質問を受ける。そこで、リテラシーにまつわる、言葉の問題を整理してみる。リテラシーという
言葉についての曖昧さは、その原語である literacy が担う意味の多重性だけではなく、さらに、そ
れを翻訳した日本語の多重性にも起因する。
１．literacy（リテラシー）の 2 つの起源
literacy（リテラシー）は，西洋文化において歴史的に、
「高度で優雅な教養」と「読み書き能力」
という 2 つの意味を担ってきているという（佐藤,2003）
。佐藤によると、リテラシーのこの二面性
には、次のような経緯がある。
高度で優雅な教養は、
「literature」を語源とするもので，14 世紀にラテン語から英語に導入され
「読書による教養」を意味した。その後，ベーコン（1561-1626）は「literature」を「あらゆる文
献の知識に通じていること」とした。16 世紀には「illiterate」が「学がない」
，
「ギリシャ語とラテ
ン語を知らない」こととなり，17 世紀から 18 世紀にかけては，
「シェークスピアの戯曲を読んで理
解できない」こととされた。このような「literature」を語源とする「高度で優雅な教養」は，リベ
ラル・アーツ（自由七科）すなわち「人文科学を中心とする学問諸分野の遺産と語学の教養で個人
を精神的に解放する」という理念とつながっている。
読み書き能力は、
「literacy」を語源とするもので，1883 年にアメリカ・マサチューセッツ州教育
委員会において「読み書き能力」として使われる。このような読み書き能力としての「literacy」は，
その後，アメリカの 1930 年代のニューディール政策のもとで「機能的識字」となり，ユネスコに
受け継がれていく。ユネスコでは社会的自立に必要な教養としての「機能的識字」とされ，さらに
途上国の教育との関係で，批判的リテラシーなどの概念が出されていく。
前者は大学の教養教育で目指すものであり，
後者は中等普通教育で目指すものであった。
その後，
アメリカでは 1940 年代からの中等教育の拡大によって，中等普通教育の目標であった「読み書き
能力」が，大学の「教養」へと近づいていった。ここに literacy の意味の多重性の根源がある。
２．日本における教養の変化
日本においても、アメリカより数十年遅れて、
「教養」の意味が変化している。教養は、
「文化の
享受を通しての人格の完成」とされていたが、1970 年代の高等教育進学率の急激な増加で、大学で
のエリート文化での教養主義が崩壊していった（筒井、2009）
。そして、そこでは、現代における
教養のあり方について、
「高等教育における教養」と「教養一般」が分けて考えられている。
このような教養の意味の変化は、教養の英語訳にも現れている。日本における「教養」の英語訳
は、1970 年代までは「culture」
「education」であり、
「literacy」は出てこない（進藤、1973）
。
他方「literacy」には「読み書き能力」が与えられている（研究社『新英和中辞典』1963）
。英和辞
書で「literacy」に「教養」の意味が出てくるのは、日本では最近である。
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３．literacy（リテラシー）の訳語の多様化
教養の内実の変化によって、
「literacy」の訳語として，
「リテラシー」に加え、現在は、多様な日
本語の用語が見出される（長崎ほか、2006）
。
・読み書き能力、識字
・教養、基礎的教養、市民的教養
・素養、市民的素養
・最低限度の有識度、基本的な知的体系、理解力など。
４．数学的リテラシー
（１）mathematical literacy
数学的リテラシー（mathematical literacy）については、アメリカで、1944 年に全米数学教師
協会（NCTM）の『数学教師』
（Vol.37, p.227）に中等数学教育の目標としての「数学的リテラシ
ー」という用語が見られる（長崎・斉藤・阿部、2009）
。
ところが、最近では、アメリカでは「literacy」の曖昧さが問題とされ、それに代わるものとして
「数学的熟達」
（mathematical proficiency）という用語も使われている（キルパトリック、2003）
。
（２）数学的教養から数学的リテラシーへ
日本では「数学的教養」が最初に公に使われたのは、1955 年版の『高等学校学習指導要領数学科
編』である。その後、この英語訳は、
「fundamental culture of Mathematics」とされた。つまり、
当時は「教養」は「culture」であった（
『Report on Mathematical Teaching in Educational System
of School and Undergraduate Course in Japan』The Faculty of Education Tokyo University of
Education, 1956）
。
その後、高等学校の大衆化が進む中で、1983 年に数学者の茂木勇・藤田宏が大多数の生徒のため
の「数学的リテラシー」を主張し、それには mathematical literacy という訳語がつけられた。
５．新しい日本語を
リテラシーまたは教養は、時代と共に、特に、民主的な社会における人間の公平性、平等性と結
びついて、一部のエリートのものから、すべての人間のものへと変化している。このことは、次の
ような最近の代表的なリテラシー論に見られる。
・1989 年のアメリカの米国科学振興協会の「科学的リテラシー」
・2003 年の経済協力開発機構（OECD）のキー・コンピテンシーの「リテラシー」
・2006 年の日本の科学技術の智プロジェクトの「科学技術リテラシー」
これらは、いずれも、
「すべての人間」を対象としている。
また、リテラシーは、教育目標であり、それだけに、20 世紀以降の教育論の大きな 2 つの潮流、
本質主義と経験主義の影響を受けている。前者は、対象とする学問の本質的な知識を重視するもの
であり、後者は、人間の活動を重視するものである。前者の典型が文化的リテラシーであり、後者
の代表が批判的リテラシーであろう。
そして、民主的な社会においては、誰もが重要な判断を迫られる。学校で学んだことが社会で使
え、さらに社会に出ても学び続けることが要求されるようになってきている。
現在のリテラシーには多義性があるものの，現在の社会状況・教育状況を変える新たな視点を与
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えるものとして，そこには、次のことが込められていると考えられる。
①すべての人が身に付けるものである。
②主として、知識と能力の両面からなり、態度や価値観も含まれる。
③社会に出て使えるようになっているものである。
このような教育、少なくとも数学教育は、これまで真剣に考えられてきたであろうか。もし、こ
のような教育を考えようとするならば、本来は、
「新しい酒は新しい革袋に」のたとえの如く新しい
言葉を考えるべきなのであろう。
先日、科学技術の智プロジェクトの生命科学専門部会長の星元紀先生（放送大学）とお話しして
いた時、明治時代の先輩が原語から日本語の用語を苦労して創ったように、
「リテラシー」について
も、
それに代わる良い日本語を創る努力をすべきではないかとおっしゃっていたのが印象的である。
【引用・参考文献】
キルパトリック（辻宏子他訳）
（2003）
「数学的リテラシーを理解すること：学術研究の貢献」日米理数
教育比較研究会（2003）
『理数教育に関する日米比較研究，第 1 年次報告書』日米理数教育比較研究
会（三菱総合研究所内）
．pp.126-137．
佐藤学（2003）
「リテラシー概念とその再定義」
『教育学研究』70(3)．pp.292-301．
進藤咲子（1973）
「
「教養」の語史」
『言語生活』No.265. pp.66-74.
筒井清忠（2009）
『日本型「教養」の運命』岩波現代文庫．
（原著は 1995 年発行）
長崎栄三・斉藤萌木・阿部好貴（2008）
「科学的リテラシーに関する年表」
『科学教育研究』32(4)．pp.340-348．
長崎栄三・阿部好貴・斉藤萌木・勝呂創太（2006）
「我が国における科学技術リテラシー研究の分析」
『
「科
学技術リテラシー構築のための調査研究」サブテーマ１ 科学技術リテラシーに関する基礎文献・先
行研究に関する調査 報告書』国立教育政策研究所．pp.3-64．
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メディアから算数・数学教育に
算数・数学教育について、より広い社会的な立場から、しかも、算数・数学教育や
科学などに堪能で、さらに、リテラシーを理解している方に語っていただきたいと考
えた。そこで、科学技術の智プロジェクトにご参画していらっしゃるテレビや新聞に
関わるメディア関係者 3 名の方に、算数・数学教育に関してお考えのことを自由に 2
頁程度でお書きいただくということでご寄稿をいただいた。次の 3 編からなる。
・数学を学んでおけば困らない
・数学と新聞
・一記者から見た数学の現状と対策
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「数学を学んでおけば困らない」
早川 信夫
ＮＨＫ解説委員室
「今でもお前のお父さんのことを恨んでいる。
」
帰省した折、新盆を迎えた幼なじみの家を訪ねたときのことです。いきなりこう切り出されて、
ドキリとさせられました。
その話とは、こういう内容でした。もう４０年も前にさかのぼります。高校受験を控えたある秋
の日、近所に住んでいたこの友人は、私の父から「夜、家に来るように」と言われました。たまた
ま、その日は、毎週放送されていたアメリカの人気テレビドラマ「逃亡者」の最終回だったそうで
す。何年も見てきたドラマの結末がようやくわかる。そんな日に呼び出され、
「行きたくない」と抵
抗したものの、
「どうしても来なさい」と言われ、断りきれずにいやいや出かけたのでした。
呼び出した父は、高校の数学の教員でした。彼のお母さんから「息子が分数、小数ができなくて
心配だ」と相談を持ちかけられていたのです。その日、待ち構えていた父は、
「わからないままにし
ておくわけにはいかない。きょうから毎週、家に来なさい。教えてあげよう」と言ったのでした。
テレビはいよいよ大詰め。長い逃亡生活の果てに主人公の医師リチャード・キンブルが真犯人を追
いつめることができるのか。そのクライマックスを楽しみにしていたのに見られないばかりか、こ
れから苦手の数学を勉強させられるかと思うと目の前が暗くなるのを感じたということです。
そこから先、どういう勉強をし、父とどんな会話を交わしたのかは知りませんが、彼は、翌年の
春、無事めざす高校に合格しました。その彼が言います。
「高校に行ったら、分数、小数ができない
同級生がゴロゴロいた。できないと思っていた俺が、みんなからうらやましがられた。だから『わ
かるとおもしれーぞ』と言ってやったんだ。はじめはお父さんを恨んだけど、うれしかったな。そ
のあと今まで数学で困ることはなかった。
」
彼は、
こんな言葉で、
亡き父への感謝を述べたのでした。
教育のありがたみを実感できるまでには時間がかかるものなのかもしれません。ただ、彼はこう言
うのを忘れませんでした。
「でも、最終回だけは見たかった。
」
古きよき時代の思い出に過ぎません。今なら、
「公務員である教員が、いくら事情があるからと言
って、えこひいきしてよいのか」と批判されることかもしれません。しかし、このように市井の教
師が、とりわけ地方においては、地域の教育力を支えてきたことは否定できないように思います。
父は、夕食をすませると書斎にこもり、毎日のように数学の問題と向き合っていました。生徒た
ちがわかるように問題を解くにはどうすればよいのかいろいろな解き方をしてみたり、
あるときは、
数学の専門誌に載っている問題を解いてみたり、とにかく数学を楽しんでいました。そうした父の
癖は「数学ができれば世の中で困ることはない」でした。計算ができれば損をすることはないし、
人にだまされずにすむ、論理的にものを考えられるようになれば、何がわかればよいのかがわかる
し、ものごとの真実に迫れる。私が数学の問題に行き詰って「問題が解けない」と泣きつくと「何
がわからないのか、筋道を立てて説明してみろ」と迫られ、閉口したのを思い出します。
「何がわか
らないのかがわかれば、問題のほとんどが解けたようなものだ」と言われたことがその時はピンと
きませんでしたが、大人になってみると、たしかにその通りだったと思い知らされたのでした。理
系進学をめざしていた不肖の息子は浪人するとあっさりと文系に転向してしまいましたので、
「文系
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なんかに行って何をするんだ」とさぞ父を落胆させたと思います。
しかし、言いわけかもしれませんが、文系に進んでも学んだ数学は決して無駄ではありませんで
した。ジャーナリズムの世界に足を踏み入れ、真実に迫ろうというときまず立てるのは仮説です。
それを証明するために、何が必要なのかを考えるのも、数学的思考法です。問題が解けないときに
行きつ戻りつしながら、数学の問題に取り組んだ経験が、不思議と取材にも生きてきたように思い
ます。数学はあとになってから効いてくるというのが実感です。
数学の先生のどれだけが
「あとになって効いてくる」
ことをこどもたちに伝えているでしょうか。
よく「難しい数学を覚えて何になるんだ」とこどもたちが問いかけます。その時はわからなくても、
そうした問いかけに応えられる先生としての思いを伝える必要があるように思います。
今の学習指導要領にも、直接的な表現ではありませんが、そうした指導の必要性が記されていま
す。
「総則」ですので、読み飛ばしてしまうかもしれませんが、
「ガイダンス機能の充実」という言
葉がそれに当たります。
「教育課程の実施等に当たって配慮すべき事項」のひとつとして、高校の指
導要領には「生徒が適切な各教科・科目や類型を選択し学校やホームルームでの生活によりよく適
応するとともに、現在及び将来の生き方を考え行動する態度や能力を育成することができるよう、
ガイダンスの機能の充実を図ること。
」と書かれています。
「キャリア教育のため」
「学級指導のため」と一面的な解釈をする人もいますが、そもそも「今学
んでいるこの授業は何のためにやるの」という生徒たちの素朴な疑問に答えられるようにしようと
議論され、指導要領に盛り込まれることになりました。そもそもこの科目は何のために勉強するの
か、この一年どういう道筋で学ぶのか、それぞれの授業は何をテーマにしているのか、その授業で
こどもたちに何をつかみとってほしいのかを先生が説明する。こどもに考える力をつけさせる原点
であると同時に、先生自身も頭を整理する意味があります。
先生は何を考えてこの授業をしているのか、それがわかることが「学ばせ方」の本質ではないか
と思います。
「ガイダンス機能の充実」は言葉としては、中高の指導要領に出てくるだけですが、そうした考
え方は、小中高を通して必要なことではないかと思います。それどころか、
「各教科等の指導に当た
っては，生徒が学習の見通しを立てたり学習したことを振り返ったりする活動を計画的に取り入れ
るようにすること」
（中学校指導要領）とこれを補強するもう一項目が書き加えられています。あま
りメディアでは取り上げられていませんが、私は大変大事な点だと思います。
「数学リテラシーとは何か」こんな議論を日常的に先生同士が行っている学校では、生徒たちも
学ぶことが楽しくなってくるのではないかと期待したいと思います。
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数学と新聞
保坂 直紀
読売新聞東京本社科学部
数学に関する記事が新聞に載ることは、とても少ない。天文学や宇宙開発、医学などの現状が連
日のように報道されているのにくらべ、数学研究の最先端がどうなっているのかを伝える記事にお
目にかかることは、まずない。
もちろん、新聞記事があらゆる研究分野をカバーしているわけではないし、新聞に載らないから
といって社会的な重要性に劣るというつもりもまったくない。だが、ここでは、新聞に数学が載ら
ないという現実を手がかりに、かなり独断的であることもお許し願いつつ、数学と市民について考
えてみたい。
科学記者が新聞に記事を書こうとするとき、
「そのことの重大さ」
「読者の関心」
「わかりやすさ」
を考える。いくら科学的に重要であっても、読者が関心を持ってくれそうもないもの、あるいは難
解なものは、新聞に載りにくい。数学の場合、この「読者の関心」と「わかりやすさ」が問題であ
る。
数学にかぎらず、科学は、ふつうの人々とはなじみの薄い独自のルールで営まれている特殊な世
界だ。
たとえば、概念を明確に表現するために、その分野に特有の専門用語を使う。おなじ専門用語で
も、異なる分野では別の意味に使う。たとえば、
「ビオトープ」という専門用語は学校教育の現場と
工学設計とでは意味するものが違う。
科学のものの考え方も独特だ。犬や猫がそこに存在するというのは、よくわかる。そこにいるの
が見えるからだ。だが物理学では、取り出して見ることのできない「クオーク」などという粒を、
まるで犬や猫とおなじように実在するものとして扱う。すくなくとも高校の教科書では、そう扱っ
ているようにみえる。実在論だとか道具主義だとかいう哲学的議論はさておき、
「クオークというも
のがあって…」と説明されても、ふつうの人にはおそらくピンとこない。
それでも、天文学や医学などはまだよい。遠い宇宙の果てに迫ったり、あるいは医療に結びつく
可能性が指摘されたりして、研究内容を読者がイメージしやすい。その点で数学はつらい。最先端
の数学研究は、身近で具体的な体験と結びつきにくい。
この「身近さ」が、
「わかりやすさ」と深く関係している。以前、どのような科学記事がわかりに
くいかをアンケート分析したことがある（注１）
。その回答のなかに、
「身近でないものは、わかり
にくい」という指摘があった。一般の人は、身近でないものを直感的に「わかりにくい」と思い遠
ざけてしまうのだ。
論文になるような数学の最先端研究で、身近に感じられるものがどれだけあるだろうか。おなじ
科学でも、具体的な「物」をおもな対象にする物理学などとは違い、最初から概念としての約束事
を積み重ねる数学には、とりわけ身近さを感じにくい。身近な数学といえば、せいぜい四則計算く
らいではないか。
「数学はわからない」と思われるおおきな原因のひとつは、ここにあると思う。
このアンケートでは、
「興味さえあれば、わかりにくくても読もうという気になる」という回答も
あった。もし「わかりにくさ」に打ち勝てるものがあるとすれば、それは「興味」なのだ。
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では、数学は「興味」を育てているか。
ここでは個人的な体験を語ってみよう。これまですくなからず数学と付き合ってきたが、残念な
がら、数学そのものに十分な興味を持てたとは言い難い。ただ、道具としての便利さを感じること
はできた。それは、高校で物理に触れたときだった。まず、運動の法則も電磁気の回路も、おなじ
形の微分方程式で表現できるというのが驚きだった。どれかを覚えておけば、数学を仲立ちにして
類推がきく。それに、数少ない基本方程式だけ頭に入れておけば、あとは微積分の操作で事は片付
く。物を覚えるのが嫌いな面倒くさがりのわたしにとって、微積分は便利な道具だった。
物理をやったから、数学そのものに興味は持てなくても、ありがたみを知ることはできた。物理
をやらなければ、なんのための微積分なのかわからなかっただろう。高校までで習う数学は、数学
の中だけで閉じてしまっている。数学への興味、数学のありがたさを感じる道を、みずから閉ざし
ているのではないか。
数学教育の名誉のために付け加えるなら、他教科と連携できていないのは数学だけではない。高
校物理の教科書も、微分方程式を使って記述してはいなかった。そもそも最初に力学を習う段階で
は、まだ微分方程式を習っていない。物理が数学ときちんと結びついたのは、すでに高校数学で微
積分を習った後の浪人時代だった。
統計や検定についても、そうだ。統計学の教科書は何冊も読んだが、挫折の繰り返しだった。と
ころが、さきのアンケート分析を行うために、検定がどうしても必要になった。仕方ない。学問的
に記述してある教科書を読むのは断念し、
ハウツーものと統計ソフトでとりあえずの結果を出した。
つまり、わたしに必要だったのは、学問としての統計学ではなく、道具としての統計学だった。そ
して、道具として統計を使った後で教科書を読むと、以前より格段にわかるようになってもいた。
二項定理や確率分布から入っていく学問的な手順が、わたしには向いていなかったのだろう。
そこで、ふと思う。学問としての数学を必要とする人は、この社会にどれだけいるのだろうか。
もしかすると数学は、その点をあきらかにしないまま、数学という「学問」を万人に教えようとし
てはいないか。中学や高校で使われる数学の教科書は、基礎から延々と積み上げていく数学という
学問のミニチュアになっているように感じる。なにを目標に、いまその部分を学んでいるかがわか
らない。音楽に例えれば、名曲を聴き、歌うより前に楽典を教えているのではないか。
学問体系を軽視しているのではない。学問と芸術は人類の大切な宝だとわたしは思っている。だ
が、学問は、専門家の流儀で一般市民に説明してもなかなか伝わらない。専門家が誠実に真心をこ
めて説明すればするほど、素人はそこから離れていく。これは科学コミュニケーションのイロハで
ある。
いま数学教育は、
その禁じ手に陥ってしまってはいないか。
「数学というすばらしい学問体系」
のオルグになってはいないか。
学校の場で数学への興味をあえてかきたてなくても、数学の面白さを伝える書籍はたくさん市販
されているではないか、
という反論があるかもしれない。
だが、
「学校では学問としての数学を教え、
楽しさは学外で」というのは順当なのか。音楽だと、学校ではとりあえず楽しく歌い、専門的な楽
典や楽器の奏法は学外で学ぶ。現実に、音楽では数学と逆の仕組みができている。
身近だと思うこと。興味を持てること。高校までの数学で一般市民がこのふたつを感じとれるよ
うな工夫がほしい。新聞だって、もっとたくさん数学の記事を載せたいのだ。
（注１） 保坂直紀 2009：
「科学記事の分かりやすさについてのアンケート分析」
『科学技術社会論
研究』第７号．pp.212-221．
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一記者から見た数学の現状と対策
谷島 宣之
日経 BP 社 コンピュータ・ネットワーク局
「中学生の身分と夢みる海軍士官の輝かしい職務の間には、容易には越えられない障害物が立ち
はだかっていました。幾何学の不滅の形象、代数学の陥穽と体系的な謎、悲しい対数、サインとコ
サイン兄弟などに勇気を挫かれた者は多かったでしょう。彼らは海と自分、夢みた海軍と現実の海
軍との間に、黒板のボードが（乗り越えがたい鉄のカーテンのように）厳しく立ちはだかるのを、
絶望の思いで見るのでした」。
これはフランスの文学者ポール・ヴァレリーが 1933 年に行った『地中海の感興』と題された講演
の一節で、『精神の危機』（恒川邦夫訳、岩波文庫）に収められている。数学を苦手としていたの
は後にフランスを代表する知識人となったヴァレリー本人なのか、それとも彼の級友だったのか定
かではないが、70 年以上も前から数学は若者の「勇気を挫」き、「絶望」させる「障害物」であっ
たらしい。
現在においても数学を障害物とみなす人は少なからず存在する。それどころか「世の中は数字で
割り切れるものではない」「数式で未来は予測できない」と言った具合に、現実社会にあっては数
学など大して役に立たない、だから分からなくて差し支えないと居直る向きすらある。
居直りとは言い過ぎかもしれない。筆者はもともと数学が好きで、「情報」と名が付く工学系の
学科に入ったが、その学科で実際に学んだのは数学であった。このため、安易な数学軽視や批判に
はつい苛立ってしまう。
『高校大パニック』という邦画をご記憶だろうか。「数学ができんで何が悪いんだ」という主人
公の台詞が当時評判になったが、筆者は不愉快だった。なぜ数学に関してだけ、できないことを居
直っても許されるのか。その後、ある漫画家が同じ台詞を叫ぶ生徒を四コマ漫画に登場させ、冷静
な顔をした教師に「人生で馬鹿を見るからだ」と答えさせていた。これには溜飲が下がった。
自分が数学側にいたことがあるので数学軽視側を批判している訳ではない。数学軽視が弊害をも
たらすことが確かにあるからだ。筆者がいる報道の世界を例にとれば、論理や集合、統計や確率を
無視した記事が散見される。何らかの調査結果から強引に因果関係を導いてみたり、起きる確率が
非常に低い事象の安全対策に巨費投入を求める論陣を張ったりする。
数学とまでは言えないかもしれないが一例を上げる。「指紋や静脈を使った生体認証方式を採用
し、機器操作の安全性を高めた」という報道を時折見かける。携帯電話やパソコンに持ち主の指紋
や静脈を登録しておき、持ち主だけが操作できるようにする仕組みだ。ただし従来通り、暗証番号
あるいはパスワードを入力しても使える事が多い。パスワードと生体認証の「AND」ではなく、
「OR」
で本人確認をするのであれば、安全の度合いはかえって下がっている。
幸いなことにここへ来て、数学に関する本が売れているという。2009 年から 2010 年にかけて数
学関連書籍の出版点数も増えている。その理由は分からないが、数学本来の魅力が認識されたとい
うことではないだろうか。まさか、人生で馬鹿を見ないために数学の本を買っている訳ではあるま
い。
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いまだに数学を「乗り越えがたい鉄のカーテンのように」受けとめている人達にはどう接したら
いいだろう。「人生で馬鹿を見ないように数学を学べ」と説くだけではおそらく駄目である。役に
立つらしいから学んでおくかという姿勢では結局身に付かず、
したがって役立てることはできない。
高校生の頃、「過去の出来事を学んでも何の役にも立たない」などと考え、日本史と世界史を真
面目に勉強しなかったことを筆者は今、悔いている。人が歴史を学ぶのは実社会で役に立つからで
はない。数学も同じである。
となると、数学を「陥穽と体系的な謎」に満ちた「悲しい」ものではなく、もっと興味深いもの
として受けとめてもらう努力が教える側に求められる。数学の面白さや数学の意味について、現場
の数学教師の方々はそれぞれ自分なりの説明をされていると思う。
数学教師の免状を持っている筆者が、学生から数学を学ぶ意義を問われたとしたら次のように説
明してみたい。
「携帯電話やパソコンでよく使われている検索サービスの仕組みの裏には数式が隠されている。
この数式をアルゴリズムとも言う。検索サービスを作った人は、検索結果に順番を付ける理屈を考
え出し、それをアルゴリズムとして表現し、アルゴリズムに基づいてコンピュータを動かすプログ
ラムという指示文を記述した。検索サービスの機能を見直す時にはアルゴリズムとプログラムを見
直すことになる」。
この説明で「なるほどそれは面白い」と興味を持ってくれる学生がどの程度いるのか正直言って
分からない。「そんな面倒なことを知らなくても検索サービスを使えるのですから、それでいいで
はないですか」と言い放つ生徒のほうが多いかもしれない。
そうした生徒には「中身が分かっていないとコンピュータを使いこなしているつもりで、逆にコ
ンピュータに使われることになりかねない」と説得を試みたい。コンピュータは間違いなく 20 世紀
最大の発明の一つだが、コンピュータのほうに人間が振り回される主客転倒が起きている。
筆者の専門分野である、企業や組織におけるコンピュータ利用を見ると、「コンピュータの都合
に合わせるため、やむを得ず仕事のやり方を変えている」「コンピュータで自動処理するようにし
た結果、自分で原価計算をしたり図面を描ける人が減ってしまった」という事態が生じている。
だからといってコンピュータを拒否し、かつての手作業に戻すことはもうできない。コンピュー
タを使いつつ、しかも人間が主役であり続けるためには、コンピュータに適切な指示を与えられる
素養を身に付けることだ。アルゴリズムやプログラムを記述しないまでも、それらが何であり、ど
のような働きをするかについては知っておいたほうがよい。
アルゴリズムやプログラムを考え、作ることができればもっとよい。冒頭で紹介したヴァレリー
は同じ本に収録された『知性の決算書』と題する 1935 年の講演で、機械化の進展により精神が危機
に瀕している現代において、個人は精神の自由を守らなければならない、そのために「知的スポー
ツ」とでも呼ぶべき取り組みに期待する、といった主旨のことを述べた。
ヴァレリーが言うスポーツとは、人に「試練」と「緊張、持久力」を求め、人を涵養し、「生来
の資質のあるものを、最高点にまで発展させる」「掛け値なしの行動倫理学とでもいうべきもの」
を指す。数学を学び、アルゴリズムを考え、プログラムを記述することは、まさに知的スポーツそ
のものだと思う。万人に強制など無論できないが、一人でも多くの人が数学という知的スポーツに
親しむことを期待したい。
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数学的リテラシーについての各論
数学的リテラシーをさらに研究していくうえで重要と思われることを 10 頁程度でま
とめたものである。これらの内容は、掲載順に、おおむね、次の内容に分かれる。
１．数学的リテラシーの先行研究の分析（1 編）
数学的リテラシー研究の動向を日本と諸外国という 2 つの視点から分析した
ものであり、最近の動向についても触れている。
２．数学的リテラシーについての総論（3 編）
これらは、平成 21 年、22 年の日本数学教育学会論文発表会の課題別分科会で
2 年間にわたり発表されたものなどをそれぞれ 1 編にまとめたものである。
３．現代社会における数学的リテラシーの位置づけ（1 編）
現代社会の特質である知識基盤社会を数学教育学の立場から考察して
数学的リテラシーの育成が求められている背景をまとめたものである。
４．数学的リテラシーの重要な構成要素となると思われる力（3 編）
数学的リテラシーの重要な構成要素となると思われる、数学的モデル化能力、
自己評価能力、批判的思考についてまとめたものである。
５．比較教育の視点から見たオランダの数学教育（1 編）
本研究会で発表された諸外国の算数・数学教育のうち、中等数学教育に
特徴があると思われるオランダについてまとめたものである。
６．高等学校の数学教育における数学的リテラシー
日本では必修の数学教育は高等学校で終わる。それだけに社会に出た成人の
数学的リテラシーを考える上では、高等学校の数学教育のあり方が問われる。
７．個人の生涯における数学的リテラシーの様相モデルの検討（1 編）
数学的リテラシーは、世代と共にどのように変容していくのだろうかと
いうことを探究する方法についての試論である。
８．科学・技術・数学（STEM）から見た技術教育のあり方（1 編）
数学的リテラシーの育成においては、科学・技術・数学の協働は必要不可欠
である。技術教育の最先端の研究をまとめたものである。なお、この筆者は、
科学技術の智プロジェクトに参画している研究者で特別に寄稿をお願いした。
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数学的リテラシーに関する研究動向
阿部 好貴
広島大学附属中・高等学校
0. 本稿の目的
本稿では，数学的リテラシー研究の動向を日本と諸外国という 2 つの視点から分析する。まず日
本に関しては，これまでに我が国でなされてきた数学的リテラシー研究の動向を探る。また諸外国
に関しては，それぞれの国における数学的リテラシー研究，プロジェクト 2061，ヤブロンカ
（Jablonka）の数学的リテラシーの捉え方，といった３つの観点から諸外国の数学的リテラシー研
究の動向を明らかにする。前者は時間，後者は空間という 2 つの視点から数学的リテラシー研究の
動向を探る。
1. 我が国における数学的リテラシー研究
我が国における数学的リテラシー研究の動向を分析するために，1970 年から 2005 年までの科学
技術，理科教育・科学教育，算数・数学教育，技術教育，博物館教育などに関わる 41 誌の学会誌・
専門雑誌の論文等（研究論文，展望，意見，実践記録を含む）を分析対象とし，リテラシー研究の
現状について分析を行った（阿部，2006；長崎・阿部，2007）
。その分析結果を以下に述べる。
分析の対象とした全 41 誌の文献中，数学的リテラシーに関する論文がみられたのは以下の文献
である。
・ 『日本数学教育学会誌・数学教育学論究』
（日本数学教育学会）1970－2005
・ 『日本数学教育学会誌・数学教育』
（日本数学教育学会）1970－2005
・ 『日本数学教育学会誌・算数教育』
（日本数学教育学会）1970－2005
・ 『数学教育論文発表会論文集』
（日本数学教育学会）1970－2005
・ 『日本数学教育学会誌・総会特集号』
（日本数学教育学会）1970－2005
・ 『全国数学教育学会誌・数学教育学研究』
（全国数学教育学会）1995（創刊）－2005
・ 『数学教室』
（数学教育協議会）1970－2005
・ 『教育科学数学教育』
（明治図書）1970－2000
・ 『教育科学算数教育』
（明治図書）1970－1999
・ 『新しい算数研究』
（新算数教育研究会）1970－2005
・ 『科学教育研究』
（日本科学教育学会）1977－2005
・ 『日本科学教育学会年会論文集』
（日本科学教育学会）1977－2005
・ 『研究報告』
（日本科学教育学会）1986－2005
・ 『数学セミナー』
（日本評論社）1970－2005
・ 『数学の楽しみ』
（日本評論社）1997-2002
これらの文献（以後，数学教育文献とする）から数学的リテラシーに関する論文を収集し，分析し
た。なお上述の分析対象の論文等を収集する始点を 1970 年としたのは，科学技術等のリテラシー
の議論が世界的に大きな話題となるのは 1980 年代以降であることに考慮したからであり，それ以
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前を含めて分析するために，その 10 年前である 1970 年を論文等の収集の始点とした。また本分析
の対象を 2005 年までとしているが，これは本分析の目的が今日の数学的リテラシー研究に至るま
での研究の動向を探ることであることに起因する。したがって 2005 年以降の数学的リテラシー研
究の今日的な展開を，本節の最後に加える。
（1）我が国の数学的リテラシー研究の変遷
① 数学教育文献におけるリテラシーの議論の全体的な傾向
数学教育文献において，リテラシーに関する論文等は，総数で 197 点であった。我が国の数学教
育文献において最初にリテラシーの語が論文中に登場したのは 1982 年のコンピュータリテラシー
に関するものであり，そして論文等数からすると，1980 年代後半に一つの頂点があり，その後 2000
年代に入り，また増加している。
次に，これらの 197 点の論文等のそれぞれで述べられているリテラシーを分類したところ，大き
く次の 12 のカテゴリーで分類できた。括弧内は論文等の数。数学的リテラシー（64 点）
，ニューメ
ラシー（17 点）
，マテラシー（8 点）
，mathemacy（1 点）
，数量的リテラシー（2 点）
，統計的リテ
ラシー（6 点）
，リテラシー（21 点）
，コンピュータリテラシー（59 点）
，情報リテラシー（10 点）
，
ビジュアルリテラシー（1 点）
，メディアリテラシー（1 点）
，その他（7 点）
。このように，数学教
育においては数学教育に直接関わるリテラシー以外にも，コンピュータリテラシー，情報リテラシ
ー等のリテラシー論が混在している。
数学教育におけるリテラシーの議論は，80 年代初頭のコンピュータリテラシーの議論に始まり，
次第に現在の数学的リテラシーの議論へと移っている。なお，数学教育におけるリテラシーの論文
で，コンピュータリテラシー，情報リテラシー，ビジュアルリテラシー，メディアリテラシーに関
する論文等数は 78 点であり，80 年から 90 年代半ばまではこれらのリテラシーの議論が中心であ
った。
以下で，本稿で扱う論文等は，数学教育に直接関わるリテラシー，すなわち，数学的リテラシー，
ニューメラシー，マテラシー，mathemacy，数量的リテラシー，統計的リテラシーなどに関する論
文等のみを取り扱い，分析の対象とする。なお，分類上，本節および次節においてはこのような数
学教育に直接関わるリテラシーを「数学教育におけるリテラシー」とする。
② 数学教育におけるリテラシーの傾向
数学教育文献において，数学教育におけるリテラシーの論文等数は，総数で 119 点であった。数
学教育におけるリテラシーに関する議論がなされ始めたのは，1980 年代半ばであり，全体としてみ
ると数学教育におけるリテラシーの議論は増加傾向にある。
数学教育におけるリテラシーに関する論文等 119 点をさらに細かく分類したところ，大きく次の
11 のカテゴリーに分類できた。括弧内は論文等の数。数学的リテラシー（OECD）
（23 点）
，数学
的リテラシー（NCTM）
（3 点）
，数学的リテラシー（藤田・茂木）
（14 点）
，数学的リテラシー（日
数教・植竹）
（6 点）
，数学的リテラシー（その他）
（18 点）
，ニューメラシー（17 点）
，マテラシー
（8 点）
，mathemacy（1 点）
，数量的リテラシー（2 点）
，統計的リテラシー（6 点）
，リテラシー
（21 点）
。
議論の盛り上がりを見ると次の通りである。1980 年代後半では，数学的リテラシーには，
「藤田・
茂木論」
，
「日数教・植竹論」がある。しかし，この時期の論文等数自体は決して多くないことから
も，数学的リテラシーに関する議論が盛り上がったとは一概には言い切れない。1990 年代半ばでは，
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マテラシー，ニューメラシー，数学的リテラシーなど，様々なリテラシー論が混在している。2000
年初頭から現在にかけてでは，
主として OECD/PISA に関するリテラシーに依るもので占められる。
また，ニューメラシーに関する議論もなされている。OECD/PISA では，数学的リテラシーは，
「数
学が世界で果たす役割を見つけ，理解し，現在及び将来の個人の生活，職業生活，友人や家族や親
族との社会生活，建設的で関心を持って思慮深い市民としての生活において，確実な数学的根拠に
もとづき判断を行い，数学に携わる能力である」と規定されている（国立教育政策研究所監訳,2004）
。
数学教育におけるリテラシーの議論の全体的傾向としては，リテラシーに関し独自の定義に基づ
くものが点在していたが，近年では OECD/PISA における数学的リテラシー論に依る傾向にある。
（2）我が国固有の数学的リテラシー論
数学的リテラシーに関する論文のうち，ここでは我が国において比較的独自性が高いと思われる
「マジョリティの生徒の知的育成のための数学」
，
「情報化社会における一般市民の広義の読み書き
能力」
，
「マテラシー」の 3 つを取り上げる。
①マジョリティの生徒の知的育成のための数学
藤田宏（1987，1991，1992）
，茂木勇（1985）は，マジョリティ（大多数）の生徒ための数学的
リテラシーを提唱した。藤田の主張は，中等教育では進学者・非進学者を問わず生徒の数学的理性
あるいは数学的知性の涵養が重要であり，その数学的知性の構成要素（components）は，数学的リ
テラシー（ML）
，および，数学的思考（MT）から成ると考えられている。藤田・茂木の数学的リ
テラシー論では，将来専門家になる生徒には数学的思考，それ以外のマジョリティの生徒には数学
的リテラシーと区分している。ここでは，数学的リテラシーは，大多数の生徒のためであり，すべ
ての生徒のためではなく，数学的思考とは別物とされている。
数学的リテラシーについて，「数学の確かさを知ること」，
「数学的な論理の明快さを知ること」，
「市民のレベルにおける科学的言語活動に数学の概念を用いること」
，
「数学の概念を思考・記述に
取り入れ，
数学的な関係の把握と論理の明快さを判断及び表現に活かす」
などが述べられているが，
その具体については述べられていない。
なお，このような数学的リテラシーは，日本数学会からの声明（1994，1995a，1995b）の中で
引用されている。
②情報化社会における一般市民の読み書き能力
日本数学教育学会特別委員会（委員長：植竹恒男）は，1987 年に，
「高度情報化社会において一
般市民が身につけるべき数学的なリテラシー（広義の読み書き能力）は何か」を問題視し，
「社会の
変動に関係なく保持すべき能力は何か」
，
「新たに開発すべき能力，伸ばすべき能力は何か」
，
「高度
情報化社会とともに増大しつつあるブラックボックスの中身についてどこまで学習すべきか」とい
う 3 つの観点から報告書（日本数学教育学会特別委員会，1987）を発表している。
ここでは，数学的リテラシーとコンピュータリテラシーが論じられているが，数学的リテラシー
の議論が，高度情報化社会に対応するものとしてのコンピュータリテラシーの議論へと展開されて
いる。
③算数・数学のカリキュラム構成の理念としてのマテラシー
川口廷は 1983 年に，数学的リテラシーに由来するものとしてマテラシーを提唱した。マテラシ
ーはカリキュラム構成の理念であり，方法として数学的認知活動に基礎を置き，数学的内容を，
「対
象，活動」
，
「推論」
，
「それらを総合する活動としての問題解決」という４つのカテゴリーでまとめ
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たものであった（川口，1991）
。また，マテラシーの理念に基づく実践的提案が，課題学習におい
て展開されている（1989，1990，1994，1995）
。
ここでの数学的リテラシー論としてのマテラシーは，カリキュラムの目的・目標は既存のものを
前提とした上で，教育内容・教育方法について活動を主体として述べている。
（3）2005 年までの我が国の数学的リテラシー研究の特徴
我が国の数学的リテラシーの議論の全体的な傾向としては，1980 年代初頭のコンピュータリテラ
シーの議論から，次第に数学教育におけるリテラシーの議論へと展開している。各時代のリテラシ
ーには，
それを語る研究者のアカデミカルな背景と時代と主張の強さとが不可分であった。
しかし，
近年では論者ではなく，むしろ社会的現象としての学力論およびその動向からリテラシーが論じら
れている（例えば，OECD/PISA に関する議論）
。
また，我が国の数学的リテラシー論においては，1980 年代から 1990 年代にかけて大きく 3 つの
固有な立場が同定できた。それは，1 つ目は数学的リテラシーを持った生徒を育成するための教育
課程構成原理としてのマテラシー（川口論）
，2 つ目は大多数の高校生のための数学的リテラシー（藤
田・茂木論）
，3 つ目は高度情報化社会に対応するコンピュータリテラシー（日数教・植竹論）であ
る。
これまでの我が国の数学的リテラシー論から導き出せる我が国の数学的リテラシー研究の特徴を
挙げると次の通りである。
第 1 に，これまでの我が国の数学的リテラシー研究は，個人的色彩が強い。それはオピニオンリ
ーダの主導の下で展開されており，数学教育界全体において，目標としての数学的リテラシーの具
体的検討には至っていない。
第 2 に，今日の数学的リテラシーは外発的である。それは例えば，OECD/PISA の数学的リテラ
シーがそうであり，これまでの我が国の数学的リテラシー研究が，今日の数学的リテラシー研究と
連動しているとは言い難い。
第 3 に，我が国の数学的リテラシー研究は抽象度が強い。我が国の数学的リテラシー研究では，
既存の数学的リテラシーの規定を見直し，それに内包的な規定を与えてきた。しかしながら，数学
的リテラシーの概念についての外延的な規定は見られない。さらに，
「数学的リテラシーの内容は，
どのような規準によって規定されるのか」
，
「数学的リテラシーは，各国の固有の文化にどのような
影響を受けるのか」という視点から議論はなされてはいない。そのため，より進んだ数学を理解す
るための数学的リテラシーという印象が強い。
我が国の論者は，まず，数学教育におけるリテラシーの必要性を述べ，リテラシーの定義を抽象
的に述べて，そして，リテラシーの育成のための教育課程，内容，評価に関する議論をしている。
しかしながら，数学的リテラシーそのものの議論，そして，数学的リテラシー育成の立場から教育
をどのように考えるのかの議論が少ない。
（4）数学的リテラシー研究の今日的展開
2005 年以降になると，
「日本人が身につけるべき科学技術の基礎的素養に関する調査研究」
（研究
代表：北原和夫）が 2006 年から 2007 年にかけておこなわれた。この調査研究では，7 つの専門分
野別（
「数理科学」
，
「生命科学」
，
「物質科学」
，
「情報学」
，
「宇宙・地球・環境科学」
，
「人間科学・社
会科学」
，
「技術」
）のリテラシー像（専門部会報告書）と，それらをまとめたリテラシー像（総合報
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告書）が策定されている。
また 2005 年以降，数学的リテラシーは新たな研究的視座として各学会で様々な取り組みがなさ
れている。その主要な先行研究として，以下の文献が挙げられる。
①日本数学教育学会誌『数学教育』数学的リテラシー特集（2007，第 89 巻，第 9 号）
・ 長崎栄三・阿部好貴「我が国の数学教育におけるリテラシーとその研究に関する動向」
・ 重松敬一・二宮裕之「アメリカの数学教育における科学技術リテラシー」
・ 國宗進「イギリスにおけるニューメラシーと数学的リテラシー」
・ 清水美憲「国際機関が提起する「数学的リテラシー」概念の意味」
②日本科学教育学会第 32 回年会（2008）
○「知識基盤社会に求められる数学的リテラシーとは何か」
（オーガナイザー：清水美憲）
・ 浪川幸彦「日本人の持つべき数学的リテラシーとは何か？－『科学技術の智』プロジェクト数
理科学部会報告から－」
・ 渡辺美智子「知識基盤社会における統計的リテラシーの意義」
・ 小寺隆幸「数学的リテラシーを育む授業のあり方と新教育課程」
・ 銀島文「全国学力・学習状況調査と数学的リテラシー」
・ 清水美憲「OECD/PISA が提起する数学的リテラシー論の意義」
○「生涯学習社会における数学的リテラシー構築のための開発研究」
（オーガナイザー：岩崎秀樹）
・ 岩崎秀樹「リテラシーを考える」
・ 阿部好貴「数学的リテラシー育成の方向性に関する考察」
・ 西村圭一「数学的リテラシーの育成をめざす学習指導－数学的モデル化過程を視点に－」
・

國宗進「生涯学習社会における数学的リテラシー構築のための開発研究－概念理解と能力形成」

③日本科学教育学会第 33 回年会（2009）
○数学的リテラシーという視座からの数学教育の再検討（オーガナイザー：岩崎秀樹）
・ 長尾篤志「高等学校学習指導要領と数学的リテラシー」
・ 馬場卓也「算数・数学教育における社会的オープンエンドな問題の解決に見られる価値観」
・ 阿部好貴「問題解決から数学的活動へ：その架け橋としての数学的リテラシー」
・ 長崎栄三「人間・社会にとっての算数・数学：何のための数学的リテラシー論か」
④日本数学教育学会第 42 回論文発表会・課題別分科会「数学的リテラシー」
（2009）
・ 長崎栄三「人間の生涯を視野においた算数・数学教育－数学的リテラシー論の展望－」
・ 岩崎秀樹「リテラシーからみえる数学教育学の課題―中等教育段階における背景的理念―」
・ 清水美憲「今日的数学的リテラシー論の特質と学校数学の課題」
⑤日本科学教育学会第 34 回年会（2010）
○科学技術リテラシーと新しい学習指導要領（オーガナイザー：猿田祐嗣）
・

服部裕一郎「科学を支えるリテラシーの育成を核とする教育課程の開発―数学的リテラシーを
育成する総合的な学習の時間―」

・ 長尾篤志「高等学校学習指導要領における数学的リテラシー」
○科学技術リテラシーの発展に向けた技術教育と理数教育の関係（オーガナイザー：谷田親彦）
・ 長崎栄三「科学技術リテラシーの発展に向けた数学教育・理科教育・技術教育の協働」
⑥日本数学教育学会第 43 回論文発表会・課題別分科会「数学的リテラシー」
（2010）
・ 長崎栄三「数学教育学研究への問いかけ―数学的リテラシー論に内在するもの―」
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・

清水美憲「数学的リテラシー論の立場からの学校数学の目標の再考―初等教育における数学的
リテラシーの「原型」の検討」

・

岩崎秀樹・服部裕一郎「数学的リテラシーの提起する課題と展望―中等数学教育における一つ
の試み」

これらの研究からみえる今日的な数学的リテラシー研究の動向として，次の 3 点が挙げられる。
第 1 に，数学的リテラシーが数学教育研究の新たな研究領域として確立し，我が国の数学教育研
究固有の数学的リテラシー論を展開し始めている。これまでは個人あるいは諸外国の動向に依存し
ていた数学的リテラシー研究であったが，近年では数学教育全体として数学的リテラシーに取り組
んでいる。
第 2 に，数学的リテラシーという視座から数学教育学の構築を目指している。数学的リテラシー
という目標論はいわば数学教育学における哲学であり，学的構築のための大きな視座となる。それ
故，これまでの数学教育学を批判的に見直し，その構築を目指す研究がなされている。
第 3 に，数学的リテラシーという視点からの包括的な議論がなされる一方で，具体的な教授・学
習場面から数学的リテラシー論は弱い。数学的リテラシーが目的・目標論であるため，具体的なカ
リキュラムあるいは教授・学習の場面とは隔たりがあり，それ故現段階では包括的な議論が先行し
ている。
2. 世界的な数学的リテラシーの見方
（１）諸外国における数学的リテラシーの捉え方
①アメリカにおける数学的リテラシー
重松・二宮（2007）では，1980 年代における様々な教育勧告書，
『NCTM スタンダード』
，
『Adding
It Up』
（Kilpatrick et al, 2001）
，さらにスティーン（Steen）による一連の先行研究を考察し，
アメリカにおける数学的リテラシーの捉え方をまとめている。それによれば，数学的リテラシー研
究には大きく 2 つの潮流がある。一方はリテラシーを「目的として」捉える立場であり，
「数学を
リテラシーとしてどう捉えるか」といった問いに対する研究である。他方はリテラシーを「方法と
して」捉える立場であり，
「数学の学習においてリテラシーをどのように位置づけるか」といった問
いに対する研究である。
②イギリスにおけるニューメラシー
國宗（2007）では，イギリスにおいて「数学的リテラシー」に相当する「ニューメラシー」の意
味の変遷について考察し，さらにニューメラシーを具現化している国家カリキュラムについて考察
している。それによると，ニューメラシーの意味はクラウザー報告書（1959）で定義されて以降今
日まで，多様に捉えられている。またコッククロフト報告（1982）では，numerate は「数に関し
て慣れていること・毎日の生活において数学的技能を使う能力」及び「数学的用語で表現された情
報を正しく評価し理解する能力」の 2 つによって特徴付けられる。さらに国家カリキュラム（1999）
では，
「精神的，道徳的，社会的，文化的発達の促進」
「主要スキル」
「思考スキル」を挙げ，数学学
習が負っているものを明確に述べ，また「
（数学を）利用し応用すること」を問題解決，コミュニケ
ーションをすること，推論の 3 つの柱で述べている。
③国際機関が提起する数学的リテラシー
清水（2007）では，OECD-PISA，ユネスコの数学的リテラシーおよび国際統計的リテラシープ
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ロジェクトにおける統計的リテラシーの概念を考察している。それによると，これらの概念は規定
の重点がそれぞれ異なるが，単なる「識字力」を超えて，個人が数学的な知識・技能を活用して自
分のおかれた状況を批判的・反省的に捉える力という意味を共有している。
（２）ヤブロンカによる数学的リテラシーの捉え方
数学的リテラシーの捉え方は「提唱者の価値観や論理的根拠によって変化するため」
（Jablonka,
2003）
，様々な文脈から，多義的に用いられる。ヤブロンカは，世界で様々に捉えられている数学
的リテラシーを以下の 5 つの視座を設けて，それぞれについて批判的に考察している。
・人的資本の開発のための数学的リテラシー
・文化的アイデンティティのための数学的リテラシー
・社会変化のための数学的リテラシー
・環境への意識化のための数学的リテラシー
・数学を評価するための数学的リテラシー
以下では，それぞれの見方をまとめたうえで，総合的な考察を行なう。
①人的資本の開発のための数学的リテラシー
世界の現象を組織化する道具としての数学という立場から見た，人的資本の開発のための数学的
リテラシーである。この例として，OECD/PISA があげられる。ヤブロンカは，この PISA での数
学的リテラシーという概念は，
「数学的な目を通して世界を見ることをねらいとしている。それは，
基本的な数学的技能よりも高次の思考（一般的な問題解決技能を発展，応用すること）を強調して
いる」とし，基本的な形式的数学を理解することのみではなく，児童・生徒が学校外で遭遇する（非
形式的な）数学に従事することも要求されるとしている。
これに対して，ヤブロンカは，PISA 参加国のすべての生徒にとってその調査問題が，現実的な
問題であるとは想像しがたいと批判している。
②文化的アイデンティティのための数学的リテラシー
世界の各民族が独自に持っている数学，すなわち，民族数学という立場から見た，文化的アイデ
ンティティのための数学的リテラシーである。民族数学の研究によって，各民族には数学的概念が
明示的そして暗黙的に含まれている学校外の実践があることが確認されている。しかし，学校数学
は，それらの学校外の実践と離れた存在となっており，さらに，西洋数学の輸入によって気付かぬ
うちに自国の文化的アイデンティティが変化させられてしまっている。従って，そのような学校外
の実践，
つまり自分の身の回りの数学を学ぶことは文化的アイデンティティを守ることにつながる。
これに対して，ヤブロンカは，民族数学は文化的背景が関係している教室に，文化的葛藤がない
ことを前提としているが，いくつかの文化が，両立し，調和するということが前提とされうるかど
うかは疑わしいとしている。
③社会変化のための数学的リテラシー
社会または政治に関連した現実を分析するための道具としての数学という立場から見た，社会変
化のための数学的リテラシーである。この視座においては，批判的教育学の考え方も包含されてお
り，現実の批判的な再解釈，そして，新たな現実を追求することが求められる。
これに対して，ヤブロンカは，数学という道具によって個人的・社会的な問題を表現したり，モ
デル化したりすることによって批判的意識を獲得するというが，その用いる数学自体に既にイデオ
ロギーが反映されているかどうかについては言及されておらず，それ故，矛盾していると批判して
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いる。
④環境への意識化のための数学的リテラシー
世界的な環境問題を解決する言語・道具としての数学という立場から見た，環境への意識化のた
めの数学的リテラシーである。それは，個人的，局所的な問題を解決することができる能力だけで
はなく，世界的な環境問題もまた関連付けられるものである。環境問題は学際的な領域であるが，
その中で数学は「記述言語」と「モデル化のための道具」としての役割を果たす。それ故，環境問
題に対する数学的リテラシーは，
環境問題における数学を認識し，
環境問題を認識する能力である。
これに対して，ヤブロンカは，環境問題とそれぞれの国の文化とは緊張関係があり，その両者の
バランスをどうするのかという問題が生じると批判している。
⑤数学を評価するための数学的リテラシー
社会や文化で用いられている数学の使用に関する正当性を批判的に検討するという批判的数学教
育の立場から見た，数学を評価するための数学的リテラシーである。数学的リテラシーの概念は，
多かれ少なかれ科学的な方法で与えられる情報を解釈し，社会に影響を与える数学の適用を認識し
数学的モデルの信頼性の限界に気付くという目的を含む。ここで述べる数学的リテラシーを育成す
るためには，数学が暗黙的，明示的に組み込まれている様々な実践の領域を導入する必要がある。
⑥考察
ヤブロンカは，上述のように 5 つの視座から数学的リテラシー研究を概観している。ヤブロンカ
自身の立場としては「数学を評価するための数学的リテラシー」を強調しており，批判的数学教育
の立場が強く反映されている。このようなヤブロンカの数学的リテラシー論から，我が国の数学的
リテラシー研究を見ると次のことが言えよう。
第 1 に，これら 5 つの視座はどれも社会や文化といった数学教育の外的な要因から述べられてい
るが，我が国の数学的リテラシー論，さらに言えば，我が国の数学教育においては，あまり文化性・
社会性（・教育の今日性）は考慮されていないとも言えよう。第 2 に，ヤブロンカの 5 つの数学的
リテラシー論の区分に従えば，我が国の数学的リテラシー研究は，そのほとんどが「人的資本の開
発のための数学的リテラシー」に暗黙的に含まれていると考えられる。
数学的リテラシー，また数学教育が文化性・社会性を潜在的に含むものであるとすれば，ヤブロ
ンカが述べる 5 つの視座は，数学的リテラシーを考える 1 つの切り口として有効であると考える。
３．まとめ
本稿では，数学的リテラシー研究の動向を探るために，我が国の数学的リテラシー研究の史的な
変遷をたどり，また世界的に見られる数学的リテラシーの捉え方をまとめた。数学的リテラシー研
究は研究領域として確立されはじめ，研究がなされている。また同時に，世界的に見ても，
「リテラ
シー」という視点は広まっており，これからの数学教育研究においては不可欠な視点であると考え
る。これら先行研究の動向においては，数学教育に対する包括的な議論が充実する一方で，焦点化，
局所化された議論には未だ至っていない。数学的リテラシー研究が，課題解決を目指すというより
むしろ，課題を明確にする研究領域であるとすれば，その視点をより焦点化し，洗練することが求
められる。
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社会における人間の生涯を視野においた算数・数学教育
－数学的リテラシーから見た算数・数学教育－
長崎 栄三
静岡大学大学院教育学研究科
１．はじめに
21 世紀に入り地球の持続可能性の危機が叫ばれている。そして、私たちは、このような現代社会
が直面する課題に民主的に対応することが求められている。現代社会においては、とりわけ科学技
術の役割が大きく、すべての成人が科学技術の知識や社会における意味などを理解することが期待
されている。しかしながら、日本では、子どもだけではなく成人さえも、科学技術離れ、理科離れ、
数学離れが話題となり、そして、知離れと言われる大きなうねりの中で、科学技術に直接かかわる
数学、理科、技術の教育のあり方が問われている。そこで、本稿では、これらのうちの算数・数学
教育に焦点を当て、学校だけではなく社会における人間の生涯を視野においた算数・数学教育のあ
り方について考察する。
本稿では、算数・数学教育の目標としての「すべての成人が身につけていて欲しい数学に関係し
た知識・技能・物の見方」を数学的リテラシーと呼び、それに関わる事柄を考察する。このような
数学的リテラシーについての考え方は、
数学的リテラシーについての多くの先行研究のレビュー
（阿
部,2006a；2006b など）の中で、最近の共通な考え方（米国科学振興協会,2005；科学技術の智,2008
など）として捉えられるものである。
２．現代における数学的リテラシーを考察する前提
教育は、個人の成長・発展と社会の発展を目指して行われ、その結果として文化が継承・創造さ
れる。教育は、歴史的に見ると、将来の大人のための準備として行われ始めたが、その後、教育を
受けている時の子どもの活動自身を見るべきであるとされてきた。いわゆる、準備としての教育と
完成としての教育である。これまでは、準備教育も完成教育も学校教育の枠内で考えられてきた。
もちろん、1970 年代からユネスコを中心に生涯教育論が提唱されてきたが、人生にとって、学校教
育は強固な土台を築くものと信じられてきた。
1990 年代に入ると、このような学校教育の見方は 2 つの面から再検討が迫られるようになって
きた。1 つは、高度情報技術社会などを生きるためには個々人の高い数学的資質が必要とされるよ
うになってきたが、高等学校までの学校教育を終えた人々にとっての数学の成果に疑問が投げかけ
られ始めたことである。学校で履修したことがその後の社会で保持されているのかという問いかけ
である。もう 1 つは、地球の持続可能性に関わる諸問題に民主的に取り組む成人の適切な諸能力の
必要性が認識されるようになってきたことである。これらの 2 つの面からの問いかけは、社会に出
た大人が持つことが期待される数学の知識や技能や物の見方についての再考察を求め始めている。
（１）学校で学んだこと－社会に出て何が残っているのか、何が残って欲しいのか－
学校で学んだことが社会に出ても生涯身に付いているならば、また、社会に出ても学校で学んだ
ことで生涯十分であるならば、成人の数学的リテラシーに関する議論は、学校教育における学力論
に帰着する。つまり数学的リテラシーはこれまでに学校教育の枠内で議論されている算数・数学の
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学力と同じ扱いで十分であろう。そこで、まず、学校で学ぶことが社会でどのような意味を持って
いるのかを検討する。
①学校で学んだことは社会に出ても生涯身に付いているのか
社会に出た時に、数学的リテラシー、すなわち、数学に関係した知識・技能・物の見方などは、
どのような状態にあるのであろうか。これらについては、成人の状況を調べる必要があるが、現在
は一般的に成人の数学の知識・技能や数学の好き嫌いについての確実な証拠はない。そこで、成人
に近似的な「学校教育の終わりに近づいている高校 3 年生」について見ることにする。
高校 3 年生対象の数学の知識や技能などの調査としては、最近のものでは、高等学校の数学Ⅰの
成果を調査した教育課程実施状況調査（平成 17 年実施）と小中学校の算数・数学の成果を調査し
た高等学校科学教育調査（平成 12 年実施）がある。高校 3 年生の数学の知識・理解の程度を見る
と、高校で履修した数学Ⅰの内容（12 題）で平均正答率が 58％である（国立教育政策研究所,2007）
。
また、高校 3 年時の小中学校の内容の理解度は、高校数学の履修状況によって異なるが、内容領域
別正答率は、領域によって、50～80％であり、とりわけ、数学Ⅰのみの履修者においては、百分率、
見積もり、資料の表現･整理の平均正答率が 40％台である（長崎,2003）
。これらの調査結果が示唆
しているのは、高校 3 年生において、高校で履修する数学の知識のみならず小中学校の算数・数学
で履修する知識すら身に付いているとは言えそうも無いことである。
算数・数学の好き嫌いについても、成人の調査が無いために、児童・生徒の結果から推測するた
めに、教育課程実施状況調査の「算数・数学の勉強が好きだ」に対する反応率を見る（国立教育政
策研究所,2005；2007）
。
「算数・数学の勉強が好きだ」に肯定的なのは、小学校 6 年で 62％、中学
校 3 年で 47％、高校 3 年では 39％である。上級学校に進むほど、数学に対する意識は、否定的に
なって残っていく。
数学の物の見方としては、社会に出た種々の集団の人々（数学者、教師、数学教育者、保護者、
研究者など）の数学に対する見方の調査がある（長崎他,2006a）。これらの結果を見ると、数学の
社会的有用性については、社会の各集団の肯定率は 80％から 90％で比較的高い割合で一致してい
る。しかし、数学の文化性（数学は美しい、数学は発展している）は、数学者は 90％台と肯定率は
高いが、保護者は 20～60％と肯定の割合が低い。全体的に、数学観については、社会に出た人々の
間では、社会的有用性を除いて共通な基盤は少ない。
②社会に出ても学校で学んだことで生涯十分か
社会に出ても学校で学んだことで生涯十分かということについては、教育課程の改訂の動き、と
りわけ、知識としてどのような新しい教育内容が入ってきたかを見ることで判断できる。
社会で必要とされる知識や考え方としては、当初から算術には日常のお金の計算などが入ってい
たが、大正 14 年の『尋常小学算術書』
（いわゆる黒表紙教科書）の改訂でメートル法が導入され。
そして、昭和 10 年からの『尋常小学算術』
（緑表紙教科書）において統計的な内容、昭和 17 年か
らの中学校数学の『数学第一類・第二類』教科書において微積分や確率・統計の内容などが導入さ
れている。このように大正時代の頃から、すでに社会の変化とともに新しい知識が必要になり、そ
れが教育内容として取り入れられていった。
しかし、戦後 1960 年代になると、世界的に、知識の急激な拡大で、学校の教育課程への新しい
教育内容の導入の限界が見え始める。このような中でユネスコは 1965 年に生涯教育という概念を
提唱する。その中心にいたラングランは、
「全生涯にとって十分事足りる知識及び技術のひと荷物と
いった考え方は消滅しつつある」とし、
「人間存在を、その全生涯を通じて、教育訓練を継続するの
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を助ける構造と方法を整えやすくすること」
「各人を、彼が、いろいろな形態の自己教育によって、
最大限に自己開発の固有の主体となり固有の手段となるように装備させる」こととして（ラングラ
ン,1972）
、学校で学んだ知識だけでは不十分であり、生涯にわたる自己教育の必要性を強調するよ
うになった。
③社会に出たときには学校で学んだことの何が残っていて欲しいのか
学校で学んだ知識が社会に出た時に必ずしも残っていなく、しかも、学校で学ぶ知識だけでは不
十分だとするなら、社会に出たときには、学校で学んだことの何が残っていて欲しいのか。このよ
うな学校教育の成果の捉え方として、IEA、アイシュタイン、塩野直道の考え方を参考としたい。
国際教育到達度評価学会（IEA）は 1995 年に実施された第 3 回国際数学・理科教育調査（TIMSS）
の高等学校の最終学年の調査（母集団 3）の「数学教養･理科教養調査」の趣旨で「教養調査が主と
してかかわっているのは、数学・理科の「概念的学習の残余」であり、社会的文脈における概念的
学習である生徒の推論力や応用力である」
（長崎,2003）としていた。ところで、この「概念的学習
の残余」という言葉は、
「教育とは、学校で習ったすべてのことを忘れてしまった後に残るものであ
る」というアインシュタインの言葉を思い出させる。アインシュタインは、この言葉に続けて、自
ら考え行動できるようにすることが教育目的であるとしている。さらに、また、数学教育において
は、戦前･戦後のわが国の算数･数学教育を主導した塩野直道による「要目カス論」がある（塩
野,1942）
。そこでは教授要目に列挙された指導内容は、指導して残った滓であり、本来指導するも
のは別にあることが示唆されている。それは彼が提唱した数理思想、現代の数学的な考え方であろ
う。この 3 者に共通なのは、一般人にとって、算数・数学教育の成果として社会に出ても残ってい
て欲しいのは、数学の概念だけではない何かであるということである。
（２）社会が求めていること
①社会は科学技術リテラシーに何を求めているのか
科学技術リテラシーの必要性が、先進国の間で叫ばれるようになったのは、2 つの大きな実用的
な要因がある（長谷川,1999；村上,2000；科学技術の智プロジェクト,2008 など）
。
1 つは、現代では、一般国民が科学技術リテラシーを身に付けないと、社会または科学者社会が
悪くなることが、科学者･技術者や科学行政者によって意識されてきたからである。科学技術は社会
をよくすると思われる時代は終わり、科学技術は批判に晒されるようになってきた。世界中で、特
に先進国においては、温暖化問題、原子力問題、遺伝子組換え問題、BSE 問題など、科学技術の問
題で一般の人の判断に委ねられることが増えてきた。一般国民が健全な科学技術リテラシーを持っ
て判断しないと、民主的な手段である住民投票で思いがけない結果が出てしまう。他方、一般の人々
の健全な判断で科学技術の暴走を止めなければならないことも出てくる。なお、社会というよりも
個人にとっては、疑似科学また似非科学に対処する判断力の必要性もある。
もう 1 つは、科学技術の組織化、巨大化、高価化である。科学の発展は、その実験･観察の技術
の発展によるところが大きく、その技術は巨大で高価になっている。ところが、その莫大な実験･
観察のための費用は、国民の税金から支払われる。そこで科学技術に対する国民の支持がなければ
科学技術への経費は削られ、科学技術は進まなくなる。科学技術の進歩には、国民の支持が必要と
なり、その科学技術に対する支持は、科学技術リテラシーによって支えられる。
②社会は数学的リテラシーを必要としているのか
現代社会では、数学は自然科学や社会科学さらに技術などに広範囲に利用されている（長崎
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他,2006；広田他,2007）。しかしながら、数学が高度になり一般の人には数学の利用の様子が見え
なくなってきている。このことを、ヤブロンカらは「数学化された社会における脱数学化」として
いる（岩崎他,2009）
。数学の実用性は高まっているのに、数学が実用に貢献していることが見えな
くなってきている。
また、数学者は基礎科学としての数学が軽視されているとの警鐘を鳴らしてはいるが（細坪
他,2006）
、科学技術リテラシーのようには、一般人がリテラシーを身に付けないと、社会が悪くな
ると言っているようには思えない。さらに、我が国の算数・数学教育は、
「受験数学」
、
「篩としての
数学」
（ハウスン他,1987）が最大の目標にように言われて久しい。
このような状態のままだとすると、一般の人々は、数学を利用して創られた科学や技術を使って
いながら、算数・数学それ自身の有用性に気がつかないままになってしまう。なお、数学的リテラ
シーを考える上で、統計は特殊な位置を占めている。統計は、社会的有用性が非常に高く、とりわ
け民主主義社会において多様な意見を吸い上げる手段として必要不可欠である。統計には、科学技
術と同じように、統計の意義の理解が無いと、社会が悪くなるという面がある。
３．現代における数学的リテラシーを考える視点
数学的リテラシーは、数学は人間にとって本質的なものの一つであるという前提に立っている。
その上で、数学的リテラシーを、現代社会からの要請、将来からの要請、我が国の数学教育の現状
からの要請、の 3 つの視点からより具体的に考察する。
（１）現代社会からの要請‐高度情報技術社会・生涯学習社会‐
どのような社会でも、数量や図形を扱うことは日常生活においてなくてはならないものであり、
時代により具体的な内容は変わっても、このような数学の基礎的な知識や技能は、すべての成人が
持って欲しい数学的リテラシーの中心部分を占めるであろう。
一方で、現在の社会は、高度情報技術社会、生涯学習社会などと称されており、日常生活でも新
たな数学的リテラシーが必要になってきている。このような数学的リテラシーとして、社会に出て
使えると思われる数学の思考方法・表現方法・協働方法（長崎他,2008）や、数学を生涯学ぶため
に感得しておきたい数学の文化的意義や価値（ビショップ,2011）や数学を楽しむ態度などが考えら
れる。
（２）将来からの要請‐持続可能で民主的な社会‐
科学技術の智プロジェクトでは、持続可能で民主的な社会を日本の将来像として描いた（科学技
術の智プロジェクト,2008）
。持続可能な社会は 21 世紀の地球規模の新たな課題であり、一方、民
主的な社会の構築は 20 世紀から引き続き課題であり続けている。地球環境を守り、持続可能で民
主的な社会を構築するためには、それぞれの成人が、社会の問題に対して様々な場面で誠実に思考
し判断することが求められる。そのために、科学技術リテラシーが必要とされている。
そこで、数学的リテラシーとしては、科学技術社会における数学の役割に関する知識や科学技術
と数学の関係に関する知識、また実世界での数学的問題解決としての数学的モデル化の能力も求め
られる。さらに民主的な社会における数学的な力として、統計的思考力や批判的思考力などが考え
られる。
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（３）我が国の数学教育の現状からの要請‐学ぶ意味を共有した社会‐
我が国の子どもたちは、PISA や TIMSS によると算数・数学の学習を楽しんでいないだけではな
く、算数・数学を本来の意味での学ぶ意味を喪失しているようである。受験という選択肢を除いて
子どもが算数・数学を学ぶ意味を喪失しているということは、日本の社会自体が算数・数学を学ぶ
意味を喪失しているとも考えられる。
数学的リテラシーとして、算数・数学を学ぶ意味の知識をもつことによって、社会に算数・数学
を学ぶ意味（長崎,2007a）についての合意形成を促し、そのことが子どもたちに本来の意味での算
数・数学の学習に取り組むように促す。我が国の算数・数学教育が、
「受験数学」
、
「篩としての数学」
を抜け出し、成人も子どもも算数・数学が学習を本来の意味で享受できるようにするには、長い道
のりではあっても、学ぶ意味を共有する社会を作らなければならないであろう。
４．数学的リテラシーという視点を持った算数・数学教育
数学的リテラシーという視点を持つことで、現在の算数・数学教育について新たな見方が生まれ
る。とりわけ、学校教育において「すべての成人」を見通した算数・数学教育を考えるということ
が鍵となる。ここでは、それを、人間の生涯を視野におく、現在における自己実現と未来のための
準備、多様な文化を総合する、という 3 点から考察する。
（１）人間の生涯を視野におく
数学的リテラシーを考えると、
人間の生涯を視野に入れた算数・数学教育を構想することになる。
それは、受験数学、篩としての数学とは異なることは明らかであり、算数・数学教育を一生懸命や
ればやるほど、算数・数学嫌いが増えるという悪循環を断ち切るものとならなければならない。数
学的リテラシーは、人間の生涯を視野においており、子どもが自分の意思で算数・数学を学ぶこと
が求められる。
人間の生涯を視野におくということは、
教育は学校でだけ完了するものとは考えないことである。
人間は社会に出ても学び続けるということである。教育システムをそのように変えるとともに、一
人一人の意識もそのように変えていかなければならない。学習指導においても、実世界とのつなが
りをつけつつスパイラル的に継続的に指導をすることが求められるようになる。
（２）現在における自己実現と未来のための準備
数学的リテラシーを意識すると、普通教育のカリキュラムには、未来への準備と子どもの自己実
現という 2 面性があることが明確になる。算数・数学の内容には、数学的リテラシーとなるように
未来への準備のために学習する内容がある。それに対して、すべての成人が保持することはあまり
期待されていない内容もある。それらの内容では、子どもたちはある程度妥当な数学的活動をする
こと、すなわち、子どもなりの自己実現が可能にする必要がある。
しかし、これらの面は、実際の指導では厳然と分けられるものではない。そこで、数学的リテラ
シーからすると、学校教育において、自己実現の面が強い指導と、未来への準備の面が強い指導と、
そして、両者が重複する指導との３つについて考察することが求められる。数学的リテラシーの育
成を目指す内容については、
いろいろな場面で形は違っても繰り返し指導することが必要になろう。
（３）多様な文化を総合する
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数学的リテラシーは、すべての成人のための算数・数学教育と、将来数学を使ったり数学を発展
させたりするために理工系に進む人々のための算数・数学教育を総合させることになる。数学的リ
テラシーの要素となると思われる数学の本質や数学の活用事例は、単にリテラシーとしてすべての
成人にとって有用であるだけではなく、理工系に進む人々が自らの進路を俯瞰できるようにする。
また、理工系に進む人々は、現在における自己実現を通して、理工系に必要な知識・技能・考え方
などを身に付けることができる。
このように数学的リテラシーによって、理工系と人文系という 2 つの文化（スノー,1967）を総
合し、また理論志向と応用志向を総合することも可能になる。さらに、数学的リテラシーは民主的
な社会のすべての成人を対象としているので、異質な子どもたちが一緒に協調的に学習することが
必要不可欠になる。これは OECD のキー・コンピテンシーの「異質な集団で交流する」という考
えにもつながるものである（ライチェンほか,2006）
。そして、それは多様な文化をも総合すること
になるであろう。
５．数学的リテラシー育成のカリキュラムの構成
数学的リテラシーの育成を考えるには、数学的リテラシーという教育目標を実現するための教育
内容をどのように構成するのかという段階がある。一般的には、教育目標を実現する教育内容をど
のように構成するかは、大別すると、既成の学問の体系に従って構成する仕方とデューイが提唱し
た経験によって構成する仕方がある。いわゆる、本質主義と経験主義である。ところで、科学技術
の智プロジェクトでは、科学技術リテラシーを、既成の科学技術の学問の体系を意識して構成した
部分と、科学技術による現在の課題の解明で構成した部分がある。現代の課題とは、水、食糧、エ
ネルギーなどである。
ここでは、これまでに論じてきた数学的リテラシーを考える視点などを念頭に置き、一方で教育
内容の構成のあり方を参照して、数学的リテラシー育成のカリキュラムの構成について、人間・社
会・文化における課題による構成、数学的能力の可視化、全体的な関連付けと俯瞰、数学教育・理
科教育・技術教育の協働、の 4 点から考察する。
（１）人間・社会・文化における課題による構成
数学的リテラシーは、すべての成人を念頭に置き、人間の生涯を視野に置く。成人は、家庭的、
社会的、文化的の日々の出来事に直面し、そこで思考や判断を迫られる。学校などの学習機関で体
系的な学習をすることができればそれに越したことはないが、成人は普通個人個人がその場その場
で考えなければならない。そこで、数学的リテラシー育成のための教育内容は、現在及び将来の社
会を見据えて、人間・社会・文化における典型的な課題に基づく単元によって構成することが望ま
しいであろう。その単元においては、それぞれの課題について、その課題の見方や解決のあり方な
どについて数学を使って考えていく。
数学的リテラシー育成のための課題は、人間の心身両面での生き方、家庭での生活、社会におけ
る諸問題、文化に関わる事柄などになろう。とりわけ、地球の持続可能性や民主的な社会に関わる
課題は大事である。それぞれの課題を数学で解明することで単元を作り、それらを集めて教育内容
とする。学習者は、それらの課題についての単元を読んだり議論したりすることで数学的リテラシ
ーを身に付けていくことが期待される。
なお、前項で述べた数学的リテラシー育成のためのカリキュラムは、社会での成人を対象として
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使用することを念頭に置いたものであるが、このような考え方は、現在の学校数学にも通じる。現
行の課題学習や新教育課程の高校数学の
「数学活用」
はこのような考え方に相当するものであろう。
大切なことは、課題学習や数学活用は、長期的な意図からすると、数学的リテラシーの育成を狙っ
ているとみなすことであろう。
（２）数学的能力の可視化
数学的リテラシー育成のための課題は、
数学的能力を明示的に使うことで解明されるようにする。
それぞれの課題は、ほとんどが現実の生活や社会の内容からなっている。そこで、それらの課題に
ついての単元では、その課題を解明するのに必要な数学的能力を抽出して見えるようにする。現代
の課題に対処する数学は高度であっても、その核心となる考え方や見方を分かり易く表現して、数
学的能力を可視化する。
それぞれの単元における数学的能力には、例えば、筆者らによる算数・数学の力、すなわち、数
学を生み出す力、数学を使う力、数学で表現する力、数学で考え合う力などが考えられる。また、
最近強調されている、数学化、グラフの読解、数学的モデル化、統計的思考などや、より一般的な
能力としての、論理的思考、批判的思考なども含まれる。現代の課題に即してこれらの数学的能力
を可視化することで、それらの能力を身に付けやすくするとともに、数学の現代社会における意義
も感得しやすくする。
（３）全体的な関連付けと俯瞰
数学的リテラシーを育成する教育内容は、それぞれの課題や数学的能力が関連付けられ、そして
全体的な俯瞰が可能になるようにする。数学的リテラシーは、究極的には個々人の中で有機的に関
連付けられて統合されたものとならなければならない。単なる課題や数学的能力の羅列ではなく、
人間・社会・文化における課題と数学との関連、数学の諸分野の関連、数学的能力のそれぞれの関
係などを図式化するとともに、言語的に表現をしていく。
このような全体的な関連付けを図式化して俯瞰した試みとしては、科学技術の智プロジェクトが
科学技術の各分野のリテラシーを図式化した「曼荼羅」（科学技術の智プロジェクト,2008）や、
数学的活動を図式化した「現実世界と数学世界における数学的活動」（島田,1997）、また、最近
の数学について俯瞰した「数学世界の俯瞰図」（秋山,2005）などがある。重要なことは、人間・
社会・文化と数学を関連付けることであり、また、数学についても数学外への応用の関連付けだけ
ではなく、数学内での発展の関連付けが必要であろう。さらに、言語による概念の関連付けは、ICT
のハイパーテキスト機能を使い、そして、図式化と言語表現の両者で関連付けて俯瞰されていくと
よい。
（４）数学教育・理科教育・技術教育の協働
「真理の探究を目指す「科学」および人類が必要とする人工物を作り出す「技術」は、長年相互
に影響を与えながら総合的に発展し、社会全体を活性化し、人間生活を豊かにして、人類の幸福お
よび社会の発展に大きな貢献をしてきた」
（日本学術会議,2010）
、そして、数学は科学の 1 つとし
て、また、他の諸科学や技術の言葉としても機能している（科学技術の智,2008）
。現代においては、
科学と技術と数学は協働している、というよりも協働せざるを得ない関係になっている。現代社会
では、国民一人一人が自己実現を図り社会を発展させていく上で、科学技術リテラシーを発展させ
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ることは必要不可欠である。そのためには、数学・理科・技術教育は、互いに他を利用するだけで
はなく、より関係を密接にして相互理解を深め、そして、それを協働へと高めていく必要がある。
数学・理科・技術教育の協働では、現代社会における科学技術の役割を互いに他の役割を意識し
て扱うことを重視する中でとらえるようにしたい。例えば、次のように、それぞれを主語として他
との関係を実例をもって明示することを提案したい：数学は、科学や技術に言葉や数学的モデルを
提供する。科学は、数学の動機であり技術の理論となることがある。技術は、数学の有用性を見え
るようにし科学の進歩を道具によって支えている。そして、現代の科学技術の考え方、例えば、多
様性と一様性、スケールとサイズ、可視化など、システム、トレードオフなど（科学技術の智,2008）
についてもそれぞれで触れたい。
６．数学的リテラシーの育成に向けて
今後、数学的リテラシーという教育目標を実現するには、そのためのより具体的な計画が必要に
なる。
（１）長期の継続的な努力を－アメリカのプロジェクト 2061 の例から－
アメリカで 1985 年に始まった科学技術リテラシーの育成を目指した「プロジェクト 2061」は現
在でもその活動を続けている（米国科学振興協会,2005）
。プロジェクト 2061 は、科学技術リテラ
シー論である『すべてのアメリカ人のための科学』を 1989 年に公表したあと、時間をかけてしか
も継続的に各種の資料を出したりセミナーを開いたりしている。
1989 年以降、次のような資料が公刊されている（阿部,2006c）
。なお以下の括弧内は、原語の片
仮名表示と公刊年である。各学年の学習内容（
「ベンチマーク」1993）
、教師用解説書（
「リソース」
1997）
、科学教育改革の提言（
「ブループリント」1998）
、科学の概念や考え方の関係図（
「アトラス」
2003）
、カリキュラム開発の方法論（
「デザイン」2004）など。
（２）
「すべての」成人のために
科学的リテラシーの世界では、その普及のために、当初は科学者が科学的リテラシーについての
講演をすることが図られたが、そのような知識注入的なモデルでは目的を達せないことが明らかに
なった。その後、すべての成人のために、サイエンス・コミュニケーション、サイエンス・インタ
ープリター、サイエンス・カンファレンスのような概念モデルが考えられ実施されてきている。
科学技術の智プロジェクトでは、プロジェクトで科学技術リテラシーをオープンに議論していく
こと自体が、全体の科学技術リテラシーの向上につながるとしてきた。さらに、2011 年初頭に行な
われた「報告書改訂」の試みは、すべての成人のための数学的リテラシーを作る上で参考になる。
そこでは、
専門家が作った科学技術リテラシーの具体案について、
その専門家がその意図を説明し、
一般人（例えば、小学校教師）がそれをもとに具体案を批判的に考察し、それらをもとに専門家と
一般人が「対話」をする中で、改訂を図っていくのである。つまり、
「すべての成人のため」のリテ
ラシーは、誰か専門家だけが作るのではなく、その関係者（ステークホルダー）が対話で作ってい
こうとするのである。そして、そのような過程は、専門家と一般人の両者にとって、リテラシーの
向上につながってもいるとも考えられる。
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７．おわりに－数学教育学への問いかけ－
数学的リテラシーは、現代と将来を見据え、そして、人間の生涯を見通して、算数・数学教育を、
そして、数学教育学の研究自体を見直すことを要求している。
筆者は、数学的リテラシーを、科学技術リテラシーの枠組内で考えてきた。そこで重要な位置を
占めたのは、科学の本質、数学の本質、技術の本質である。このことから数学教育学の学問として
の位置付けを考えざるを得なかった（岩崎,2007；日本数学教育学会編,2010）
。
そしてまた、これまでの数学教育学の研究は、主として、人間の生涯の中の幼稚園から大学まで
の定型的な教育機関における算数・数学教育を対象としていた。しかしながら、20 世紀後半から科
学技術の急激な発展により知識が爆発的に増え、生涯学習社会が到来した。さらに、21 世紀に入る
と気候変動などにより地球の持続可能性が問われるようになってきた。そして、何よりも、我が国
が多大の犠牲を払って獲得した民主主義が未だ成熟したものになっていない。数学的リテラシーを
考察することで、このように対象や課題が大きく変わる現代において、数学教育学はどのような貢
献ができるのかを考えざるを得なかった。
今こそ、数学教育学は、数学教育学における、哲学的、科学的、技術的、芸術的な研究、さらに
は最近注目されているデザイン科学などを駆使して、これらの困難な諸課題に取り組むべきであろ
う。
なお、本稿は、日本数学教育学会数学教育論文発表会の第 42 回（2009 年）
、第 43 回（2010 年）
の課題別分科会での発表、日本科学教育学会年会の第 33 回（2009 年）
、第 34 回（2010 年）の課題
研究での発表、第 5 回東アジア数学教育国際会議での講演（2010 年）のそれぞれの内容を加除修正
してまとめたものである。
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数学的リテラシーからみえる数学教育学の課題と展望
―中等教育段階における背景的理念―
岩崎 秀樹

服部 裕一郎

広島大学大学院教育学研究科

広島大学附属福山中・高等学校

１．はじめに
教育は無論それが置かれる社会や時代に深く根を下ろした営みである。またそうでなければ、時
代の変化や要求を認識し、そのテンポや規模に見合う対応を社会や個人に求めることは難しい。し
かしそれは教育の流行の側面であって、その不易の側面において、高等教育はそれが創設された中
世の初頭から一貫してアカデミズムであり、一方初等教育は制度化された近代の初頭よりリアリズ
ムを保ち続けている。ところが両者の間にあって、中等教育は初等段階の拡充ならびに高等段階の
大衆化という時代的趨勢の中で、近年急激に発展してきたといえるが、決してその独自な理念の下
で、充実をはかってきたわけではない。
そのため中等段階の数学が進学を支える主要教科ともなれば、その教育は入試に限定された鋭い
リアリズムと入試以外には無用という鈍いアカデミズムの奇妙なキメラ(Chimera)として、とりわけ
後期中等教育の数学カリキュラムを潜在的にそして強固に規定することになる。そこに様々な問題
が指摘されて久しいが、「潜在的」であるため、さらには確たる理念がないため、高校数学の本格
的な批判や考察や検討はこれまでなされてこなったのが、実情であろう。
「理数科離れ」や「理数嫌い」といったジャーナリスティックな話題が先行するにしろ、高校数
学の問題の深部に「智」という能力の不在を指摘し、そこに喫緊の課題としてリテラシーを補填す
る試み(北原,2008)は、その理念を問う意味で一石を投じていると考える。
２．リテラシーの背景
(1) 学力と能力
ところでいつから「学力」は「能力」に変わったのだろうか。OECD(Organisation for Economic
Cooperation and Development 経済協力開発機構)の

PISA(Programme for International Student

Assessment 生徒の学習到達度国際調査)による衝撃以来、これまでの「学力」に収まりきらない能力
(それ故「能力」としかいいようがない)が、問題にされている。
辞書的にいえば、学力には客観的な教育課程を対応させることができる。したがって学力は教育
課程が適切に遂行される上で常に基礎･基本に組み込まれ、そのため教育課程を終えるときも基礎･
基本ということになるが、その場合の学力は何の基礎・基本なのであろうか。要するに最終学歴と
いえる大学に進学する上で欠かすことのできない基礎･基本ということであろうか。
社会に出ればま
ず「学力」ということばを聞かないのはそのせいかもしれない。一方能力はそうした前提を置かな
いものの、学力を内包しながら、通常の入試にはなじまないコミュニケーションやティームワーク
などの対人関係を調整する力量や関心・意欲・態度などの人格特性をその構成要素に含むと考えら
れる。
それではなぜ現代は、「学力」ではなくむしろ「能力」を問題にするのか。ここで年譜風に、政
府から出された「能力」関連語を取り上げていくと、1996 年に文部科学省から「生きる力」、2003
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年に内閣府から「人間力」、2004 年に厚生労働省から「就職基礎能力」、2006 年に経済産業省から
「社会人基礎力」、そして 2008 年には文部科学省から「学士力」が、出されている。能力に関連す
る様々な用語の登場は、教育が労働政策や経済政策と密接に連動し、さらには社会参加に向けたよ
り実効性の高い教育成果の求められていることが、窺えるであろう。
こうした教育を巡る一連の政策的動向を眺めるとき、OECD によって PISA が 2001 年・2004 年・
2007 年にわが国で実施され、また OECD-DeSeCo(Definiton and Selection of Competencies 能力の定義
と選択のプロジェクト)のキー・コンピテンシーが 2006 年に翻訳公刊されるのも、決して偶然でな
いように思える。こうした事態を一言でまとめるなら、ポストモダンを推進する知識基盤社会・高
度情報化社会・生涯学習社会の必要とする「能力」は、これまでの学校教育で保証された教育課程
的「学力」では到底まかないきれなくなった、ということではないであろうか。つまり新たな教育
課程を編成する必然性がそこまで来ているように思えてならない。
(2) リテラシーの歴史的概観
古くからヨーロッパでは、神は２冊の本を書いた、といわれている。一冊は聖書でありもう一冊
は自然である。無論それら２冊は子ども向けの図書ではない。したがってリテラシーの本義は、２
冊の書籍を読むためのごく限られた大人の教養であって、それが「読み・書き・計算」という「識
字」に変化するのは、大人になる「〈子ども〉の誕生」(アリエス, 1991)を待たなければならなか
った。それは大衆の時代ともいえる近代になってからのことであって、大衆は識字という一種の教
養を身にまとうことに成功したから、歴史の表舞台に立つことができたといってよいであろう。そ
の意味でリテラシーは近代に、その概念を重層化している。
ところが近代は当初、国民国家の礎となる人材開発のために、識字の部分だけを義務教育として
制度化した。その拡充・発展の中で、「識字」は個別学問領域に依拠しながら、様々な教科に分岐
し、それぞれの教科内容を拡張・深化させることで「人材開発」から「人間形成」への変化に、対
応してきたと思う。しかし 21 世紀の今日、普通教育の中で「識字」は、その広がりにおいても深度
においても一種の飽和点に達したと思われる。近代からポストモダンの変わり目にあたって、近代
における「リテラシー＝識字」のオルタナティブが、具体的に切実に求められているのが今日の教
育といえよう。その意味でリテラシーは今日、その概念を再重層化しようとしているのかもしれな
い(岩崎・阿部他,2008)。
リテラシーの歴史的展開に記号化をまじえ、それを教育制度に布置しながら論点を明確にすると
次のようになる。教養としてのリテラシー(L1)はヨーロッパ中世に始まる大学で千年のオーダーで
精緻化されて、アカデミズムに昇華する。一方近代が必要とした識字としてのリテラシー(L2)は、
産業基盤社会の拡充と国民国家の充実を図るリアリズムの下、百年のオーダーで初等教育あるいは
義務教育レベルでユニバーサライズされてきた。その結果 L2 は｢学力｣として学校教育の中で定着し
たと考えられる。そうなると第３のリテラシーとしての智(L3)の居場所 niche は、ヨーロッパでは
義務教育の終了段階、わが国では後期中等教育に、「学力」とは異なる形で位置づくことになるの
ではないか。さらにいえば「教育の質保証」の下で学士力が問題にされるわが国において、学校化
されていく大学を考えるとき、「リテラシー＝識字＝学力」のオルタナティブとして L3 は、後期中
等教育に位置づき、その理念の開発と充実が求められることになろう。
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図１．Lk の布置
３．数学的リテラシー
(1) コンピテンシーと数学的リテラシー
それでは L3 における数学的リテラシーはどのように規定されるのであろうか。DeSeCo プロジェ
クトは 1997 年に始まるが、2003 年にキーコンピテンシーとして、表１の３つの能力カテゴリーを
定めている。
表１．キーコンピテンシーの３つカテゴリー
カテゴリー１：相互作用的に道具を用いる
１A：言語･シンボル･テクストを相互作用的に用いる能力
１B：知識や情報を相互作用的に用いる能力
１C：技術を相互作用的に用いる能力

カテゴリー２：異質な集団で交流する
２A：他人といい関係をつくる能力
２B：協力する，チームで働く能力
２C：争いを処理し，解決する能力

カテゴリー３：自律的に活動する
３A：大きな展望の中で活動する能力
３B：人生計画や個人的プロジェクトを設計し実行する能力
３C：自らの権利、利害、限界やニーズを表明する能力

上記のキーコンピテンシーを理論的背景に、PISA は
《多くの国で義務教育修了段階にあたる 15 歳児を対象に、それまで学校や様々な生活場面で学
んできたことを、将来、社会生活で直面するであろう様々な課題に活用する力がどの程度身に
付いているかを測定することを目的》(OECD,2004,p.ⅰ)
として始まる。より正確に言えば数学的リテラシーは、表１の「1A 相互作用的に道具を用いる」カ
テゴリーの中でも、最初の「言語・シンボル・テキストを相互作用的に用いる能力」の測定用具と
して、開発された(ライチェン・サルガニック,2006,p.211)。したがって PISA のリテラシーは同じ
カテゴリーの他の能力ばかりか、表１の異なるカテゴリーの「異質な集団で交流する能力」や｢自律
的に活動する能力｣と独立にあるわけでなく、
表１の他のキーコンピテンシーとの相互連関の下で形
成される能力である点を、見失うべきではないであろう。
さて PISA では、数学的リテラシーを次のように規定した。
《数学が世界で果たす役割を見つけ、理解し、現在及び将来の個人の生活、職業生活、友人や家
族や親族との社会生活、建設的で関心を持って思慮深い市民としての生活において、確実な数
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学的根拠にもとづき判断を行い、数学に携わる能力である。》(OECD,2004,p.16)
つまりその能力は《多様な状況あるいは文脈において、数学を使用して問題を設定し、形式化し、
解決し、解釈することのできる》(OECD,2008,p.69)こととされている。そのため数学の方法的側面
が強調されることになり、それは「数学化サイクル」として図２のように示されている。

現実的解答

(5)

数学的解答

(5)
現実世界の

(4)
(1), (2), ( 3)

数学的問題

問題

現実の世界

数学的世界

1）現実に位置づけられた問題から開始すること。
2）数学的概念に即して問題を構成し、関連する数学を特定すること。
3）仮説の設定、一般化、定式化などのプロセスを通じて、次第に現実を整理
すること
4）数学の問題を解く。
5）数学的な解答を現実の状況に照らして解釈すること。

図２.数学化サイクル(OECD, 2004, p.29)
数学化サイクルでは生徒の活動が、程度の差こそあれ現実の世界との交渉から始まるが、その学習
過程は（1）と（5）を特徴とするだけではない。その学習サイクルはスパイラルに上昇する可能性
を潜在させており、問題解決過程そのものの知的な洗練と蓄積が担保されなければ、数学的に上昇
可能な学習モデルにはなりえない。この点を看過すると、生活単元期の「這い回る学習」の批判を
受けることになりかねない。
(2) あらためて数学教育の目標
DeSeCo や PISA の視点に立てば、数学教育の存在理由は、数学の人間と社会に対する有用性や実
用性を背景に持つ。しかしシェバラールは《社会の数学化の増大は、個々のメンバーの脱数学化
(de-mathematization)によって補完される。》(Gellert et al, 2001, p.58; カイテル,1998, p.58)という
現実認識の下で、この存在理由に対してかなりシニカルな論調で批判を加えながら、数学教育の目
標に言及している(Chevallard, 2007)。後期中等段階の数学教育とりわけ平成 24 年から実施される
「数学活用」の目標を考える上で参考になるので、その要旨を以下簡単にまとめておきたい。
工場で電源を切るとその直後にすべての生産が停止するように、現代社会では潜在的数学
(implicit math.)をスウィッチ・オフするとたちどころにその活動は停滞する。社会がいたるところ
稠密に数学化されているからに他ならない。近代以降、西欧社会は数学にかなり累積的な負債をお
っているので、すべての子どもたちが数学を学ばなければならないという、驚くべき特権を学校教
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育に与えた。しかしその結果、数学教育に様々なきしみが生じているのは周知の事実であろう。だ
から《中等レベルの数学教育は、数学が不可避な社会的要請であるという認識に立って、数学と社
会との文化的融和を図らなければならない。》その認識を正確にするには、《顕示的数学(explicit
math.)が社会の生産の中で、どのように消費されているのかを示す》ような《文化的手ほどき(cultural
initiation)》を、数学教育で実施する他ない、というのがシェバラールの「きしみ」への回答である
(Chevallard, 2007, p.64)。無論、「文化的手ほどき」の臨界期と方法は問題として残るが、わが国で
平成 24 年から実施される『数学活用』は、この精神に最も近い科目といえるのではないか。
社会の全般的な科学化という認識は、STS 教育(Education for Science, Technology and Society)運動
にみられるように、理科教育において数学よりはるかに先行している。それ故、上記の「工場で電
源を切る」という譬えは、ほぼストレートに科学的リテラシーを担当する理科教育にあてはまるで
あろう。
小川は DeBoer が示す科学教育の目標構成要素を参照しながら、「学校教育の科学教育化
(Science-educationized)」という着想を明らかにした(Ogawa, 2010)。すなわち表 1 のようなカリキュ
ラム・マップを作成して、わが国の高校の全教科・活動がどのような形であれ、科学教育のいずれ
かの目標に重なっていることを示している。つまり他教科のある内容の学習指導は科学や科学的思
考にクロスするから、その適切な指導実践によって、科学教育の目標は学校教育全般にわたって達
成されるという主張である。観点を変えて極論すれば、学校教育が科学教育化される、ということ
に他ならない。
表２．科学教育の“目標”と日本の高校の教科や活動の目標構成要素との連関

(A)一つの文化的な力としての科学 (B)仕事への準備 (C)日常生活に適用可能な科学 (D)知らされた市民であること (E)自
然界を検証する一手段としての科学 (F)メディアで報道される科学レポートの理解 (G)美的アピールのための科学 (H)科
学に同情的な市民の育成 (Ｉ)技術の本質とその科学との関係についての理解

おそらく表 1 の「科学」を「数学」に置きかえても、それなりのカリキュラム・マップは成立し、
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その場合「学校教育の数学教育化(Mathematics-educationized)」も「科学」同様に主張できるのでは
ないか。Chevallard のことばを借りれば「顕示的数学が他教科の中で、どのように消費されている
のかを示す」ことは十分可能であって、学校教育の中で身近な形をとって生徒に「文化的手ほどき」
をおこなえよう。具体的には、数学活用の目標すなわち「数学と人間のかかわりや数学の社会的有
用性についての認識を深めるとともに、事象を数学的に考察する能力を養い、数学を積極的に活用
する態度を育てる」は、この点を示唆しているように思う。
さらなる教育的な構図を与えるなら、全教科の上位目標に喫緊の教育課題を設定し、その目標分
析を通して、全教科のカリキュラム・マップは作成できる。例えば上位目標に科学的リテラシーや
クリティカルシンキングを置くとき、どのようにカリキュラム・マップが数学や他教科にわたって
作成されるのであろうか。
４．広島大学附属福山中・高等学校の試み
(1) 科学を支えるリテラシーの育成
広島大学附属福山中・高等学校は文部科学省の研究開発学校の指定を受け、2003～2005 年度にお
いて「中学校・高等学校を通して科学的思考力の育成を図る教育課程の研究開発」，2006～2008 年
度（延長 3 年）において「中等教育における科学を支える『リテラシー』の育成を核とする教育課
程の開発」をテーマに研究実践を行ってきた。この 6 年間において開発された新教育課程「サイエ
ンスプログラム」 は先進的な科学・技術に触れ、発展的で総合的な科学教育の創造を目指し、すべ
ての生徒に対して、科学的思考力や問題解決力などの科学・技術の基盤となる能力を高めるととも
に、それらを支えるリテラシーを育成することを目的とした。
当校が捉える「リテラシー」とは、PISA 型の「科学的リテラシー」を直接反映するものではな
く、中・高一貫の教育課程の中で、その概念を解体・拡充・翻案したものといってよく、そのため
「科学を支えるリテラシー」と表現している。このリテラシーの育成はすべての科学の核となるも
のであり、サイエンスプログラムでは具体的に以下の①～⑦の能力や資質・態度を育むことを目指
してきた。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

科学に関する事物・現象についての知識の定着
科学・技術への興味・関心・態度
自然や社会の様々な事象を認知する能力
課題発見、主体的に判断し解決していく能力
読解力、表現力、コミュニケーション能力
自由で豊かな発想力、創造性、独創性
科学と人間・社会との関係を俯瞰的・総合的に捉える能力

図３に示すカリキュラム概念図の下で、これらの能力や資質・態度を育む 6 ヶ年構想が企画され
た。このプログラムは、サイエンスⅠ（開発した新教科）
、サイエンスⅡ（総合的な学習の時間）
、
サイエンスⅢ（既存の教科の発展的単元）の 3 つからなり、全教科・すべての教員で取り組む中で、
「科学を支えるリテラシー」の育成を目指した。
次節においては、このサイエンスプログラムでの数学科の役割，とりわけサイエンスⅡ（総合的
な学習の時間）における数学科の取り組みについて述べていく。
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図３.サイエンスプログラムの構造図
(2) サイエンスⅡにおける数学科の役割
① 目指す数学的リテラシー
数学科が担う「科学を支えるリテラシー」の育成は当然①～⑦の能力育成に関わるものであるが、
それは同時に「数学的リテラシー」の育成に直結すると考える。ただし「数学的リテラシー」で概
括される概念は幅広く、その捉え方も多種多様である(長崎・阿部,2007)。数学科では、そのリテラ
シーの多義性から、｢数学的リテラシー｣を具体的に定義することは敢えてせず、カリキュラムの各
学年段階に応じて、育みたい能力や態度を目標化し、それに応じた題材を設定することで、間接的
に、その特徴や性格を規定する。
図３に示すように、中学校第 3 学年におけるサイエンスⅡでは、
「科学的な認識能力の育成」を目
標に掲げている。そこで、サイエンスⅡに対する数学科からのアプローチとしては、
「科学的な認識
能力の育成」を、
「事象を数理的に捉え、考察する能力」と捉え直し、扱う題材として、特に「確率・
統計分野」の内容に焦点をあてることにした。これは、内容的に生徒による実験を数多く取り入れ
ることが可能であり、生徒の数学的活動の充実が期待できることや、データを自分たちで作成・収
集することで、生徒の興味や関心を喚起しやすいと考えたからである。ねらいとする数学的リテラ
シーとして具体的には以下の 3 つの能力を育むことを焦点化した。
・ 実験を通してデータを収集し、それらを目的に応じて表やグラフに整理することができる能力。
・ 整理されたデータを分析する視点を多様に考え、データを分析することができる能力。
・ データの意味を正しく解釈し、発表することができる能力。また、データの分析やシミュレー
ションの実行によって、現実として起こった事象の特徴を説明することができる能力。
② クリティカルシンキング
当校では、これまでの研究を継承・発展させる形で、新たに 2009 年度から問題解決力や読解力、
表現力、論理的思考力や科学的思考力の育成の技法として、クリティカルシンキングを柱に据えた
カリキュラムの開発を行っている。これまでの研究開発で、独創的な分析力や書かれたテキストを
批判的に読むことなどの課題が明らかにされ、それを受ける形で本研究開発が始まった。
クリティカルシンキングはアメリカの国語教育で 1960 年代から論じられるようになり、近年こ
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の思考方法に対する関心が日本を含め、国際的に高まってきている（鈴木・大井・竹前，2006）。
クリティカルシンキングは批判的思考とも訳されるが、
「相手を批判する」という意味ではなく、
「与
えられた情報や知識を鵜呑みにせず、複数の視点から注意深く、論理的に分析する能力や態度」と
一般的には定義される。当校では、各教科すべての教員の共通理解として、クリティカルシンキン
グを「適切な規準や根拠に基づき、論理的で偏りのない思考」
、また、
「よりよい解決に向けて複眼
的に思考し、より深く考えること」と定義した。
では、数学科におけるクリティカルシンキングとは一体どのようなものになるであろうか。数学
科では、この「クリティカルシンキング」を端的に表現すれば、
「与えられた事象について、数学的
根拠に基づいて正しい判断をしようとする能力や態度」 と捉え、このクリティカルシンキングが生
徒の数学的リテラシーの育成の技法となりうると考えている。
清水(2007)は、わが国の市民が身につけるべき数学的リテラシー像を求めて、OECD-PISA にお
ける「数学的リテラシー」概念、ユネスコの「万人のための教育（Education for All）
」による途上
国の識字教育に関わる「数学的リテラシー」概念、そして国際統計教育協会の国際統計的リテラシ
ープロジェクト(International Statistical Literacy Project)による「統計的リテラシー」概念を検
討している。その結果《個人が数学的な知識・技能を活用して自分のおかれた状況を批判的・反省
的にとらえる力を問う点において共通点がみられ、このことは、わが国の市民が身につけるべき数
学的リテラシー像を考える上で、この視点は欠かせない》(清水,2007,p.41)と指摘した。ここでいう
「個人が数学的な知識・技能を活用して自分のおかれた状況を批判的・反省的にとらえる力」とは、
われわれの考える「クリティカルシンキング」に他ならない。
次節では、2009 年度において当校で実践された総合的な学習の時間の具体的な単元の事例及びこ
のクリティカルシンキングを取り入れた授業実践について考察する。
(3) 単元の事例「乱数とシミュレーション」
① 単元の概要
単元「乱数とシミュレーション」ではいろいろな乱数を自分の力でつくることで、何をもって乱
数といえるのかを問うことから授業は始まる。その活動において、身のまわりにある事象や現象を
数値データとして表すという活動（数学化）が行われる。そして、その数値データを幾つかの視点
から分析し、データの特徴を把握するという活動（数学的考察）を通して、ランダム性についての
理解を深めさせる。単元計画（全 11 時間）を表３に示す。
表３．単元「乱数とシミュレーション」の単元計画
時
1

学習のテーマ

活動の概要

乱数をつくろう

・乱数について考える動機付けをさせる。

～何をもって乱数といえるのか～

・乱数の定義は導入段階においては曖昧にして

（その1）

おく。

「人間が0から9までの10個の数字を使って

・2人1組になり、0から9までの数字を無作為

バラバラな数の列を作ろうとしたとき、無心 に挙げ、ペアで500個の数の列をつくる。
になったつもりで１つの数字を挙げていけ
2

・正二十面体のサイコロを振って、0から9ま

ば、そのようなバラバラな数の列は作れるの での500個の数の列をペアで完成させる。
だろうか。」

・自分でつくった数の列と正二十面体のサイコ
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3

（その2）

ロを振ってできた数の列について、これらを比

「正二十面体のサイコロを用いて乱数をつ

べることで、乱数とはどのようなものかを考

くる。」

える。

乱数の等確率性・独立性の検証

・各数字の相対度数を調べる。
・規則性のある数の列を例示し、相関図を作
成することでそれらを比較する。

4
5

擬似乱数の作成及び検証

・擬似乱数を作成し、そのランダム性を検証
する。

6
7
8

乱数とシミュレーション

・乱数を用いてシミュレーションを行い、そ
の有用性を感得する。

9
1
0
1
1
② 第 2 時の授業の概要

本項では、単元「乱数とシミュレーション」における第 2 時における授業の概要を述べる。授業
の対象、時期、授業者は以下の通りである。
[対象] 広島大学附属福山中学校 3 年生 1 クラス（男子 21 名、女子 20 名、計 41 名）
[日時] 2009 年 11 月 20 日
[授業者] 服部裕一郎
なお、第 1 時において、教師は、一般に、0 から 9 までの数字をでたらめに並べたものを「乱数」
と呼び、現在この乱数は、統計調査やゲームなど私達の住む社会においてさまざまな場面で利用さ
れていることを生徒に説明した。そして、生徒に 2 人 1 組のペアをつくらせ、1 人が 0 から 9 まで
の数字を無作為に挙げ、1 人が記録するという方法でペアで計 500 個（1 人 250 個）のでたらめな
数字の列をつくらせた。次に、正二十面体のサイコロ（0～9 までの数字が 2 個ずつ書かれている）
を振ることで同様にペアで 500 個（1 人 250 個）の数字の列をつくらせた。第 1 時においては、こ
の作業の途中で授業は終了している。
第 2 時、教師は、乱数とは「でたらめな数」であると前時に説明したことをあらためて生徒と確
認し、前時の作業を振り返ることから始めた。自分ででたらめにつぶやくことでつくった数字の列
に対し、正二十面体のサイコロを振ってつくった数字の列は果たして乱数と呼べるのかについて教
師はまず意見を集い、数名の生徒が「乱数である」と回答したが、
「全部同じ数になる可能性もなく
はないので乱数ではない」と回答する生徒もいた。教師はそれを受けて、
「今日の授業は何をもって
乱数といえるのかについて数学的に追及していこう」と問いかけ、前回行った作業を続けることを
指示した。どの生徒も自分でつくった数字の列(250 個)と正二十面体のサイコロでつくった数字の
列（250 個）を授業開始約 15 分後に完成させた。その後、教師は次の課題を設定した。
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課題①
自分でつくった数字の列と正二十面体のサイコロを振ってつくった数字の列を比べてみて、何か気付
くことを書きましょう。

課題①に対し、教師は周りと相談させずにまずは個人レベルで考えるよう指示した。その後、5
分ほど経過した後、周りと相談することも認め、お互いに意見を交わさせた。結果、生徒から出て
きた気づきは以下のようなものであった。
（気づき 1）自分でつくった方は同じ数字が続くことがあまりない（かたよりをなくそうとした）
が、サイコロでつくった方は同じ数字が続くことが結構あった。
（気づき 2）自分でつくった数字の列もサイコロでつくった数字の列も同様に連続して同じ数字が
でている。
（気づき 3）自分でつくった数字の列の方は 5 の後に 2 がくることが多かったがサイコロの方はバ
ラバラだった。
（気づき 4）10 個ずつの数字のかたまりでみてみると、自分でつくった数字の列は異なる数字が多
く出ていたがサイコロでつくった数字の列は異なる数字の種類が少ない（例えば 6 と 7
が多い）
。
これらの気づきを板書でまとめた後、教師は次に以下の課題を設定した。
課題②
自分でつくった数字の列と正二十面体のサイコロを振ってつくった数字の列を比べてみて、乱数とい
えるかどうかを検証する観点を考えよう。（どのようなことを調べたら乱数といえるのか。）

課題②について、教師は課題①での気づきを参考にして考えるよう指示した。ある生徒が「0 か
ら 9 までの数字の出る確率を比較すればよい。
」と回答し、この意見については類似な表現でさま
ざまな生徒が同様に回答していた。しかし、この時点では他の意見が認められず、教師はここで生
徒を 6 人または 7 人のグループにさせ、グループで話し合うことを指示した。その後、ある生徒が
「1 つの数字に着目をしてその周りにパターンがあるか調べればよい」と回答した。この意見は課
題①の気づき 3 に対応していることを確認した。
その後、グループでの話し合いの中で次のような意見が出た。
「サイコロで振ってつくった数字の
列については、各数字が出てくる割合が 10 分の 1 なので、たとえ同じ数字が続いていても最終的
に（各数字の割合が）同じになればそれは乱数といえるのではないか」この意見に対し、教師は検
証すべきポイントとして、このことは「乱数の等確率性」としてまとめた。
次に教師は、以下の 3 つの数字の列を紹介し、どの数字の列が乱数らしいかを生徒に求めた。
① 0246813579 ② 8549176320 ③ 3695429281
10 個の数字で乱数と判断することは違和感を覚えることは認めたうえで、グループで話し合わせた。
結果、ある生徒が③が乱数ではないのかと指摘し、理由を次のように述べた。
「10 個の数字を取り上げたとき、10 個の数字が等確率で出てくる方がむしろ不自然だ」
この意見については教室全体が納得を示した。教師は 10 個の数字が全て異なる数字である確率
は約 3000 分の 1 であることを伝え、生徒に自分がサイコロを振ってつくった数字の列でそのよう
な 10 個の列があるかを確認するよう指示した。またこの考えは、課題①における気づき１、気づ
き 4 に対応していることも確認した。最後に②については教師側が意図してつくった数字の列であ
ることを生徒に伝え、次回さらにこのことについて考えていくことを確認し、ここで第 2 時の授業
は終了した。
③ 授業についての考察
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「乱数とは何か」をテーマに大きな枠組みで授業展開を考えたとき、方法としては、教師が天下
り的に乱数の性質を説明後、その性質を検証していく方法と、生徒自らが乱数の性質について考え
ていく方法の 2 通りが考えられるであろう。確かに前者については、教師側の説明によって、生徒
は明瞭に乱数の性質について知ることができる。しかしこの授業展開では、本単元で育みたい数学
的リテラシーが、育まれるとは思えない。一方、後者（本授業）については、生徒は「乱数とは一
体何なのか」という意識を持ちながら混沌とした中で授業は展開されていく。しかしそこで議論し
あい、自分の考えを表現することで、次第に乱数の性質を自分たちで発見していく過程こそ、クリ
ティカルシンキングの実際と言えよう。具体的には、授業実践の課題①・課題②がそれであり、乱
数の＜等確率性＞と＜独立性＞への気づきを、既習の概念・用語を用いて説明させている。つまり
「乱数」を辞義的にメタフレーズ（metaphrase）するのではなくて、数学的にパラフレーズ
（paraphrase）させることによって、乱数というカオスは乱数に関するコスモスに変容する。その
プロセスで発揮された能力が「整理されたデータを分析する視点を多様に考え、データを分析する
ことができる」力であり、クリティカルシンキングの重要な構成要素「複眼的な考察」に直結して
いると考える。
５．おわりに
｢分数ができない大学生」(岡部,1999)やその類書では、数学者が身を乗り出して、大学生の学力
のハクラクを問題にしている。一方、湊はこれとはやや趣を異にするが、工学系学生の数学を示し
ながら、PISA の意義とは無縁の現状を次のようにを揶揄している。彼らはカージオイド r=a(1+cos)
の周囲の長さや内部の広さをたくみに積分するが、その計算結果がどの次元の量かまったく頓着し
ないことを伝えている。《こういった微積分学の｢お勉強｣にどれほど意味があろうか》とは、氏の
慨嘆である(湊, 2007, p.6)。
前者「分数」の「ハクラク」する例は、案外健全な現象なのかもしれない。憶えたことは忘れる
であろうし、反復を怠ればできなくなるのは、知的な生理現象である。一方後者「カージオイド」
は「ハクラクしない」例であるにもかかわらず、教育的には前者よりはるかに深刻であろう。もし
「ハクラクしない学力」が重要数学公式リストであったり、強化された計算能力や機械的暗記力そ
して効果的な受験用解答探索術等であれば、それこそ数学の本質に関係しないばかりか、潜在的に
数学嫌いや数学離れを引き起こしていることに他ならない。
進学に向きづけられた後期中等教育段階の潜在的な数学カリキュラムが、この事態を推し進める
のであるから、
それに代わるには数学の本質に根ざした中等数学教育を支える健全な思想的基盤が、
必要になる。PISA の数学的リテラシーや北原を研究代表とする「科学技術の智プロジェクト」(北
原, 2008)は、それに対して貴重な示唆を与えているように思う。島田(1977)は数学教育の現代化
が一世を風靡していた頃、開かれた数学に注目し、現実と数学との交渉のあり方を教育的に定式化
し、それを数学的活動として図４のように提示している。
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a. 現実の世界

c. 問題

b. 数学の世界

f. 条件・仮説

d. 数学的モデル

e. 数学の理論
ｉ

抽象化
理想化
簡単化

新理論の開発

ｇ. ｆの条件 仮説の数学 的
なこと ばに よる いい かえ
（公理化）

実験 観察

m. 仮説の修正

no

ｈ. 十分か
o. 一般理論，アルゴ
リズムの開発
no

k. データ

ｌ. 照合

j. 結 論

yes

no

yes

n. 類例ありや

図４.数学的活動(島田，1977，p.15)

同じ頃平林(1984)は数学の内部に注目し、数学の本質を３つのアスペクト（命題の体系・表記の体
系・活動性）に分節し、それぞれに学校数学の役割を関連させて、次のように述べている。
《今日の学校数学は、とりわけカリキュラムの構成の面では、数学を専ら命題の体系とみている。
その限りでは、一般の人にとって数学の有用性は、きわめて程度が低くおさえられるであろう。
数学を表記の体系とみれば、そこでは合理的な記号操作を学習する可能性が生まれる。また、
数学を人間のある特異な知的活動とみれば、さらに合理的な思考行動の学習の場ということに
もなるであろう。》
L3 の数学教育がこうした理念的背景と基盤をしっかりと持たなければ、「ハクラクしない学力」
として「すべて忘れ去った後に残るもの」(Herschbach, 2003, p.135)にはなりえず、また俗流教育論
に対抗する戦略的意味を失うことになるであろう。
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数学的リテラシー論の立場からの学校数学の目標の再考
清水 美憲
筑波大学大学院人間総合科学研究科
１ はじめに
今日の知識基盤社会で活動する社会人が身につけておくべき数学的リテラシーとは何か。また，
それに先立って学校教育段階で学ぶべき数学的リテラシーとは何か。OECD/PISA 数学調査に端を
発する近年の数学的リテラシー論は，我が国の学校数学における目標・内容・方法を，これらの問
いを念頭におきながら再考することを求めている。
本稿は，このような問題意識に基づいて，今日的数学的リテラシー論の特質からみた学校数学に
おける検討課題を特定し，学校数学の目標について再考することを目的としている。
そのためにまず，数学的リテラシーとその関連概念に関する近年の議論を整理し，数学的リテラ
シー論が学校数学の目標・内容・方法を考える上で示唆する事項を確認し，今後の検討課題を特定
することを試みる。次に，数学的リテラシー論の根底にある「市民に必要な数学的素養」の議論か
ら遡り，初等・中等教育段階で準備すべき数学的リテラシーの「原型」
（prototype）となる概念を
検討し，学校数学の目標を再考する。具体的には，現在の学校数学の目標や内容を規定する学習指
導要領を前提とせずに，ある事象を考察する際に用いられる数学的能力を評価する問題を構成し吟
味するという方法によって，そのような「原型」を仮設的に構想する作業を試みる。
２ 今日的数学的リテラシー論の特質
（１）OECD/PISA のリテラシー論
OECD/PISA 数学調査の計画・実施の中核は，
「生きてはたらく数学的な知識と技能」と，その根
底に必要な反省的考察の力や姿勢などをも込めた新しい立場からの「数学的リテラシー」
（Mathematical literacy）を評価するという考え方である（OECD, 2003）
。
実際，OECD/PISA 数学調査のペーパーテストの焦点の一つは，日常生活や社会生活の様々な問
題場面で，学校数学で学んだ知識や技能を「役立つように使えるかどうか」を評価することにある。
調査の特徴は，今日的な意味でのリテラシーの評価をねらう点にある。現代社会で生きる個人が自
分を取り巻く諸問題に対し，
積極的かつ前向きに関わり，
よりよい社会を目指すといった市民像が，
調査の背後に想定されているのである。実際，
「数学的リテラシー」は，次のように規定されている。
「数学が現実で果たす役割を見つけ，理解し，現在及び将来の個人の生活，職業生活，友人や家族
や親族との社会生活，建設的で関心を持った思慮深い市民としての生活において確実な根拠に基づ
き判断を行い，数学に携わる能力」
（国立教育政策研究所，2004, p.16.）
この数学的リテラシーの評価では，
「建設的で関心を持った思慮深い（reflective な）市民」とし
て「確実な根拠に基づき判断を行い，数学に携わる力」を想定している。それゆえ，調査では，数
学的知識を活用して判断すること，数学を用いてコミュニケーションすること，事象の特徴を数学
的な観点から把握して表現すること，そして数学の果たす役割やその意義を知ること等の評価が意
図されている。
一方，OECD/PISA の枠組みで規定された「読解リテラシー」は，
「自らの目標を達成するため，
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自らの知識を伸ばし可能性を広げるため，そして社会に参加するために，書かれたテキストを理解
し，利用し，反省的に考察することである」
（OECD, 2006, p.46）と規定されている。さらに，こ
の力を発揮する際の下位プロセス（側面）として，次の５つの事項が示されている：情報を取り出
すこと，広く一般的な理解を形成すること，解釈を展開すること，テキストの内容について反省的
に考察し評価すること，テキストの形式について反省的に考察し評価すること。
この規定で注目されるのは，
「読解」という概念が，単に文章を解読したり理解したりすることを
越えて，多様な目的のために書かれたテキストを理解し，利用し，それを反省的に考察する（reflect）
ことをも含む点である。これは，数学的リテラシーの概念規定と同様，自らの置かれた状況や社会
の状況を反省的に捉えて，改善しようとする姿勢までを問おうとしているのである（OECD, 2006）
。
（２）
「反省性」
（reflectivity）の重視
上記のように，OECD/PISA のリテラシー概念が「反省的に考察すること」
（
「反省性」
）に重点を
おくのは，
「DeSeCo プロジェクト」で規定された「キー・コンピテンシー」
（OECD, 2005）概念
に基づいているからである。この「キー・コンピテンシー」は，知識基盤社会において市民が活動
するための３つの行為のカテゴリー，すなわち，道具を相互作用的に用いる，異質な集団のなかで
交流する，自律的に活動する，からなる。そして，この３つのカテゴリーの中核に位置するのが，
「反省性」である。
一方，ユネスコによる教育開発の文脈で問題となる「識字力」としての「リテラシー概念」につ
いても，その意味の変遷がみられる（UNESCO, 2005, p.155）
。すなわち，
「リテラシー」の獲得に
ついて，基礎的な認知的技能を獲得する単純なプロセスとみなす立場から，社会的・経済的発展に
貢献する仕方でそのような技能を用いることへ，さらに個人や社会の変化のための基礎として社会
意識をもち批判的な反省的思考ができることへと，とらえる立場が変わってきているのである。
以上のように，今日的数学的リテラシー概念は，提起された文脈やねらいによって規定の重点が
異なるものの，日常生活の場面や社会の様々な文脈で数学的な知識・技能が使えるかどうかという
意味に止まらない。むしろ，個人が数学的な知識・技能を活用して情報を的確に理解して判断を下
し，自分のおかれた状況を批判的・反省的にとらえる力を重視するという特徴を共有している。こ
のことは，市民が身につけるべき数学的リテラシー像を考える際に，数学的な知識・技能を身につ
けているかどうかという数学の単なる実用的価値の確認を超えて，上の意味での「反省性」の視点
からの考察が欠かせないことを意味している。
（３）
「社会からの要請」という視点
数学的リテラシーの今日的な捉え方の特徴の一つに，
「数学的素養」という面の強調がある。これ
は，
「リテラシー」の概念が本来もつ意味からみても自然である。佐藤は，
「リテラシー」という用
語の意味の歴史的変遷を吟味し，次のようにいう。
「
『リテラシー』の本義は，
『
（高度で優雅な）教養』にあり，
『読み書き能力』あるいは『識字能力』
という意味は，教育用語として後に付加されたものである。
」
（佐藤，2003, p.292）
今日的な「数学的リテラシー」概念についても，この「教養」と「読み書き能力」の両方の意味
を含む形で，学校教育の文脈を越えたより広い文脈に位置づけてとらえる必要があることにも注意
がいる。
その顕著な例は，
『科学技術の智』プロジェクトにおける捉え方である（北原他，2008）
。実際，
このプロジェクトでは，
「科学の智」を，
「すべての大人が身に付けてほしい科学・数学・技術に関
係した知識・技能・物の見方」と規定している。そして，今日の知識基盤社会で活動する社会人が
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身につけるべき科学技術リテラシー像を対応する学問分野に細分して探求し，
その
「数理科学部会」
では，すべての日本人が持つべき数学的リテラシー像を具体化するための原理的な考察を行った。
そこでは，
「科学の言葉」である数学の言語としての役割に注目する一方で，文化としての数学の理
解までを込めた「数学的素養」に近い意味で数学的リテラシーがとらえられている（浪川, 2008）
。
一方，
「学士力」
（文部科学省）や「就職基礎能力」
（厚生労働省）のように，政策立案の観点から，
職業生活や社会生活で必要とされる基礎的能力とその評価（アセスメント）の重要性も提起されて
いる。この場合，大学卒業者や大学生に必要な汎用的スキルとして，数学に関わる基礎的素養も重
視されるようになった。
現代社会におけるこのような汎用的スキルの役割を重視する立場からは，数理的な事象を対象と
する問題場面での問題解決能力やコミュニケーション能力，情報活用能力等や，特に「数学的方法」
に関わるスキルの習得が問題とされている。
この立場からみると，今日求められる数学的リテラシーの概念を，高度に情報化し，グローバル
化した社会が，個人に対して要請する知識や技能，能力や態度までを明示するものとして位置づけ
ることができる。それゆえ，今日的な数学的リテラシー概念の考察には，
「社会からの要請」という
側面への配慮が必須であり，それに対して学校数学がどう対応するのかが問われている。
３ 数学的リテラシー論と学校数学の課題
（１）数学的リテラシー概念の多義性
数学的リテラシーという概念やその関連概念は，途上国の教育開発の文脈で（UNESCO , 2005）
，
市民に必要な基礎的素養（Cockcroft,, 1982）
，あるいは数学教育の目標を整理する基本的な考え方
として（Kilpatrick, 2001）
，これまでにも様々に提起されてきた。
ヤブロンカ（Jablonka, 2003）も指摘するように，この数学的リテラシーの概念は，様々な文脈
で，様々な論者が多様な意味を込めて用いられてきており，解釈には注意が必要である。彼女によ
れば，OECD-PISA の数学的リテラシー論は，社会における人的資本の確保という観点から整理で
きる。さらに，これ以外にも，文化的アイデンティティのための数学的リテラシー，社会変化のた
めの数学的リテラシー，環境についての意識のための数学的リテラシー，数学を評価するための数
学的リテラシー，といった多面的なとらえ方が必要であると指摘している。一方，我が国では，固
有の数学的リテラシー論が展開されてきたという事情もある（長崎，阿部, 2007）
。
このような概念の多義性を考慮しながらも，本稿では，OECD/PISA の数学的リテラシー概念に
依拠し，その特質として，
「反省性」と「社会からの要請」の側面をもつことに注意しながら学校数
学の目標・内容・方法を再考する。
（２）学校数学の立場からの検討事項
今日的数学的リテラシー論は，
「社会からの要請」を視野に，学校数学のいわば外側を問題にして
きた。例えば OECD/PISA の提起する数学的リテラシー概念は，義務教育の終了時として想定され
る（社会に巣立つ）世代について，社会的な人材の確保に関する国際的に比較可能な指標を構成し
ようとするインディケーター事業の一環として規定された。しかも国際的に比較可能なペーパーテ
ストの結果に基づく指標を得る事を目的とする事業のなかで提案されたものである。
それゆえ，数学的リテラシーの概念を今日の我が国の学校数学の文脈でどのようにとらえ，数学
科の学習指導とどのように関連させることが出来るかについては，様々な観点からの検討が必要で
ある。
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例えば，数学的リテラシーの概念を，学校教育を終えた時点で身につけておくべき能力（コンピ
テンス）を示す規範概念と位置づけて，その観点から学校数学の目標や内容の位置を確認すること
ができるであろう。あるいは，OECD/PISA のように，評価の対象と位置づけることも可能である。
一方，この概念を，今日的な教育目標の達成状況や現在の児童•生徒の学習状況を点検するための
視点を提供するものと位置づける事ができるかもしれない。例えば，思考力•判断力•表現力等の育
成という観点から，数値，表やグラフ，形など多様な形式で得られる情報を数学の眼で正しく解釈
し，その解釈に基づく的確な判断について論理的に説明する力の育成を図るために，指導改善を示
唆するものとして受け止めることも可能であろう。
（３）目標とカリキュラム構成の再考
OECD/PISA の調査枠組みは，わが国の数学科カリキュラムにおける目標と内容に対する新しい
展望を提供するものとなっている（清水，2007）。とりわけ，数学的過程を支える能力群（コンピ
テンシー）を明示したこと，またそこで示された能力の項目が，従来の数学教育で育成してきたは
ずの「学力」のとらえ方がやや狭いものであったことを浮き彫りにしたのである。
この枠組みでは，数学的リテラシーの用いられる場面で発揮される８つの能力群が枠組みの重要
な構成要素となって明示的に示されていることが注目される。これらは，数学的過程を支える数学
的方法という側面をとらえたものである。
この能力群が評価における重要な構成要素として位置づけられていることは，このような諸能力
を算数・数学科の教育課程に明示することの必要性と意義を示唆している。すなわち，このような
諸能力を育成することの必要性を，例えば「数学的表現」や「数学的モデル化」
，そして「数学的コ
ミュニケーション」のように「数学的方法」として内容と対置して明示し，それらが用いられる具
体的な内容と関連させた形で，教育課程に位置づけることを検討してよいのではないだろうか。
我が国では，昭和 30 年（1955 年）12 月発行発行の学校学習指導要領において，関数の概念や一
次関数のような内容とともに，数学的な考え方を具体的に示すものとして「中心概念」が併記され
たことがある。それは，例えば，
「概念を記号で表すこと」
，
「概念・法則等を拡張すること」
，
「演繹
的な推論によって知識を体系だてること」などの数学的方法に関わる概念である。
湊（2007）が指摘するように，
「社会性をもつ PISA の力量群に比べると数学自体に拘束されて
いて狭い。然し，数学的な内容項目ではない事柄の記述において，両者には確実な共通性がある」
（p.5）
。実際，上記の「中心概念」には，OECD/PISA のコンピテンシーとの重複がみられ，当時
すでにこのような能力が明示されていたことになる。現在の学習指導要領の目標と内容，特に，新
学習指導要領で示された「数学的活動」の意味とその位置づけを，この観点から検討してみること
に意味があると考える。
（４）学習過程の再考
数学的な知識・技能を活用して的確に判断を下し，自分のおかれた状況を批判的・反省的にとら
える力を育成する，という観点から学習過程を構想する場合，鍵となるのは数学化
（mathematisation）の位置づけである。OECD/PISA 数学調査の枠組みは，この数学化について，
以下のような 5 つの下記過程を示し，結果的に現在の学校数学の学習活動が限られたものであるこ
とを示唆している（OECD, 2003, pp.38-40）
。
①現実性に根ざした問題から始める。
②数学的概念によってその問題を組織し，問題に関連する数学を同定する。
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③仮定をおいたり一般化・形式化したりする過程を通して，徐々に問題の現実性を取り除いてい
く。このことによって状況の数学的特徴づけが進み，現実世界の問題を，状況を忠実に表現す
る数学の問題に変換する。
④数学の問題を解決する。
⑤現実的状況からみて，数学的な解の限界を特定することを含め，その解の意味を考える。
実際，従来の学校数学は，上記④に焦点を当ててきたとみられ，数学的リテラシーが必要とされ，
また発揮される学習過程を，
この一連の過程を経る学習活動として構成する必要がある。
すなわち，
現実性に根ざした問題を数学の問題に変換する過程（①〜③）
，得られた数学的な解の意味を現実的
状況から考える過程（⑤）である。
同様の観点から，以下のような課題解決型学習の形で学習活動を構成することも考えられる（渡
辺，2008）
：
（ア）課題の設定，
（イ）統計的データの問題への帰着，
（ウ）データの収集，
（エ）デ
ータの記述と分析，
（オ）結果の統計的解釈，
（カ）統計的に解釈された結果を元の課題の文脈と結
びつけて考察し，他人に伝えること，
（キ）結果に基づくアクション（予測，標準化，管理など）が
想定できること，もしくは，新たに検証すべき仮説や課題を見出すこと。
数学的リテラシー育成のための学習指導では，学習過程で「反省性」が要求される現実に根ざし
た課題を準備し，上記のような学習過程を設計することが必要になる。
４ 数学的リテラシーの「原型」の検討
上述のような要請に呼応して学校数学の検討課題を特定するために，現代社会で生きるために必
要な能力の中核にある「キー・コンピテンシー」に基づいて構成された数学的リテラシー概念を，
学校数学の目標・内容・方法に位置づけて捉え直してみることが考えられる。つまり，数学的リテ
ラシー概念の特質を確認した上で，市民に必要な数学的素養の議論から遡り，初等・中等教育段階
で準備すべき数学的リテラシーの「原型」
（prototype）を仮設的に構想する作業が考えられる。
以下では，この着想に基づいて，初等・中等教育段階の学校数学において準備されるべき数学的
リテラシーの「原型」となる概念を検討し，学校数学の目標を再考する。その際，現在の学校数学
の目標や内容を規定する学習指導要領を前提とせずに，ある事象を考察する際に用いられる数学的
能力を評価する問題を構成し吟味するという方法を用いて，その「原型」を描き出すための作業を
試みる。
そのために，OECD/PISA 数学調査の枠組みを参考に，具体的な問題場面を用いた「評価問題」
を構成し，その問題に取り組む過程で用いられる数学的方法を吟味する。上述のように，PISA の
焦点は，生徒が数学的知識・技能を身に付けているかどうかよりも，彼らがそのような知識・技能
を現実の場面で使えるかどうかを調べることにある。そのために，評価問題の数学的内容について
も，従来のような学校数学カリキュラムの領域や分野に基づくとらえ方よりも，身の回りの事象に
アプローチする際に用いられる基本的かつ包括的な数学的アイディアに第一義的な焦点が当てられ
た。
この焦点化の仕方の根底には，従来から重視されてきた計算技能の習得や概念の理解よりも，身
の回りの事象にみられるパターンや形の特徴，量，変化の様子などを数学的に読み解き，把握する
力に焦点を当てることこそが重要だという考え方がある。
そのような数学的アイディアとして，例えば，
「次元」
，
「量」
，
「不確実性」
，
「形」
，
「変化」などの
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基本的な観点を選び，各観点に関わる事象に対する数学的方法の役割をとらえることが行われてき
た。身の回りの事象にアプローチする際のこのような数学的アイディアを第一義的に考えるという
姿勢を示すために，
「大きなアイディア」
（OECD, 2000 ）
，
「現象学的カテゴリー」
，
「包括的アイデ
ィア」
（2003, 2004）などの呼称が用いられてきた。
本稿では，このような数学の内容については，
「科学技術の智」プロジェクト（北原他，2008；
浪川, 2008）も参考に，
「数量」
「空間と図形」
「変化と関係」
「データと確からしさ」の４つの観点
から整理する。この４つの観点は，結果的には中学校数学科の領域構成に対応するものとなってい
る。
本稿の以下の部分では，この４つの観点に関する数学的アプローチが問題となる場面を用いた問
題を構成し，そこでの活動において評価対象となる数学的能力を考察する。
第一の問題例（
「たつの子太郎」
）は，
「数量」に関する問題場面を扱うものである。この問題では，
問題場面のなかで，必要な情報を補って，自ら適切な「単位」を設定し，その単位を用いて大きさ
を評価し，必要な設計をすることが求められる。
問題１
けんたさんのクラスでは，
「たつの子太郎」のげきをするために，
大きなりゅうをつくることになりました。ところが，りゅうの大
きさかわからないので，絵本をみて調べる事にしました。
たつの子太郎

上の絵は，
「たつの子太郎」が，りゅうに乗っている様子です。
この図から考えると，りゅうの頭からしっぽまでの長さは何メー
トルくらいだと思いますか。こたえとそのわけを書いてください。
現在の算数科では，このような「単位」についての扱いは，
「量と測定」領域の指導において，
「測
定の４段階」の一部を構成する「任意単位による測定」の段階において典型的にみられる。しかし，
そのような学習場面では，学習対象となる標準単位の導入のための過渡的な学習場面として活動が
展開される。しかし，日常の場面では，あるもののいくつ分，という観点から測りとったり数値化
したりすることによって処理することが多い。
さらに，問題１の「りゅう」の絵は，全体の一部しか表現されておらず，この情報に基づいて「り
ゅう」をつくるためには，
「数学の外」の知識に基づく判断が必要になる。従来の算数•数学におけ
る評価問題では，そのような日常的な知識を解答の根拠にすることは避けられてきているはずであ
る。
以上のような粗い議論でも，情報を読み取って自ら適切な「単位」を設定し，その単位を用いて
大きさを評価し，必要な設計をするなかに，キー・コンピテンシーに対応する（広義の）
「道具を相
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互作用的に用いる能力」が用いられることがわかる。
次に，第二の問題例として，
「空間と形」に関する問題場面を扱う問題を検討する。
この問題では，２次元の世界で表現された地図と写真とを対応させ，情報を的確によみとること
が必要である。そのなかで，事物の相対的な位置関係を把握し，図形をとらえる視点についても考
えなければならない。上記の問いに続けて，写真をとった場所を地図上に特定して，その位置をど
う把握できるかを説明させることも考えられるであろう。
問題２
下の図は，ある公園の地図と，その公園でとった２枚の写真です。
ひろきくんは，下の写真をこの公園のどこかでとりました。ひろき君がこの写真をとった場所は
どこですか。下の地図に「○」のしるしで書きましょう。

公園の地図

ひろきくんの写真

現在の算数・数学科の学習指導では，基本図形についての見取図や展開図，あるいは投影図など
によって，２次元の世界で表現された立体図形についての考察が行われる。しかし，そのような場
合の主たる考察対象は，基本図形そのものの性質であり，公園の地図のようにデフォルメされた図
や，
基本図形に還元されにくい情報量をもった写真が主たる考察対象として扱われることは少ない。
これに対し，OECD/PISA の数学的リテラシー概念が対象とするのは，現実の文脈での図形を用
いた数学化である。実際，数学調査の枠組みの説明では，
「空間と図形」についての記述に，
「都市
の写真をみて，これを地図に結び付け，写真が撮影された地点を示すこと」
（OECD, 2003, p.36）
などが挙げられ，空間内における相対的な位置関係とその表現の把握の重要性が指摘されている。
第三の問題例は，
「変化と関係」に関する問題場面を扱う問題「二酸化炭素」である。この問題で
は，
環境問題について考えるなかで，
過去５０年間に二酸化炭素濃度が増加していく様子について，
変化のパターンをとらえる必要がある。
問題３
温室効果ガスと呼ばれる二酸化炭素は，自動車や家，工場等で化石燃料（石油，石炭，天然ガス）
を燃やすと放出され，科学者はこの二酸化炭素の放出が地球温暖化をもたらしていることを指摘し
ています。次の問題に答えなさい。
（１）地球は，今から約４６億年前にできたといわれていますが，地球ができた約４６億年前を１
月１日の午前０時と考えて，現在までを１年間に置き換えて考えてみます。例えば，２億５０００
万年前とされる恐竜の誕生は，１２月１２日未明にあたります。
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約１５万年前とされる現人類の誕生は，１年間でみるといつ頃と考えられますか。次のア〜オの
中から正しいものを１つ選びなさい。
ア １２月１２日午後
イ １２月２４日午前
ウ １２月２４日深夜
エ １２月３１日午前
オ １２月３１日深夜
（２）次のグラフは，ハワイにあるマウナロア観測所で測定された大気中の二酸化炭素濃度の
変化の様子を，１９５８年から２００５年まで示したものです。このグラフから１次関数とみ
なして，西暦２０２０年の大気中の二酸化炭素濃度を予測する方法を説明しなさい。

二酸化炭素濃度
400
350
300
250
200

二酸化炭素濃度

150
100
50
0
1940

1960

1980

2000

2020

この問題では，環境問題に眼を向けるとともに，
（１）で，地球の歴史全体からみて，人類の登場
がいかに最近であるかを，相対的に捉えることになる。また，
（２）では，二酸化炭素濃度の変化を
示す点がほぼ一直線上にあるとみて，１次関数を用いて 2020 年の濃度を予測する。
第四の問題例は，
「データと確からしさ」に関する問題場面を扱う問題「人口ピラミッド」である。
社会問題についての，将来予測に関する問題である。データを示す図の形状から概括的に特徴を読
み取って判断することを通して，数学的解釈を現実世界に適用することが求められる。
問題４
下の図は，2006 年の日本の人口に基づいて 2010 年と 2055 年の
男女別人口を予測して作成されたもので，年齢ごとの人口を示す「人
口ピラミッド」と呼ばれる図です。この図から， 2010 年から 2055
年までの社会の変化について，また将来の社会についてどんなこと
がわかりますか。
（出典：国立社会保障・人口問題研究所ホームペー
ジ, http://www.ipss.go.jp）
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この場合，各階級の度数の分布の様子を問うのみならず，グラフの変化を概括的にとらえて，社
会の少子化，高齢化が進み，様々な問題が生じること，若年労働者層が小さくなり，産業構造にも
変化が生じることなどを把握することで，将来の日本の社会を予測することが考えられる。
新学習指導要領では，中学校における「資料の活用」領域の新設等，国際的な通用性，内容の系
統性の確保や小・中学校の学習の円滑な接続等の観点から，統計に関する指導が充実された。しか
し，小学校算数科においても，度数分布表などの表現方法のスキルを学ぶのみならず，データから
傾向を概括的に把握して，その結果を現実事象の考察に活かすような活動が望まれる。
以上のように，初等・中等教育段階の学校数学において準備されるべき数学的リテラシーのいわ
ば「原型」を，子どもの身の回りにある具体的事象への数学的アプローチから構想すると，現在の
算数・数学科の目標には収まらない活動の様相が顕在化することになる。
したがって，キー・コンピテンシーとしての「道具を相互作用的に用いる能力」の意味に遡って，
初等・中等教育段階でカバーできる数学的方法をどのように位置づけるべきかという観点から，学
校数学の目標を再考することが必要になる。また，このような問題に取り組む際に必要になる判断
の根拠が，算数・数学の「外側」にも及ぶことになるので，教科間の連携や，教科間の境界の再確
認も必要になる。
５ おわりに
OECD/PISA 数学調査に端を発する今日的数学的リテラシー論は，今日の社会に生きる市民に必
要な数学的能力とは何かを考察する上で，また現在の学校数学の目標・内容・方法を再考する上で
示唆的である。
本稿では，今日的数学的リテラシー論の特質を考察し，学校数学について考慮すべき検討課題を
確認した。考察の結果，学校数学の目標論の観点から「数学の方法」をカリキュラムに明示的に位
置づけること，数学的リテラシーの涵養のために学習活動のなかで「反省性」を要求する課題を準
備すること，そして学習過程全体を数学化の観点から再構成することの必要性が確認された。
さらに，数学的リテラシー論の立場から学校数学における検討課題を特定するために，初等・中
等教育段階で構想される数学的リテラシーの「原型」を仮設的に検討した。そして，数学的リテラ
シー論の立場から学校数学の目標を再考する場合には，数学的リテラシーの根底にある「キー・コ
ンピテンシー」自体を，数学に固有な方法の観点から整理して目標に位置づけることが必要である
ことを指摘した。今後，これらの事項をさらに具体的に構想していく必要がある。
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知識基盤社会の特質と数学的リテラシー
山口 武志
鹿児島大学教育学部
１．はじめに
教育はその時代や社会を背景とする合目的的な営為であるから，必然的に今日的な課題に鋭敏に
ならざるを得ない。今日，リテラシーが注目されている理由は，高度に技術化されグローバル化さ
れた「知識基盤社会（knowledge-based society）
」がそこに生きる個人にリテラシーを求めている
からに他ならない。したがって，知識基盤社会に象徴される社会とそこに生きる個人との関係を考
察することは，リテラシーの今日的意味や意義を明らかにする上で不可欠といえる。社会と個人と
の関係の考察にとって，
「持続可能性」や「民主主義」
，
「自己実現」はキーワードになるものであろ
うが，これらのキーワードをめぐる考察に数学的視点を織り込むことができなければ，リテラシー
は教育一般における議論の対象とはなりえても，数学教育固有の研究対象になるとは思えない。翻
っていえば，子どもたちを取り巻く知識基盤社会の構造を数学教育的視座から考察し特徴づけるこ
とによって，
「数学的」リテラシーは数学教育の優れた今日的課題になる，と考える。こうした課題
意識の下，本稿の目的は，
「知識基盤社会」とよばれる現代社会の特質を数学的視座から考察しなが
ら，今日，数学的リテラシーの育成が求められている背景を考察することにある。
２．
「教授原理としての数学化」と「社会的過程としての数学化」
１．で述べた課題意識に基づく数学的リテラシーの考察にとって，Jablonka & Gellert（2007）
による「数学化(mathematisation)－脱数学化 (demathematisation)」と題する論考は示唆的であ
る。Jablonka らの論文は，
『数学化－脱数学化：社会的，哲学的，そして教育的分枝』という本の
冒頭を飾る全体を俯瞰する論文である。それ故，この本全体の問題意識やこの本に所収されている
他の論文に対する細かな目配りがなされている。つまり，Jablonka らの論文のタイトルがこの本の
主題と一致していることからもわかるように，
「数学化」と「脱数学化」はこの本に所収された論文
に通底する問題意識を端的に示すキーワードになっている。
「社会が数学化されるほど，個人は脱数
学化される」という Keitel の言葉（Keitel，1997，p.2）に象徴されるように，その問題意識とは，
「数学化－脱数学化」という相互に対置する視点を切り口にしながら，現代社会における個人の立
場を数学的視座から明確にし，数学教育と社会との関係や問題を論じることにある。
「数学教育はそ
の政策的文脈や社会的文脈から切り離されるべきではない」
（Jablonka & Gellert，2007，緒言）
というのが編者としての Jablonka らの基本的立場である。
数学的リテラシーに関する今日的議論の隆盛は，OECD-PISA 調査によるところが大きい（長崎・
阿部，2007）
。その PISA 調査における「評価の枠組み」においても「数学化」は鍵概念になって
おり，数学的リテラシーの重要な要素と考えられている（国立教育政策研究所，2004，pp.29-30）
。
Jablonka らによれば，今日，数学教育における数学化には次のような２つの意味が込められてい
るという。第１は「教授原理としての数学化」であり，第２は「社会的過程としての数学化」であ
る。数学化の視座から数学的リテラシーの今日的な意味や意義を考察するにあたって，以下ではま
ず，Jablonka らの論考に基づきながら，２つの数学化を確認しておきたい。
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「数学化のない数学はない」とは Freudenthal の言葉（Freudenthal，1973，p.134）であるが，
Freudenthal にとって，数学化とは，数学を活動的かつ創造的なものとして学習指導するという教
授思想を敷衍する用語であった。このような Freudenthal の教授思想が浸透した数学化は，その後，
Treffers（1987）による「水平的数学化」と「垂直的数学化」の区分によって，
「漸進的（progressive）
数学化」として精緻化される。さらに，Gravemeijer に代表されるオランダの数学教育研究者たち
によって，
「漸進的数学化と導かれた再発明」
，
「教授学的現象学」
，
「自己発達モデル」といった３つ
の原理に基づく「実際的数学教育（realistic mathematics education；RME）
」という教授理論の
展開へと至る（例えば，Gravemeijer，1997）
。
Jablonka らは，こうした数学化に関する先行研究を丹念に概観した上で，次のように指摘しなが
ら，この種の数学化を第１の「教授原理としての数学化」として特徴づけている。
「水平的数学化と垂直的数学化は，数学的構造の探究を目的としながら，子どもたちのための（学
習の）ステップとして数学化を定義している。
」
（Jablonka & Gellert，2007，p. 4，括弧内筆者）
要するに，これらの研究における数学化は数学的内容や数学的構造に向きづけられているものであ
り，その意味で教授原理として機能するものである，というのが彼らの主張である。例えば，RME
理論の主要原理である教授学的現象学は，その提唱者である Freudenthal 自身によって，次のよう
に説明されている。
「我々の数学的概念や数学的構造，数学的アイディアは，物理的，社会的，心的な世界に関する
現象を組織化するための道具として発明されたものである。数学的概念や数学的構造，数学的ア
イディアにかかわる現象学とは，それらが創造される現象とのかかわりの中で，さらに，人類の
学習過程に拡張され得る現象とのかかわりの中で，数学的概念や数学的構造，数学的アイディア
を記述することを意味している。この記述が子どもの学習過程と関連している限りにおいて，そ
れは教授学的現象学となる。そして，教授学的現象学は，学習者が人類の学習過程に踏み入れる
場所を教師に示す道標となる。
」
（Freudenthal，1983，p.ⅳ）
Freudenthal による名著『数学的構造に関する教授学的現象学』
（1983）では，
「長さ」にはじま
る様々な基本的な数学的概念がその目次を飾っている。また，その目次は，数学的概念を列挙する
ことによって首尾一貫している。氏がもともと数学者であったことを考えれば，目次に列挙された
数学的構造の背景に，その出発点となる「現象」を置き，
「数学化」という学習の延長線上にそれら
の数学的構造を明確に位置づけようとしたことは容易に首肯される。しかし，先の Keitel の言葉を
借りるならば，この場合の議論では，数学化に基づく学習過程にかかわる子どもは想定されてはい
ても，数学化された社会との対置の下で，脱数学化される子どもが想定されていたわけではない。
言い換えれば，第１の「教授原理としての数学化」は，数学的概念なり数学的内容の形成を指向す
る数学化であり，その視点はいわば教室に限定されていて，その数学教育は「政策的文脈や社会的
文脈」に根拠を置くものではない。
一方，教室を越えた社会にその視点を移し，その社会における個人に注目したとき，Keitel のい
う「脱数学化された個人」という言葉が意味をもってくる。第２の「社会的過程としての数学化」
は，社会の構成員としての個人が社会を紐解き理解する上での「数学化」の役割や意義を示すもの
である。前述の「社会が数学化されるほど，個人は脱数学化される」という Keitel の言葉は，知識
基盤社会とよばれる現代の社会構造と，そこに生きる個人の数学的アンバランスを象徴した言葉で
ある。
この現代社会の構造の数学的特性を明確にするためのキーワードが，Keitel や Jablonka らのい
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う「実体化された抽象（realized abstraction）」である。Keitel らは，
「抽象（abstraction）」と
いう用語を用いながら，社会に数学が浸透し，社会が徐々に数学化される様を「現実的な抽象（real
abstraction）
」
「思考による抽象(thinking abstraction)」
，
，
「実体化された抽象
（realized abstraction）
」
とよばれる３つの抽象に区分している（Keitel, Kotzmann & Skovsmose，1993，p.255；Jablonka
& Gellert，2007，pp.7-8）。このうち，「現実的な抽象」とは，事象や人間の活動に現れる数学的
アイディアを顕在化させる過程を意味する。Keitel らは，物々交換という行為から貨幣経済への移
行をあげながら，「物と物との交換」という現実的な行為から，物の価値を量化したり数値化する
という数学的アイディアが派生したことを「現実的な抽象」の一例としている。
「思考による抽象」とは，「現実的な抽象」それ自体を対象化し反省する思考を指す。「現実的
な抽象」があくまで人々の行為の中に生じる抽象であるのに対し，「思考による抽象」は，あくま
で心的行為であり，仮説的推論に基づく数学的思考なり思考実験を許す点において，仮想的現実を
前提とするのであって，「現実的な抽象」とは異なる。
「実体化された抽象」とは，「思考による抽象」それ自体がある種の社会構造の中に埋め込まれ
現実化するが，同時に，暗黙的かつ不可視になる過程を意味している。つまり，「「思考による抽
象」が物質化（materialised）され，その結果，「思考による抽象」が我々の現実の一部になり，
たいていの場合，その抽象が何であり，どのように生じたかすら疑問に思わなくなっている。さら
に言えば，そのような疑問をもつ必要すらない」（Jablonka & Gellert，2007，p.7）のである。前
述のように，「思考による抽象」はある種の心的過程であり，仮想的現実をベースとするが，「実
体化された抽象」はその心的過程それ自体が社会構造の中に埋め込まれ，具体的現実をベースにす
る。皮肉なことに，前者は常に意識的であるにもかかわらず，後者は通常，意識にのぼらない。
Keitel らは，「実体化された抽象」の好例として，「テクノロジー」をしばしばとりあげる（例
えば，Keitel, Kotzmann & Skovsmose，1993；Keitel，1997；カイテル，1998）
。ただ，Keitel
の主たる関心はテクノロジーそれ自体にあるのではなく，社会と個人との関係をテクノロジーとい
うレンズを通して数学的に描写することにあるといえる。例えば，今日のコンピュータに代表され
る様々なテクノロジーは，高度な数学によって支えられている。テクノロジー内部で実行されるア
ルゴリズム化された高速演算は，いわば上述の「思考による抽象」にあたるものであろう。しかし，
テクノロジーを利用する多くのエンドユーザーにとって，テクノロジー内部で駆動する数学はいわ
ばブラックボックス化されている。テクノロジーに埋め込まれブラックボックス化した数学は，一
種の「暗黙的な数学（implicit mathematics）
」
（Keitel, Kotzmann & Skovsmose，1993，pp.250-251）
になる。したがって，テクノロジーに利用されている高度な数学を一人のエンドユーザーが正確に
理解することはもはや困難である。さらにいえば，急速に進化をとげるテクノロジーを理解するた
めの知識なり技能の有効期限はますます短くなり，知識・技能の習得それ自体，それほど意味をも
たなくなってくる。その意味で，高度に「数学化」されたテクノロジーとは対照的に，テクノロジ
ーのエンドユーザーとしての個人にとって，数学はますます縁遠いものとなる。Keitel らはそのよ
うな個人の状況を「脱数学化」と表現しているが，次の言葉はそのような状況の本質を端的に示す
ものである。
「「脱数学化」という用語は，物質化された数学の発達に付随する（数学の個人に対する）「卑
小化（trivialization）」や「価値の引き下げ（devaluation）」を意味する。つまり，学校で習得
した数学的な知識・技能は，以前は，仕事や日常生活において不可欠であったが，これらの数学
的な知識・技能はその重要性をすでに失い，数学的操作のほとんどをよりうまく処理する機械に
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とって代わられ，もはや不必要になっている。」
（Keitel, Kotzmann & Skovsmose，1993，p.251，
括弧内筆者）
このように，Keitel らにとってのテクノロジーは，高度に数学化された現代社会の象徴であり，
そこでは数学的知識の「価値」のシフト（Jablonka & Gellert，2007，pp.11-13）すら生じさせて
いるという。我々はそのような高度に数学化された社会において，意識するしないにかかわらず，
脱数学化された個人として生活していることになる。「実体化された抽象とともに生きること
（Living with realized abstraction）
」
（Keitel, Kotzmann & Skovsmose，1993，p.250; Jablonka &
Gellert，2007，p.7）という Keitel や Jablonka の言葉は，こうした現代社会とそこに生きる個人
の数学的関係を的確にとらえた言葉といえる。
以上のような議論において，
「数学化」
という用語は，
社会構造と個人との関係を数学的に考察するための１つのキーワードとして機能するものとして位
置づく。第２の「社会的過程としての数学化」とよぶ理由はまさにこの点にある。
３．多様な「個人」に求められる数学的リテラシー
Jablonka や Keitel らの主張の核心は，従来の「教授原理としての数学化」ではみえなかった「社
会的過程としての数学化」の重要性を指摘した点にある。そして，
「社会的過程としての数学化」と
いう視点からみえてくるものは，現代社会と個人との数学的アンバランスであり，Keitel の言葉を
借りるならば，その数学的アンバランスは，
「数学化された社会における脱数学化された個人」と表
現することができる。
既に述べたように，
「実体化された抽象（realized abstraction）」は，いわば「現代社会」に埋
め込まれた数学の特質であり，その特質は，
「暗黙的な数学（implicit mathematics）
」と端的に言
い換えることができよう。他方，現代社会と個人との数学的アンバランスを検討するためには，
「社
会」に注目した考察のみならず，
「個人」に着目した考察も必要ではないか，と考える。そうした「個
人」に着目した考察は，いわば，
「暗黙的な数学」を背景にもつ「数学化された社会」に生きる「個
人」が，
「数学」とどのように対峙し，
「数学」にどのようにアプローチしているか，という問題に
翻案することができる。
こうした問題の検討にあたって，Skovsmose の考察は示唆的である。氏は，人間の数学的行為の
特性という視点から，現代社会における３つの社会的集団の存在を指摘している（Skovsmose，2007，
pp.8-14）。その３つの集団とは，「構成者（constructors）」，「操作者（operators）」，「消費者
（consumers）
」である。そして，これら３つの集団の各々について，
「機能性（functional）
」と「批
判性（critical）
」という視点から，それぞれの集団に求められるリテラシーの特質を検討している。
氏によれば，リテラシーに関する「機能性」と「批判性」という視点は，Apple によるものであ
るという（Skovsmose，2007，p.4）
。職業場面におけるリテラシーを例にすれば，
「機能的リテラ
シー」とは，人がある特定の業務機能を果たすためにもつべき能力とされる。その意味で，
「機能的
リテラシー」は，当該の職業を遂行するための必要不可欠な知識・技能や考え方などの専門性とい
うことができる。それに対し，
「批判的リテラシー」とは，労働条件や政治的問題などを扱う能力と
される。いわば，自己が従事する職業や自己の遂行した業務を反省的に見直す能力ととらえること
ができる。Skovsmose が「現実社会の発展や技術発展に見合うような批判的能力の発達を高度技術
社会における民主主義の本質的課題の１つとしてみている」
（Jablonka & Gellert，2007，p.14）
ように，Skovsmose にとって，批判的能力は，リテラシーの一部を形成する重要な能力と考えられ
ている。その上で，Skovsmose は，
「機能的」および「批判的」という視点から，３つの社会集団
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の各々に必要となる数学的リテラシーを考察している。
こうした Skovsmose の考察の視点を筆者なりに整理したものが表１である。以下では，
Skovsmose の論考にそって，各集団に属する「個人」に求められる数学的リテラシーを概観してみ
たい（Skovsmose，2007，pp.8-14）
。
表１ 現代社会における「個人」に求められる数学的リテラシーを分析するための視点
機能性（functional）

批判性（critical）

Ａ．構成者（constructor）
Ｂ．操作者（operator）
Ｃ．消費者（consumer）
［※注：Skovsmose（2007）に基づいて筆者が作成］

Ａの「構成者」は，高度に数学化された装置や社会構造を維持し発展させる「個人」を意味する。
エンジニアやコンピュータ科学者といったテクノロジーの維持や開発に携わる「個人」の集団はそ
の典型である。例えば，コンピュータの情報セキュリティーでは暗号理論が利用されているが，情
報セキュリティーのシステムを開発する「構成者」にとって，暗号理論は必須である。このように，
「構成者」にとって，テクノロジーやシステムの背景となる知識や技術に関する数学的専門性は必
要不可欠であり，そのような数学的専門性は，構成者が身につけるべき「機能的リテラシー」にな
る。
一方，Skomsmose は，
「構成者」とよばれる集団に属する「個人」が，次のような危険性にも直
面していると指摘している。つまり，
「構成者」が携わっている業務の専門性はきわめて高いため，
業務を効率化しようとするならば，その業務の細分化が必然的に進むというのである。氏は，そう
した状況を「業務の細分化（disaggregation of task）
」とよんだ上で，
「業務の細分化」は，反省的
思考や批判的思考を著しく排除することになる，と警告している。
「業務の細分化」によって，特定
の業務に関する個人の機能的リテラシーの定着は促進されるかもしれないが，業務あるいはシステ
ムの全体を鳥瞰し，反省し，それらを発展させることができなくなる，というのである。換言すれ
ば，業務やシステムを単に維持することにとどまらず，それらを発展させることが求められる「構
成者」には，機能的リテラシーのみならず，
「業務の細分化」によって看過されがちな批判的リテラ
シーが重要な能力になる，といえる。そして，
「構成者」に求められる機能的リテラシーと批判的リ
テラシーを調和的に育成するためには，
「業務の細分化」を避け，いわゆる「全体論的（holistic）
アプローチ」が重要になる，と指摘している。
Ｂの「操作者」は，高度に数学化された装置を実際に用いながら業務に従事する「個人」を指す。
「操作者」の例として，Skovsmose は，航空機の貨物搭載業務に従事する「個人」をあげている。
航空機は，飛行の安全性を確保するために，重量バランスに関する基準をクリアーしなければ，離
陸することができない。航空機の貨物搭載業務とは，離陸時刻までに，この重量バランスを計算し，
基準を満たすように，貨物搭載の仕方を検討する業務をいう。ただし，重量バランスを計算すると
いっても，実際には，重量バランスを計算するコンピュータシステムがあり，そのシステムにデー
タをインプットし，そのシステムからアウトプットされるデータに基づいて安全性を判断すること
になっている。このコンピュータシステムを開発する業務に携わる「個人」は，上述の「構成者」
に属するであろうが，コンピュータシステムに基づいて安全性を吟味する「操作者」としての「個
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人」は，コンピュータシステムの背景にある数学に必ずしも精通しているわけではない。要は，当
該のコンピュータシステムの概要とともに，データの入出力の仕方や入出力されるデータの意味を
理解し，さらには，出力されたデータに基づいて安全管理を的確に行うことが，航空機の貨物搭載
業務に従事する「操作者」に求められる「機能的リテラシー」であろう。
一方，航空機の貨物搭載業務に従事する「操作者」に求められる「批判的リテラシー」の一例と
して，Skovsmose は，
「ある特定の数値の信頼性を吟味するためのレディネス」をあげている。こ
の場合のレディネスとは，システムから出力される数値を鵜呑みにするのではなく，誤った計算や
誤った数値判断を見抜く能力を指す。
このように，
「操作者」は，業務で利用するシステムや装置に埋め込まれた「暗黙的な数学」を，
「構成者」のように詳細に知る必要はない。しかし，
「操作者」は，そのシステムや装置を運用する
ために必要となる程度において数学とかかわっており，そのための「機能的リテラシー」なり「批
判的リテラシー」が「操作者」に求められる，というのが Skovsmose の主張の骨子であろう。
次に，Ｃの「消費者」についてみてみよう。現代社会では，新聞やテレビなどにおいて，為替な
どに関する経済情報をはじめとして，様々な数学的情報が溢れている。
「消費者」とは，高度に数学
化された社会において様々な形で提供される数学的情報を受け取り利用する「個人」をいう。
「消費
者」にとって，上述の様々な数学的情報を読み解く能力は，
「機能的リテラシー」の１つと考えられ
る。
Skovsmose は，
「消費者」に求められる数学的リテラシーを特に問題にしているが，その理由は，
数学化された現代社会において，
「消費者」が脱数学化された個人の典型であるからであろう。その
背景にある問題意識の本質は，
「数学的モデルに基づいてなされる意思決定が，脱数学化された「消
費者」にとって接近できないものになっている」
（Jablonka & Gellert，2007，p.15）という危惧
であり，こうした問題意識の下では，
「批判的な（critical）消費者」なり「批判的な市民性（citizenship）
」
の育成が課題になると指摘する。つまり，
「機能的かつ受容的な消費者として，人は，ある種の権威
（authorities）から情報を受け取るだけではなく，その権威に対して，反論（talk back）すべき」
（Skovsmose，2007，p.14）でもあり，消費者はそうした反論のための批判的能力を習得する必要
がある，というのである。例えば，Keitel は下記のような能力群を重視しているが，それらは
Skovsmose のいう批判的能力の１つの具体であると考えられる。
「高度に数学化された社会では，一般の人々が数を処理し，合理的な数感覚で行動し，データお
よびそれらの視覚化である表，グラフ，ダイヤグラムを解釈できるということが，今日，要求さ
れる能力になってくる。
」
（カイテル，1998，p.59）
「民主的能力とは，高度に数学化された社会で，判断し，行動することができる能力である。
」
（カ
イテル，1998，p.62）
４．結びにかえて：
「数学化－脱数学化」という視点が数学的リテラシーに示唆するもの
教育がその時代や社会を背景とする合目的的な営為であることを考えれば，これまでの数学教育
の変遷は，その時代や社会の要請に対応した結果とみることができる。こうした視座に立てば，
「何
故，今日において，数学的リテラシーが強調されているのか？」という問いに対して，
「現代社会が
数学的リテラシーの育成を要請している」という概括的な解答を用意することができるのかもしれ
ない。
こうした視座から，本小論では，
「知識基盤社会」とよばれる現代社会の数学的特質を明らかにす
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る一方で，そこに生きる個人の数学的特質，つまり，個人の数学へのかかわり方，という２つの視
座から，数学的リテラシーについて考察することを目的とした。具体的には，Jabronka らの論考
を頼りにしながら，「知識基盤社会」とよばれる「現代社会」の数学的特質を考察する一方で，
Skovsmose の論考を頼りにしながら，
「知識基盤社会」に生きる「個人」に求められる数学的リテ
ラシーを概観した。
本小論での考察をふまえながら，
「何故，
今日において，
数学的リテラシーが強調されているのか？」
という問いについて，筆者なりの解答を簡潔に述べるならば，≪「数学化された社会に生きる脱数
学化された個人」という特質を有する「知識基盤社会」だからこそ，数学的リテラシーが求められ
ている。≫ということになる。高度に数学化された知識基盤社会では，程度の差こそあれ，一人一
人の「個人」は脱数学化の方向に向かわざるを得ない。今まで以上のスピードで個人が脱数学化に
晒される現代だからこそ，数学的リテラシーが求められているといえる。それ故，脱数学化の波に
常に晒される個人が数学化された現代社会で生き抜くための新しい力として数学的リテラシーをと
らえなおし，その構造化を図っていくことが，数学教育に課せられた今日的課題といえる。
しかしながら，一言で「個人」といっても，
「数学化された社会」にアプローチする有様は，文字
通り，その「個人」によって様々である。Skovsmose が指摘する「構成者」
，
「操作者」
，
「消費者」
という類型は，
「数学化された社会」に関与する程度によって，
「個人」を類型化したものととらえ
られる。数学的リテラシーに限らず，リテラシーに関する議論では，
「個人」を超えた「共通性」が
前提となっていると考えられるから，個々人の多様性に注目し類型化することは，本来，リテラシ
ーの概念に矛盾するものかもしれない。しかし，数学的リテラシーの構造化を図るプロセスにおい
ては，こうした矛盾する視点から，あえて議論を展開することも重要ではないかと考える。
表１に示したように，Skovsmose は，
「構成者」
，
「操作者」
，
「消費者」と称される各集団に求め
られる数学的リテラシーについて，
「機能性－批判性」という軸で考察することを試みているが，そ
の考察は，前節でみたように事例的なものである。つまり，その考察は，表１の６つのセルに位置
づく数学的リテラシーを外延的に列挙したものにとどまるものであり，各セルの内包的特性までが
十分に説明されているわけではない。数学的リテラシーの構造化を図る上で，６つの各セルの内包
的特性を明確にしながら，その育成の在り方を検討することが，今後の重要な研究課題になると考
える。
［付記］
本稿は，本科研研究会における下記の発表資料を加筆・修正したものである。
山口武志（2008）
，
「数学的リテラシーの基盤としての２つの数学化」
，平成 20（2008）年度第
２回研究会資料（平成 20（2008）年 10 月 19 日，於：国立教育政策研究所）
．
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数学的モデル化能力の育成について
西村 圭一
国立教育政策研究所教育課程研究センター基礎研究部
1．はじめに
数学的リテラシーを，これからの社会でより豊かな人生を送る上で，またそれを可能にする社会
を作る上で，万人が身につけるべき数学の内容や能力の総体と捉えると，現実世界の問題を数学的
に処理し解決する能力は，数学的リテラシーの中でも特に重要な能力だと考えられる。本稿では，
数学的モデル化と数学的モデル化能力について整理した上で，そのような能力の習得をすべての学
校段階でめざすべきであることを事例をもとに示すとともに，そのための授業づくりの留意点を述
べる。
２．数学的モデル化と数学的モデル化能力
（１）数学的モデル化
「数学的モデル」とは，事象を，ある目的に従って，数学的処理が可能な，数値的表現や代数的
表現，グラフ表現，幾何的表現，離散グラフ表現をしたものである。
「数学的モデル化」
（mathematical
modeling）とは，現実世界の問題を数学の問題として定式化し，数学的モデルを作成し，数学的結
論を導き出し，そしてその数学的結論をもとの事象に照らして解釈するといった，一連の過程のこ
とである。この過程を詳細に述べると次の通りである（Henry O.Pollak，2003，pp.649-650）
。
「① 現実世界において，知りたい，したい，理解したいと思うことを同定する。その結果は，
現実世界における１つの問題となる。
② 現実世界の問題において重要と思われる「対象」を選び，それらの間の関係を同定する。
その結果，現実世界の状況における重要な概念を同定したことになる。
③ その対象やそれらの相互関係について，保つべきことは何か，捨象すべきことは何かを決
定する。すべてのことに注意を向けることはできないからである。その結果は，もとの問
題の理想化版となる。
④ この理想化版を数学的な用語に訳し，理想化された問題の数学的形式を得る。これが「数
学的モデル」である。
⑤ そのモデルに関連のある数学の諸分野を同定し，これらの分野に関する直観や知識を働か
せる。
⑥ 数学的な方法や洞察を使い，結論を得る。この過程で，新しい技法や興味深い例，解法，
近似，定理，算法（アルゴリズム）が得られるかもしれない。
⑦ これらの結論すべてを採用し，現実世界へ訳し戻す。理想化された問題に関する理論を得
たことになる。
⑧ 現実性のチェックをする。言われていることを信じるか。その結論は実際的か。その答え
は合理的か。その結果は受け入れられるか。
ａ）
「yes」ならば，現実世界の問題解決は成功した。次の作業は潜在的な使用者に伝えるこ
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とである。これは，とりわけ重要である。
ｂ）
「No」ならば，はじめに戻る。その結論はなぜ実際的でないのか，あるいは，その答え
はなぜ合理的でないのか，その答えはなぜ受け入れられないのか。モデルが正しくない
からである。何が誤っているかを調べ，何が原因かを突き止めようとし，再び始める。」
実際の問題解決は，必ずしも①～⑧の順
ではなく，行きつ戻りつしながら進んでい
「新しい技法や興味深い例，
く。また，⑥で，

解法，近似，定理，算法（アルゴリズム）
が得られる」こと，すなわち，解決過程で，
新たな数学をつくり出すことにも言及して
いることには留意したい。ただし，これは
あくまで当該の現実世界の問題を解決する
ことを目的としており，作りだす数学は解
決の中で用いることを前提としている。
これに対して，
フロイデンタールらの
「数
学化」は，同じように現実事象を定式化す
るところからはじまるが，その後，数学内
で数学化を続けること，すなわち，数学を
発展させることに主眼をおき，もとの現実
世界の問題を探究することには戻らないと
いう点で異なる。
また，島田茂（1977）の「数学的活動」

図１ 現実の世界と数学の世界（島田，1977，p.15）

（図１）は，上述のポラックのような数学の応用的過程とフロイデンタールらの「数学化」の両者
を包含していると考えられる。
（２）算数・数学と社会をつなげる力
上述の数学的モデル化を遂行する上では，数学の内容の理解や技能以外に必要な力がある。その
ような力は，数学的モデル化能力と呼ばれることもあり，研究者によって，さまざまな整理がなさ
れている。例えば，長崎栄三ら（2001）は，
「算数・数学と社会をつなげる力」として，図 1 の数
学的活動のうちの「数学外の問題を解決する活動」をもとに表１のように分析的に構成している。
「Ｂ．社会の問題を数学的に解決する力」が，数学的モデル化過程において中心的に働く力であ
る。
「仮定をおく」とは，社会の現象を数学的に解決できるようにするために，抽象化・理想化･簡
単化をしたり，条件を設けたりすることである。また，
「仮説を立てる」とは，事象を数学的命題で
表すことである。例えば，Ａ君の家とＢ君の家ではどちらが学校に近いかを，歩測で調べる際に歩
幅を一定とみなすことが仮定に，道のりが歩数に比例すると考えることが仮説に当たる。
「Ｃ．社会において数学でコミュニケーションする力」は，社会では，集団で交流しながら問題
を解決することが要請されていることなどをふまえた力である。数学的モデル化の全過程にかかわ
って働くものであり，解決結果を的確に伝えることや他者の考えを批判的に理解することも含む。
「Ａ．社会における量・形についての感覚」
「Ｄ．近似的に扱う力」は，Ｂ，Ｃの背景で働く力で
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ある。前者は，数や図形が社会ではどのような意味を持つかということを直観的に理解しているこ
とに関する感覚である。後者は，目的に照らして近似的に処理したり，計算処理した結果を社会で
扱える数とみなしたりすることに関する力である。
表 1 算数･数学と社会をつなげる力
Ａ．社会における量・形についての感覚
A01．長さの感覚
A02．広さの感覚
A03．かさの感覚
A04．重さの感覚
A05．角度の感覚
A06．時間の感覚
A07．速さの感覚
A08．形の感覚
Ｂ．社会の問題を数学的に解決する力
B１．社会の現象を数学の対象に変える
B11．仮定をおく
B12．変数を取り出す
B13．変数を制御する
B14．仮説を立てる
B２．対象を数学的に処理する
B21．表・式・グラフ・図等で表現する
B22．操作を実行する
B３．社会に照らして検証する
B31．予測・推測をする
B32．修正する
Ｃ．社会において数学でコミュニケーションする力
C01．数学的表現から現象を読み取る，伝える
C02．数学を使った日常文を読み取る
Ｄ．近似的に扱う力
D01．近似的に式を立てる
D02．近似的に読み取る

さらに，社会の問題を算数・数学で扱う際には，これらの他に，それらを支えたり，問題の解決
過程を監視し，統制したりする意識や態度が必要であり，また，それらから育成される意識や態度
がある。例えば，社会の問題を解決したことにより，算数・数学に対する意識や数学観が変わり，
さらに，そのことが算数・数学をつなげる力に影響する。これらをまとめると，表 2 の通りである。
表 2 算数・数学と社会のつながりに関する意識・態度
Ｅ01．算数・数学に対する意識
Ｅ02．算数・数学の表現方法に対する意識
Ｅ03．算数・数学的処理に対する意識
Ｅ04．算数・数学における協同的な学習に対する意識
Ｅ05．算数・数学における応用的な態度
Ｅ06．算数・数学における発展的な態度

３．小・中・高等学校における数学的モデル化の事例
数学的モデル化能力は，純粋数学を学んでいても，自然には育成されないことが指摘されている
（例えば，Treilibs Ver, Hugh Burkhardt, Brian Low，1980；Blum,W. & Niss,M，1991；長崎栄
三他，2004a,2004b）
。現実事象の問題解決を通して，諸力の質を高めていく必要がある。このこと
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について，ここでは，小・中・高等学校別に交通安全に関わる問題を取り上げ，数学的モデル化能
力（算数・数学と社会をつなげる力）の発揮の様相を事例的に考察することにする。
（１）小学校の事例
「わたしたちの町の横断歩道を，車いすの人やお年寄りにとって，より安全なものにしたい」と
いう現実世界の問題に対して，算数を用いてアプローチすることを考える。例えば，歩行者用信号
の青の長さに着目し，次のように考えることができる。
（①～⑧は，２（１）に挙げたポラックの数
学的モデル化過程の定義の番号である。
）
過程

①

活動

算数・数学と社会をつなげる力

「わたしたちの町の横断歩道は，車いすの人やお年寄りにとっても安
全になっているだろうか。」

②③

横断歩道の安全に関わる「対象」として，歩行者用信号の青信号の長

変数を取り出す

さに着目し，横断歩道を渡りきるのに十分かを検討するために，横断

変数を制御する

歩道の長さと歩く速さを変数として見いだす。そして，横断中の速さ

仮定をおく

は一定とするなどの仮定をおき，次のような問題とする。
「△ｍ／秒で進む車いすの人や○m／秒で歩くお年寄りが，□ｍの横
断歩道を渡りきれるために必要な時間を求める。」
④～

△，○に入る速さを実験・実測し決める。例えば，杖や車いすを使っ

変数を制御する

⑥

て 10m 進むのにかかる時間を測定し求める。

近似的に読み取る

□に入る値を身近な横断歩道の長さを調べ決める。

操作を実行する

渡りきるために必要な時間を求める。

表・式・グラフ・図
等で表現する

⑦

求めた時間をもとに，実際の信号の青の点滅の長さが適切かどうかに

数学的表現から現

ついて考える。

象を読み取る，伝え
る
予測・推測をする
近似的に読み取る

⑧

青が長すぎるときのデメリットも考え，青の長さに関して，どのよう

数学的表現から現

な提案をするかを考える。

象を読み取る，伝え
る

この事例の「数学的モデル」は，
「
（横断歩道の長さ）÷（歩行者の速さ）
」であり，横断歩道の
長さや速さを変更し利用できる。このモデル自体は，教科書にある，
「560km の道のりを，自動車
で時速 80km で走ると，何時間かかりますか。
」のような問題でも使われている。したがって，上
述の考え方は，現実世界の問題場面で既知の数学的モデルを適用しているとみることもできる。し
かし，それを適用するために，仮定をおいたり，変数を見いだしたり制御したりしなければならな
い。また，得られた結果は横断中の速さが一定という仮定のもとで成り立つことを意識化し，解釈
する必要がある。
（２）中学校の事例
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「新聞記事のような交通事故の再発を防ぎたい」という現実世界の問題に対して，数学を用いて
アプローチすることを考える。

1999 年９月 20 日 女性航海士，追突され死亡
20 日午後８時ごろ，東京都世田谷区等々力７丁目の都道で，改造した四輪駆動車が前方を走って
いた F.Y さんのバイクに追突，F さんは頭などを打って間もなく死亡した．警視庁玉川署は業務
上過失致死の現行犯で四輪駆動車の会社員 I.T 容疑者（26）を逮捕した．

改造四輪駆動車とは，オフロードでも車の底をぶつけずに走行で
きるように，車高を上げた車のことである（右写真）
。
死角が原因の事故であると捉え，車高を上げることの危険性を訴
えることを目的として，次のように考えることができる。
改造四輪駆動車の例
過程

活動

算数・数学と社会をつなげる力

①

「新聞記事のような交通事故の再発を防ぎたい。」

②③

死角が原因の事故であると捉え，死角の範囲に影響する変数（例えば， 変数を取り出す
事故車の横幅やボンネットの長さ，運転手や被害者の座高など）を挙

変数を制御する

げる。また，

仮定をおく

・車が動いているときの視界は，停止しているときよりも狭まるが，
同じとみなす
・運転席内の計器は視界に影響しないものとする。
ことなどを仮定し，次のような問題とする。
「車高を○m 上げたときに，死角がどのくらい増えるかを図に表して
求める。」
④～

車の形を単純化して投影図（側面図，立面図，平面図）に表し，死角

近似的に読み取る

⑥

の境界線を考える。

表・式・グラフ・図
等で表現する
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操作を実行する
数学的表現から現
象を読み取る，伝え
る
近似的に読み取る
相似の考え等を用いて，車高を上げたときの死角の範囲の変化を捉え
る。
⑦

図をもとに車高を上げたときの危険性を考える。

予測・推測をする

⑧

車高を上げたときの危険性の効果的な伝え方を検討する。

数学的表現から現
象を読み取る，伝え
る

この事例の「数学的モデル」は，投影図，または，そこから抽出した図形である。例えば，図 2
も数学的モデルである。車高やボンネットの長さを変更し利用できる。

図 2 車の死角の範囲の数学的モデル

図形の性質は既知でも，現実の事象を概形でとらえたり，実際には見えない事象間の関係を表す
線（例えば，死角の境界線）をかき，図形を抽出しなければならない。
（３）高等学校の事例
自転車通学が許可されている高校は多い。自分が事故の被害者になることは考えたことがあった
としても，加害者になることは想像したことがない高校生が多い。しかし，実際には，次の新聞記
事のように，自転車が加害者の事故も発生している。そこで，
「自転車が加害者の交通事故を防ぎた
い」という現実世界の問題に対して，数学を用いてアプローチすることを考える。
2009 年 4 月 13 日 高３の自転車にはねられ６３歳男性死亡
１３日午後８時２０分ごろ、千葉県船橋市新高根６の市道で、横断歩道を歩いて渡っていた
W.K さん（６３）が、県立高３年の男子生徒（１７）が運転する自転車にはねられた。W さん
は頭を 強打し約３時間後に死亡した。

スピードの出し過ぎに原因があると捉え，その危険性を訴えることを目的として，次のように考
えることができる。
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過程

①
②③

活動

算数・数学と社会をつなげる力

「自転車が加害者の交通事故を防ぎたい。」
スピードの出し過ぎに原因があると捉え，危険を察知してから停止

変数を取り出す

するまでに進んでしまう距離（停止距離）に着目する。そして，（停

変数を制御する

止距離）＝（空走距離）＋（制動距離）という仮説のもとで，停止距

仮説を立てる

離に関わる変数（例えば，速度，自転車の種類，ブレーキの性能，路

仮定をおく

面状況，運転者の反射神経など）を取り出す。
その上で，ブレーキは正常であることやブレーキをかけた後倒れな
いこと等を仮定し，次のような問題とする。
「○km/時で走っている自転車が，危険を察知した△秒後にブレーキ
をかけたとき，停止するまでに進んでしまう距離（停止距離）を求め
る。」
④～

データを収集する。例えば，制動距離は，次の乾いた路面における実

表・式・グラフ・図

⑥

験結果を用いる。

等で表現する

6
y = 0.0215x 2 + 0.0001x
5
4
3
2
1
0
0

5

10

15

20

速度を x km/時のときの制動距離 yｍは，近似的に，y=0.02x2 と表

近似的に式を立て

すことができる。また，人の平均的な反応時間が 0.35 秒とされてい

る

ることから，停止距離は，次のようになる。

操作を実行する

（停止距離）＝0.02x2＋(1000/3600)

x×0.35

＝0.02x2＋0.01x

近似的に読み取る

y



この式やグラフから，さまざまな速





度の停止距離を求める。









O















x



⑦

□ｍ手前で危険を察知したときにぶつかるかを考えたり，ぶつかって

予測・推測をする

しまう場合の衝撃（ぶつかる瞬間の速度）を求めたりする。また，路

数学的表現から現

面が濡れている場合の停止距離を，上記の式を修正して推測したりす

象を読み取る，伝え

る。自転車のスピードの出し過ぎの危険性をまとめる。

る

138
−138−

近似的に読み取る
⑧

自転車のスピードの出し過ぎの危険性について，効果的な伝え方を検

数学的表現から現

討する。

象を読み取る，伝え
る

この事例の「数学的モデル」は，y＝0.02x2＋0.01x とそのグラフである。路面が濡れている場合
や，ブレーキの性能や反応時間が変わったときには，0.02 や 0.01 を変更し利用できる。結果的に
は 2 次関数を用いているが，それを得るために，停止距離に関する仮説を立てたり，仮定をおき，
変数を制御したり，データを近似的に読み取ったりしなければならない。
（４）事例の考察
上述の例では，用いている数学は異なるが，解決のプロセスはほぼ同様である。すなわち，現実
世界の問題のある側面に光を当て，仮定をおいたり，仮説を立てたりして，数学の問題として定式
化して，数学的モデルを作成し，それから得られた結果を現実に照らして解釈している。しかし，
そこで発揮される算数・数学と社会をつなげる力の質は，学校段階が進むほど高くなっていると考
えられる。もちろん問題場面にも依存するが，高度な数学を学ぶことでアプローチできる問題場面
も増え，その方法も高度になると考えると，算数・数学の内容の学習とともに，このような力の質
も高めていく必要があると考えられる。
では，このような力を身に付けた成人には，どのような活動が期待できるのだろうか。(１)～（３）
の問題に対して，実際に社会でなされているアプローチをもとに考えみよう。
（１）の青信号の長さについては，例えば，次のような取り組みがなされている。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110216/dst11021623510022-n1.htm
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「高齢者の歩く速さは一般的に１秒間に 0.75 メートル」は，横断中の速さ
は一定と仮定し，平均値を用いていることが推測される。また，
「最長 18 秒
間」は，当該の横断歩道を渡るのに十分な長さとなっていなければ意味がな
い。これは，
（１）で見たものとほぼ同様の思考をしていると捉えることがで
きる。これまでも青信号延長用のボタンが設置されている横断歩道があった
が，安全を確実にするためのひとつの方策として，
「歩行者感応式」を導入し
たと言えよう。
（２）の自動車の死角については，大型トラック等の前面ガラスへの装飾板の装着に関する，次
のような調査結果がある。
前面ガラスへの装飾板装着の実態に関する調査結果（概要）
平成 16 年 5 月１２日
近年、大型トラック等において運転者の視界を妨げる前面ガラスへの装飾板装着が問題となり、国
土交通省では、その対策を検討するため、装飾板の種類、装着実態等に関する調査を行ってきました
が、今般、その結果がまとまりました。（概要は別紙のとおり）
（別紙 抜粋）
大型車両の装飾板の死角について、車両寸法を元に検証したところ（次図参照）、高さ 30cm の装
飾板を装着した場合、身長 160cm の人の頭部を確認するためには、車両前端から人までの距離が約
1.5m 離れていることが必要となり、更に、より大きな高さ 60cm の装飾板を装着した場合には約 6m
以上離れていることが必要となる。

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/09/090512_.html

（２）と同様，車を概形でとらえ，側面図で表したり，実際には見えない境界線を見いだしたり
し，
「数学的モデル」をつくり，それを用いて考察していると捉えることができる。この調査結果を
ふまえ，平成 16 年 12 月に道路運送車両の保安基準が次のように改正された。
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（規制の概要）


対象自動車 ：被けん引自動車以外の全ての自動車



規制の内容 ：前面ガラス及び側面ガラス（運転者席より後方の部分を除く）に装飾板等
を装着した状態は、
基準不適合とする
（可視光線透過率が７０％以上となるものは除く）
。



規制の開始 ：平成１７年（来年）の１月１日

（３）の自転車の速度については，「自転車の安全利用のための通行方法等について」（警察庁・
自転車の安全な通行方法等に関する検討懇談会，2008）で，次のような指摘がなされている。
自転車の運転者に関し周知すべき事項（抜粋）
3 自転車の通るところについて
オ 上記のとおり、改正後の道路交通法では自転車の歩道通行に関して、「徐行」と「歩道の状況
に応じた安全な速度」が示されており、この「徐行」については「車両等が直ちに停止すること
ができるような速度で進行すること」（同法第 2 条第 1 項第 20 号）とされ、また「歩道の状況に
応じた安全な速度」は、「直ちに徐行に移ることのできる速度」と解されているが、それぞれ具
体的にどのような速度であるかは必ずしも明確ではない。今後、歩道上での適正な速度での通行
を徹底していくためにも、これらについてできる限り分かりやすい形で目安を示して周知するこ
とが望ましいと考えられる。
「徐行」については、歩道では歩行者との混合交通となることを考慮すれば、速度の出し過ぎに
より歩行者に危険を及ぼすことがないとともに、自転車のふらつきによる危険を生じさせないよ
うな速度である必要があり、その意味で「徐行」の速度の目安は「ふらつかない程度に走行でき
る最も遅い速度」とすることが適当と考えられる。
このような速度については、運転者の身体能力等に個人差があるほか、自転車の制動時間・距
離は荷重、路面状態等によっても異なるので、一概には言えないが、自動車安全運転センターの
調査研究における実験結果（別添資料 7）では安定的に走行できる最も遅い速度の平均速度は時速
約 7.5 キロであり、これは概ね「大人の早足程度」の速度と考えられる。なお、時速 7.5 キロで
走行した場合の制動距離は、JIS 規格の制動性能試験の条件により制動させた場合の同規格の基準
に適合した自転車（シティ車）では、約 1.21 メートル以内となっている（注 1）。
また「直ちに徐行に移ることのできる速度」についても、同様に一概には、言えないが、概ね「大
人のランニング程度」の速度と考えられる（注 2）。
（注 1）JIS 規格では、前後輪に 180N のブレーキ操作力、負荷 100kg 等の諸条件で行った性能試験
により、路面乾燥時に走行時速 16km で 5.5m 以内の制動距離であることが基準とされており、
これを初速 7.5km に換算すると制動距離 1.21m となる。なお、自転車産業振興協会技術研究所
が同規格に基づき性能試験（平成 18 年度自転車試買テスト）を行ったシティ車及び折り畳み自
転車 24 台の測定結果では、路面乾燥時、走行時速 16km での制動距離は、1.87～2.63m、平均
2.20m であり、この平均制動距離を初速 7.5km に換算すると、0.48m となる。
（注 2）上記と同様の JIS 規格適合自転車では、制動を開始して 0.5～1.0 秒で時速 7.5 キロとする
ための制動開始時の速度は時速約 10.7～14.0 キロとなる。また、高校生男子の 1,500m 走の標
準レベルは概ね 6 分程度、一般男子大学生の 12 分間走の標準レベルは、概ね 2,500m 程度と言
われており、これを時速に換算すると前者は時速約 15 キロ、後者は時速約 12.5 キロとなる。
（下線は筆者による）
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この中で引用されている「JIS規格」とは，次のものである。
乾燥時は、ＧＤが5m以上のときは25km/h、ＧＤが5m以下のとき16km/hの速度で走行させ、前後ブ
レーキを同時に作動させたとき5.5m、水ぬれ時はＧＤに関係なく16km/hの速度で9m以内の距離で、
安全、円滑に停止しなければならない。（GDとは、クランク軸が1回転するときに自転車が進む
距離を示し、車輪の外周長に歯数比を乗じた数値で表す。）ＪＩＳ D 9301一般用自転車

また，
（財）自転車産業振興協会によれば，ブレーキの開発に際しては，
（制動距離） ＝ v２／２μ
v：制動前の自転車の速度（km/時）
，μ：減速度（m/s２）

で表される数学的モデルが用いられている。μの値は，ブレーキの性能や路面状況等により異なる
が，乾燥時にはおよそ 4.4 である。
（３）と同様，変数を制御し，関数による「数学的モデル」をつ
くり，それを用いて考察していると捉えることができる。
また，実際に減速させるために，例えば，次の写真のような方策もなされている。

左 http://69607403.at.webry.info/201012/article_4.html
右 http://www.cyclemode.net/michi/wp-content/uploads/2010/10/02.JPG

このように社会の中で，実際に数学的モデル化がなされていることがわかる。すなわち，より豊
かな人生を送るために，またそれを可能にする社会を作るために，自ら行動したり，数学的モデル
化にもとづく他者の決定や行動を批判的に検討したりするためには，数学的モデル化能力を習得さ
せる必要があることが示唆される。
４．数学的モデル化能力を高める授業づくり
３に示した事例から，算数・数学の内容と数学的モデル化能力（算数・数学と社会をつなげる力）
の双方を習得させていく必要があることが示唆された。ここでは，そのための授業づくりで留意す
べき点を述べる。
（１）指導計画に位置づける
すべての授業において数学的モデル化能力の育成をめざすわけではない。現実世界の問題を解決
する活動と，数学の世界で理論的な内容を理解し発展させる活動とのバランスを取った指導計画を
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立てる必要がある。その際，現実世界の問題を扱うのは基礎・基本，習熟の後と考えがちだが，２
（１）に挙げたポラックの数学的モデル化の説明の中でも言及されており，また，島田茂の数学的
活動の模式図（図 1）からも示唆されるように，現実世界の問題の解決過程に，新たな概念や手法
の学習を組み込むことも検討するようにする。
（２）目標を立てる
現実世界の問題を提示し，生徒に取り組ませさえすればよいわけではない。問題に即して，また
生徒の実態をふまえ，育成すべき力を具体化し目標を立てなければならない。すなわち，生徒が既
に持っている力をどのように高めるかを明確化することが大切である。そうすることで，その問題
の解決において，どのような点が困難で，それに対してどのような手立てをすればよいかも明確に
なる。
（３）授業の手立てを考える
個別で解決させるだけでなく，ペアや小グループでの活動や学級全体での「練り上げ」も行う必
要がある。また，解決に至る上での困難点を，子どもたちの力で乗り越えられるようにするための
手立てや支援を考えておく。
では，そのような手立てや支援はどのようなものなのだろうか。西村（2010）は，数学的モデル
化過程全体に渡って常に働く批判的・反省的思考を，
「生成」
「探索」
「解釈」
「批判」
「判断」が一連
となり機能する「批判的サイクル」として特徴付けた。
「生成」は，個人あるいはグループとして，
様々な可能性を生み出すために想像することやブレーンストーミングすることである。
「探索」は，
記憶の中から関連のある知識を探し出したり（内的な探索）
，外部の情報源から情報や発想を得たり
（外的な探索）することである。
「解釈」は，探索の結果を「読む/見る/聞く→翻訳する→内的に要
約する→比較する→関連づける」過程を経て加工することである。
「批判」は，内的な一貫性を「こ
れは正しいか」
「これは理にかなっているか」
「これは私があるいは他の人が知っているこ
とと整合するか」等と自問し，チェックする

何を
・信じるか
・考慮し続けるか
・捨てるか
を決定する

判 断

批 判
・内的に
・外的に
チェックする

ことである。
「判断」は，批判の最終到達点で
あり，何を維持し，何を捨てる（無視する）

生 成

可能性のあるもの
を想像する

探 索

解 釈
・読む／聞く／見る
・翻訳する
・内的に要約する
・比較する
・関連づける

か，不確定にせよ何を考え続けるべきか等に
ついて判断することである。そして，批判的
サイクルには，数学的モデル化過程の相（２

・内的に
・外的に
探る

図 3 批判的サイクル

（１）で述べた①～⑧）を戻らせたり，次の

サイクルへ進めたりする働き，発揮されていた数学的モデル化能力の構成要素を質的に高める働き
があることを実証的に同定し，授業では，批判的サイクルを進展させるために，意図的に「批判」
をしやすい状況を作ることが手立てとなることを示した。そのような手立てや支援は，次のような
指針に基づいて考えることができる。
１）不十分な状況を作る
定式化やデータが不適切な状況を意図的に設け（取り上げ）
，
「批判」の契機とする。
２）互いに参照することが効果的な考えを取り上げる
相反する考え等を取り上げ，
「批判」の契機とする。
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３)「解釈」を促進するための発問をしたり，
「解釈」を学級で練り上げたりする
「生成」
「探索」に対する「解釈」を十分に行わせ，
「批判」が生じやすいようにする。
例えば，現実世界の問題を数学の問題として定式化する際の手立てとして，１）にもとづき，不
十分な，あるいは不適切な定式化をした問題を提示し「批判」させ（どのような仮定がおかれてい
るか，その仮定で十分か等を考えさせ）
，再定式化させることが考えられる。
（４）ICT を積極的に利用する
数学的な処理の部分では ICT を積極的に利用させる。ICT を利用して問題解決をすることも数学
的モデル化能力の一部だからである。例えば，関数のグラフ表示及び平面幾何の作図が可能なフリ
ーのソフトウェア GeoGebra や，学校教育での統計学習用に開発されたフリーのソフトウェア『科
学の道具箱』
（JST・理科ねっとわーく）がある。
（５）評価する
算数・数学の内容の習得だけでなく，数学的モデル化能力の育成も目標とする以上，また，それ
をよりよく習得させるためにも，その目標に即して評価規準や評価基準を設け，評価する必要があ
る。たとえば，次のような評価資料が考えられる．
①

授業中の観察やワークシートの記述

②

授業で扱った問題について，さらに解決を進めさせたレポート

③

授業で扱った問題と発揮される統計的思考力がほぼ同様な問題の解決過程

①では，主に，授業中の解決過程での力の発揮の様相を評価する．それに対して，②，③では，
主に，授業後に，授業で育成を図った力が習得できているかを評価する．いずれの場合についても，
授業目標に基づいて，ルーブリック（評価基準表）を作成し評価する．ルーブリックを用いて，自
己評価や相互評価を行うことは，「批判的サイクル」の質を高める上でも有効だと考えられている
（Tanner,H. & Jones,S.，1994）
．
５．おわりに
本稿では，数学的モデル化と数学的モデル化能力について整理し，その事例を小・中・高別に示
した。さらにそれらの事例で取り上げた問題が，実社会ではどのように対処されているかを検討し
た。その結果，高度な数学を用いるには，算数・数学と社会をつなげる力の質も高くなければなら
なく，算数・数学の内容の学習とともに，このような力の質も高めていく必要があることを指摘し
た。そして，そのような授業づくりの留意点を述べた。
最後に，２で挙げた実社会の対処について振り返ってみる。それぞれ，実際に事故が起きたこと
が契機に，
数学的モデルを用いて対応策が検討されていることに注目したい。
事故が発生する前に，
数学を用いて危険性を指摘し，改善を求めるということが，社会に根付いていないと考えられない
だろうか。自動車の死角の例では，改造四輪駆動車の事故を受けて，2001 年に車高の高い車の死角
事故を防ぐための「運転視界基準」
（車両の直前と左側面に接する高さ１メートル，直径 30 センチ
の支柱が運転席から確認できる）が策定された。しかし，同じように死角を増やす装飾板について
は検討されず，その 3 年後，それが原因の事故を契機に基準が改正されている。また，自転車が徐
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行した方がよいことは自明なことであり，数学的モデルを用いて速度の出し過ぎがいかに危険かを
伝えることが事故の防止にとって重要だと考えるが，実際にはそのようなことはなされていない。
情報の受け手がそれを理解する力がないとみなされている可能性もあろう。すべての人がより質の
高い数学的モデル化能力を習得することは，ひとりひとりがより豊かな人生を送ること，それを可
能にする社会を作ることにつながると考えている。
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自らの学習理解を的確に捉えることのできる能力の育成
－自己評価、学習活動の本質に関わる議論を通して－
二宮 裕之
埼玉大学教育学部
1．はじめに
学習評価には様々な機能･側面があるが、今日では単に「点数をつけること」が評価であるという
捉え方から、「児童･生徒の学習を促進させる」ことを主眼とする評価観への転換が求められている。
そして「児童･生徒の学習」を志向する評価（評価の学習目的）を考えていくと、児童･生徒＝評価さ
れる側、教師＝評価する側、という二分法には自ずと限界がでてくるであろう。学習者自身が、自ら
の学習理解を的確に捉え、主体的に学習を進めていくとともに、必要に応じて自らの学習の状況をモ
ニター・コントロールしていく必要がある。そのような主体的な学習を促すための方策として、自ら
の学習を自らで評価することのできる能力（＝自己評価能力）を育成していくことを考えたい。
本稿では先ず「アセスメント」という概念を中核とした新しい評価の概要を紹介する。そして「評
価を児童･生徒の学習活動それ自体の中の一部分として学習の場を構成する」ような『学習目的とし
ての評価』の必要性･可能性と、その前提となる学習観について議論を進める。さらに、自らの学習
を客観的に捉え、必要に応じて自らでコントロールすることのできる学習能力（＝自己評価能力）を、
学習を進めていく上で不可欠な能力として位置付けた上で、それを数学教育におけるリテラシーの一
つとして提案したい。
2．教育評価についての基礎的考察
（１）評価とは何をすることか
教育の評価に関する課題は、古くて新しいものである。どのような教育活動も、その教育目標に
即して進められる。しかし、教育の成果を精査する「評価」を行う段になって、教育目標を踏まえ
た総括がきちんとなされているかというと、現状の教育評価には多くの課題が残されていると言わ
ざるをえない。特に、評価の妥当性（測定すべきものがきちんと測定されている評価）に大きな問
題がある。
日本語でいう「評価」という概念も、突き詰めて捉えようとすると様々な意味合いで用いられて
いることに気づく。相対評価から絶対評価へ、などと言われ異なる評価観が議論されたことも記憶
に新しいが、
「評価」という語を用いて議論される対象が「評価の過程」なのか、
「評価の結果」な
のか、
「評価の方法」なのか。いずれにおいても「評価」という同じ語を使って議論をしていること
が、評価の問題を混迷させる一因であるように思える。例えば英語で「評価」に相当する語を調べ
てみると、appreciation、assessment、estimation、evaluation、grading、judgment、measurement、
testing、valuation、など、様々な語を見つけることができる。もちろん、それぞれの語が意味す
るところは異なり、日本語の「評価」という概念の多義性をこのようなところから見ることができ
る。その中に、教育評価に関する語として多用されるものとして、assessment（アセスメント）と
evaluation（エバリュエーション）がある。
全米数学教師協会（National Council of Teachers of Mathematics、NCTM）は、アセスメント
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を「児童･生徒がもつ算数･数学の知識､技能､態度についての事実･証拠を収集するプロセスであり、
その証拠に基づき様々な目的に応じて何らかの推論を行うこと」
、エバリュエーションを「試験･調
査や判断に基づいて、価値を同定すること。アセスメントの情報を活用する一つの方法」としてい
る(NCTM,1995, pp.87-88)。評価結果の価値づけ（善し悪しを判断すること）に関して、アセスメ
ントは価値づけを行わないのに対して、エバリュエーションでは明確に価値づけを行うところが主
な相違点である。そしてエバリュエーションにおいては、価値を同定した結果を分かりやすくする
ために、何らかの数値化が図られるのが通例である。日本語の『評価』という用語には、アセスメ
ントとエバリュエーションの両方の意味が含まれていると捉えるべきであろう。しかしともすれば
アセスメントは評価を行うための下準備と見なされ、
エバリュエーションまで行わなくては
「評価」
としては不完全といった認識をする傾向にあるかもしれない(1)。これからの教育評価においては、
「アセスメント」としての評価の必要性･重要性･有用性をより一層認識する必要がある。
一方、教育評価には、妥当性と信頼性の双方が兼ね備えられるべきであるとされる。評価の妥当
性とは「評価(測定)しようと志している評価目標を、的確に測り得る性質のこと」であり、評価の
信頼性とは「何回測っても、誰が測っても同じ結果を求めることができる性質」のことである。言
い換えるなら、評価の妥当性とは『測るべきものを、きちんと測定･評価しているか』
、評価の信頼
性とは『誰が､いつ､どこで測っても同じ結果が得られるか』ということになろう。ここで、橋本(1976)
は評価の妥当性を「評価用具の具備すべき第１の条件」とし、その重要性を指摘している。妥当性
に難のある評価は、いくらその信頼性が高くても全く意味がない。しかし昨今の教育評価には、著
しく妥当性を欠くにも拘わらずその信頼性のみを追求しようとしているものが少なくないように見
受けられる。これからの教育評価には、その「妥当性」を保証していくことを今まで以上に求めら
れている。
本稿では、評価の「妥当性」をより追求しようとする「アセスメント」としての評価の必要性･
可能性について論を進めていく。
（２）教育評価の目的
何を目的として教育評価を行うかについて、橋本(1976)はその目的を大きく「指導目的」
「学習目
的」
「管理目的」
「研究目的」の四つにまとめている。
(1) 指導目的：指導をする教師の側から見たもの
(2) 学習目的：学習者自身の側から見たもの
(3) 管理目的：教師、学校管理者、大学、社会等から見たもの
(4) 研究目的：教師、学校経営者、教育計画立案者、一般市民から見たもの
通常の算数･数学指導において行われる評価の多くは、算数･数学の指導を目的とするものであろう。
ただ、ここでの評価結果は、指導の成果を単にアウトプットするだけのものではないという点に留意
したい。近年では文部科学省が「指導と評価の一体化」という概念を提唱している。これは、計画､
実践､評価という一連の活動が繰り返されながら、児童･生徒のよりよい成長を目指した指導を展開す
るためのものである。指導と評価とは別物ではなく、評価の結果によって後の指導を改善し、さらに
新しい指導の成果を再度評価するという、指導に生かす評価を充実させることが重要となる。
学習目的としての評価は、学習者自身に確実にフィードバックされるものでなければならない。
「評
価を児童･生徒の学習活動それ自体の中の一部分として学習の場を構成する」ことが必要となる。そ
のために児童･生徒自身を評価者の立場に立たせ、自己評価や相互評価の様式によって、自己の学習
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の向上をはからせる。
管理目的としての評価は古くからなされてきたもので、高校･大学における入学試験や、就職にお
ける採用試験、その他の各種資格認定試験など、現代社会において依然として重要な役割を占めてい
る。世間では「評価」というと、この管理目的としての評価をイメージする場合が多いかもしれない
が、しかし「教育における本流をなす評価の目的とは言えない」との指摘がかなり前からなされてい
る点にも留意したい。
研究目的としての評価は、よりよい算数･数学指導の実践を目指して研究を進めていく際のデータ
を集積するためのものである。OECD生徒の学習達成度調査(PISA)や国際数学･理科教育調査(TIMS
S)などの国際比較調査や、文部科学省による全国学力･学習状況調査などは、主として「研究」を目
的として行われている。また、このような大規模なものに限らず、教師が日々の実践において研究を
進める際の手だてとなる情報収集も、研究目的としての評価として位置づけることができる。
（３）教育評価の方法
① 個別評価・集団評価
個別評価とは個人の学力その他を評価するものであるのに対して、集団評価とは学級全体または学
級内のグループを一つのまとまった集団として評価するものである。
個に応じる指導を行うためには、個別評価を欠かすことはできない。児童･生徒の実態を個別に捉
え的確に応じるために、各児童･生徒の理解の様相や関心･意欲･態度を的確に把握しなければならな
い。得られた評価結果をもとに、学習の遅れを回復させたり、児童･生徒の優れた能力を一層伸ばす
ための学習指導が展開される。
一方、今日の学習指導において集団解決の場の充実が強調されている。児童･生徒間・児童･生徒と
教師間の相互作用を介した双方向･多方向の学びが重視されている。そのためには、評価の対象を個
人にのみ限定するのではなく、学習集団に対する評価の視点が必要である。集団評価は、その集団に
とっての目標をどれだけ達成できたかを評価するものであるが、それ以外にも、個人間の相互作用(コ
ミュニケーション)が有効に機能したか、お互いの考えを学び取ることができたか、集団の中での自分
の役割を果たすことができたか、なども評価の対象となる。
② 診断的評価・形成的評価・総括的評価
診断的評価とは、学年･学期の初めや単元の初めなど、指導を始める前になされ、学習者の実態を
把握するために行われる評価である。それは、新しい学習内容の指導を有効かつ円滑に進めるために、
前提となる基礎的な知識･理解･技能･経験･情意などを調べるために行われる。また、新しい学習内容
を習得するために、各児童･生徒が既にどの程度の知識･理解･技能をもっているか、どの程度の興味･
関心･意欲をもっているか、を調べるための評価である。このようにして得られた結果は、指導計画
を作成する際の重要な資料となる。
形成的評価とは、指導の途中で学習が順調に進んでいるかを把握するための評価である。指導の途
中で、指導の進展や指導法の改善に役立たせるために、児童･生徒の学習達成状況を逐次把握し診断
する。指導の途中とは、毎回の授業中であったり、単元の途中であったりするが、その時期において
児童･生徒が学習内容を理解･把握できているかをモニターし、その結果を必要に応じて児童･生徒自
身或いは教師にフィードバックするものである。児童･生徒へのフィードバックとは、個々の児童･生
徒の達成状況に応じた適切な学習支援を行うことであり、児童･生徒は自分の学習課題の達成状況を
客観的に知ることで、学習への主体的・積極的な取り組みや学習意欲を喚起させることができる。一
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方、教師へのフィードバックとは、教師が児童･生徒の反応をみて適材適所に対応し、必要に応じた
軌道修正などを行うための情報を提供することである。
総括的評価とは、単元の終わりや学期の終わり、或いは学年の終わりにあたり、その間の学習にお
いてどれだけの成果を得ることができたか、どれだけ目標を達成することができたかを総括的に評価
するものである。「評価」と言われて世間でイメージされるものの多くは、総括的評価である。総括
的評価では、比較的短いサイクルで行われる形成的評価の積み重ねだけでは把握することのできない
ような、児童･生徒の包括的な側面を知ることができる。特に、思考力･判断力･表現力などの方法的
能力、関心･意欲･態度などの情意的側面のように、長時間経過することで明らかになるものについて
は、長期にわたる総括的な評価をする必要がある。
文部科学省が「指導と評価の一体化」という概念を提唱して以降、『形成的評価』の重要性が改め
て指摘されている。それは「学習に活かす」ための評価であり、エバリュエーションの結果として数
値化されたデータもさることながら、
「児童･生徒がもつ算数･数学の知識､技能､態度についての事実･
証拠」を客観的に描写したアセスメントのデータが、形成的評価(指導と評価の一体化)において、よ
り有効に機能する点に留意したい。
③ 相対評価・絶対評価
相対評価とは、児童･生徒の所属する集団の成績分布における個人の相対的位置を示すことで、評
価を行う方法である。通常は、児童･生徒の成績が正規分布に従うことを前提としている。相対評価
の典型例である5段階評定では、平均点m と標準偏差σ により、m－1.5σ よりも低い得点を１(全体
の7%)、m－1.5σ からm－0.5σ までを２(全体の24%)、m－0.5σ からm＋0.5σ までを３(全体の38%)、
m＋0.5σ からm＋1.5σ までを４(全体の24%)、m＋1.5σ よりも高い得点を５(全体の7%)としている。
これを偏差値で数値化すると、得点がmのときに偏差値は50となり、m－2σ が30、m－σ が40、
m＋σ が60、m＋2σ が70になる。
一方、絶対評価とは、各児童･生徒が習得した内容や伸長した能力などを、予め定められた基準に
照らし合わせて評価する方法である。例えば、学習指導要領に示された目標の実現状況を見る評価が、
これに相当する。指導と評価の一体化に代表される「学習に活かす」ための評価を志向した場合、集
団における相対的な位置を数値化した相対評価の結果だけではほとんど役に立たない。児童･生徒一
人一人の進歩の状況や教科の目標の実現状況を的確に把握し、学習指導の改善に生かすためには、絶
対評価の結果が必要となる。
文部科学省は、相対評価を「集団に準拠した評価」、絶対評価を「目標に準拠した評価」としてい
る。
（４）評価規準と評価基準
橋本(1976)は評価規準と評価基準について「規準と基準をどう使い分けるかには定説はない」と
している。その上で、絶対評価における英語でのcriterionに当たるものには「規準」を、集団に基
づく英語でのnormに当たるものには「基準」を当て、更に、この両方を含めての包括的用語として
も「規準」の語を用いている。
一方、文部省は平成 3 年改訂の指導要録において、観点別学習状況の評価が効果的に行われるよ
うにするために，「各観点ごとに学年ごとの評価規準を設定するなどの工夫を行うこと」とした。
ここでの「評価規準」という用語は，新しい学力観に立って子どもたちが自ら獲得し身に付けた資
質や能力の質的な面，すなわち，学習指導要領の目標に基づく幅のある資質や能力の育成の実現状
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況の評価を目指すという意味から用いたものとされている。また、
「小学校教育課程一般指導資料」
(平成 5 年 9 月)では次のように述べられている。
観点別評価を適切に行うための基準や尺度などについて研究がなされてきたが、知識･理解の評
価が中心になりがちであり、目標を十分に達成、おおむね達成、不十分ごとに詳細に設定し、
それを単に数量的に処理することに陥りがちであった。今回の改訂においては、学習指導要領
が目指す学力観に立った教育の実践に役立つように、指導要録における評価とは一体のものと
考え、各教科の観点ごとに適切に評価するための『評価規準を設定する』
。
文部省の言う「評価規準」について加藤(2004)では、
「評価基準」に代わって「評価規準」という
用語が採用されるようになった経緯が纏められている。 「到達基準（Criterion：クライテリオン）
という概念では達成目標以外の目標をカバーしきれない」という教育評価の現状における限界に対
して、達成目標だけでなく、向上目標、体験目標も包括する新しいクライテリオンとして文部省か
ら提唱されたのが「評価規準」である。これは、
「体験活動を重視する」といった新しい学習指導要
領において必要と考えられる目標に対応して、指導要録にプラス α の観点を設け、その目標を評価
からとらえ直したものを「評価規準」と捉えようとするものである。
一方、藤岡(2006)は、評価の質的判断の根拠と量的判断の根拠という２点に着目し、教育評価の
枠組みについて論じている。ここでは、
「何を評価するのか(質的な判断の根拠)」と、
「それがどの
程度であるか(量的な判断の根拠)」という２つの軸が想定されている。前者は、教育目標を評価目
標の文脈に従って具体化した目標や行動の枠組みであり、
「評価規準(Criterion)」と呼ばれる。一方
後者は、量的･尺度的な判定解釈の根拠であり、
「評価基準(Standard)」とされる。これらは言わば、
評価の縦軸と横軸のようなものと解釈できよう。それぞれの「評価規準(何を評価するのか)」に対
して、複数の「評価基準(それがどの程度であるか)」が想定され、実際の評価が進められる。
尚、文部科学省はここで言う「評価基準」に相当する概念について、
「判断基準」という用語を公
的に用いている。また、評価規準は名義尺度であるのに対して、評価基準は間隔尺度、或いは比例
尺度であることが望ましい。
3．真正な評価(オーセンティック アセスメント)としての「学習のふり返り･まとめ」
（１）真正な評価(オーセンティック アセスメント)
一時期「ポートフォリオ」という言葉が日本の教育界を席捲していたことは記憶に新しい。
Hart(1994)では、ポートフォリオによる評価(Portfolio Assessment)が、真正な評価 (Authentic
Assessment) (2)の一例として述べられている。真正な評価について、Hart(1994)は次のように述べてい
る。
子どもにとって、やりがいがあり､有意義で､意味のある学習に従事しているとき、その評価は
「真正なもの」となり得る。このような評価は伝統的なテストとは異なり、学習活動そのもの
のようにすら感じられる。そこには、高次の思考技能や、幅広い知識の連携が介在している。
（中略）真正な評価の例として、口頭によるインタビュー、グループによる問題解決、ポート
フォリオの作成、などをあげることができる。(Hart, 1994, p.9)
一方、加藤･安藤(1999)は真正評価(Authentic Assessment) をポートフォリオを支える評価論の一つ
としてあげている。ここでは真正評価を「ペーパーテストのように特定の答えに到達させるために
かなり問題の条件設定を絞り込んでいくという方式とは異なり、現実に即した複雑で不完全な問題
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を与えたり、状況を設定したりして、その中で学び手が学んだことを応用したり、転移させようと
したりし、
そこで示される観察可能なパフォーマンスを通して評価しようとするもの」
としている。
またポートフォリオに関しては、
「ポートフォリオは、
単なる評価法ではなく、
アセスメントであり、
その結果を値踏みして(evaluate)、指導にフィードバックする機能をもつ」と述べている。
ポートフォリオに代表されるような真正な評価は、学習者の活動をありのままにきちんと捉える
ことを大前提とするアセスメントの代表例と言えよう。ポートフォリオという評価法それ自体が数
学教育に根付くかどうかについては、また別の解決されるべき様々な課題がある。しかしながら、
「真正な評価」という新しい評価観、そしてこのような評価観に基づいたアセスメントという評価
のありようについて、具体的実践のレベルで更なる検討が望まれる。
従来からのペーパーテストに代わる評価法として提案されている真正な評価には、代案的評価
(alternative assessment)、パフォーマンス評価(performance assessment)、全体論的評価(holistic
assessment) 、 ポ ー ト フ ォ リ オ 評 価 (portfolio assessment ）、 成 果 準 拠 型 評 価 (outcome-based
assessment)、などがある。
（２）学習のふり返りと学習のまとめ
中原(1999)は、構成主義的認識論を背景とした算数学習の新しいパラダイムを次のように述べて
いる。
算数の学習は、
《学習者が主体的活動を通して、算数的知識を構成し、批判し、修正し、そして
合意に達したものを協定し、選択していく過程》ととらえることができる。 (p.23)
構成主義的認識論に立ったとき、算数･数学の学習活動とは「数学的知識を構成すること」であり、
数学的知識は「活動を反省的に思考することによって構成される」ものとなる。そして構成された
知識は「批判され、修正され、そして合意に達したものが協定され、選択されて」いく。
二宮(2006)は「学習のふり返り」と「学習のまとめ」が不可分な関係にあることを見いだし、こ
れら２つの間の相互構成的本質をもとに統合的に捉えることを提案した。ここでは、
「自分の学習を
ふり返ってまとめる」という自己評価における一連の活動において、ふり返るという「評価活動」
と、まとめるという「学習活動」という二つの側面が内包されていることを前提とした上で、次の
ように論を進めている。
・最初に、まとめの対象となる学習活動をふり返ること(評価)が不可欠
・学習のふり返りをした後、それをきちんと総括(まとめ)しておかなければ、そのふり返り(評
価)の結果を有効に機能させることは難しい
・集約されたまとめは、更に先の学習において再びふり返りの対象となり、その評価結果(ふり
返り)を基にして、更なる学習活動が展開される
「ふり返り」と「まとめ」はそれぞれが互いの前提になるとともに、それぞれが互いの活動に続く
ものになっている点を指摘した上で、それらは表裏一体の活動であると結論づけられている。言い
換えるなら、これらの活動はお互いに『相互構成的な本性をもつ』ものとして捉えられるべきもの
である。
このような「ふり返り」
「まとめ」の活動を、構成主義的認識論における算数･数学学習観や知識
観に基づいて考察すると次のようになる。
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「学習のふり返り／まとめ」とは、既習の内容をふり返った上で、新たな学習内容を既習事項
の中に位置づけ、更にそれをまとめる活動である。このような活動は、既に構成された知識を
もとに、新たな活動を反省的に思考することで知識を再構成することであると言える。
構成主義的認識論に立ったとき、
算数･数学の学習活動とは
「数学的知識を構成すること」
であった。
つまり、学習をふり返りまとめることそれ自体が、実は算数･数学の学習活動そのものであると捉え
ることができるのである。
このように、
一連の評価活動そのものが同時に学習活動の一環にもなっていることに注目したい。
ふり返りを行い学習をまとめることは、実はそれ自体が既に算数･数学の学習でもある。つまり、
「ふ
り返り」と「まとめ」とは表裏一体の活動であるとともに、このような評価活動それ自体が学習活
動でもあると解釈されるべきなのである。
（３）学習活動と自己評価の一体化
2000 年 12 月の教育課程審議会答申(3)において、指導と評価の一体化を図ることの必要性が指摘
された。
「指導と評価は別物ではなく、評価の結果によって後の指導を改善し、更に新しい指導の成
果を再度評価するという、指導に生かす評価を充実させることが重要である」とされ、単に評価を
することで終わることなくその評価を次の指導へと生かしていくこと、そしてまた逆に、指導にお
いて必要に応じて適宜評価を行うこと、が求められている。文部科学省の言う「指導と評価の一体
化」は、教育目標､指導､評価との間に有機的なつながりを見いだそうとするものである。
それに対して本稿では「学習活動と自己評価の一体化」という概念を提起したい。ここで言う「一
体化」とは、単に有機的なつながりを見出すことに止まらない。
「学習をふり返りそれを評価した上
でまとめる」という一連の評価活動そのものが、同時に学習活動の一環にもなっていることを指摘
している。すなわち、学習活動と評価とは不可分なものであり、表裏一体の活動として相互構成的
に構築されていくものと捉えられるのである。例えばそれまで「評価」としての側面がより強調さ
れてきていたポートフォリオ(4)についても、それを「まとめ」(学習活動)として位置づけた二宮(2003)
の指摘は、
学習活動と評価とを一体化して捉えようとする試みの一環であったと見ることができる。
更に、
「学習のふり返りやまとめ」は、学習活動の終末においてのみ行われるものではないという
点にも留意したい。学習活動を進める際に、実は常にそこには不断の評価活動が、意識的に／無意
識的に必ず介在していると捉えるべきである。それは例えばメタ認知のように、自分自身の学習活
動をモニター･コントロールする働きである。
つまり学習者は、
「学習のふり返りやまとめ」を、学習の進展に合わせて絶えず行っていると捉え
ることができるのである。そして学習活動をこのように捉えると、学習の成果は『不断の自己評価
活動の集成』としても捉えることが可能となる。
４．学習目的を志向する評価と「自己評価」
（１）学習目的を志向する評価
本稿第 2 節(2)において、教育評価を行う目的には大きく「指導目的」
「学習目的」
「管理目的」
「研
究目的」の 4 つがあることに言及した。橋本(1976)はこれら 4 つの目的に関わって、特に評価の学
習目的について次のように述べている。
この評価目的は児童生徒自身を評価者の立場に立たせ、自己評価や相互評価の様式によって自
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己の学習の向上をはからせようとする、近代的な評価目標である。
（中略）評価は、専ら教師が
行うもので、ただ間接的にだけ生徒の学習に影響するものであるとの考えは、近代評価のいま
１つの機能を見落としている。評価は、このように間接的にだけでなくて、もっと直接的に生
徒の学習の進歩に役立てられなければならない。そのことは、通知票を渡したり、成績物を返
却したりなど、いわゆる学習結果の提示で心理学的にも果たすことができるが、しかし一層の
徹底には、毎時毎時の生徒の自己評価や自己批判の形でこそ最も完全にこれを果たすことがで
きるのである。そのためには、評価を単に教師のものとしてだけでなく、更に児童のものとし
なければならない。すなわち、評価を生徒の学習活動それ自体の中の一部分として学習の場を
構成するのである。
（p.60）
学習目的を志向する評価を行う場合に最も重要なことは、評価結果が「直接的に児童･生徒の学習
の進歩に役立つ」ものであるということであろう。このような要請に叶う評価のありようとして、
近年では、真性な評価(Authentic Assessment)の研究において同様の指摘がなされている。アセス
メントにおいて重要なことは「児童･生徒が学んだことをどのようにして明らかにするか」であり、
その学習の成果をありのままに捉えようとする試みが真正な評価である。教育評価におけるこのよ
うな新しい試みは、評価の妥当性を追求しようとする姿勢の現れとも捉えることができる。
（２）
「学習のふり返り･まとめ」と「自己評価」
算数･数学の授業において近年、
「学習のふり返り」
「学習のまとめ」
「学習感想」といった総括を、
授業の最後に児童･生徒に行わせる例が増えてきた。このような算数･数学的活動には、
「自分の学習
をふり返ってまとめる」という自己評価における一連の活動として、
『評価』と『学習』という二つ
の側面が内包されている。学習のふり返り／まとめを行うことは、先ずは自らの学習をふり返りそ
れを評価した上でまとめることである。しかしこのような一連の評価活動は、同時に学習活動の一
環にもなっていること（学習活動と自己評価の一体化）に注目したい。本来、学習活動と評価とは
不可分なものであり、表裏一体の活動として相互構成的に(お互いがお互いの前提となって)構築さ
れていくべきものなのである。橋本(1976)が指摘した「評価を生徒の学習活動それ自体の中の一部
分として学習の場を構成すること」
、即ち「児童･生徒自身を評価者の立場に立たせ、自己評価や相
互評価の様式によって自己の学習の向上をはからせようとする」ことを具現化させる方策として、
「自分の学習をふり返ってまとめる」算数･数学的活動は極めて有効な手だてであると言えよう。
更には、評価を生徒の学習活動それ自体の中の一部分とした学習の場を構成することは、学習の
ふり返りやまとめがなされる場合にのみ生じるものではないと見ることもできる。学習活動と評価
の不可分性・相互構成性に着目するなら、学習活動を進める際に、実はそこには常に不断の自己評
価活動が、意識的／無意識的に必ず介在していると捉えることができる。このような自己評価(モニ
タリング)は、これまで「メタ認知」の研究において様々に議論されてきたところのものである。そ
して学習の成果とは、前節において述べたように不断の自己評価活動の集成として捉えられるべき
なのである。
５．本当の意味での学習の成果とは
学習活動と評価との関わりについて、本稿では「学習活動と評価の一体化」という概念を提起し
た。そして「学習活動と評価の一体化」は、学習のふり返りやまとめがなされる場合にのみ生じる
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ものではなく、学習活動を進める際に常に不断の評価活動が、意識的に／無意識的に必ず介在して
いると捉えるべきである。その結果として、学習の成果とは不断の自己評価活動の集成でもあると
している。
このような観点に立ったとき、学習の成果はもはや「知識や技能を獲得すること、或いは獲得さ
れた知識･技能そのもの」といった形で単純に捉えることはできなくなるであろう。知識や技能の獲
得(＝学習活動)は、
自己評価活動と常に相互構成的になされている。
そしてその自己評価の結果は、
学習活動の成果として更なる学習のための礎となる。
さらにその成果はメタ的に捉えられることで、
更なる自己評価の対象とされる。このようにメタ的に再評価された自己評価(＝学習活動)は、学習
者により客観的に捉えられた学習の成果であり、このような自己評価の結果は学習活動と相互構成
的に生成されている。このような意味において学習の成果とは、主観的に獲得された知識･技能に自
己評価活動を介させて客観的に捉え直したものと考えるべきであろう。
分かりやすく言い換えるなら、
「自分が何を学習したのか」
「自分は何を理解できたのか」
「自分は
何を獲得したのか」などをきちんと自覚しているかが問題となるのである。
例えば Skemp(1989)は学習者の理解を、
「用具的理解」と「関係的理解」に区分している。獲得
された知識･技能を「用具」として有効に使うことができても、その根源的な理解にまで至っていな
いものが「用具的理解」である。記憶している規則を機械的に適用することができる程度の理解で
ある。それに対して、より根源的な関係を把握できている理解が「関係的理解」である。このよう
な理解が構築されると、
一般的な数学的関係から特殊な規則や手続きを自ら導き出すことができる。
学習者の理解が用具的理解にとどまっている場合、何か算数･数学的活動を行ったとしても、その
内容や意味を学習者がきちんと把握できていない場合も考えられる。
「自分が何を学習したか」
「自
分は何を理解したのか」
「自分は何を獲得したのか」がきちんと自覚されないままに、学習活動が進
められた状態である。それに対して、関係的理解に基づいた算数･数学的活動であれば、学習者は「自
分が何を学習しているのか」
「自分は何を理解したのか」
「自分は何を獲得したのか」をきちんと自
覚できているはずである。更には、そのような「自覚」があればこそ、自らの学習を適切かつ妥当
に自己評価することができると言えよう。そのような意味において本稿では、本当の意味での学習
の成果を、
『知識･技能を獲得した自分を認識していること』としたい。
今日、
「考えを分かりやすく説明する」
「考えを表現し伝え合う」などの表現活動が重視されてい
る(5)。仮に「知識や技能を獲得すること、或いは獲得された知識･技能そのもの」が学習の成果であ
るとするのであれば、知識･技能が獲得された(とされる)時点で、学習の目標は達成されるはずであ
る。この場合、その後さらに「考えを説明する･表現し伝え合う」などの活動を敢えて行う必要があ
るとは思えない。一方で、内田(1986)や二宮(2005)などにおいて、
「思想を書きあらわす過程で子ど
もたちはたえず自己内対話を行っている」
「書くことによって認識が深まる」などの知見が示され、
書くことを含めた表現活動が学習者により深い理解を促すことが示唆されている。
「考えを分かりや
すく説明する」
「考えを表現し伝え合う」などの活動が今日の算数･数学の学習において強調されて
いる背景には、そのような表現力そのものを育成するという実質的な目標もさることながら、表現
活動を通して学習者により深い理解を促すことがその目標として位置づいていると捉えることがで
きる。
より深い理解･学習を、表現活動を通して促すことを算数･数学的活動の目標として位置づけるの
であれば、
「考えを分かりやすく説明する」
「考えを表現し伝え合う」などの表現活動を進める際の
前提として「自らの学習の所産を客観的に捉えておく」ことが必要になろう。自らが獲得した知識･
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技能をきちんと認識できていればこそ、
「考えを分かりやすく説明する」
「考えを表現し伝え合う」
などの活動を進めることができる。
ここで、このような表現活動を介した学習は、知識･技能の獲得と表現活動との相互構成的な営み
である点に留意したい。つまり、
「自らの学習の成果を客観的に捉えておく」ことを前提とする表現
活動を算数･数学的活動として行うのであれば、単に「知識･技能の獲得」のみならず、
「自らの学習
の成果を客観的に捉えておく」こともその活動の目的として位置づけておくのが合理的と考えられ
るのである。故に本稿では、本当の意味での学習の成果を、
『知識･技能を獲得した自分を認識して
いること』とするのである。学習の成果をこのように捉えることが、学習目的を志向する評価を行
うための前提となる。更には、学習の成果をありのままに捉えようとする試みである「真性な評価」
においても、このような学習観が評価の大前提になっていると言える。
６．おわりに
本稿では、アセスメントとしての評価と自己評価を核に、
「自らの学習理解を的確に捉えることの
できる能力」を育成することの必要性について、以下の諸点を拠り所として論じてきた。
① 児童･生徒がもつ算数･数学の知識､技能､態度についての事実･証拠を収集･整理したものであ
る「アセスメント」
② 学習者の活動をありのままにきちんと捉えることを大前提とする「真正な評価」
③「学習をふり返りそれを評価した上でまとめる」という一連の評価活動そのものが、同時に学
習活動の一環にもなっていることを意味する「学習活動と自己評価の一体化」
④ 学習活動を進める際に、実は常にそこには不断の評価活動が、意識的に/無意識的に必ず介在
しているという前提に立ち、学習の成果を「不断の自己評価活動の集成」として捉えること
⑤ 評価結果を直接的に児童･生徒の学習の進歩に役立たせる「学習目的を志向する評価」
⑥「自らの学習の成果を客観的に捉えておく」ことを学習活動の目的として位置づけることで、
本当の意味での学習の成果を、
『知識･技能を獲得した自分を認識していること』として捉え
ること
学習の成果は「不断の自己評価活動の集成」であるとの前提に立ち、学習活動と自己評価の一体
化という視点から更に『知識･技能を獲得した自分を認識していること』を本当の意味での学習の成
果として捉えるなら、
「自らの学習を自己評価する能力」は学習を進めていく上で不可欠な能力とし
て位置づくはずである。
ただしこのことは、
算数･数学の学習においてのみ当てはまることではなく、
他のどのような内容の学習においても当てはまることである。ただ、数学教育におけるリテラシー
を考えていく際にもこのような視点に立ち、
「自己評価能力」についても是非考慮していきたい。自
己評価能力は、学習を進めていく際に不可欠な能力である。自己評価活動の集成は、学習の成果そ
のものでもある。また、学習活動の本質を『知識･技能を獲得した自分の認識』とするなら、自己評
価能力を育成していくことこそが、学習活動における目的でもある。このような点において本稿で
は、自らの学習を客観的に捉え、必要に応じて自らでコントロールすることのできる学習能力（＝
自己評価能力）を、数学教育におけるリテラシーの一つとして提案したい。
註
(1) 『評価』という言葉自体が「価を評する」という意味の漢字により成り立っていることも、このよう
な認識の拠り所の一つになっているのかもしれない。
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(2) このような新しい評価観に基づく評価には、代替的評価(alternative assessment)、パフォーマンス評価
(performance assessment)、全体論的評価(holistic assessment)、所産準拠評価(outcome-based assessment)
などがある。Hart(1994)ではそれらを総括して「真正な評価」という用語を用いている。(Hart, 1994, p.9)
(3) 教育課程審議会答申「児童生徒の学習と教育課程の実施状況の評価の在り方について」2000 年 12
月、 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/12 /kyouiku/toushin/001211.htm#1
(4) ポートフォリオとは、児童･生徒の学習の履歴(記録)を１つに集約した上で、それをもう一度まとめ
直す(捉え直す)ものである。二宮(2003)では、ポートフォリオを「生徒の『自らの学び』を集約する
新しいタイプの『学習のまとめ』
」と定義している。
(5) 文科省の新しい学習指導要領では、
「各教科の内容等に即して思考･判断したことを，表現する活動と
一体的に評価する観点」を設定し、思考･判断したことを，説明，論述，討論等といった言語活動等
を通じて，思考･判断の過程を含めて評価しようとしている。
（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/gengo/1300857.htm）
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教育における批判的思考とリテラシー
久保 良宏
北海道教育大学旭川校
１．はじめに
批判的思考（Critical Thinking）は、教育におけるリテラシーの議論の中で注目されることが多
い。しかしながら、この用語の教育における捉えられ方は多義的である。
本稿では、最近、我が国で発表されている批判的思考に関する論文をレビューしたり、原著を参
照したりすることから、
批判的思考、
及び批判的思考とリテラシーとの関係について明らかにする。
具体的には、批判的思考の背景は何か、その代表的な主唱者は誰か、批判的思考の代表的な見解
はどのようなものか、なぜリテラシーとして批判的思考が今注目されるのか、学校教育において批
判的思考はどのように捉えられているのか、などについて検討する。
なお、批判的思考の背景や代表的な主唱者については、次の論文を参考にした。
・小柳和喜雄（2003）
「批判的思考と批判的教育学の「批判」概念の検討」奈良教育大学紀要 12．
・中野和光（2004）
「批判的思考を指導する授業方法に関する一考察」福岡教育大学紀要第 53 号第
4 分冊．
・道田泰司（2001）
「批判的思考の諸概念－人はそれを何だと考えているか？－」琉球大学教育学
部紀要 59.
これらの論文と参考文献に挙げた原著をもとに、批判的思考について考察する。
２．批判的思考の背景と代表的な主唱者
（１）西洋における批判的思考の歴史的な背景
小柳和喜雄（2003）は、批判的思考の根元は、西洋的思考の成立と関わっていると述べている。
そして、教育における批判的思考の関心は、生徒に論理の規則性や根拠の示し方を教えることと関
わっているとし、それは、西洋の伝統で編まれているとしている。小柳は、古代ギリシャから現代
にかけての思想の中に、次のように多様な批判的思考を見出している。
古代ギリシャに着目すると、例えば、ソクラテスの「あたりまえに思われている信念や説明を、
理由のある論理的なそれらと注意深く区別しながら反省的に問うこと」や、プラトン、アリストテ
レスの「表面的な理解を越えて、より深いリアリティを理解しようと求め、体系的に思考し、幅広
く意味の軌跡を描くこと」などである。
中世から 19 世紀までに着目すると、例えば、トマス・アキナスの「潜在的な理由の力だけでな
く、体系的に導かれ横断的に調べられる根拠の提示の必要性への着目」や、ベーコンの「知識を探
求するときに、我々は心を誤って用いることがあることの明確なる表明」
、また、デカルト、マキャ
ベリー、ホッブス、ロック、ロバートなどの「体系的に疑う原則に基づいての批判的思考の方法の
発展」や、モンテスキュー、ディドロの「人間の心は、理由によって規則付けられるとき、社会・
政治的世界の性質をよりよく明らかにできること」
、さらに、スペンサーらの「批判的思考の、人間
の社会生活の領域への拡張」や、マルクスの「資本主義の問題の応用としての、社会・経済への批
判」
、ダーウィンの「人間の文化史と生物的世界の批判的問いかけ」
、また、フロイトの「無意識の
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心への着目による、批判的思考の心理学への関心」などである。
20 世紀以降に着目すると、学校が無批判的に社会の教化機能に役立っていることを問うことに関
心が向けられる中で、デューイの「人間の思考のプラグマティックな基底（道具的性質）へ目を向
けること」や、ヴィトゲンシュタインの「人間の思考において概念化の重要性だけでなく、概念を
分析する力や限界を見つめることの重要性の検討」
、また、ピアジェの「人間の思考の自己中心性と
社会中心性の意識化、
多様な立場から理由付けできる批判的思考の発達を考えること」
などである。
そして、小柳は、教育の目的は、一般的に批判的思考を促すことであり、批判的思考のスキルや
性向があらゆる授業に組み込まれているとし、シーゲルの主張を引用し、
「批判的思考は合理性それ
自体のアイディアへつなぐことであり、合理性を発展させることは教育の中で主要なこと、あるい
は、教育の目的の１つとしてみなされている」と述べている。
（２）批判的思考の代表的な主唱者とその視点
批判的思考をどのように捉えるかについては、その歴史、学問分野等々から極めて複雑な様相を
呈し、批判的思考の定義も多様であるが、ここでは、小柳和喜雄（2003）と中野和光（2004）に着
目し、現代の批判的思考に関する研究を紹介する
小柳は、批判的思考のアメリカの代表的研究者として、エニス、マクペック、ポール、シェフラ
ー、シーゲルらを挙げ、これらの研究者の間において批判的思考の捉え方には差異があるとしなが
らも、ポールらの「信念や行動へのガイドとして、観察・経験・省察・理由付け・コミュニケーシ
ョンから集められた情報や、またそれらを通じて生み出された情報を、能動的・技術的に概念化し、
応用し、分析し、総合し、評価する知的で体系的な過程である。また科学的思考・数学的思考・歴
史的思考・人類学的思考・経済学的思考・道徳思考・哲学的思考といった一連の編みこまれた思考
のモードの中に組み込まれている。
」との解釈を示している。
さらに、ポールらは、批判的思考は次の２つの構成要素をもつことを主張している。
１）情報や信念を処理したり生み出したりする一連のスキル
２）関連する知識に基づくが、行動をガイドするためのこのようなスキルを用いる志向性や習慣
ここでのスキルとは、理由、真実、証明を求める能力である。そして、
「強い意味」での批判的思
考をする人は、
「明確さ、正確さ、公正さ」の適切な志向を持っているらしい。
」としている。そし
て、批判的思考の志向性について、
「志向性への着目は、スキルだけの見方を超えている点で確かな
長所を持っている。批判的思考の「批判」の意味が、西洋で尊重されてきた「論理的・分析的・合
理的」な意味を持つと共に、志向性と結びつく、
「自己省察や生き方への模索」の意味を持つことが
できることも見えてきた。
」と述べている。さらに、ポールは、批判的思考における「対話」の重要
性についても触れている。
中野は、ゼックマイスター、ハルペルン、エニス、ポール、シーゲルの批判的考を次のように捉
えている。
・ゼックマイスター：適切な基準や根拠に基づく、論理的で偏らない思考
・ハルペルン：目的をもち、推理された、目標志向の思考
・エニス：陳述の正しい評価、信ずるべきことやなすべきことを決定することに焦点化した反省的
合理的思考
・ポール：
（強い意味での批判的思考であり）公平性をもって他者の視点を理解しようとする思考
・シーゲル：理性（一般的規則や原則に従うこと）によって適切に考えること
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中野はこれらをもとに、批判的思考とは、一般的には「適切な根拠や基準に基づく、公平で偏ら
ない態度を持った思考のことであろう」と述べている。さらに、マックペックの「考えるとはいつ
も何かについて考えるのである。思考能力一般というものはあり得ない。
」との捉え方から、中野は、
「思考は常に何かについての思考であるから、内容を含んでいる。その意味では、批判的思考は、
内容、スキル、態度の３つからなる。
」としている。また、ベイリンらの主張として、批判的思考の
中心は判断であり、質の高い思考をするための、文脈に適切な背景となる知識、論議や探究の原則
や基準に関する知識、批判的概念に関する知識、適切なストラテジーに関する知識が必要であると
いうことを紹介している。
３．批判的思考の代表的な見解
（１）諸外国における批判的思考
批判的思考の捉え方は、これまで概観してきたように極めて多様である中で、道田泰司（2001）
は、様々な学問領域に着目して、教育界や心理学界などにおける批判的思考についての研究を紹介
している。
本節では、主として道田の研究成果をもとに、諸外国における批判的思考の代表的な見解につい
てまとめる。なお、道田の論文では、人名は原語のアルファベットであるが、本章では可能な限り
片仮名に直してある。
①教育界における批判的思考
道田は、井上尚美（1985）らの研究をもとに、教育界における批判的思考に関して次のようにま
とめている。批判的思考という用語はアメリカの教育界において 1930 年代に社会科と国語で主張
されたものであり、その後、1960 年代には教育の現代化とともに脚光を浴びるが、1970 年代には
基礎学力重視の声にかき消され、1980 年代に入ってからは、逆に基礎学力の中に位置づけられて再
登場してきた。
そして、1960 年以前の研究を初期の批判的思考の研究と位置づけ、グレーザー、ドレッセルとメ
イヒュウ、エニスらの研究を紹介している。
グレーザーは、1941 年に、批判的に考える能力として、自分の経験の範囲内に入ってきた問題や
ものごとをじっくり考えようとする態度、論理的な探究や推論の方法に関する知識、これらの方法
を使う技能、の３つを示している。さらに、批判的に思考するために必要なものとして、次のもの
を挙げている。それは、証拠に照らして信念や知識を調べようとする努力、問題を認識する能力、
問題を解く方法を探す能力、情報を集め、整理する能力、述べられていない仮定や価値を明らかに
する能力、言葉を正確で明確かつ区別して理解し使う能力、データを解釈する能力、証拠や議論を
吟味する能力、命題間の論理的関連性の存在（あるいは非存在）を認識する能力、適切な結論と一
般化を行う能力、到達した結論と一般化を吟味する能力、幅広い経験に基づいて自分の信念を再構
築する能力、特定のことや日常生活の質について正確な判断を下す能力、といったものである。そ
して、道田は、民主主義を日常的に実践する上で、論理的探究に関する知識も重要だが、より重要
なのは批判的思考に含まれる態度であり、批判的思考を、態度・知識・技能の３つの側面から捉え
ることが今日でも影響を与えていると述べている。
ドレッセルとメイヒュウは、1954 年に、
「一般教育の評価に関する共同研究」において行なわれ
た批判的思考の概念の明確化に関する 2 つ委員会の試みについて述べている。第 1 の委員会におけ
る「社会科学の目的に関する委員会」では、具体的な行動のリストの形で「批判的思考」を定義す
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るために、学校教育における授業で観察された行動やテスト項目に基づいて、次のリストが作成さ
れた。それは、1．中心的な問題を明らかにする、2．底にある仮定を明らかにする、3．次のやり
方で証拠や専門家を評価する（a.ステレオタイプや陳腐な決まり文句はないか、b.バイアスや感情
的要素はないか、c.検証可能なデータと検証不可能なデータの区別、d.関連あるものと無関連なも
のの区別、e.本質と偶然の区別、f.データは適切か、g.事実が結果の一般性を支持するかどうか、h.
一貫性のチェック）
、4．正しい結論を導き出す、というものである 。第 2 の委員会における「批
判的思考に関する委員会」では、
「批判的思考」の問題解決的側面に関する次の５つのポイントから
なる「批判的思考」における技能のリストが作られた。それは、1．問題を定義する能力、2．問題
を解決するための適切な情報を選択する能力、3．明示的／非明示的な仮定を認識する能力、4．適
切で見込みのある仮説を形成し選択する能力、5．妥当な結論を導き出し，推論の妥当性を判断す
る能力である。
道田によれば、この２つのリストの差異は、前者は、社会科学においては民主的な社会における
責任ある市民という観点が入ってくること、後者は、一般的な問題解決の枠組み、問題理解－解法
探索－解法適用－解法吟味－答案作成（伊藤・安西, 1996）に添うような形のリストとなっている
ところにあるとしている。
エニスは、1962 年に、批判的思考を「命題を正しく評価すること」と狭く定義している。そして、
批判的思考の内訳として次のリストを示している。それは、命題の意味を把握する、推論の過程に
あいまいな部分がないか判断する、命題間に矛盾がないか判断する、結論が必然的に導き出される
か判断する、命題が十分に明確か判断する、命題は原則をきちんと適用したものか判断する、観察
結果が信頼できるものか判断する、帰納による結論はちゃんとしたものか判断する、問題が明らか
になっているか判断する、仮定は何か判断する、定義は適切か判断する、専門家の主張は受け入れ
可能か判断する、というものである。
ところで、批判的思考に近い概念として、デューイの「省察的思考」がある。
「省察的思考」には、
暗示、困難の知性化（問題設定）
、仮説の構成（観察などの操作を開始するため）
、推論（仮説の精
緻化）
、仮説の検証、の５つの側面がある。道田は、デューイの「省察的思考」とは、批判的思考の
中の問題解決的な側面に焦点が当てられたものと解釈している。
一方、1980 年代以降の批判的思考に関する研究について、道田は、マクペック、エニス、ベイヤ
―、シーゲル、ホーズ、ポール、ルッジェロの研究を紹介している。
マクペックは、1981 年に、批判的思考を「問題解決に使われる注意深い的確な思考」と広く捉え、
その上で、批判的思考が懐疑（無差別的ではなく）や賛同の保留を含んでいることを指摘し、
「問題
の領域内で省察的な懐疑を適切に使うこと」と説明している。
エニスは、1980 年代に入って、
批判的思考の定義を
「何を信じ何を行うかの決定に焦点を当てた、
合理的で省察的な思考」と変更し、この定義の中には、仮説の形成、問題を別の視点から見ること、
質問すること、別の解を考えること、計画を立てること、といった創造的な思考も含まれるとして
いる。これがエニスの 1962 年の定義から拡張された部分である。なお、批判的思考は、傾性（情
意的側面）と能力（認知的側面）の２つの側面からなると考えている。
ベイヤ―は、1985 年に、過去 30 年間に示された定義から、批判的思考を「心的操作の次元」と
「心的枠組みの次元」に分けて検討している。前者では批判的思考の 10 の技能を明らかにしてい
るが、それは、検証可能な事実と価値の主張を区別する、情報源の信頼性を決定する、命題が事実
かどうかの正確さを決定する、関連した情報や主張、理由と無関連なものを区別する、バイアスを
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見つける、述べられていない仮定を明らかにする、曖昧な主張や議論を明らかにする、推論の過程
において論理的な一貫性のなさや誤謬を見つける、根拠のある正当な主張と正当でない主張を区別
する、議論の強さを決定する、というものである。また、後者の批判的思考における心的枠組みの
次元については、(1)情報を評価する必要性に対する敏感さ、(2)意見をテストする意志、(3)全ての
観点を考慮する欲求、と記している。そして、ベイヤ―は、批判的思考を、
「情報や主張の信憑性や
正確さ、価値を決定する過程」とまとめている。
シーゲルは、1986 年に、批判的思考を「理由に焦点を当てることであり、信念や主張や行動の正
しさを、保証する理由の力」であると定義している。そして、理由を適切に評価する技能と、自分
の行動や信念の基礎を理由におく欲求や傾向という２つの中心要素があるとしている。後者は、批
判的態度、批判的精神と呼ばれる態度、傾向、習慣、性格特性であり、具体的には、判断や行動を
原則に合わせる欲求、判断や行動の基礎を理由に求める傾向、不公平や気まぐれを拒否する態度、
関係のある証拠を客観的に評価する態度、批判的思考のそのような側面に、知的正直さ、証拠への
公平さ、偏りのない関心、客観性として価値を置く、といったものである。
ホーズは、1990 年に、批判的とは極端に狭い定義である間違い探しとは違い、論理的に、合理的
に何かを説明し、評価することを指しているとし、批判的思考を「ある種の合理的な評価によって
特徴づけられた思考」と定義している。
ポールは、1995 年に、批判的思考を「1)訓練された、自ら方向を決める思考で、思考の特定のモ
ードや領域に適するように完成された思考、2)知的技術と能力の精通を示す思考、3)自分の思考を
よりよく、より明確に、より正確に、より防衛力のあるものにしようとするときの思考の技法」 と
定義し、２つの形態に弁別できるとしている。一方は、利己的、詭弁的、もう一方は、公正なもの
である。
ルッジェロは、1998 年に、批判的思考を「自分が作った考えを概観し、どんな行動が最もよく問
題を解決するかや、その問題についてどんな信念が最も合理的かについて、一時的な決定を行い、
そしてその解決や信念を評価し磨きをかけることである」と定義している。
②心理学界における批判的思考
道田は、心理学界における批判的思考を、多様な「思考」との関連から述べるとともに、批判的
思考ができる（可能な）人間像についても具体的に示している。
例えば、グリーノは、1989 年に、批判的思考を「ある意味を理解したり評価することなく単に受
け入れたり実行するのではなく、省察的に考えられることである」と定義し、情報を理解し課題を
遂行するときのモニタリングというメタ認知過程を挙げている。
スミスは、1995 年に、批判的思考を「証拠を集め、代替案を慎重に評価して結論に達することよ
りも、先入観を排除する、論理的で合理的な過程」と定義し、批判的思考者のもつ特徴として、次
の 7 つを挙げている。それは、1.柔軟である―彼らはあいまいさと不確実に耐えることができる、
2.内在するバイアスや仮定を同定する、3.懐疑的な雰囲気を維持している、4.事実と意見を分ける、
5.過度の単純化をしない、6.論理的な推論プロセスを使う、7.結論を導く前に利用可能な証拠を検討
する、というものである。なお、これらの内容は、批判的思考的観点を持つ心理学の文献のもので
あるという。
ハルパーンは、1996 年に、批判的思考を「望ましい結果を得る可能性を増大させるために、認知
的な技術や方略を用いること」と定義し、それは目標志向的思考であると述べて、
「
「批判的」の語
は、あら捜しではなく、判断の評価であり、理想的には、思考過程を改善するための情報を提供す
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ることをも目的としていること」
「批判的思考は高次思考技能といってもよいこと」
「それは複雑な
ものであり、判断、分析、統合を必要とすること」
「高次思考は、省察的思考を含み、文脈に敏感な
ものであり、自己モニタリングを含む思考であること」であると説明を加えている。
ラヴィーは、1997 年に、批判的思考を「能動的で体系的な認知的方略で、正しい推論と妥当な証
拠に基づいて、出来事を評価・理解し、問題を解決し、意思決定をするために使われる」と定義し
ている。
バーンスタインは、1997 年に、心理学教育の中で批判的思考を教育目標の中に位置づけ、心理学
研究法を批判的思考の文脈の中で教えている。この中で、
「分析のための５ステップ」として次のこ
とを学生に紹介している。それは、1.私は何を信じさせられようとしているのか、2.それを支持す
る証拠として手に入れられる事実は何か、3.その事実は他にも解釈できないか、4.どのような証拠
があれば新しい解釈の妥当性が検討できるか、5.最も合理的な結論は何か、というものである。バ
ーンスタインは、見せかけの超能力を学生に評価させ、研究法や批判的思考が日常的にも役立つこ
とを、心理学の授業を通して学生に認識させている。
ウェデは、
バーンスタインと同様に、
心理学教育の中で批判的思考を考えている研究者であるが、
1997 年に、批判的思考を「しっかりとした裏づけのある根拠に基づいて主張を評価し、判断を下す
能力と意志」と定義し、批判的思考のガイドラインとして次の８つを挙げている。それは、1.問い
を立てよ、2.問題を定義せよ、3.根拠を検討せよ、4.バイアスや前提を分析せよ、5.感情的な推論（
「私
がそう信じるからそれは真実」
）を避けよ、6.過度の単純化をするな、7.他の解釈を考慮せよ、8.不
確実さに耐えよ、というものである。
レフトンは、1996 年に、批判的思考は「証拠を評価し、選択肢を検討し、結論を査定し、結論が
意味があるかを決定する」ことからなっていると述べ、日常的な判断などにおいて批判的に思考す
るために大事なこととして、次のことを挙げている。それは、利用可能なもの（最初に思いついた
答え）に固執するな、あまり早く一般化するな、楽な決定（解決）に固執するな、最初の考えに一
致するような決定に固執するな、一部の利用可能なアイデアや前提だけを検討するな、感情的にな
るな、元々持っている考えに固執せずオープンになれ、といったものである。
ブラウンとキーレ―は、1998 年に、批判的に思考するためには、批判的な質問（＝正しい質問）
を自分で能動的に組み立てる一連の技術や態度が必要であるとし、批判的思考を、1.相互に関係し
た一連の批判的な質問に気づくこと、 2.適切なときに批判的質問を問い、答える能力、 3.批判的
質問を積極的に使う欲求、の３点から定義している。また、ブラウンらは、
「スポンジ思考」と「砂
金取り思考」という２つの思考を対立させている。前者は、無批判的に吸収する思考であり、後者
は、能動的に関わり自分で情報を選ぶ思考である。また、後者が批判的思考であるが、両者は補い
あうものであると捉えている。
なお、道田は、教育界や心理学界のほかに、看護教育、消費者教育、論文作法などの領域におけ
る批判的思考の捉え方についても研究している。例えば、看護教育では「直線的な問題解決ではな
く、省察的な思考に基づいて認知を方向づけることであり、あいまいさに耐えることである」
（合理
的な線形の理想を適用するのではなく、複雑な意味を分析し、解を批評し、別の解を探し、随伴性
と関連した価値判断を行うものとしての批判的思考）という解釈を、消費者教育では「知識、論点、
何らかの主張が正しいかどうかを、理性の導くところによって分析し、査定するための思考」とい
う解釈を、また、論文作法では「批判的思考とは、自分が見ているもの、見ていると思うもの、そ
れが意味すると思うもの、を分別する能力」という解釈を紹介している。
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（２）日本における研究
日本でも、諸外国の研究を参考に、批判的思考について様々な解釈がなされている。例えば、次
のようなものである。
久原恵子・井上尚美・波多野誼余夫（1983）は、批判的思考を「首尾一貫した確かな解釈を構成
しようとする過程でなされる推論の適切さ（形式的妥当性も含む）
、その推論によって導かれた言明
の真偽の度合い、ないしはこの推論と与えられている情報や常識を使って構成された解釈の確かさ
の程度を評価する能力」と定義している。
井上尚美（1989）は、グレーザーなどの先行研究を引用しながら、断定的ではないものの、批判
的思考を「論理的思考プラス意味論プラス評価だといっていい」と記している。ここでの意味論と
は、
「アイマイなことばと厳密なことばの区別」や、
「ことばの内包的な意味と外延的な意味の違い
を理解すること」を指している。また、井上は、批判的思考力育成を目指す「言語論理教育」を提
唱しており、ここでは、
「情報の真偽性・妥当性・適合性を一定の基準にもとづいて判断し評価でき
るようになること」
（道田,2001）としている。
楠見孝（1996）は、認知心理学の立場から批判的思考を捉え、批判的思考を、合理的（理性的、
論理的）思考であり、人の話を聞いたり、文章を読んだときにはたらき、さらに議論したり、自分
の考えを述べるときにも働く、と説明している。そして、自分の推論過程を意識的に吟味する反省
的な思考であり、何を信じ、主張し、行動するかの決定に焦点を当てる思考であり、仮説、視点、
疑問、解決、プランなどの生成を含んでおり、幅広く定義すれば、基準に従う、目標志向的思考と
いうことができるとしている。また、帰納的推論が中心的役割を果たしており、創造的思考の十分
条件ではないが、必要条件として位置づけられていると述べている。
道田泰司（2001）は、批判的思考を「批判的な態度（懐疑）によって解発（リリース）され、創
造的思考や領域固有の知識によってサポートされる論理的・合理的な思考」と定義している。その
後、先に記した定義に、
「見かけに惑わされず、多面的にとらえて、本質を見抜くこと」といった表
現を付け加えている。そして、批判的とは、自分や他人のものの見方や考え方を無反省に、また、
短絡的に受け入れるのではなく、自覚的に吟味することであり、これは、
「自分の思考の意識化」で
あるとしている。
４．リテラシーとしての批判的思考力
（１）フレイレの批判的思考
批判的思考力は、これまで見てきたように、ギリシャ時代からその重要性が認識されていた。し
かし、それはギリシャ時代の貴族のように一部の人々による思考においてであった。すべての人間
にとって、すなわち一般の人々のリテラシーとして批判的思考力が注目されるようになったのは、
ブラジルの教育学者フレイレの『被抑圧者の教育学』
（原著発刊、1970 年）においてである。
ユネスコでは、世界における文盲の一掃ということから、当初は単に「教科書に書かれている言
葉を理解できるようにする」
（識字：リテラシー）であったが、その後、
「社会経済的、文化的活動
に役立つことを保証する」
（機能的識字：ファンクショナル・リテラシー）ことへと移っていった（ユ
ネスコ、1975）
。このような中で、フレイレはさらに一歩進めて、すべての人のリテラシーとして
の批判的思考の重要性を強調した。
フレイレは、南米やアフリカにおける識字教育の中で、すべての人の識字にとっては批判的思考
―163―

が必要不可欠であり、しかも、どのような人でも批判的思考を身に付けることを見出した。フレイ
レは、教師が教え、生徒がただそれにおとなしく従うだけの教育を「銀行型教育」と呼んで批判し、
教師と生徒が対等な立場で対話を通して互いに教え合う「課題提起型教育」を提唱した。そして、
課題提起教育は、
「何ものかになりつつある過程の存在として、すなわち、同様に未完成である現実
のなかの、現実とともにある未完成な存在として、人間を肯定する」とし、人々を批判的思考者に
するとした。そして、
「真の対話は、批判的思考を含まないかぎり存在しない」
、つまり「批判的思
考を要求する対話だけが、同時に批判的思考を生み出すことができる」とし、
「探究がもっとも教育
的であるのは、それがもっとも批判的になされる場合である。もっとも批判的であるのは、それが
部分的で個別化された現実の見方という狭い枠から離れて、現実総体をつかむことに固執するとき
である」とした。
（２）OECD の批判的思考
経済協力開発機構（OECD）は、1997 年頃に、教育指標としての「生徒の学習到達度調査」
（PISA）
の実施計画を立て始めるとともに、各個人の基礎となる能力を定義する理論的・概念的基礎を研究
するプロジェクトを開始した。後者のプロジェクトは、後の 2003 年にキー・コンピテンシーを発
表した（ライチェン他、2006）
。そして、このすべての人に必要なキー・コンピテンシーの核心に
は、思慮深さ（反省性）
、つまり批判的思考があるとした。
キー・コンピテンシーとは、民主的な社会における「人生の成功と正常に機能する社会の実現」
のためにすべての人に必要な特に重要な力であり、①道具を相互作用的に用いる力、②自律的に活
動する力、③異質な集団で交流する力、の３つの力であるとし、キー・コンピテンシーの中心にあ
るのは「道徳的で知的な成長の現れとして自己を考え、自らの学習や行為に責任を取れる個人の能
力である」とした。なお、PISA の調査目標である読解力、数学的リテラシー、科学的リテラシー
は、①道具を相互作用的に用いる力に相当するとしている。
すべての人に必要なキー・コンピテンシーの核心にある思慮深さは、
「相手の立場に立つことを要
求」するとし、
「メタ認知的な技能（考えることを考える）
、批判的なスタンスを取ることや創造的
な能力の活用」が含まれるとした。そして、
「自分を社会的な抑圧から一定の距離を置くようにし、
異なった視点をもち、自主的な判断をし、自分の行いに責任を取る」ことが個人に要求されるとし
ている。
５．学校教育への示唆
学校教育における批判的思考の育成について論じたものもある。ここでは、教科教育に着目した
研究の一端を紹介する。
黒谷和志（2001）は、フレイレの主張を根底に置き、銀行型教育の対置の中で捉えられる課題提
起型教育において、対話を中軸に据えた教育方法について論じている。課題提起教育は、
「調査－テ
ーマ化－課題提起」というサイクルによって構想され、この過程で、批判的思考の形成が促される
としている。そして、その前提条件となるものとして、
「①生徒の「声と経験」にねざす」こと、
「②
教師と生徒の関係を捉え直す」こと、
「③生徒の「声と経験」をもとに公共的なテーマを立ち上げる」
ことの３つを取り上げている。
中野和光（2004）は、批判的思考は教科から離れて指導する一般的アプローチと、教科の学習の
中で指導する場合とがあると述べ、さらに、教科学習においては、内容の学習に没頭するアプロー
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チと、内容の学習と批判的学習思考の技能や態度も併せて指導するアプローチに区別されるとして
いる。そして、授業において批判的思考を指導する場合について、社会科を例に、
「問題を定義する
技能」
「情報を位置付け、選択し、組織する技能」
「情報を評価する技能」の３つの技能について紹
介している。そして、中野は、批判的思考は一般的アプローチでも根拠、基準に基づいて論理的に
分析する技能や態度を育てることができるとしながらも、学校教育では、とりわけ、教科の学習の
中で育てられるべきであろうと述べている。
八重樫一矢と田代高章（2007）は、
「知識を単に覚えることや、真理・真実は当然であるという
授業では、教科書の内容を無批判・無媒介に吸収させようとするものになろう」とし、同じ内容で
も見方が違う教材を研究していくことが必要であると述べている。そして、批判的思考については
その目標を学校現場で実践するのは難しく、大目標を支える中目標として「所与の前提をいったん
相対化して問い直し、異質な他者とのかかわりにおいて多様な見方を認め、反省的思考をとおして
合意を見いだしていく能力」と捉えることを提案している。
また、浅野秀之（2002）
、柴田義松（2006）らは、教科教育における具体例を示している。
６．おわりに
本稿では、いくつかの文献から、批判的思考の捉え方の一端を示すとともに、批判的思考がすべ
ての人のためのリテラシーと考えられるようになってきた発端を探ってきた。
批判的思考の捉え方は、時代や学問領域等々によって多様であり、変化している。批判的思考の
根源は、西洋的思考との関係の中に見出すことができ、さらに、それは省察的思考、生産的思考、
目標指向的思考、合理的思考、高次思考、創造的思考、等々と関連し合っている。
批判的思考の代表的な主唱者の言からは、批判的思考では、例えば、問題の認識、信頼性の決定、
情報の収集と整理と評価、感情的要素の排除、仮定や価値の明確化、的確な推論、妥当な仮説の形
成、事実と価値の区別、得られたものの吟味、事象の関連性、等々に着目することが強調されてい
る。これらは、批判的思考における能力とも捉えられ、批判的に考えるためには、問題やものごと
をじっくりと考えようとする態度、論理的な探究や推論の方法についての知識、そして、これらの
方法を使う技能、といった「態度」
「知識」
「技能」の３つが重要であると考えられる。
また、このような批判的思考は、フレイレの識字教育の実践を通して、現実的なテーマと対話に
よって、すべての人に必要で、しかも、すべての人が身に付けられるリテラシーとなることが示さ
れている。そして、批判的思考は、OECD のキー・コンピテンシーにおいては思慮深さ（反省性）
の中で捉えられ、キー・コンピテンシーの中核ともなっている。
本稿で検討した点を踏まえ、
「批判的思考」について筆者の見解を教育という視点から述べれば、
批判的思考とは、ある事象に対して、一方向だけから考察するのではなく、事象を多面的に見て、
異なる他者の考えを自分の考えと対比しながら、
他者が主張する立場や考えに立って検討し、
公平、
平等といった概念を加えながら、先入観にとらわれることなく、論理的で偏らない思考を通して、
真実により近づいていくというものであると考えられる。ここでは、対話によって生ずる対立の場
面から解決すべき課題が明確になっていくことが重要であり、これを教科教育に照らせば、その一
端は、
問題解決や問題解決の授業、
またコミュニケーションにも共通するものであると捉えられる。
さらに、批判的思考では、そのすべての過程において、民主的な社会をつくりあげるという目的に
対する態度形成が求められるとともに、解決すべき事象に対して、その文脈に適切な背景となる知
識や適切なストラテジーが重要な意味を持つことになると考えられる。
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本稿においては、批判的思考一般について簡単に述べてきたが、算数・数学教育については触れ
ることができなかった。しかしながら、批判的思考が、ギリシャ時代の西洋的思考を起源とするな
らば、それは学問としての数学の、演繹による体系的な考え方の起源と一致するとも考えられる。
算数・数学で筋道立てて考えようとすることは、批判的思考とも言えるであろうし、さらに、現代
の社会的・文化的課題を算数・数学で扱えば、そこには当然批判的思考が介在してくると思われる。
このように考えると、数学的リテラシーの考察において、批判的思考は重要な役割を占めてくると
考えられる。
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オランダにおける数学的リテラシーの育成
―初等的な数学の洗練した活用―
大谷 実
金沢大学
１．はじめに
数学的リテラシー育成の在り方に関して，オランダ王国 (以下，オランダ) の数学教育は一つの
モデルとなりうる．このことは，数学的リテラシーに関して国際的に幅広い影響力を持つ「OECD
PISA の評価枠組」において，故ハンス・フロイデンタール (Hans Freudenthal) の数学教育論が思想
的骨格を与えているという研究 (伊藤，2009) や，フロイデンタール研究所前所長ヤン・デ・ラン
ゲ (Jan de Lange) 氏が「数学的リテラシー国際専門委員会」の座長をつとめていること (国立教育
政策研究所, 2007) などからもうかがえる．
本稿では，オランダの初等・中等教育段階における数学教育の実際から，わが国ではあまり見ら
れない特色を取り上げることを通して，数学的リテラシー育成の在り方を検討する視点を提供する
ことを目的とする．以下では，先ず，オランダの教育制度の概要にふれ，次に，オランダの数学教
育の理論的な基盤である「現実的数学教育論」とそれに基づく教育課程，学習指導，評価について
具体的な事例を紹介する．最後に，数学的リテラシーの育成に関して，オランダの数学教育から学
ぶことができると思われることを述べる．

２．教育制度
オランダでは，
「教育の自由」が憲法で保障されており，学校設立や運営等に幅広い自由度がある
点に教育制度の特色がある．実際，多様なオールタナティヴ・スクールが設立され，すべての学校
で学校裁量による特色ある運営がなされている．
学校体系は次頁の図 1 で示されている (リヒテルズ直子，2004: 127)．初等教育は 8 年制(4-12 歳)
であり，第 1 グループから第 8 グループと呼ばれる．義務教育は公立・私立を問わず無償で，第 2
グループ(5 歳)から始まるが，4 歳から適当な時期に小学校第 1 グループに入学することができる．
学校区などはなく，児童・生徒は自由に学校選択ができる．小学校は，わが国と同じ第 3 グループ
から第 8 グループの 6 年間である．初等学校の数は約 7000 で平均児童数は 250 人程度である．
オランダでは，基本的に，前段階の卒業が上級段階の入学資格となっている．初等学校の卒業は，
学校内試験と 9 割以上の学校が受けるシト (CITO: オランダ測定評価研究所) テストの総合評価に
より認定される．
中等教育は複線型で，小学校卒業時の 12 歳の段階で，児童は 3 種類の中等教育のコースから 1
つを選択する．それらは，6 年制の大学準備教育 (フェー・ヴェー・オー：VWO)，5 年制の高等職
業専門学校準備 (ハーヴォ：HAVO)，そして 4 年制の中等職業訓練学校準備コース (フェー・エム・
ヴェー・オー：VMBO) である．VMBO では，基礎，中等，理論の下位コース，HAVO には VWO
混合コース，VWO には古典語を学ぶギムナジュウムがある．オランダの中等学校数は約 700 で，
基本的に 3 つのコースを併設している．この点で，普通科・工業科・商業科などが学校毎に分離す
るわが国の設置方式と異なっている．
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設定，教育課程の開発，教科書の編集などに反映されている．
「現実的数学教育」は，学校数学の目標を「市民性 (citizenship) の育成」や「仕事 (work) への
基礎的な準備」に置いている (van der Kooij, 2010)．このような目標は，OECD PISA における「数
学的リテラシー」の定義「数学が世界で果たす役割を見つけ，理解し，現在および将来の個人の生
活，職業生活，建設的で関心を持った思慮深い市民としての生活において確実な数学的根拠に基づ
き判断を行い，数学に携わる能力」(国立教育政策研究所, 2007: 68) と軌を一にする．将来の職業と
関わる複線系の学校体系を持つオランダでは，将来の職業生活も含めた思慮深い市民の育成に配慮
した学校数学の教育課程を編成することを重視する．フロイデンタール研究所のファン・デア・コ
ーイ氏は，国際的にみて，学校数学は，線形的に配列された内容の継続的な学習を志向しており，
市民性の育成や仕事への基礎的な準備を志向するものとなっていないことを指摘する．その際，リ
ーン・スティーン (Leen Steen) 氏の次の言葉を引用し，中等後期段階の職業学校準備教育の数学教
育の改革の必要性を説いている．
「仕事場における数学は，教室におけるように，洗練した数学を初
等的に使うというよりも，むしろ初等的な数学を洗練したしかたで使うのである [下線部引用者強
調]．
」 (Steen, 2003).
次に，数学科の教育課程を見てみる．
「数学」は義務教育段階で必履修教科である．教育課程は，
「中核目標」として大綱的にしめされているので，以下では，具体的な教科書の教材を例にあげて
説明する．
初等学校では義務教育ではない第 1 学年から数学が学ばれる．
「現実的数学教育」の思想にもと
づき，教科書では，現実の文脈に根差し，領域横断的な内容を学習する．ここでは，採択率の高
い”Pluspunt”の教材を紹介する．この教科書では，一つの身近な場面で 15 時間からなる単元を構
成している．例として，第 8 グループの第 5 単元は，
「飛び発つ」という単元名で，オランダのス
キポール空港を場面として，場合の数，割合，種々の四則計算，統計，立体図形が学ばれる．1 つ
の単元では，教科書とともに，課題集と発展教材集も併用される．最初の 11 時間は教科書と課題
集を使用し，13-14-15 時間は，教科書と発展教材集を使用する.この単元では，教科書を 1, 3, 6, 8, 11,
13-14-15 時間目に，課題集は 2, 4, 5, 7, 9, 10 時間目に，発展教材集は 13-14-15 時間目に使用され
る．12 時間目は，児童の達成度の評価にあてることができる．
”Pluspunt”の「飛び発つ」の教科書で取り上げられている問題を紹介する．1 時間目は，スキポ
ール空港の搭乗カウンター，フライトスケジュール，ショッピング，発着などの様々な場面の写真
を見た後に，ある航空会社が毎日欧州の主要 6 都市を結んでいるとき，航路は何通りあるかや，免
税店でどれだけ割安で買い物ができるかを求める．3 時間目は，300 人の乗客へのサービスに必要
な食糧を準備したり (例えば，
8 人中 6 人がコーヒーを飲むとき，
なにをどれだけ準備するかなど)，
ツアーに参加する家族の旅行代金の総額を計算したりする．6 時間目には，
「3 分間で荷物の 6/7 を
機体から下ろすとき，1 分間ではどれだけ下ろすか」などの単位量当たりの大きさを求める．8 時
間目は，ショップで贈り物に用いる箱の展開図を考えたり，レストランで準備する食糧の容量につ
いて単位換算の計算を行ったりする．11 時間目では，スキポール空港の収入や人件費を表す桁の大
きな数を処理したり，空港周辺の地図と滑走路の長さをもとにして土地の広さを求めたり，時速
965.7km で 13.5 時間飛行したときの航行距離を求めたりする．
中等教育では，最初の 3 年間は「基礎形成教育」と呼ばれ，コース間で共通性の高い数学科課程
を編成している．
「基礎形成教育」段階では，
「数学 1」
，
「数学 2」
，
「数学 3」という科目を年次進行
で履修する．特に，
「ブリッジクラス」の 2 年間では，VMBO の 3 つの下位コース，HAVO と VWO
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で共通の課程が設けられている．このようなことから，
「基礎形成教育」段階にあっても，各学年で
4-5 種類の教科書が使用されることになる．
中等教育の 3 年以降は，HAVO と VWO で，その後の進路に応じて「数学 A」と「数学 B」の科
目を選択履修する．
「数学 A」は，高等教育で人文・社会科学系や経済系や他の関連学問領域を学ぶ
ために必要とされる数学で，大学や高等職業専門学校の専門課程で数学の継続的学習をさほど必要
としないが，数学を道具としてある程度使用できなくてはならない生徒を対象としている．その中
心内容は離散数学，確率・統計，若干の微積分からなり，数学の応用，モデル化，高次の思考，問
題解決のプロセスを重視している．他方の「数学 B」は，大学や高等職業専門学校で数学，自然科
学，工学などを学ぶために必要とされる数学で，中心内容は微積分で，抽象的な純粋数学も扱われ
る．これらの科目は，フロイデンタール研究所の前身 OW&OC (数学教育・計算科学センター) で，
ヤン・デ・ランゲ氏とマーティン・キント (Martin Kindt) 氏らが 1981 年に組織した「ヒューヴェッ
ト (Hewett) プロジェクト」において開発され，1985 年より実験的に試行され，1989 年から正式に
導入された科目である (de Lange, 1987)．近年は，生徒の学力に配慮した学習の分化のために，
「数
学 A」と「数学 B」に加えて，
「数学 C」と「数学 D」の科目が加わった．
「数学 C」は「数学 A」
のレベルを落としたもの，
「数学 D」は，
「数学 B」のレベルを上げたものである．筆者は統計的な
データを持ち合わせていないが，
「数学 C」と「数学 D」の履修割合はあまり高くはないとのことで
ある．このように，オランダでは，生徒の能力や適性，将来の職業生活も含めて，思慮深い市民の
育成に配慮した学校数学の教育課程を編成しようとしている．
ここで，オランダの中等教育段階の数学で最も特徴的である「数学 A」について述べることにす
る．
「数学 A」は，その開発のねらいにあったように，純粋・抽象数学よりも実世界への数学の応用，
モデル化，高次の思考，問題解決のプロセスの育成を意図していた．表 1 は，
「数学 A」の一つの教
科書シリーズ 「現代数学」
(
Moderne Wiskunde, Boer W. et.al, 2004) の内容構成である．この教科書は，
4 冊構成 [A1(B1)-1，A1(B1)-2, A1-3, A2] からなっており，表中の項目は章の内容を表している．こ
こで，表 1 中の A1-1 と A1-2 に解析関連の内容が含まれているのは，VWO の教科書の 2 冊が「数
学 B」と合本になっているためである．
A1-1

A1-2

A1-3

A2

・関数とグラフ電卓

・高次関数

・行列の計算

・導関数

・代数とグラフ電卓

・対数関数

・一次変換

・関数の微分

・指数関数

・変換

・統計処理

・合成関数

・数列

・変化の割合

・確率分布

・指数・対数関数の微分

・場合の数

・導関数

・正規分布

・最適化

・確率の計算

・確率分布

・仮説の検定

・離散モデル

・二項分布

・線形計画法

表 1 「数学 A」の一教科書の内容一覧
教科書の各章は，6 つの構成要素（
「知識」
，
「基礎」
，
「応用」
，
「まとめ」
，
「練習」
，
「ICT の利用」
）
から構成されている（Boer W. et.al, 2004: 8）．ここで，
「応用」は，
「知識」(本章の学習に必要な既
習事項の復習)と「基礎」(必修の内容)を学んだ後に扱われる．ここでは，VWO の卒業資格を与え
る最終試験 (後に例示する) の類似問題が見開き 2 ページで 3 問程度取り上げられている．
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ここで，中等教育段階において「現実的数学教育」の特徴が垣
間見られる教材として「対数関数」を例示する．我が国では，対
数関数は指数関数の逆関数として定義され，その後に対数の性質
が数学的に証明される．これに対して，オランダの教科書では，
現実の意味ある場面を通して数学的な知識や技能を習得する．こ
のように，現実を数学のモデルとすることを，
「数学 A」を開発し
た ヤ ン ・ デ ・ ラ ン ゲ は ，「 概 念 的 数 学 化 (Conceptual
Mathematization)」と呼んでいる(de lange, 1984)．
概念的数学化に基づくオランダの教科書では，
「水草の成長」の場面で対数を導入する．実感を持
って対数を学ぶよう，
時間を対数のモデルとしている．
問題場面として，
「池で水草を育成している．
池の管理人は，その成長を観察している．2002 年 4 月 1 日に，水草がおおう広さは約 1d ㎡で，1
カ月後には面積は 3 倍の広さになる．2002 年 4 月 1 日を t  0 としたときに，水草の広さ A を求め
る式とグラフをかけ．また，水草が 2 d ㎡になるのはいつごろか．
」という問題を考えながら，
「水
草が 2 倍の広さになるのに必要な時間を log3 2 で表す．
」として対数を定義し，グラフを用いて対
数の意味を考える．また，水草の成長の場面で， log3 27  3 や log3 4  1  log3 12 なる関係を説明
したり， log3 x  2  log3 81 なる方程式も場面に戻って解釈し，解決する．また，水草の事象と成
長のグラフに基づきながら， log 2 3  log 2 4  log 2 12
という対数の性質を理解する.
オランダの教科書では，現実の場面から数学的な概
念を学び，その後に数学的定式化がなされる．数学的
な定式化がなされた後には，適度な割合で，現実世界
の問題を解決する．ヤン・デ・ランゲは，これを「応
用的数学化(Applied Mathematizing)」と呼んでいる
(de lange, 1984)．
例えば，次の問題がそれである．
「電池は，1 時間当た
り残量全体の 4%が消費される．残量がフル充電の
20%以下になると電池は使用できなくなる． t 時間使
用後の残量 P (%)を求める式を求めよ．電池の残量 P
に対する使用時間 t の関係は，t  log 0.96

P
で与えら
100

れる．このとき，フル充電の電池の残量が 50%となる
時間を求めよ．また，フル充電の電池を使用できる時
間を求めよ．
」
．この種の問題を解く際には，ICT が活
用される．オランダの教科書はグラフ電卓の使用が前
提とされており，また，CITO 試験でも使用される．現実味のある場面で数学を活用するには，生
のデータを扱うことになり，それをうまく処理する上でグラフ電卓が有効活用されるのである．こ
うした点は，わが国の状況と異なっている．
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４．学習指導
ここでは，「数学 A」の授業の一端を紹介する．この授業は，Jac. P. Thijsse College という中等学
校の「数学 A1(2)」を選択している HAVO の 4 年生に対して 3 週間にわたり実施したものである (瀬
沼, 2005)．この授業では，2-3 名の生徒がチームになって実践課題に取り組む「グループ研究」の形
態で行われた．
第 1 週目は 2 時間の授業，第 2 週目は 3 時間の授業（内 1 時間は生徒の作業の進捗状況をチェッ
クするための時間），そして実践課題のレポート提出日が第 3 週目に指定される．この授業の課題
の目的は，広告会社が，広告で取り上げている製品がすぐれた製品であるかという印象を購買者に
与える際に，「数学を正確に使用しているかどうか」を調査することである．
課題は，四つの部分から構成される．
第Ⅰ部では，同じグループの仲間たちといっしょに数学的手法が用いられている広告を3つ以上集
める．その際，数学を適切に使用している広告とそうでない広告を探したり，文字が読みやすく，
引用文とそうでない部分がきちんと区別されているものを探したり，別の数学的手法(百分率，グラ
フ，表など)を用いている広告を探したりする．
第Ⅱ部では，グループのメンバー全員が，「どのような作業を，いつ，どこで行なったか」
，
「グ
ループ内の作業分担をどのように行なったか」
，
「どのような問題に遭遇したか」
，
「グループ研究を
通じてどんなことを学んだか」
，
「どんな点が面白かったか」など，自分の経験したことを記入する．
第Ⅲ部では，表やグラフによって何を伝えようとしているのかについて，グループでレポートを
作成する．その際，広告中で数学が正しく使われているかどうかについて，計算機を用いて確認し，
結論を述べる．また，ICTの使用方法や参考文献を明記しながら，はっきりと読みやすいレポート
を作成する．
第Ⅳ部では，自分たちで推奨したいと思う製品を選択し，キャッチコピーを作り，広告をデザイ
ンする．
オランダでは，生徒がグループで，社会生活の課題を批判的に考察したり，確実な数学的根拠に
基づき判断をしたりしながら，数学に携わるような授業が計画的に組織されている．このような授
業が，数学的リテラシーを育成し，思慮深い市民の教育に深くかかわっているように思われる．わ
が国でも，このような授業が行われることが期待される．
５．評価
オランダでは，いわゆる大学入学試験がなく，CITO の最終試験に合格すれば大学入学資格とな
る．ここでは，
「数学 A」に関する評価を見ることにする．
「数学 A」の評価は，CITO の最終試験
とフロイデンタール研究所が組織する「数学 A-lympiad」の成績を総合することによってされる．
「数学 A」が導入される以前，最終試験問題は，わが国の大学入試問題に類似するものであった．
これに対して，現在の最終試験では，
「現実的数学教育」に基づく問題が出題されている．ここでは，
最終試験問題集 (Mark, C. L. J & Goede, H. R, 2002) から，2001 年度の「数学 A1」の問題構成と配点
を示す (表 2)．
問題

設問(配点：総点 80 点)

1 コントルダンス

1(3), 2(4), 3(6)

2 冷蔵

4(4), 5(5), 6(4)
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3 品質管理

7(3), 8(5), 9(3), 10(4), 11(4)

4 持ち上げる

12(3), 13(3), 14(6), 15(5)

5 ワインの貯蔵量

16(5), 17(5), 18(4), 19(4)
表 2 「数学 A1」の卒業試験の問題構成と配点

一例として，
「2 冷蔵」を取り上げる．この問題は，鶏肉の腐敗の進行を，細菌数と温度の関係か
ら検討する場面がグラフで示され，3 つの設問に答えるものである．
2 冷蔵
ワーヘニンゲンの研究所では食物の中の細菌の数の増え方を調査した．一定の温度で細菌の数は指数
的に増えていく．温度は増殖因子の 1 つである．これについて，新聞記事の中にグラフがあった．それ
が図 2 である．細菌数が 5 千万まで増えたことを示す，両方のグラフと交わる直線がある．

B 店 4℃で保存

A 店 0℃で保存

図 2 鶏肉の腐敗と細菌数と温度の関係
グラフには 0℃ (A 店) と 4℃ (B 店)でそれぞれ鶏肉を保存した場合の細菌の増殖を表している．[な
お，グラフの縦軸は 1 グラム当たりの細菌数，横軸は日数 (訳者注)]
4 0℃では 1 日で細菌がもとの細菌数の何倍に増えるか調べよ．
図 2 では 1 グラムあたりの細菌の数は初め 1000 匹であった.腐り始めは細菌数が 1 グラムあたり 5
千万匹を超えたときとする．グラフから 0℃で保存したときは 14 日で腐り始めることが読み取れる．
衛生状態の改善により，初めの細菌数を 1 グラム当たり 1000 匹から 100 匹まで下げることができた
ので，生のまま長く保存できる．0℃(A 店)で保存すると 17 日間保存できる．4℃(B 店)ではこの衛生状
態の改善により 3 日間長く保存できる．4℃では細菌数は 1 日で，もとの細菌数の 8.3 倍に増える．
5 この衛生状態の改善によって 4℃で保存する場合，今までより何日間長く保存できるか．また答え
が正しいか確認しなさい．ここで図 2 が利用できるであろう．
図 2 では一定温度下で，1 日で，もとの細菌数の g 倍に増えることを計算できる．この調査で，g に
ついて次の公式が見出された．

g  100.0092(T 6)
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2

この公式で，T は摂氏で表した一定の温度のことである．この公式で，ある温度で，1 日で何倍に増え
るかを計算することができる．
次の問では，冷蔵庫の外に鶏肉を置いておくとし，室温は 18℃であるとする．1 グラムあたりの細菌
数は，初め 100 匹である．腐り始めは 5 千万匹になったときとする．
6 何日で腐り始めるかを求めなさい．

卒業試験の問題は，現実的な場面を取り上げているものの，形式的な計算，公式への数値のあて
はめ，既に数学的に整備されたグラフや表を扱ったりするような小問いの課題から構成されている
ことがわかる．このような問題は，Hewett プロジェクトが意図した「数学 A」の本来的な目的で
ある，数学的モデル化，高次の思考，問題解決のプロセスを真性に評価できるものとは言い難いと
いう現実的な課題をかかえている．オープンエンドな現実世界に根ざした問題解決を通して，問題
解決や高次のスキルを実践する機会を与えることにより，
「数学 A」の本来のねらいと現実とのギャ
ップを埋めようとして 1989 年，フロイデンタール研究所により考案されたのが「数学 A-lympiad」
である (Haan & Wijers, 2000).
「数学 A-lympiad」は，後期中等教育において科目「数学 A」を履修する第 11-12 学年（16-18 歳）
の生徒のための数学競技会であり，ユトレヒト大学のフロイデンタール研究所が統括しているもの
である．その名称は「数学 A」と「数学 Olympiad」の合成語であるが，その目的，実施方法，評価
の在り方は「数学 Olympiad」と本質的に異なっている．実際，
「数学 Olympiad」が，数学に優秀な
個々の生徒を対象とするのに対し，
「数学 A-lympiad」は，文科系の生徒を対象とし，参加校の生徒
が 3-4 名でチームを編成し，現実世界のオープンエンドな問題解決に取り組み，1 日がかりでレポ
ートを作成するものである．
競技会は予選ラウンドと決勝ラウンドからなる．予選ラウンドは 11 月，決勝ラウンドは 3 月に開
催される．予選ラウンドは，同一の日に，午前 9 時から午後 4 時かけて各学校で実施される．予選
ラウンドには，オランダの他，隣国ドイツ，デンマーク，オランダ領キュラソー諸島などから 1000
を超えるチームが参加する．その際に，問題は，英語，ドイツ語等複数の言語に翻訳される．チー
ムの編成や競技会当日の運営は，各学校の裁量に任されている．
各学校は予選ラウンドのレポートを評価し，
最優秀の論文 (最大 3 篇) を
「数学 A-lympiad 委員会」
に推薦し，委員会は審査を通して決勝ラウンドに進出する 12 チームを選ぶ．さらに，デンマーク，
ドイツ，キュラソー諸島から参加チームに応じて 1-2 チームが決勝ラウンドに進出する．決勝ラウ
ンドは，3 月の週末に Veluwe 国立公園の会議場に集い，新しい課題に取り組む．決勝ラウンドは，
課題がより難しく，広範である．参加チームは，金曜日の 11 時から土曜日の 13 時まで問題に取り
組み，見出した解決を英語で口頭発表する．
「数学 A-lympiad 委員会」は，秋に参加校とネットワーク会議を開催し，学校での実施する方法，
評価の方法，試験としての利用など，実際的な問題について情報交換を行ったり，年 2 回ニュース
レターを発行したりすることで，
「数学 A-lympiad」の円滑な実施に努めている.
「数学 A-lympiad」の問題は，5~10 頁程度の長文である．ここでは，2006 年度の第 18 回の予選
問題を紹介する．課題は，
「クリスマスのビュフェ」というもので，導入課題が 2 題，追加課題が 2
題，そして最後の課題が 1 問からなっている．問題は，凡そ次のようなものである．
レストランの支配人が，クリスマスのビュフェを催すことにした．その際，色々な要因と条件の
もとで，良い予約システム（インターネットの電子メールを利用する）をつくることである．その
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システムは，お客の割当表を作成することである．お客が満足する席の占有を計画し，レストラン
ができるだけ満席になり，支配人の利益を最大にするような割当表を作成することである．その際
に，次のような要因や条件を考慮に入れなければならない（グループの人数，食事をする時間，開
店・閉店時間，家賃，コックと給仕係りの人数と賃金，店の収容人数，テーブルの配置，食材と飲
みのもの経費等である）
．
なお，オランダでは，
「数学A-lympiad」の他に，
「数学B」履修者むけのコンテストとして「Math
B-day」がある．さらに，小学校では，
「Arithmetic Day」というコンテストもある．このように，全
ての児童・生徒が，数学の問題解決に協働で取り組む機会が提供されている．
６．おわりに
オランダの数学教育は，将来の職業生活も含めた思慮深い市民の育成を目指しているように思わ
れる．数学教育の目標論として，陶冶的目標，実用的目標，文化的目標という広く受け入れられて
いる見方がある．数学的リテラシーの育成に関して，OECD PISA が定義する数学的リテラシーの観
点から目標を再検討することも重要ではないかと思われる．
オランダの教育課程・教科書では，現実味のある文脈を通して数学を学ぶ「概念的数学化」と，
学んだ数学を活用する「応用的数学化」がバランスよく組織されている．また，将来の職業生活を
視野にいれた数学の分化がなされている．さらに，文系と理系という区別だけでなく，職業学校準
備教育にふさわしい数学の教育課程の開発も行われている (van der Kooij, 2003)．
授業では，生活場面において，確実な数学的根拠に基づき判断をしたり，批判的に考察するよう
な授業が年間計画の組織的に位置づけられている．
評価に関しては，ペーパーテストのみならず，オープンエンドの問題解決に協働で取組み，レポ
ートを作成するコンテストも慣例化している．
こうした点は，わが国の数学的リテラシーの育成にとって示唆に富んでいると思われる．
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高等学校数学と数学的リテラシー
長尾 篤志
国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部
１．はじめに
我が国で「数学的リテラシー」という言葉が頻繁に聞かれるようになったのは，やはり 2000 年
と 2003 年の OECD／PISA の結果が発表されてからであろう。特に，数学的リテラシーの調査が
中心分野であった 2003 年調査では，2000 年調査より結果が低下したことから学校教育でどのよう
な能力を身に付けさせるべきかが学習指導要領の改訂とも関連して議論された。
OECD／PISA の数学的リテラシーの定義は次のようになっており，この定義に基づき OECD／
PISA の問題は作成されている。
≪数学が世界で果たす役割を見付け，理解し，現在及び将来の個人の生活，職業生活，友人や家族
や親族との社会生活，建設的で関心をもった思慮深い市民としての生活において確実な数学的根拠
に基づき判断を行い，数学に携わる能力≫
リテラシーの原義は，読み書き能力で，生活するための最低限の能力の意味合いが強い。数学的
リテラシーは，リテラシーの前に「数学的」という文言が付加されていることから，数学の知識や
技能を使ってよりよく生活をする能力というのが，
数学的リテラシーの素朴な解釈であろう。
ただ，
現代社会では，同時に高度な数学が社会の様々なシステムに埋め込まれていてもそのことが分かり
にくくなっている。また，生活の中のほとんどのことは中学校 1・2 年生までに学習する数学の内
容が理解できていれば解決できるように思われる。例えば，
「8 時 30 分までに職場に到着するには
家を何時に出て何時の電車に乗ればよいか」とか，
「1200 円のものを 3 割引きで売っている店と 300
円引きで売っている店があるとき，どちらの店で買う方が得か」などは小学校の算数の知識と技能
があれば解決できる。また，
「4cm の厚さの紙の束に束ねられている紙は約何枚か」は，中学校 1
年生の比例の考えを用いて解決できる。しかし，預金やローンの利率と利息との関係は，指数関数
や数列の考えを理解していなければ解決できない。地震の規模の大きさを表すのに用いられるマグ
ニチュードも対数の知識がなければ理解できない。このように広く見渡せば，生活の中でも高等学
校数学の知識や技能が必要とされる場面は少なくはないのである。
少し古い資料になるが，平成 17 年度高等学校教育課程実施状況調査（数学）の質問紙調査で現
行の数学Ⅰの内容について「普段の生活や社会生活の中で役に立つと思ったか・役に立つと思わな
かったか」を問うている。表 1 がその結果である。
表１によると，最も「役に立つと思った」のは，
「実数の性質や簡単な無理数の四則計算」で，こ
の内容だけが 20％を超えている。次に「役に立つと思った」のは，
「相似形の面積比・体積比およ
び球の表面積・体積」で約 15％，他はすべて 10％前後である。数学Ⅰで学習する内容はあまり生
活に役に立つと思わないが，計算は多少役に立つのではないか，というのが生徒の思いであろう。
表１ 数学Ⅰの内容が普段の生活や社会生活の中で役に立つと思ったか
内容
実数の性質や簡単な無理数の四則計算
式の展開や因数分解

役に立つと思った
20.2
9.8
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（％）

役に立つと思わなかった
46.4
56.9

不等式の性質と一次不等式
二次方程式
二次関数のグラフ
二次関数の最大・最小
二次関数と二次方程式や二次不等式との関係
三角比の意味や三角比の相互関係
正弦定理と余弦定理の意味とその応用
相似形の面積比・体積比および球の表面積・体積

11.3
9.5
7.0
7.2
5.8
11.4
8.4
15.4

55.0
56.4
60.2
59.7
60.3
55.3
58.6
51.0

一方，教員はどうであろうか。現行の数学Ⅰも新学習指導要領の数学Ⅰも，中学校の内容との接
続を踏まえるとともに，その後に学習する科目の内容との整合を踏まえ内容が構成されている。特
に，その後に学習する科目の内容の基礎である点に注目し，その知識や技能を注入することにどう
しても指導の力点が置かれやすい。表 1 で 2 次関数に関連した内容について「役に立つと思った」
という回答の割合が特に低いのもそのような指導の影響だと思われる。
生徒の思いと指導の実際とに乖離が見られるように，高等学校数学について考えるとき，どうし
ても「何のための数学教育か」ということを鋭く問わなくてはならない。我が国では，高校進学率
が中学校卒業生の約 98％となり多様な特性をもった生徒が高等学校に在籍しているからこそ，一人
一人の生徒にとって数学を学習することがどのような意味をもつのかを深く考えていく必要がある
のである。
そこで，本稿では，まず，高等学校学習指導要領数学科の目標について考察する。次に，高等学
校における数学教育の目的を再考するとともに，数学的リテラシーの定義をする。さらに，数学的
リテラシーを育てるためにはどのような指導が必要かを述べることにする。
２．高等学校学習指導要領の目標
高等学校の学習指導要領は，戦後の試案のころも含めると 8 回公表されている。ここでは，昭和
30 年版，昭和 45 年版，昭和 53 年版，平成 11 年版を取り上げる。
昭和 30 年版：＜系統化＞
高等学校の数学科は，中学校数学科の教育をもとにして，これを発展させたものである。すなわち数学科全
般として，生活を合理化し，向上させていくのに基礎となるような数学的な教養を生徒に与えることをねらう
とともに，これを通じて，各生徒の個性と進路に応じた基本的な数学的な能力や態度を養うことをめざすもの
であって，主として次のことを目標とする。
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，その体系を組み立てていく考え方を理解し，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を身につける。

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。

昭和 45 年版：＜現代化＞
事象を数学的にとらえ，論理的に考え，統合的，発展的に考察し，処理する能力と態度を育成し，また，社会に
おいて数学の果たす役割について理解させる。
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このため，
1.

数学における基本的な概念，原理，法則などを理解させ，より進んだ数学的な考え方や処理のしかたを生み
出す能力と態度を養う。

2.

数学における基本的な知識の習得と基本的な技能の習熟を図り，それらを的確かつ能率的に活用する能力を
伸ばす。

3.

数学的な用語や記号を用いることの意義について理解を深め，それらによって数学的な性質や関係を簡潔，
明確に表現し，思考を進める能力と態度を養う。

4.

事象の考察に関して，適切な見通しをもち，抽象化し，論理的に思考する能力を伸ばすとともに，目的に応
じて結果を検討し，処理する態度を養う。

5.

体系的に組み立てていく数学の考え方を理解させ，その意義と方法について知らせる。

昭和 53 年版：＜基礎基本＞
数学における基本的な概念や原理・法則の理解を深め，体系的に組み立てていく数学の考え方を通して，事象を
数学的に考察し処理する能力を高めるとともに，それらを活用する態度を育てる。

平成 11 年版：
数学における基本的な概念や原理・法則の理解を深め，事象を数学的に考察し処理する能力を高め，数学的活動
を通して創造性の基礎を培うとともに，数学的な見方や考え方のよさを認識し，それらを積極的に活用する態度を
育てる。

昭和 30 年版は，単元学習から系統学習に変更された時の学習指導要領であるが，前文には「生
活を合理化し，向上させる」という文言が残されており，単元学習とのつながりを見ることができ
る。また，
「数学的な教養を生徒に与える」という文言があるが，数学を生活に役立たせることと自
己実現に役立たせることが考えられており，これを数学的な教養と述べている。なお，
「教養」とい
う文言が学習指導要領に現れるのは昭和 30 年版だけであり，その後は学習指導要領解説に記述さ
れている。例えば，平成 11 年版の学習指導要領解説には「数学教育においても，小学校，中学校，
及び高等学校を通じて，心身の発達段階に応じ，社会生活を営む上に必要な一般的教養としての数
学的資質・能力などを身に付けさせ，創造性の基礎を培うことが重要である」
（p.20 下線は筆者）
と述べられている。昭和 30 年版では「数学的教養」となっていたものが平成 11 年版では「一般的
教養としての数学的な資質・能力」になっているが，平成 11 年版では「社会生活を営む上に必要
な」という言葉が一般教養の前に置かれており，同じことを表現したものと考えられる。この表現
は，新学習指導要領にも踏襲されている。
昭和 45 年版は，現代化の学習指導要領と言われるが，総括的目標と具体的目標で構成されてい
る。五つの具体的目標は，順序や若干の言葉の修正はあるもののほぼ昭和 30 年版を受け継いでい
る。昭和 45 年版の具体的目標の順序は，1.，2.，3.の目標の上に 4.の目標があり，さらにその上に
5.の目標があるという構造になっている。5.の目標は中学校数学の目標にはなく，この目標に関し
て高等学校学習指導要領解説には次のように述べられている。
「高等学校の数学では，単に論理的な
思考の必要性を理解させるとか，論理的に思考させるということにとどまらず，上のようなねらい
（5.のこと 筆者注）までも，高等学校としてふさわしい程度に指導することが必要なのである。
」
（p.12）
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昭和 53 年版は，現代化から基礎基本の重視へと変更された時の学習指導要領であるが，目標は
中核的目標が一文で示されている。一読して，基本的な概念や原理・法則の理解と体系的に組み立
てていく数学の考え方が重視されていることが分かる。体系的に組み立てていく数学の考え方に関
連して高等学校学習指導要領解説には次のように述べられている。
「思考が万人を納得させうるもの
であるためには，その筋道は論理的かつ体系的なものでなくてはならない。すなわち，だれもが納
得する前提から，正しい推論によって次々と命題を導き，その結果として結論に到達する，という
ようなものでなくてはならない。
」
（p.14）さらに，このような考え方を数学的な考え方，そのよう
に考える態度を数学的な態度というと述べた後，次のようにも述べられている。
「およそ，万人を納
得させるためには，論理的・体系的な思考が基本にならなくてはならない以上，その典型として，
数学的思考は，理性を「良く」用いる上に，重要な意味をもつものと言わなくてはならない。
」
（p.16）
ところが，このように高等学校において特に重要視されていた論理的・体系的思考であるが，平
成元年版の目標からは消える。
「体系的に組み立てていく数学の考え方を通して」が「数学的な見方
や考え方のよさを認識し」という文言に替わるのである。ここで言う「数学的な見方や考え方」に
は，数学が構成されていくときに中心となる見方や考え方と，問題解決などで数学を活用するとき
の見方や考え方があり，
「数学的な見方や考え方のよさを認識」という表現で昭和 45 年版の目標の
4．及び 5．を合わせて述べていると考えることもできよう。なお，
「数学の考え方」が「数学的な
見方や考え方」に替わったのは，数学の学習においては論理と直観を表裏一体のものとしてとらえ
るべきだとの考えに基づきそれを明確にしたものと考えられる。
平成 11 年版は，平成元年版の目標を基本的に踏襲しているが，
「数学的活動を通して創造性の基
礎を培う」という文言が挿入されている。数学科で考えている「創造性の基礎」とは，知的好奇心，
豊かな感性，批判的思考力，直観力，洞察力，論理的思考力，想像力，粘り強く考え抜く力などで
ある。これらは「数学的な見方や考え方のよさを認識」することとやや重なるところもあるが，
「創
造性の基礎を培う」と言う表現で，数学学習を通して培った能力を他教科の学習や進路実現，生活
など様々な場面で役立たせることを端的に述べたものである。また，
「創造性の基礎」の前に「数学
的活動を通して」という文言があるが，これはただ数学を学びさえすれば創造性の基礎が身に付く
ものではなく，数学的活動，すなわち目的意識をもった主体的活動によってこそ創造性の基礎が身
に付くことを述べたものである。なお，
「数学的活動を通して創造性の基礎を培う」という文言が挿
入されたのは，平成 11 年当時，中学校卒業生の 95％以上が高等学校に進学し多様な特性をもった
生徒が高等学校に在籍する中で，何のために高等学校で数学を学ぶのか，を改めて示す意図があっ
たものと思われる。
最後に，新学習指導要領の目標をあげておこう。
平成 21 年版：＜新学習指導要領＞
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。

３．高等学校における数学教育の目的－数学的リテラシーとは－
これまでの学習指導要領の目標も踏まえ，新学習指導要領の目標は作成されている。新学習指導
要領では，高等学校における数学教育の目的を次の四点に整理した。
・よりよく生きるための知恵の育成
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−180−

・創造性の基礎の育成
・自律性の育成
・数学文化の享受，継承・発展
第 1 の点は，人間は通常，よりよく生きようとするものであり，そのために数学の学習は必要で
あるということである。よりよく生きようとしなければ，自ら問題を見いだすことがないのでその
解決のために数学的な見方や考え方，数学の知識や技能などは活用されない。
第 2 の点は，2．に既に述べた。数学科で考えている「創造性の基礎」は，
「知的好奇心，豊かな
感性，批判的思考力，直観力，論理的思考力，想像力，粘り強く考え抜く力などである」と述べた
が，これらはお互い截然と区分けできるものではない。例えば，批判的思考力を，筆者は「偏りの
ない，誠実な，論理的思考力」ととらえているが，この批判的思考力は「おや，おかしいな！」
，
「本
当か？」
「不思議だな。どうしてだろう？」という直観力に支えられた感性や知的好奇心と表裏のも
のである。批判的思考を行うには粘り強く考え抜かなければならないことも明らかである。結果を
体系的に組み立てていく数学の考え方は批判的思考力によるものであるとも言え，批判的思考力を
数学科で育てるべき「創造性の基礎」の中心に置くことはできるだろう。
第 3 の点は，自分で考え判断し，その結果に責任をもつということである。このためには前提を
明確にし，誰もが納得する推論を行い，結論を導くことが必要である。このような過程はいずれの
教科等でも身に付けさせるようにしなければならないが，昭和 53 年版の学習指導要領解説にも記
述されているように数学科では特に重要視すべきものである。また，数学を学ぶ際にも「自分で考
え判断する」ということは大切なことである。数学を学ぶ際，書かれていることをそのまま受け入
れるのではなく，なぜそのような定義にするのか，条件を変えるとどうなるか，具体例はどうなる
．．．．．．．
かを考えたりして，確かにそうなることを納得しなければ，本当に分かったことにならないからで
ある。
第 4 の点は，数学の面白さを知り，自分の興味や関心に基づき数学を学ぶということである。何
かに直接役立たせるということを意図しているのではないが，自らの知的好奇心にしたがって数学
を学び研究していく。このような態度を育てることは，生涯にわたり必要な場面で必要な数学に接
し，数学的な見方や考え方，知識や技能などを活用して問題解決をする上で大切である。そのよう
な態度を身に付けた生徒の中から数学をさらに発展させる生徒が育つことも期待しているのである。
さて，戦後の学習指導要領の目標や新学習指導要領で考えた目的の検討を通して，筆者は数学的
リテラシーを次のように定義すべきだと考えている。
数学的リテラシー
数学を活用して様々な問題を解決する能力。ただし，必要があれば自ら積極的に数学を学習す
ることも含む。
数学的リテラシーをこのように定義するとき，指導を通して高等学校では次のような能力等を育
てることが必要である。
・数学的な用語・記号を用いて事象を数学的に表現し，思考を進めること。
・批判的思考力
・自律性
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第 1 の点は，数学を活用して問題の解決をするとき必要なことである。用語・記号の意味を理解
し，それで事象を数学的に表現・処理し，処理した結果を解釈することが数学を活用して問題を解
決することだからである。なお，2．で学習指導要領の目標をいくつか掲載したが，数学的な用語・
記号に関する文言は昭和 53 年版の目標からなくなっている。これは，
「事象を数学的に考察し処理
する能力を高め」
（新学習指導要領では「事象を数学的に考察し表現する能力を高め」
）に含められ
ているのである。
第 2，第 3 の点は，先に述べた。知的好奇心を育てたり，数学書を読むなどして数学を学習した
り研究したりするために必要である。
４．新学習指導要領の科目から
3．で述べたように数学的リテラシーを定義すれば，数学的リテラシーを身に付けさせることは
新学習指導要領の数学科の目標と重なる。新学習指導要領で数学科は，数学Ⅰ，数学Ⅱ，数学Ⅲ，
数学 A，数学 B，数学活用の６科目で構成されているが，数学的リテラシーに関連してここでは数
学 A と数学活用について述べる。
数学 A は，
「場合の数と確率」
，
「整数の性質」
，
「図形の性質」の三つの内容で構成されており，
この三つの内容からいくつかの内容を選択して履修する。三つの内容のうち，
「整数の性質」や「図
形の性質」は，興味や関心にしたがって整数の性質や図形の性質を考察することを重視している。
数学的リテラシーの育成というと，ややもすれば生活の中に題材を求めなければならないと考えが
ちであるが，数学の土俵にのっているものであっても構わない。言葉や用語・記号を用いて根拠を
明確にして説明させるようにすればよい。
例えば，
「整数の性質」の約数と倍数の学習に関連させ，次のような整数の性質について考察させ
ることもできる。
0×9＋1＝1
1×9＋2＝11
12×9＋3＝111
123×9＋4＝1111
1234×9＋5＝11111
12345×9＋6＝111111
・・・・・・・
この性質は，9 の倍数の判別に関連して扱うことができるが，
「面白いな」で終わるのではなくな
ぜそうなるのかを生徒の言葉で説明させるようにする。
12345×9＋6＝111111 であれば，次のように説明できる。
12345×9＋6＝12345×(10－1)＋6
＝123450－12345＋6
＝123456－12345
＝111111
最後の 2 行は筆算で次のように書く方が分かりやすいかもしれない。
123456
－ 12345
111111
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この整数の性質からさらに次のような性質も見いだすことができる。
0×9＋1×1＝1
1×18＋2×2＝22
12×27＋3×3＝333
123×36＋4×4＝4444
1234×45＋5×5＝55555
12345×54＋6×6＝666666
・・・・・・・
また，分数を小数で表したとき有限小数または循環小数になることを扱う。そこで

を基にして次の式が成り立つ理由を考察させることもできる。
142857×2＝285714
142857×3＝428571
142857×4＝571428
142857×5＝714285
142857×6＝857142
これは，分数を小数で表したとき，循環節の長さが（分母の数－1）になっているからである。そ
のような数であれば同様の性質は成り立つ。
「図形の性質」でチェバの定理やメネラウスの定理を学習した後は，これらの定理のいろいろな
活用を考えさせるようにすればよい。例えば，次のような課題を扱うこともできる。
長方形は，二つの対角線の交点を通る直線で合同な二つの図形に分割することができる。それ
では，定木だけを用いて与えられた長方形の辺に平行な辺をもつ合同な二つの長方形に分割する
ことができるか。
この課題は，長方形の向かい合う辺が平行であることに着眼することがポイントである。したが
って，そのことに気付けば次の性質も見いだすことができる。
中点の分かっている線分と，線分上にない点 P が与えられたとき，定木だけを用いて点 P を通
り線分に平行な直線を引くことができる。
新学習指導要領では，数学Ⅰで命題についての諸概念を扱う。これは，命題について学習したと
き，その命題の逆や裏などを考え，その真偽を確認する態度を身に付けさせたいからである。指導
において，練習問題の数をこなして知識や技能のみを身に付けさせるのではなく，命題の逆や裏の
真偽を確認したり，類似の考えで新たな性質を見いだしたりさせるようにしたい。
数学活用は，
「数学と人間の活動」
，
「社会生活における数理的な考察」の二つの内容で構成されて
おり，原則としてこの二つの内容をいずれも履修する。この科目は，科目の性格として数学的リテ
ラシーを身に付けさせることが考えられている。ここでは様々な事象を考察する「社会生活におけ
る数理的な考察」について述べる。
「社会生活における数理的な考察」は，
「社会生活と数学」
，
「数学的な表現の工夫」
，
「データの分
析」の三つの項目から構成されており，
「社会生活と数学」は，数学化すること，
「数学的な表現の
工夫」は，行列や離散グラフなどを用いて事象を工夫して表現すること，
「データの分析」は，統計
的な知識や技能を活用してデータの傾向を調べることが中心である。
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例えば，
「数学的な表現の工夫」では離散グラフを使って次のような課題を与えて考察させてもよ
い。
一般の位置にある 6 つの点を赤のペンと青のペンで結ぶと，必ず三辺がすべて赤の三角形か，
三辺がすべて青の三角形ができる。
これは，ラムゼーの定理と呼ばれる定理を簡単にして述べたものであり，離散グラフをかき，引
き出し論法を用いて容易に説明できる。なお，一般の位置とは，いずれの点も重なりがなく，どの
3 点をとっても一直線上にないという意味である。このラムゼーの定理を扱った優れた取組が，荻
原季弘によって報告されている（2006，pp.11～18）
。問題を解決しようとするとき，数学的な表現
の仕方によって簡単に解決できたり，解決に至るまで苦しんだりすることがある。
「数学的な表現の
工夫」では，その表現のよさを知り，数学を一層活用できるようになることを目指している。
５．指導における留意点
東洋は，
「鐘がなるのか撞木がなるのかという話と同じように，能力というものは取り扱い方と個
人との相互作用の中にとらえられるものですから，人が変われば能力が変わるというのと同じくら
いに，取り扱い方が変われば能力が変わるとも言い得るわけです。
」
（2005，p.148）と，能力を育
てるに当たっての指導の在り方の重要性を述べている。
ここでは，数学的リテラシーを育てるために大切だと考えられる指導について述べる。ただし，
これまでにも述べてきたが，数学的リテラシーを身に付けさせることは新学習指導要領の目標と重
なっており，ここで述べることは新学習指導要領で重視している数学的活動を充実させるための指
導とも重なることを断わっておく。
数学的リテラシーを育てるためには，次のような指導を工夫することが大切である。
・生活の中の問題を取り上げたり，生徒の疑問を生かしたりするなど，生徒が課題を自分ごととし
てとらえられるようにする。
・概念や用語・記号を導入した後や，課題を解決した後に振り返って「なぜ？」と問うようする。
・2 名～4 名程度のグループで議論をしながら問題を解決させるようにする。その際，コンピュー
タなどを利用できれば積極的に利用する。
・授業の始めや終わりの振り返りを生徒にさせるようにする。
・記述させ，それがよりよい表現になるようにする。
第 1 の点については，生徒の学習が主体的活動になるよう工夫するということである。生活の中
で多くの生徒が興味をもつ問題を取り上げて課題としたり，ある生徒の疑問を課題としたりして全
員で解決していくようにする。そのような指導は，生徒に学ぶ意義を感じ取らせたり，理解を深め
たりすることにつながる。
筆者は，以前数学Ⅲの微分法の授業で偶関数・奇関数の説明をしたとき，生徒に「4 次関数を微
分すると 3 次関数に，3 次関数を微分すると 2 次関数になります。一般に偶関数を微分すると奇関
数に，奇関数を微分すると偶関数になるのでしょうか？」と質問され，これを課題にして授業を展
開したことがある。偶関数，奇関数の定義と微分の定義が理解できていればこれが成り立つことは
証明できるが，合成関数の微分が理解できていれば次のように簡単に証明できる。
偶関数の場合：
偶関数の定義から
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両辺を x で微分して
ᇱ

つまり，

ᇱ

ᇱ

したがって，導関数は奇関数。

ᇱ

奇関数の場合も同様である。この授業では，証明に至るまでの議論で，偶関数，奇関数についての
理解はかなり深まったと感じている。
第 2 の点については，生徒が自分の言葉で説明することを大切にするということである。また，
数学を学ぶ学び方を身に付けさせ，将来，必要があれば数学書などを読み自分で学習や研究をする
ことも視野に入れている。概念や用語・記号を導入したときについては第 4 の点について述べると
きにまとめて述べる。生徒が課題を解決したときを考えてみよう。
例えば，次の問題を生徒に考えさせた後，板書させた場面である。
三辺の長さが 7，11，6 の三角形の面積はいくらか？
板書を基になぜを問う。
・三辺の長さが決まると三角形の面積は求まる。それはなぜか。
・この三角形はどのような三角形になるか。その根拠は？
・なぜ，この方針で面積を求めたか？
・一辺と両端の角の大きさが与えられても三角形の面積は求まる。それはなぜか？また，具体的
な問題を作って解いてみよ。

など

最初は，教員が質問を繰り返すことになるが，できれば生徒からなぜが出るように，また，この
ような指導を行うことによって生徒が課題を解決する途中や解決した後に「なぜ？」と問う態度を
身に付けさせるようにする。なお，このような態度は数学を学ぶためだけではなく企業でも役立つ
ことが TOYOTA の張富士夫の次のような発言から分かる。
「あらゆる現象の後ろには，原因があり
ます。
（中略）私どもの会社ではですね，
「さらにその原因の後ろに，真の原因がある」と遡って考
えるのです。こうして原因を次々と遡って考えることを「なぜ」を最低 5 回は繰り返すこと，これ
を徹底させているんです。
」
（2010 p.7）
第 3 の点については，生徒の実態からすればやや難しい課題を課すときなどの工夫である。小グ
ループでお互いに議論しながら課題を解決する。小グループでは第 2 の点で述べたような疑問を出
しやすい。前もって，どのような疑問にもきちんと対応しながら課題を解決することが大切である
ことを強調しておく。コンピュータを利用すれば，視覚化したり，先に結果が得られたりするので
議論が活発になりやすい。コンピュータはその時の状況にもよるが，二人に 1 台の方が議論をし易
いので効果が上がるのではないかと考えている。
第 4 の点については，授業の始めに前時の振り返りや授業の終わりにその時間のまとめを工夫す
るということである。授業の終わりのまとめは，教員がすることが多いが，これを生徒にさせるよ
うにする。例えば，次のようなことについて生徒に発言させ，まとめとする。
・この時間に学んだことは何か？
・その考え（定理や命題なども含む）は，どのような場面で（問題に）活用できるか？
・その考えを活用するときに注意することは何か？
・この時間に学んで疑問に思ったことは何か？
・この時間に学んだことで面白いと感じたことは何か？
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・この時間に学んだことで以前に学んだことと似ているな，と思ったことは何か？
また，授業の始めの前時の振り返りも生徒にさせるようにする。例えば，次のようなことについ
て生徒に発言させ，確認する。
・前時にどのような考え（定理や命題なども含む）を学んだか？
・その考えは，どのような場面で（問題に）活用できたか？
・
（生徒に類似問題を出し，板書させた後で）その考えを活用するときに注意することは何か？
・類似問題以外に，どのような問題に活用できると思うか？
・前時のまとめで○○○という疑問が出された。この疑問について，どのように考えるか？
第 5 の点については，表現を改善することであるが，これによって思考も深まることになる。記
述されたものを改善する過程で自己内対話が進むからである。個々の問題の解答だけでなく学んだ
内容全体について，内容の整合を考えながらよりよい表現へ改善すれば結果を体系的に組み立てて
いくことになる。
個々の問題の解答については，一つの問題について複数の解答を板書させて，どの部分の記述が
よいかなどを比較して考えさせるとよい。
６．まとめ
本稿で述べたように，数学的リテラシーを「数学を活用して様々な問題を解決する能力」と定義
すれば，2．及び 3．で述べたように学習指導要領では常に考えてきたことである。しかし，OECD
／PISA 調査で明らかになったように，そのような能力は付いていないばかりか，OECD／PISA 調
査が始まってからもさらに低下傾向にあった。このような傾向を反転させるには，5．で東洋の記
述を引用したように指導が変わらなければならない。しかし，指導が本当に変わるためには評価が
変わることが必要である。高等学校の場合，大学や短大，専門学校への進学が 70％を超え，教員に
は進学できる力を付けているか否かで最終的に評価されるとの思いが強い。そのため，知識や技能
を効率よく注入しようとする。本稿で述べた批判的思考力や自律性の育成はむしろ邪魔にしかなら
ないと認識している教員も少なからずいるのではないかと思われる。しかし，数学的リテラシーを
身に付けさせるため批判的思考力や自律性を育てることは，進学のための力を付けることにもつな
がるのである。評価を改善するとともに，生徒の実態に応じて 5．で述べた指導を工夫することが
何よりも大切である。
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個人の生涯における数学的リテラシーの様相モデルの検討
太田 伸也
東京学芸大学
山口 武志
鹿児島大学

熊倉 啓之
静岡大学
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長崎 栄三
静岡大学

１．本稿の目的と方法
数学的リテラシーの育成について考えるとき、個人の生涯における数学的リテラシーの様相のモ
デルを示すことが必要である。学習が経験による行動の変容だとすると、どのような経験が必要な
のかが問われてくる。そのような経験を考える際に、数学的リテラシーの様相のモデルが参考にな
ると思われる。もちろん、このモデルには様々な変数があり多様性を認めて考えなければならない
が、その中にある程度の一般性を求めようとするものである。
本稿の目的は、個人の生涯における数学的リテラシーの様相モデルを考案するための検討方法に
ついて考察し、その可能性と課題を探ることである。そのために、生涯における生活の様々な場面
で読む書物等を対象とし、そこで用いられる方法・能力を分析するという方法を試みる。
２．個人の数学的リテラシー様相モデルを考える方法
（１）個人の数学的リテラシー様相モデルを考えるにあたって
個人の数学的リテラシー様相モデルを考えるためには、大人が持っていると思われる数学的リテ
ラシーを明らかにする必要がある。そのための一つの方法として、算数・数学教育の目的や目標か
ら、
「実用性、文化性、人間形成」の 3 つの枠組みで考えること、さらに、そこでは、算数・数学
の内容にかかわる事柄と、算数・数学の方法にかかわる事柄があることを意識することとした。例
えば、次のような事柄が挙げられる。
・人間形成（主に方法）･･･論理的・帰納的・演繹的に考えられること、批判的思考力、数学の活用
の仕方、自分のやっていることを客観的にふりかえって認識する能力をもっていること
・実用性（主に内容）･･･空間的知覚、数についての感覚、量感、データに対する認識、関数に関す
る認識
・文化性･･･文化として数学を楽しんでいること、様々な現象が数学と結びついていると思えること
そして、この検討を進めるためには、具体的な場面を想定して、数学的リテラシーを身につけて
いる、身につけていないことの違いを論じる必要があると考えた。
以上のことから、次の（ア）
（イ）を想定して、個人の数学的リテラシーの様相モデルを考える方
法を検討する。
（ア）就学以前、小学校、中学校、高等学校では、算数・数学の適切な内容の学習を通して算数・
数学の方法を身につけるとともに、算数・数学の学習以外の場面で算数・数学の内容・方法を使う。
また、大学や専門学校、卒業後については、多くの場面で算数・数学の方法を使う。
（イ）算数・数学の方法を用いる場合と用いない場合とで、思考判断や行動に違いが出る。
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（２）個人の数学的リテラシーの様相モデルを考える方法
生涯の様々な場面で当面する問題の解決や、社会の一員としての役割を果たすという場面では、
課題の特質にかかわらず数学的モデル化の力が必要であり、他に様々な算数・数学の方法を用いる
ことが想定される。一方、算数・数学の内容項目（知識や技能）は場面に大きく依存することが多
いと考えられる。このような理由から、
「算数・数学の方法」に焦点をあて、分析対象とする場面で
どのような方法が用いられるかを分析することにした。なお、このような場面における分析におい
ては、これまでも算数・数学の内容項目による分析は行われているが（例えば、湊ほか,1981）
、本
研究のような算数・数学の方法によるものは見られない。
分析対象については、生涯における生活の様々な場面で読む書物等を対象とした。これは、具体
的に形になっているものを選ぶことで対象を明確にしようとしたものである。また、
「算数・数学の
方法」については、これまでの研究をもとに「算数・数学の力」
（長崎,2007）を用いることにした。
①分析対象
「個人が生涯の時々において、当面する問題を解決し、民主的社会の一員としてとしての役割を
果たし（解決すべき問題を見出して取り組み）
、豊かに生活する」という状況の具体的場面の一つと
して、生涯における生活の様々な場面で読む書物等を対象とする。具体的には、就学前、小学校、
中学校、高等学校、大学や専門学校、卒業後のそれぞれに対応するような「本」や雑誌、新聞など
を分析し、どのような算数・数学の力（方法）を用いるかを調べる。
ここでは、子どもや成人が「本などを読む」という場面を想定するとともに、
「
（その本の内容か
ら示唆される）関連する活動」の場面（問題解決場面、日常生活場面等々）もいくつか想定して考
えてもよい。特に数学的リテラシーに深く関わる「地球の持続性」「民主主義」に関するものは重
要な課題と位置付けて分析対象とする。なお、用いられる算数・数学の内容が、その時点までの既
習事項であるかどうかをできる範囲で検討することとした。
②数学の方法
数学的リテラシーの構成要素の枠組みの 1 つとして、次の「算数・数学の力」
（長崎、2007）を
用いる。なお、
「算数・数学の力」の詳細については本報告書の最終章にも掲げてある。
（a1）算数・数学できまりや方法などを見つけること
（a2）算数・数学で前提をもとに確かめること
（a3）算数・数学で多様に考えること
（a4）算数・数学で関係づけて考えること
（a5）算数・数学で発展的に考えること
（b1）現実の問題を算数・数学の問題に直すこと
（b2）算数・数学のきまりに従って処理すること
（b3）算数・数学で処理した結果を振り返ること
（b4）算数・数学で予測・推測すること
（b5）算数・数学で感覚的・概括的に判断すること
（c1）式・表・グラフ・図などで表すこと
（c2）式・表・グラフ・図などを使うこと
（c3）式・表・グラフ・図などをよむこと
（d1）算数・数学で説明すること
（d2）算数・数学で解釈すること
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（d3）算数・数学で話し合うこと
３．分析結果
今回は次の 13 冊の書物等を分析した。
(1) 竹下文子著、鈴木まもる絵（2003）『せんろはつづく』金の星社．
(2) 中川ひろたか著、奥田高文写真（2004）『みんな ぜんぶ いろんな』ブロンズ新社．
(3) 小学館『小学 1 年生』2011 年１月号．
(4) 日本文教出版（2010）「日本の水産業は、どうなっているの」『小学生の社会』５年上．pp.24-37
（平成 16 年 3 月文部科学省検定済教科書）．
(5) 東京都教育委員会「東京の環境問題」中高生向 web．
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/buka/shidou/kankyo/t_gakusyu/gakusyu03-05-05.htm
(6) 小西雅子（2009）『地球温暖化の最前線』岩波ジュニア新書 640．
(7) 牟田淳（2007）
『アートのための数学』オーム社．
（第１章「明るさを知るための数学」pp.1-14、
第 5 章「赤緑青の 3 色を混ぜるとどうして白になるか」pp.63-78）．
(8) アマルティア・セン（大石りら訳）（2002）『貧困の克服』集英社新書．
(9) 井田徹治（2010）『生物多様性とは何か』岩波新書．
(10) 近藤誠（2011）「抗ガン剤は効かない」『文芸春秋』新年特別号．
(11) 石川宗（2010）「キャプテンの航空教室：安全な着陸のために」『日本航空（JAL）機内広報
誌』 12 月号．
(12) 藤原正彦（2005）『国家の品格』新潮新書．
(13) 東奥日報（2010）「東北新幹線あす全線開業」12 月 3 日朝刊 一面．
①分析対象の概要
分析対象とそこで見出された算数・数学の方法をまとめると、表 1 の通りである。
表 1 分析対象と見出された算数・数学の方法
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表 1 の数値は、分析した部分に見出された算数・数学の方法の該当数である。ただし、着目した
事柄が複数の「算数・数学の方法」に対応するものを含んでいること、また、同様の事柄は省略し
ていることなどから、数値の大小を単純に比較できるものではない。また、数学化される前の事象
を分析対象としていること等の理由から、そこに数学の方法を見出せると考えてよいか迷うことが
多かった。したがって、分析方法そのものについての議論は今後さらなる検討が必要である。
以上のような問題点があることを前提としても、個人の生涯における数学的リテラシーの様相モ
デルを考案する方法として、1 つの可能性をもつものと考えられる。たとえば、このような資料を
蓄積することで、それぞれの「算数・数学の方法」がどのような場面で必要とされるか、あるいは
必要とされるべきかを考える資料として、また、それぞれの算数・数学の方法の質的な違いを検討
することができるであろう。
このような検討方法上の制約を念頭に置きながら、改めて、表 1 を見ると、次のことが分かる。
「c3 よむ」
「a2 確かめる」は比較的早くから必要とされ、
「a5 発展」
「b3 振り返る」は比較的遅い。
なお、
「a3 多様」
「c2 使う」
「d3 話し合う」は見られない。
②事例分析
表１で分析対象としたものの中から、いくつかを取り出してその内容について考察する。
１）ゴミ問題を考えるために資料を読む（例えば中高生の学校での活動）について（5）
東京都教育委員会「東京の環境問題」中高生向 web
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/buka/shidou/kankyo/t_gakusyu/gakusyu03-05-05.htm
中学生や高校生がゴミ問題について考えるために、ウェッブで資料を調べる場面を想定したもの
である。また、データをもとに、政策をたてたり、生活の改善・工夫などについて考えたりする場
面とも考えられる。
ここでは、前提や根拠を意識して読むことの重要性を算数・数学の方法ととらえた。例えば、分
類図や流れ図などを見るときに、集合を明確にすること（妥当な分類か、排反事象になっているか
等々）や、用いられている数や量が出てくる根拠を確認しながら読むことなどである。なお、今回
は生徒が個人で資料を調べる場面に限定して分析したので、
「説明する」
「話し合う」ことに関する
方法の欄が空欄になっている。これについては、教室等での活動場面を想定すれば該当する事柄が
出てくるだろう。
２）地球温暖化についての本を読むことについて（6）
『地球温暖化の最前線』（小西雅子、2009、岩波ジュニア新書 640）を読んで地球環境の問題を
考える場面を想定している。
（ア）次のような記述は、数学の公理主義に通じるものであり、数学をつくる過程にみられる方法
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とみることができるのではないかとも考えられる。しかし、算数・数学の方法というより、一般的
な能力と考えるべきでもあるが、無条件に転移を認めることになってしまうことがないようにしな
ければならない。
「国際的に協調した温暖化対策を話し合うというときに、そもそも温暖化が人間活動によるものかどうかを
議論していては、話し合いが前へ進みません。
・・・IPCC のサマリーは、気候変動に関する国際会議に参加
するすべての国が納得して承認した内容であるということになります。したがって、温暖化対策を話し合う
国際会議において、IPCC のサマリーに書かれている温暖化科学の内容に対して疑問をさしはさむこと（た
とえば温暖化が人間活動によるものではないなど）は、どの国もしないという了解を得たことになります。

（イ）次の a の記述は、変化をとらえるときの基準や単位量等が示されず数学化された表現になっ
ていないが、b は数学的モデル化活動を体験し理解していればその信頼性について考えることがで
きる。このような部分に数学の方法が見出せると考えてよい。
a「北極の海氷が広い範囲で減少し、ヒマラヤ山脈の氷河が縮小しています。」
b「2007 年に発表された IPCC の最新の第四次評価報告書で、もっとも重要なことは、温暖化が人間活動によ
るものであることを、90％以上の確信度で示したことです。
・・・
気候モデルとは、いろいろな条件が変わったときに、地球の気候がどう変わるかを見ていくコンピュータ
ー・シミュレーションです。
・・・大気の動きは、基本的にはニュートンの運動方程式などの物理の方程式
で表すことができますから、それらを使って、スーパーコンピューターに計算させていくのです。そして様々
な条件を与えたときに、大気や海洋がどのように変化していくかを実験するわけです。
この気候モデルの精度の高さは、できあがったモデルが、過去 100 年の気温変化を再現できるかどうかで
見ます。実際の気温変化を、高い確率で再現できたモデルが、信頼のおけるものということになります。そ
の気候モデルを使って、今度はシミュレーションで仮想的に条件を変えていきます。人間活動の影響がなく
て、自然の変化だけだった場合は、気温の変化はどうであったか、そして人間活動の影響を入れたら、どう
なるか。その結果が、各地域ごとに示されています（横軸に西暦、縦軸に気温変化をとったグラフ。観測値、
自然のみ、自然及び人為の 3 通りのグラフが示されている）
」

（ウ）次の部分は、変化量の程度を知るために、他の（類似な）場面に置き換えて考えることの有
効性を示している。このような部分には、
「関係づけて考える」という算数・数学を生み出す方法を
見出すことができる。
「過去 100 年で地球全体の平均気温は、0.74 度上がりました。
・・・これは世界全体の平均気温なので、世
界の場所によってもっと上がっているところもあれば、これより低いところもあります。ちなみに北極では
1.5 度以上と平均気温の 2 倍以上上昇しています。この平均気温の上昇が、どれほど地球の気候にとって大
きな意味をもつかを説明するには、今から 1 万五千年ほど前の氷河期の平均気温と、現在との差を考えると
いいと思います。その差は、なんとたった 4～7 度くらいなのです。
（グラフ付）
」

３）美術や音楽等に関する数学の本を読むことについて（大学生～成人）
（7）
『アートのための数学』
（牟田淳、2008、オーム社）を読む場面を想定している。次に引用するよ
うに、高校以上の数学の内容を知識としてもっていなくても読める本であり、美術、音楽などに興
味をもち楽しむ（文化性）
、うまく写真をとる、画像をコンピュータで編集する、プレゼンテーショ
ンを工夫する（実用性）
、美術等に関する職業につく（陶冶性、実用性）等を考えることができる。
参考；
「はじめに」より（下線は引用者による）
この本は，
「アートのための数学」という題名のとおり，アートに関係する数学を説明しています。アートを志し
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ている文系の学生や，アートに興味のある社会人，そしてアートを通じて数学を学びたい人が主な対象です。高校で
数学を深く学んでいないことを前提にしているので，高校の数学では対数がまったくわからなかったとか，三角比が
わからなかったとか，数学はちょっと苦手という人にも，アートを通じて数学を楽しめる内容になっています。もち
ろん，アートだけに興味がある人や，数学だけに興味あるけど高校の数学の教科書を難しく感じている人にも役に立
つ内容になっています。
アートの世界では，音，光，色彩といったものが重要になります。
「なぜ，ドミソの和音はきれいに響くのでしょ
う？」
「きれいな写真を撮りたいけどどうしたらいい？」
「赤色の光と緑色の光を混ぜると何色になるの？」など，い
ろいろなケースで音，光，色彩の知識が登場します。そんなとき，難しい数学はまったくいりませんが，やさしい数
学をちょこっと知っているとすっきり理解できることがあります。
あるいはパソコンとで作品を作り出したり加工したりする場合には，デジタルとかビットとかベジエ曲線とかトー
ンカーブといった知識が必要になります。口絵の図 3 のように写真を加工するにも，ちょこっと数学を知っているだ
けでツールを使いこなしやすくなります。本書では 3DCG やアニメーションを作りたい人にもいくつか章を設けま
した。
「アニメーションや 3DCG は普通の 2 次元の CG より難しい」と感じている人が，少しだけ数学を理解して
3DCG やアニメーションになじんでもらえれば幸いです。

この本でわかることは、算数・数学の知識を記憶してそのまま使えるようになっていることはあ
まり求められていない。たとえば、比例や反比例という用語を使わずに関係を捉えられるように書
かれているということである。また、関係づけて考える力、図やグラフをよんだり解釈したりする
力は前提となっており、それをもとに新しい概念（あるいは中高で学習する内容）を理解しながら
読む（考える）力が求められている。また、数や量の感覚、図形感覚等が重要な要素になっている。
このように考えると、中高の数学の知識をもっていることや問題が解けることではなく、
「このよ
うな本を読める」力が数学的リテラシーとして求められている。学校教育で学んだ内容は忘れてし
まっても問題ないが、どのように学び、内容を通してどのような能力を身に付けてきたかというこ
とが問われるということが見えてくる。
なお、個人が本を読むという場面を想定して分析したので「説明する」
「話し合う」ことに関する
方法の欄が空欄になっている。これは集団での活動場面を想定すれば該当する事柄が出てくる。
（参考資料） グラフをよむ・使う
グラフを足し合わせて新しいグラフをつくる場合や、グラフを使って新しい性質を見出す場面に
なっている。
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４）雑誌を読む場面について－「文芸春秋：抗ガン剤は効かない」
（10）
雑誌等を読む場面を想定している。卒業後の「生活」において、専門的な内容であってもすべて
の市民が目にする文章において、その内容を理解し、また、この内容の真偽を判断する力が求めら
れているということである。ここでは、数学的に解釈し判断する能力が求められる。具体的には、
医学や薬学に関わるグラフを解釈することが求められ、内容としては「資料の活用」
（中１）
、
「関数」
（中２）
、
「二次関数」
（高等学校）に関係している。
５）広報誌を読む場面について――「JAL 機内広報誌：安全な着陸のために」
（11）
卒業後の生活等における場面として航空機に乗る場面を想定している。航空機についての安全性
について認識を深めることにつながり、多くの変数について考え、変数を制御した場合について考
える能力が求められる。また、量について解釈したり判断したりする力も必要である。
具体的には、日常の事象において、様々な変数について考える能力、量について感覚的に捉える
能力が重要となり、内容では、
「速さの感覚」
「重さの感覚」
（小学校）
、
「変数について考える」
（中
学校）などが関係している。
４．まとめと今後の課題
個人の数学的リテラシーの様相モデルを考案するための方法として、個人がさまざまな場面で読
む書物等を対象とし、そこにどのような算数・数学の方法が用いられているかを分析するという方
法を試みた。その結果、書物や資料などを読むときには、多くの場面で「前提をもとに確かめる」
「関係づけて考える」「現実の問題を算数・数学の問題に直す」「感覚的・概括的に判断する」「式・
表・グラフ・図などをよむ」などの算数・数学の力が必要とされており、その力によって判断に違
いが出ることが予想された。例えば不規則な曲線で表されたグラフを読んだり 2 つのグラフを加え
て解釈したりすることなど、学校数学では直接学習していない事柄を、比例や一次関数など学校数
学で扱われる内容とともに学ぶ算数・数学の方法（力）が必要とされる場面があることがわかった。
一方、この分析方法の問題点として、例えば「公理をおいて考える」
「集合を明確にして考え判断
する」など、数学以外の内容に強く関わる事柄の中で算数・数学の力が用いられていると考えられ
る場面があるが、無条件に能力の転移を認めることはできないことから、このような場合について
算数・数学の力と捉えてよいかどうかについては慎重に検討する必要があることがわかった。
また、
どのような書物を対象にするかによって見出される方法が大きく異なることや、分析者によって取
り上げ方や用いられる能力の判断が異なる可能性があることが予想され、このような点についても
検討が必要である。なお、書物を分析対象とする場合には、今回のように、
「説明する」
「解釈する」
「話し合う」という力を読み取ることはできない。実際の生活の中ではこれらの能力が用いられて
いることは明らかであり、分析対象を拡げる必要がある。なお、今回も書籍等のほかのいくつかの
例を検討したが、本稿では書物を対象とする部分に限定している。
今後の課題としては、個人の数学的リテラシー様相モデルを、算数・数学の内容と方法（力）の
関係から考え、学校教育で（おそらく一体化されて）指導されていることと、社会に出てから（お
そらく新しい対象に対して方法が用いられていく）ことを明らかにしていくことがある。また、個
人の算数・数学の能力の変容について、
（学校教育の中と社会に出てからのそれぞれについて）考え
る必要がある。
なお、本稿での考察は予察的なものではあるが、学校教育での算数・数学の内容は、特に中学校
以降はその内容を通して「数学の力」を身につけるという役割をもっていると考えるのが妥当では
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ないかと考えられる。例えば一次関数や二次関数に関する知識は忘れてしまっていても、必要に応
じて事象の変化をとらえたり、それを定式化しながら考えたりする力があれば、知識の確認はでき
るし、新しい内容にも対応できる。従って、どうしても身に付け忘れてはならない知識・技能はあ
まり多くないこと、必要なときに学び直したり考え直したりできればよいものがほとんどであり、
むしろそれができる能力と態度が養われていることの方が重要であると言えよう。算数・数学の授
業（学習）では、内容の学習を通して能力を育てることが求められる。内容は能力の質を高め転移
しやすくするための適切な推進役を果たすものであるという捉え方ができ、このことを数学的リテ
ラシーとして明示することが求められるのではないかと考えられる。
【引用・参考文献】
長崎栄三「算数・数学の力の構造化」
、
『算数の力 数学的な考え方を乗り越えて』
（長崎栄三・滝井章編
著、東洋館、2007、pp.40-61
湊三郎ほか（1981）「日常生活における分数はどれだけどのように用いられているか（その 1）‐ある
新聞を通して見た今日の分数使用状況の調査と考察」『日本数学教育学会誌』第 63 巻 4 号、 pp.2-7.
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文部科学省研究開発学校における技術リテラシー育成を目指す義務教育を一貫した教
育課程研究の現状と課題
山崎 貞登
上越教育大学大学院
１．海外で急速に広がる小・中・高等学校を一貫した技術リテラシー育成を目標とした教育
最初に，国内外の主として義務教育段階における技術教育（普通教育の範疇）の変遷について概
説する。米国では，リチャーズが 1904 年に提唱した教科「産業技術科(Industrial Arts)」が，1910
年代に幼稚園から高等学校などで加設された。
「産業技術科(Industrial Arts)」は，1920 年代には
全米に急速に伝わった。我が国では，1947 年の中学校学習指導要領職業科（試案）新設に際し，
「農
業科」「工業科」等で，米国「産業技術科(Industrial Arts)」の目標と内容が参考にされた。1958
年告示の中学校学習指導要領では，職業・家庭科から技術・家庭科へと教科の名称変更と，農的内
容から工的内容重視へと内容の見直しが行われた。
イングランドを代表する科学・技術（テクノロジー）教育研究者のレイトン(LAYTON)（1993, 1994）
は，1970 年代から科学教育と技術（テクノロジー）教育の振興には，両者の密接な連携が必要であ
ることを提唱してきた。レイトンの OECD 及びユネスコにおける科学・技術教育の連携に関する
教育研究活動については，1994 年にユネスコから刊行された自身の編著や 1993 年の同著に詳述さ
れている。レイトンの著書では，後の OECD の PISA のキー・コンピテンシーやリテラシー概念に
繋がる「ケイパビリティ」の用語がよく用いられている。
レイトンは，問題解決の「一般モデル」
「科学のプロセス」
「技術のプロセス」を，表１のように
提案している(レイトン, 1993)。レイトンの提案は，内外の技術教育関係者から広く受け入れられて
いる。
表 問題解決のプロセス
問題解決の一般モデル

科学のプロセス

技術／デザインプロセス

問題の理解

自然現象の熟考

必要性の見極め

問題の記述

問題の記述

必要性の記述

複数の解決法の熟考

複数の仮説の提案

複数のアイデアの生成と検討

採択する解決案の決定

採択する仮説の決定

採択するアイデアの決定

実践

実験

製作

評価

仮説の検証あるいは反証

製品評価

出典: LAYTON, D., (1993). Developing Science and Technology Education –Technology’s
Challenge to Science Education, Table 5.1, p.46
米国では，レイトン（1993, 1994）らの科学・技術教育の連携化と技術デザインプロセス重視の
改革論議を受けて，1985 年に全米産業技術科(Industrial Arts)教育関係者の協会組織【American
Industrial Arts Association】が，国際技術教育協会【International Technology Education
Association】へと名称変更と内容の大幅な見直しが行われた。産業技術科では，近代化・工業化に
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必要な知識・技能の習得と，工業などの職場における指示遂行力と一斉行動力の育成を目標とした。
「テクノロジー教育」では，技術が産業や生活に果たしている役割の理解とともに，持続可能な民
主主義国家の主権者として，関係ある決定に関与できる技術リテラシー（技術を使用し，管理し，
理解し，評価する能力）の育成を重視するようになった（International Technology Education
Association, 1996）
。
欧州では，サロモンが 1877 年にフィンランドのシュグネウスを訪問し，
「教育的スロイド（木材
加工教育の一種）
」をスウェーデンに普及させた。教育的スロイドは，フランスにおける 1882 年「手
工（木工，金工）
」の初等教育への導入と，イギリスの「クラフト・デザイン」教科の発展に大きな
影響を与えた。イギリスでは，1980 年代にユネスコや OECD プロジェクトのレイトンらの科学・
技術教育改革論議を受けて，
「クラフト・デザイン・テクノロジー」に進化した。さらに，1990 年
告示のイングランド・ナショナルカリキュラムでは，
「デザイン・テクノロジー」と「インフォメー
ション・テクノロジー」
（1995 年告示ではインフォメーション・コミュニケーション・テクノロジ
ー）の教科が，５～16 歳の児童生徒に対しての必修科目として設置された（レイトン, 1994）
。
日本語の「デザイン」は，ファッション・デザイン，インテリア・デザインなどの審美性に重点
がおかれる。一方，西欧の「デザイン」は，審美性とともに，ものづくりの実施に先駆けて構想・
イメージし，計画・設計などを通して主体的に創造表現する人間の営みの機能性や活動過程を含意
する。
国外のナショナル・カリキュラム等のテクノロジー教育課程の基準，あるいはテクノロジー内容
基準（専門教育ではない一般普通教育の範疇としてのテクノロジー教育）と実施状況に関する組織
的先行研究（国立教育研究所, 2001, 2002; 名取, 2003;日本産業技術教育学会, 2006）によると，
1989 年の米国科学振興協会「すべての米国人のための科学 －科学・数学・技術におけるリテラシ
ー目標に関するプロジェクト 2061 の報告書」（American Association for the Advancement of
Science, 1989)や，技術リテラシーとデザイン・プロセス育成の重視に伴い，1990 年代以降から多
くの国々・地域等で，小・中・高等学校を一貫した技術教育課程の基準の導入と実践が急増してい
る現況がある。
一方，
我が国における普通教育としてのテクノロジー教育は，
わずか中学校３年間のみの実施で，
世界的に特異な状況にある（日本産業技術教育学会, 2006）
。若者の科学技術離れが懸念される中，
2003 年に日本学術会議は，
「若者の科学力増進特別委員会（発足当時の名称は，若者の理科離れ特
別委員会）
」を組織し，2006 年度から，我が国の「科学技術の智」すなわち「成人段階を念頭にお
いて，全ての人々に身に付けてほしい科学・数学・技術に関係した知識・技能・物の見方」の育成
を目的とした「日本人が身に付けるべき科学技術の基礎的素養に関する調査研究」を発足させた。
「情報学」
「宇宙・地球・環境科学」
「人間科学・社会科学」
「物質科学」
「数理科学」
「生命科学」と
ともに，社会の在り方と関わる面を考慮した技術の在り方を明示するために，
「技術」の計７専門部
会が設置された。2008 年３月には，
「科学技術の智プロジェクト」ホームページにて，７つの専門
部会の報告書が公開された（URL は文献に明記）
。
２．我が国における小・中学校を一貫した技術リテラシー育成を目指す教育課程の基準とカリキュ
ラム研究の動向
文部科学省は，Ｔ都Ｏ区立Ｙ小学校・Ｙ中学校・Ｋ中学校（以下，Ｏ区３校）を文部科学省研究
開発学校（2004～2006 年度）として指定し，公立学校としては本邦初となる小・中学校を一貫した
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「テクノロジー」と「ものづくり」教科教育課程の基準とカリキュラム研究を実施させた。本稿の
義務教育段階における「ものづくり」学習の範疇は，日本産業技術教育学会（1999, 2000, 2006, 2008）
の先行研究 に従い，技術・家庭科技術分野のみならず，生活科，図画工作科，理科，社会科，技術・
家庭科家庭分野，
「総合的な学習の時間」などの教科等を横断する学習と規定する。本研究では，日
本産業技術教育学会の先行研究 に基づき，技術教育のものづくりでは，設計・製作を中心に，試行
錯誤をともなう試験・実践・経験に基づく具象性と，構想性・総合性，技術の知識・技能の習得・
活用と，技術の課題解決活動を重視する。理科のものづくりは，仮説や予想を検証するために，観
察・実験装置などのものづくりを通して，自然認識の形成と，科学的探究能力の育成が主なねらい
になる。図画工作科のものづくりのねらいでは，感性の表現や造形的な活動が重視される。
続いて，文部科学省は，Ｎ県Ｓ市立Ｓ中学校・Ｎ小学校・Ａ小学校（以下，Ｓ市３校）を文部科
学省研究開発学校（2007～2009 年度）として指定し，公立学校として本邦２番目となる小・中学校
を一貫した「テクノロジー」と「ものづくり」に関する教育課程の基準とカリキュラム研究を実施
させた。さらに，文部科学省は，Ｔ県Ｋ町立Ｈ小学校・Ｋ小学校・Ｈ中学校（以下，Ｋ町３校）を
研究開発学校（2010～2012 年度）として指定し，本邦３番目となる小・中学校を一貫した「テクノ
ロジー」と「ものづくり」に関する教育課程の基準とカリキュラム研究が進行中である。他方，教
育特区研究では，長野県諏訪市，富山県高岡市，福島県喜多方市，大阪府東大阪市等で，小・中学
校を一貫した「技術・ものづくり教育」の実践研究が展開中で，全国波及しようとしている。
小・中学校を一貫した「技術・ものづくり教育」の実践研究が大きく注目される中，宮城教育大
学，東京学芸大学，福岡教育大学において，2009 年から 2010 年度にかけて，小学校教員養成コー
スにおいて，
「技術・ものづくり」コースを新設し，義務教育９年間のストーリー性のある「技術・
ものづくり」教育の指導者養成のための教員養成改革が進み，全国における教員養成大学の喫緊の
改革課題となっている。
３．我が国における科学・技術リテラシー育成を目指すカリキュラム研究の動向
小林（2010）を研究代表者とし，我が国の数学・理科・技術教育の研究者が参画した科学研究費
補助金による最終年次報告書（以下，小林科研）では，OECDのDeSeCoプロジェクトの「キー・
コンピテンシー」のカテゴリー１「ツールを相互作用的に用いる能力」の下位カテゴリーと，算数・
数学，理科，技術の各能力目標との対応表を提案した。
技術の能力目標では，小林科研の算数・数学，理科教育を専門とする研究分担者から提案された
算数・数学，理科の各能力目標の枠組みとの整合性に留意し，
「①技術と社会について考え合う力」
「②技術を生み出し表す力」「③技術を使う力」の３つに大別した。３つの枠組みは，主に次の３
つの先行研究を根拠にした。一つは，日本産業技術教育学会(1999)が提案した「21世紀の技術教育
－技術教育の理念と社会的役割とは何か そのための教育課程の構造はどうあるべきか－」であっ
た。二つは，国際技術教育協会(2000)が提案したStandards for Technological Literacyであった。
三つは，2004～2006年度文部科学省研究開発学校Ｏ区3校の，小・中学校を一貫したテクノロジー科
（小学校は，ものづくり科）教育課程（施設分離型）に関する実践研究において，Ｏ区３校が日本
産業技術教育学会小学校委員会の研究支援を受けて提案した
「技術的活用能力
（技術的リテラシー）
」
教育課程基準表であった。小林科研で提案された技術の能力目標を，以下の表２に示す。
表２の「③技術を使う力」は，2008年告示中学校学習指導要領技術・家庭科技術分野の「Ａ材料
と加工」「Ｂエネルギー変換」「Ｃ生物育成」「Ｄ情報」の各技術を評価し活用する能力と態度の
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分類と同じ枠組みである。同技術分野では，「１）３学年間の学習の見通しを立てさせるガイダン
ス的な内容（第１学年の最初に履修）」「２）広く現代社会で活用されている技術」「３）技術を
活用したものづくり（製作・制作・育成）」「４）技術を評価し活用する能力」に分類されている。
指導要領技術分野の１）と２）の分類は，小林科研の技術の能力目標「①技術と社会について考え
合う力」に対応している。指導要領技術分野の２）の分類は，小林科研の「③技術を使う力」に対
応している。指導要領技術分野の３）は，「②技術を生み出し表す力」に一部対応している。
小林科研で提案された技術の能力目標の特徴として，小学校段階において，
「科学」と「技術」の
語彙を用いて，ものづくり体験活動で学んだことを言語化する学習の重視である。なお，従来まで
の小学校学習指導要領では，
技術教育の目標と内容は，
教育課程基準として位置づけられていない。
そのため，本邦公立小学校における技術教育課程研究は，学習指導要領の基準に拠らない特例措置
が認められた研究開発学校に指定されたＯ区Ｙ小学校とＳ市２小学校の先行研究実践のみである。
本邦公立小学校における先行研究が２事例と少なく，今後の追試検証が強く望まれる。
表２ 技術の能力目標（【 】は2008年告示中学校学習指導要領技術・家庭科技
術分野の内容分類に対応）
①技術と社会について考え合う力【広く現代社会で活用されている技術】
ⅰ 技術の意義と必要性について考え合う力
ⅱ ものづくりの技術を理解し，適切に活用する力
ⅲ 技術が及ぼす影響を理解し，評価する力
ⅳ 技術相互間の関連性と，技術と他教科との関係について考え合う力
②技術を生み出し表す力【技術を活用したものづくり（製作・制作・育成）】
ⅰ 現実の状況から技術の課題を設定し，解決策を提案する力
ⅱ 設計する力
ⅲ 段取りする力
ⅳ 製作・制作と，工夫・改善する力
ⅴ 報告書を作成し，表現・交流する力
③技術を使う力【技術を評価し活用する能力と態度】
ⅰ 材料と加工に関する技術を使う力
ⅱ エネルギー変換に関する技術を使う力
ⅲ 情報に関する技術を使う力
ⅳ 生物に関連する技術を使う力
４．Ｓ市３校「ものづくり学習領域」の主たる実践研究成果
Ｓ市３校は，Ｏ区 3 校と同様に，小学校では単教科「技術科」を導入するのではなく，教科等を
横断する「ものづくり学習領域」を，小・中学校に一貫して新設した。Ｓ市３校「ものづくり学習
領域」教育課程基準表は，以下の URL で公開されている。
http://e-tech.life.hyogo-u.ac.jp/etc/ps-tech/report10.pdf (2011.1.27 時点)
Ｏ区 3 校では，ものづくり学習の目標と内容を，
「技術的活用能力（技術的リテラシー）
」のみの
教育課程基準に依拠したが，教科横断的なものづくりの学習範囲と系統性の不明確さが課題として
残された。Ｓ市３校では，
「ものづくり学習領域」の学習到達目標を，
「創成力」
「技術的活用能力」
「キャリア発達能力」
「エネルギー・環境活用能力（山崎ら, 2008）
」とした。Ｓ市３校の「技術的
活用能力」の概念規定と教育課程の基準は，Ｏ区３校と同じであった。
日本工学教育協会（2005）発行の工学教育の創成教育特集号で指摘されたように，大学・高専等
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の工学系における創成科目は，欧米の専門教育としての工学設計教育の概念を導入している。一方，
Ｓ市３校の「創成力」の概念は，専門教育としての工学設計教育の概念をそのまま導入したのでは
ない。義務教育であり，教科横断的・総合的学習課題である「ものづくり」に必要な力の総体を指
す。創成活動のプロセスでは，現実の生活や社会状況の中で起こる実際の問題の最適解を見出すた
めの活動力が必要である。創成プロセスには，１）問題発見・把握，２）問題分析・情報収集，３）
計画，４）実践，５）表現・発信・交流，６）振り返り，７）社会的評価の７つのプロセスがある。
こうした創成のプロセスは，常に１）～７）が順序よく繰り返されるわけではない。順番が前後す
ることや，一つの活動の中で複数のプロセスが一体化することもある。
Ｎ小学校，Ａ小学校では，科学・技術リテラシーの育成に着目した実践研究をしていた。生活科，
算数，理科，図画工作科等で習得した知識・技能を，
「ものづくり学習領域」で活用し，課題探究活
動による学習過程を重視していた。
「習得・活用・探究」活動では，
「科学」と「技術」の語彙を使
った言語活動で，
「ものづくり」活動の過程に見通しを持ち，推論と反省・熟考する学習が重視され
た。
Ｏ区３校とＳ市３校の実践から，単校種・単教科を基軸とした教育課程編成を見直し，
「ものづく
り」活動のような「各教科」
「道徳」
「総合的な学習の時間」
「キャリア教育等の教科横断的課題」間
の連携と，相乗効果を重視した教育課程研究が今後必要であることを示唆している。特に，中学校
では教科担任制であることから，既存の教科間を連携したり，例えば複数の教科等から成る大教科
群などを導入したりして，各教科で習得した知識・技能を他教科等で活用し，課題を探究する教育
課程構成原理に関する実践研究が喫緊の課題である。
５．戦後の「生活単元学習」批判と技術・家庭科の新設の経緯
「リテラシー」では，習得した知識や技能等を実生活や実社会で活用したり，課題を探究したり
するために，状況に応じて言語，シンボル，テキスト，知識，情報，技術を相互作用的に用いる活
動能力が基盤となる。我が国の戦後の新教育において，実際の「生活」や「人生」で活用する活動
が重視されていた史実は，見過ごすことはできない。ただし，戦後から 1950 年代の学習者を取り巻
く生活や人生の状況や文脈と，今日や近未来の学習者を取り巻く生活や人生の状況や考え方とは大
きな違いがあり，同一次元として解釈することはできない。さらに，知識や技能の習得に対する考
え方も，当時の教授－学習論と今日の社会的構成主義を基盤とした学習論では，大きく異なる。
我が国では，1950 年代後半からの経済発展と，旧ソ連の人工衛星スプートニク・ショックによる
米国の科学・技術教育振興を受けて，国民全般の科学技術に関する基礎的素養を高める動きがあっ
た。1958 年告示中学校学習指導要領において，理数教育と技術教育の系統学習の充実と経験主義学
習の利点との調和を目指した科学・技術教育の試みがなされた系譜がある。職業・家庭科に代わっ
て新設された技術・家庭科における理科教育と技術教育の系統的な科学・技術教育の試みについて
は，大谷(2002)により，きわめて詳細な考究がされている。大谷の論文では，文部省職業教育課鈴
木寿雄教科調査官（当時）により公開された当時の教育課程審議会や中央産業教育審議会での審議
内容の資料に基に論考している。
一方，新設された技術・家庭科の教科目標の第１フレーズには，
「生活に必要な基礎的技術を習得
させ」が入ったことから，基礎学力の低下に懸念し，戦後の生活単元学習を批判して，系統学習を
主張する数学教育や理科教育関係者の一部から批判があった。数学教育や理科教育関係者の批判の
具体は，大谷(2002)や鈴木(1960)の論文に詳述されているため，本稿では割愛したいが，
「技術・も
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のづくり活動」をはじめとした「体験」や「活動」を重視した学習では，基礎学力との相乗的育成
による「習得・活用・探究」活動の充実を図る方策が必要である。
６．技術リテラシー育成を目指す「ものづくり学習領域」の導入が他教科の学力に及ぼす効果
技術リテラシー育成を目指す「ものづくり学習領域」の導入が他教科の学力に及ぼす効果につい
ては，山崎(2011a)を参照されたい。本稿では，Ｓ市３校のうち，Ｓ中学校の概要のみ紹介したい。
（１）調査対象及び方法
Ｓ中学校の調査対象者は, 2007 年度１学年,2008 年度２学年,2009 年度第３学年生で,３年間同
校に在籍した 91 人で，３年間の縦断比較を行った。
Ｓ中学校では，全国の中学校で多数採用している中学校教研式標準学力検査 CRT を，研究初年
次から３年次まで国語・社会・数学・理科・英語の５教科で実施した。教研式標準学力検査 CRT
とは，学習指導要領に示された各教科の基礎的・基本的な学力を確認するための測定・診断用具と
して研究・作成された目標基準準拠検査で，例年１月に検査を実施する。CRT では，指導要録に
示された観点ごとに，学習到達状況を得点として換算する。
（２）
．結果及び考察と今後の課題
①．2007 年度と 2008 年度との縦断比較
2007 年度 1 年生と 2008 年度 2 年生との縦断比較した結果を表３に示す。マクネマー検定の結
果，国語は，
「成績が向上した生徒数」が「成績が低下した生徒数」より有意に多数であった（χ
2

。社会は，
「成績が向上した生徒数」と「成績が低下した生徒数」に有
(1)=6.05,p <.05,両側）

。数学は，
「成績が向上した生徒数」と「成績が
意な差が認められなかった（χ2 (1)=0.00,両側）
。理科は，
「成績が向上し
低下した生徒数」に有意な差が認められなかった（χ2 (1)=0.28,両側）
た生徒数」が「成績が低下した生徒数」と比べて多い有意傾向を示した（χ2 (1)=3.68,†.05<p <.10,
両側）
。英語は，
「成績が向上した生徒数」と「成績が低下した生徒数」に有意な差が認められな
。
かった（χ2(1)=5.31,両側）
表３ Ｓ中学校 2007 年度 1 年生と 2008 年度 2 年生の各教科別 CRT 得点の追跡比較（人）
教科名１）

向上した生徒数

低下した生徒数

変化が無い生徒数

検定結果

国語

51

29

4

χ2(1)=6.05*

社会

44

44

4

χ2(1)=0.00

数学

42

47

2

χ2(1)=0.28

理科

53

35

4

χ2(1)=3.68†

英語
31
52
3
χ2(1)=5.31*
†.05<p <.10 *p <.05 **p <.01
註１）国語：指導要録 5 観点のうち,「関心・意欲・態度」を除く 4 観点得点，社会・数学・
理科・英語：指導要録 4 観点得点のうち,「関心・意欲・態度」を除く 3 観点得点
②．2008 年度と 2009 年度との縦断比較
2008 年度 2 年生と 2009 年度 3 年生との縦断比較した結果を表４に示す。マクネマー検定の結
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果，国語は，
「成績が向上した生徒数」と「成績が低下した生徒数」に有意な差は認められなかっ
た（χ2(1)=2.18,両側）
。社会は，
「成績が向上した生徒数」が「成績が低下した生徒数」より有
。数学は，
「成績が向上した生徒数」が「成績が
意に多数であった（χ2(1)=17.78,p <.01,両側）
。理科は，
「成績が向上
低下した生徒数」より有意に多数であった（χ2(1)=24.61,p <.01,両側）
。
した生徒数」が「成績が低下した生徒数」より有意に多数であった（χ2(1)=8.71, p <.01,両側）
英語は，
「成績が向上した生徒数」と「成績が低下した生徒数」に有意な差が認められた（χ
2

(1)=1.36,両側）
。

表４ Ｓ中学校 2008 年度 2 年生と 2009 年度 3 年生の各教科別 CRT 得点の追跡比較（人）
教科名１）

向上した生徒数

低下した生徒数

変化が無い生徒数

国語

38

52

1

χ2(1)=2.18

社会

58

33

1

χ2(1)=6.87**

数学

66

20

3

χ2(1)=24.61**

理科

59

31

0

χ2(1)=8.71**

検定結果

英語
50
39
2
χ2(1)=1.36
†.05<p <.10 *p <.05 **p <.01
註１）国語：指導要録 5 観点のうち,「関心・意欲・態度」を除く 4 観点得点，社会・数学・
理科・英語：指導要録 4 観点得点のうち,「関心・意欲・態度」を除く 3 観点得点
③．2007 年度と 2009 年度との縦断比較
2007 年度 1 年生と 2009 年度 3 年生との縦断比較した結果を表５に示す。マクネマー検定の結
果，国語は，
「成績が向上した生徒数」が「成績が低下した生徒数」より有意に多数であった（χ
2

(1)=5.94,p <.05,両側）
。社会は，
「成績が向上した生徒数」が「成績が低下した生徒数」より有

。数学は，
「成績が向上した生徒数」が「成績が
意に多数であった（χ2(1)=17.78,p <.01,両側）
。理科は，
「成績が向上
低下した生徒数」より有意に多数であった（χ2(1)=24.28,p <.01,両側）
。
した生徒数」が「成績が低下した生徒数」より有意に多数であった（χ2(1)=20.51,p <.01,両側）
英語は，
「成績が向上した生徒数」と「成績が低下した生徒数」に有意な差が認められなかった（χ
2

(1)=0.04,両側）
。

表５ Ｓ中学校 2007 年度 1 年生と 2009 年度 3 年生の各教科別 CRT 得点の追跡比較（人）
教科名１）

向上した生徒数

低下した生徒数

変化が無い生徒数

国語

56

33

2

χ2(1)=5.94*

社会

66

25

0

χ2(1)=17.78**

数学

69

22

0

χ2(1)=24.28**

理科

64

22

3

χ2(1)=20.51**

検定結果

英語
46
44
2
χ2(1)=0.044
†.05<p <.10 *p <.05 **p <.01
註１）国語：指導要録 5 観点のうち,「関心・意欲・態度」を除く 4 観点得点，社会・数学・
理科・英語：指導要録 4 観点得点のうち,「関心・意欲・態度」を除く 3 観点得点
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研究１年次と２年次，研究１年次と３年次の国語 CRT 総得点の縦断比較で，有意に向上した理
由として，
「習得・活用・探究」活動の充実と，ポートフォリオ学習の導入で言語力育成を目指した
ことが一つの要因であったと推察される（太田・山崎, 2010）
。研究３年次の社会・数学・理科 CRT
総得点が１年次に縦断比較して有意に向上した理由として，学習到達目標からの「逆向きの設計」
の単元づくりと，国語，社会，数学，理科で習得した知識・技能を，
「ものづくり学習領域」で活用
し，課題を探究する学習を重視したことが一要因と推察される（太田・山崎, 2010）
。 我が国では，
義務教育段階における技術リテラシー育成を目指した学習の導入が，他教科の学力に及ぼす影響効
果に関する先行研究が極めて少ない。数学・理科・技術教育研究者による組織的な協同研究が今後
一層必要である。
本稿は，2010 年９月１日に広島大学で開催された日本科学教育学会第 34 回年会広島大会の自主
企画課題研究「科学技術リテラシーの発展に向けた技術教育と理数教育の関係」において筆者であ
る山崎(2010)が発表した【小・中学校一貫した「ものづくり学習領域」の教育課程研究の成果と課
題】を基に，大幅な加筆と再構成をした。本稿を執筆する機会を与えていただいた静岡大学教育学
部長崎栄三教授に感謝の意を表する。
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数学的リテラシー研究会での講演記録
数学的リテラシーの考察にとって必要不可欠ではあるが、算数・数学教育において
は、あまりその研究が見られないものがある。それらについては、それらがご専門の、
科学技術の智プロジェクトの研究メンバーにご講演をお願いした。それぞれのご講演
の後には、質疑応答を 30 分程度行い、それらの内容の理解を一層深めるようにした。
ご講演の主旨は、次の通りである。
１．科学博物館の活動とは
２．サイエンスコミュニケーションとバイオカフェとは
３．人間とは
４．科学とは
５．数学とは
１と２は、社会におけるリテラシーの保持・発展に関わることであり、３と４と５は、
数学的リテラシーについての根源に関わることである。
本報告書では、ご講演順にその内容を文章化したものを記録として掲載してある。
ご講演の際には、皆様、多くのパワーポイントをお使いになって 1 時間半から 2 時間
のご講演をいただいた。なお、この記録の文責は本研究の代表者の長崎にある。
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講演記録

科学系博物館における科学リテラシー涵養活動の創造
小川 義和
国立科学博物館展示・学習部
（2008 年 12 月 27 日講演）
１．はじめに
今日は長崎先生からご依頼を受けまして、科学系博物館における科学リテラシー涵養活動の創造
ということで三つの柱を作っております。一つは、科学教育における学校と博物館の連携の現状と
課題です。これは以前からずっといろいろなところで発表しておりますが、この話を最初にさせて
いただきます。二つ目が、２年ほど前から私は科学リテラシーに関する科研費で研究を進めており
まして、その関係で科学系博物館における科学リテラシーの涵養活動の創造を目指してやっていま
す。三つ目は、その具体例として、アフタースクール活動の取り組みというのをしたいと思います。
２．科学教育における学校と博物館の連携の現状と課題
（１）新学習指導要領と博物館
ご承知のとおり、中学校の学習指導要領が新しく出まして、高等学校は先日告示されましたけれ
ども、いずれも科学系博物館や科学学習センターとの連携・協力が新たに加わったわけです。小学
校は以前からありましたが、中学校では新たに加わったということで、今回ある意味では博物館と
学校との連携の始まりというように思っています。
その中で、中学校の文言を拾ってみますと、
「生徒の実感を伴った理解を図るために活用する」
。
それから、
「このような科学系博物館は、
科学技術の発展や地域の自然に関する豊富な情報源である」
。
それから指導の仕方が書いてありますけれども、
「活用を指導計画に位置づける」
。どのように位置
づけるかが非常に重要なこと。行くだけでなくて、専門家を招くということも考えられるというこ
とが書いています。そのためには、学校と施設が十分に連絡を取り合い、事前事後の指導を十分に
行い、安全に留意するということです。それから受講生を募って公開講座などを行っている大学な
どの研究機関、高等学校との連携も可能であるというようなことが書いてあります。まさしくここ
に書いてあることが、学校と博物館との連携の重要な要点ではないかと思っています。
（２）学校と博物館との連携の課題
学校と博物館との連携というのは、今回の中央教育審議会答申、科学的体験活動の充実という指
導要領の改訂に当たっての一つの方針が出ておりましたが、この科学的体験活動の充実が一つの大
きな柱になっています。最近、科学リテラシーの充実のためにということで、より広くいろいろな
ところに学習資源を求めていこうという動きがあるようです。
一方、博物館のほうはどのような動きがあるかというと、日本では、2000 年に、日本博物館協会
が『対話と連携の博物館』という報告書を出しています。博物館が単独でいるのはなかなか難しい。
指定管理者制度など、最近非常に風当たりが強い中で、教育機能の拡大と各機関との連携で博物館
の教育力を高めるというような報告書が出ています。つまり、連携をしていくことがとても重要だ
ということが日本では言われています。
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アメリカでは、1991 年に『Excellence and Equity』というレポートが出ています。これは博物
館の教育機能を公共サービスの中心として位置づける。博物館の公共サービスの基本は教育機能で
あるということが謳われています。
イギリスでは、1999 年に『Common Wealth』というレポートが博物館協会から出ています。原
版は 1997 年に出ています。博物館協会と言いましたが、実は文化遺産省というのが博物館を統括
していますので、そこの省が出したレポートです。内容は学習資源としての博物館の重要性を示し
ています。Common Wealth という言葉が「みんなの富」という意味なのですけれども、つまり博
物館を持っているのは博物館の人たちが持っているものではなくて、世界の人たちのものであると
いうような言い方をしています。この裏側には、当時としては大英博物館にあるいろいろなミイラ
などをエジプトへ返せというような返還運動もあって、これは大英博物館がエジプトから世界の宝
として預かっているのだからというような裏側のメッセージもあるのですが、
それを逆手にとって、
博物館にあるものがみんなの宝である。したがって、これを利用するためにいろいろな教育のアク
セスを考えましょう。このようなことが基本的な Common Wealth の考えです。ここにはラーニン
グ・リソーセスという言葉が出ていますが、博物館は学習資源であるという概念がここに出てきて
おります。
このようなことから考えると、最近の博物館は教育機能を中心に置き、多様な人からの要請に応
えられる学習資源としての博物館というのが重要視されているというように思います。イギリスの
場合、アクセスビリティーという言葉がよく出てきます。要するに接続といいますか、容易に博物
館に行けるとか、行けない物理的な人や身体的にいけない人、精神的になかなか行けない人に対し
てはアウトリーチ活動を行うというようなことで、多様な社会からの要請に応える学習資源として
の博物館というのが、2000 年ごろから 21 世紀にかけて大きな課題として出ています。
実は、この博物館の連携は、古くて新しい課題です。例えば、国立科学博物館では大正２年ごろ
に通俗教育館を作って、今でいうと社会教育に近いのですが、ここで機械をぐるぐる回させたりし
ているのですね。今でいうハンズオンという教育をして、学校の教員がきてやってみたり、一部そ
のような機械を貸し出したり、学校にない標本を貸し出したりしているのです。そのような面では
かなり古くからやっている。
アメリカ自然史博物館では、1909 年に子ども専用の部屋を開催しています。チルドレンズルーム
と言います。恐らく世界で初めての子ども専用の部屋です。子どもたちが集団で博物館に来て、標
本が置いてあって、
一番奥にゾウがいるのです。
このような剥製や標本があるところで学習をする。
それから 1913 年ごろには、車で学校を回って標本を貸し出している。標本資料の貸し出しサービ
ス（ローンサービス）をしていたと言われていますので、かなり実は古くから連携しているという
のが実態です。ただ、今でも同じようなバリヤがあって、なかなか進まないのが現状ではあります。
少し整理させていただきますと、学校というのは従前の知識をもとに新たな学習を積み重ねて、
一つの目標に向かって行う学習が基本的に行われる。これは学習指導要領に基づいて一つの目標に
向かって行う。博物館の場合、学習指導がないので、カリキュラムがありません。したがって、か
なり自由な学習が行われる可能性がある。日本ですと伊藤寿朗さんが、
「個人の好奇心に基づく学習
の場である」というように言っていますし、また 2002 年にジョン・フォークという方が、
「博物館
は自由選択学習の場である」というように定義をしています。したがって、自分でいろいろなメニ
ューがあるものを選んでいく。選ぶという能力が博物館の中では非常に重要になってきます。それ
から、それを選んでいく過程で自分の志向するものが見えてきて、それを学習していくのが本来の
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博物館の姿である。学校と博物館が連携して何かをするというのは、学校にすりよった博物館にな
るのか、学校のカリキュラムを無視して博物館のことをやるのか、極端に言えばそのどちらかでは
ないかという感じがします。指導要領に沿って博物館のプログラムを作っていくのが一つの方法で
すし、博物館ならではの方法で学校が来て、そこで自由な選択の学習をやるという方法もあるので
はないかと思うのです。
（３）学校と博物館との連携の実態
それでは日本の子どもたちの科学館や博物館に対する意識はどうでしょうか。これは国立教育政
策研究所で行われました平成 15 年の「教育課程実施状況調査」の結果です。科学館や博物館に行
くことが好きですかと聞くと、小学校５年生から中学３年生のころになるとだんだん嫌いになって
くるということで、私どもの博物館も小学校５年生を過ぎると随分減りますね。大体中学生はあま
り来ない。高校生はもっと来ないということですね。これが一つの課題になっています。
先生方の意識がやはり同じ調査結果で出ているのですが、どうでしょうか。
「行っている方」だと
考えている方が１％、
「どちらかというと行っている」方が５％、21％の人が「行っていない」方、
73％の人が「行っていない」と言っています。先生方の博物館の利用の実態、意識としては非常に
低いという状況です。
博物館側の統計ですけれども、日本博物館協会が 2005 年に出した『日本の博物館の現状と課題』
があります。これは３年ごとに調査をしていますので、今年の調査がそろそろ上がってきますけれ
ども、博物館が見た学校連携の状況が出ています。遠足や修学旅行の行事として学校が団体で来館
することがかなり多い。授業の一環として児童、生徒が来館すること、つまりこれは学習指導要領
のカリキュラムに基づいて行う、学校教育の一環として行うということが多いということになりま
す。職場体験の一環として来館することも、若干あります。これは前回の 2002 年の調査よりも、
増えています。それから学芸員が博物館で学校の児童や生徒を指導する。これは指導形態のところ
に出てきますが、これも半分ぐらい。少ないのは、学芸員が出向いていることですね。教師に対し
て事前オリエンテーションすること、教員向けの講座、貸し出し、教育実践を研究する、土曜日に
行う、これはかなり少ないというのが現状です。ですから一般的には、学校が教育課程の中で博物
館を利用するというのが、博物館側のとらえ方としては多いのではないかと思います。
なぜかということなのですが、実はこれを調べてみますと、博物館における学校連携の担当者の
配置の状況を見ますと、ほとんどいないというのが現状です。
「専任の担当者が配置されている」の
は４％、
「兼務で担当者が配置されている」のは 21％、
「配置されていない」というのが７割５分と
いうことで、７割以上の博物館は学校連携を担当する専任職員を配置していないということになり
ます。学芸員にとって、研究をしたり、展示を作ったりということをしながら、一方で学校連携を
行うということはかなり苦しい状況にあるということです。参考までに、学校の数は全国で６万
2,000 校ありまして、教職員の数が 130 万人いる。これは小学校から高等学校までの数を入れてい
ます。それに対して、博物館の数は全国で 5,614 館あって、指導系の職員が 6,900 人ということで
す。130 万人対 6,900 人でとてもかなわないということで、これを見ても分かるように、なかなか
博物館の方は体制が整わないというのが現実です。まとめますと、教員の博物館に対する意識が低
いということと、博物館の指導体制は不十分であるということです。
ほかにデータがありますけれども、今日はそこまで紹介していますと時間がありませんので、あ
とは結論だけ言いますと、学校と連携する形態としては、１回限りの児童・生徒向けの実験教室が
多いというのが統計上示されています。それから対象としては、小学生が圧倒的に多い。これは小
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学生向けの教室をやっているから小学生が多いのか、小学生しか来ないから小学生になってしまう
か、にわとりと卵のような感じで、どちらがどちらということではないのですが、そのような状況
です。それから先生方の意見としては、体験的な学習活動への期待感が強いというのがデータから
示されます。そのような希望はあるのですが、なかなか指導体制が十分でない。だから利用が低い
という状況ではないかと思います。
（４）博物館の学習環境の類型化
そこで、私は、2003 年に博物館の学習環境を先生がたが利用しやすいような形に類型化して、そ
こでどのように学校とつきあうかというのをパターン化して示したらいいのではないか。それぞれ
のパターンごとに評価を入れて、このパターンだったらこのぐらいの学習効果があると示していっ
たらいいのではないかと考えました。例えば１回限りのパターンでしたら、それはもう興味・関心
を高めるためにはいいけれども、概念学習については十分でないというのが分かっていますので、
そのようなところを目的にするとか、
継続学習については少し踏み込んで知識の定着をねらうとか、
それぞれの学習の目標がありますので、ある程度特徴を明らかにしていったらどうかというように
思いまして、このような類型化をしました。
直接的、間接的という言葉がありますが、直接的というのが、直接学芸員が子どもたちを指導す
るような方法です。博物館職員や学芸員、またはボランティアが直接指導する方法ですが、それに
は１回限りの単発的なものと、館内で行うのと館外で行うものがあると思います。個人を対象とし
た展示案内や、学校団体を対象とした体験活動が非常に多く行われています。一方で海外について
先ほど申し上げたように、遠隔学習を行う、移動博物館を行うというのがあります。
それから継続的に行うものとしては、日本ではほとんどないですが、個人が行うアフタースクー
ル活動、これはうちの博物館が唯一やっているぐらいで、ほとんど日本では事例がありません。学
校と博物館がカリキュラムをシェアして、ほとんど博物館と学校が年間のカリキュラムを作ってい
くミュージアムスクール、これも日本ではほんどありませんが、アメリカのコミュニティスクール
などでは実際に行われています。
間接的なものとしては、教員を研修して、教員が博物館のことを知ってもらって、教員が子ども
たちを連れてくる。学芸員はそのときタッチしないという方法と、児童、生徒向けにワークシート
を用意して、自分で段取りを作ったりして、自分で自学学習するというような方法もあります。
（５）世界の主な博物館との比較
これは世界の主な博物館を調査した結果です。今の分け方でいきますと、アメリカ自然史博物館
はニューヨークにあります世界最大級の自然史博物館ですが、このほか、カリフォルニア科学アカ
デミーは、サンフランシスコにある大きな博物館です。エクスプロラトリアムは有名だと思います
が、やはりサンフランシスコにある科学博物館。フィールド自然史博物館はシカゴにある、これも
大きな自然史博物館。ローレンス・ホール・オブ・サイエンスは博物館というよりは、イメージと
しては科学学習センターに近い、ＵＣバークレーの大学の附属施設としてある科学学習センターで
す。それからロンドン科学博物館は、ロンドンにある最も古い科学博物館です。大英自然史博物館
は、これも最も古い自然史系の博物館です。それに国立科学博物館、茨城県自然博物館、神戸の青
少年科学館、琵琶湖博物館などの日本の博物館と比較をしてみました。
無理やりこの類型化のパターンに当てはめてみますと、傾向としてアメリカの場合は直接的な指
導が非常に多いのですが、イギリスの場合はどちらかというと、直接的な指導というよりは、教師
が子どもたちを連れていくというやり方が多い。場合によってはイギリスの教師の方がレベルが高
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いのか分かりませんけれども、先生方が勉強して子どもたちを連れて行くというパターンがイギリ
スの方は多いようです。したがってイギリスの場合、児童生徒向けの自主学習や教師指導用のワー
クシートが充実しています。またロンドン科学博物館では、ナショナル・カリキュラムのキーステ
ージごとの教員の研修や展示内容に関する研修などが設けられていますし、大英自然史博物館もキ
ーステージごとの教員研修、ワークシートの制作の研修などを用意しているというところです。非
常に細かいところまで用意されているという感じがします。
一方、アメリカの方は、アフタースクール活動が行われています。アメリカ自然史博物館は、幼
稚園から 12 学年までのアフタースクールを学年別に設けているということです。これは放課後博
物館に来て、子どもたちを預かって、週に１回ぐらいのプログラムで例えば８週間ですけれども、
そのようなことをしています。カリフォルニア科学アカデミーもジュニアアカデミーでインターン
プログラムということで、これは 14 歳から 20 歳だと思いますが、年齢が高くなると、どちらかと
いうと職業体験的なキャリア教育の一環としてのインターンプログラムとなっています。エクスプ
ロラトリアムは高校生展示解説プログラムを設けて、高校生が実際に展示を解説する。それを学校
の単位として認定したり、または一部お金を払ってということで有給スタッフとしてということで
す。
単発的な学習活動は、日本では一番多く行われていますが、国立科学博物館で典型的なものは、
博物館指導員、ボランティア等による指導ということです。事前の指導が学校で行われて、博物館
に来て実際に活動して、事後、学校に戻って行うということで、これが基本的なスタイルになるの
ではないかと思います。事前指導なしで来ると、子どもたちは落ち着かない。落ち着いて勉強しま
せん。いろいろなところに興味・関心がいってしまって、トイレはどこだとか、ご飯を食べる所は
どこだ、そこからいきますので、そのようなところを事前指導できちんと言っていただくと、もう
少し落ち着いて学習ができる。教材の利用としてはワークシートなどを利用する。
それから、これはアメリカの例です。日本ではほとんどないですが、ミュージアムスクールとい
うものをいくつかの州では行っています。この事例はニューヨークのコミュニティスクールと、い
くつかの博物館が共同運営しているものですが、システムとしては、博物館と学校を結ぶ専従職員
を設けている。
これをリエゾンと彼らは言っていますが、
リエゾンが連携した館から派遣されます。
例えば自然史系の博物館ですと、アメリカ自然史博物館から派遣されます。メトロポリタンという
美術館なら、美術館からリエゾンが派遣されます。このリエゾンと担任教師が一緒になって、カリ
キュラムを作っていきます。それから博物館資料の研究や、研究者に話してくれという協力依頼、
それから学校で行っている授業もリエゾンと担当教員がチームティーチングで子どもたちの指導を
しています。評価も２人でしていると言っていました。このような仕組みが特殊な学校では行われ
ています。
アフタースクールは、学校が終わった後、または夏休み、休業日に子供たちが博物館で継続的に
活動しているものです。これは全米科学財団（ＮＳＦ）等から一定の基金が出ておりまして、かな
りアメリカとしても推奨しているのではないかと思います。特に、例えばカリフォルニアの科学ア
カデミーの女の子ですけれども、この女の子はインターンプログラムということで、この子はどの
ような扱いになっているのか分かりませんが、学校との関係でボランティアの単位として認定され
ているか、または生物学の単位として認定されているのか、または場合によっては最低賃金のお金
を払っているか、それは学校との関係で決まるということでした。
アメリカ自然史博物館では、大学入学準備のためのアフタースクールをやっています。非常にレ
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ベルの高いプログラムを設けて、７、８人の選ばれた子どもたちに、このアフタースクールのプロ
グラムに入るために試験を課しています。論文を課して、かなりレベルの高い人たちを選んで２年
間ぐらい行う。その間に論文を書いて、博物館の研究者と一緒に研究室に出入りして鍛えるという
ことです。その推薦書を付けて大学の入学準備にするということもあります。
今のことをいくつかまとめますと、アフタースクールには、例えば、プレカレッジ・サイエンス・
コラボレティブという大学進学準備のための科学教育の研究活動があります。学校から推薦された
10 人程度の選抜された高校２年生が、博物館の研究所に２年間派遣されます。特に低所得者の優秀
な生徒を対象にしています。それからアフタースクールそのものが全体的には継続的なプログラム
で、探究活動、それから科学の過程を非常に重視しています。あとは、それを表現する力、コミュ
ニケーションを非常に重視していまして、最終的には展示を作ったり、パネル・ディカッションを
したりしているようです。
ある面では専門性というものを博物館の学芸員、研究者は持っていますから、研究室に２年間も
出入りすると、かなり徒弟的な場面もあって、自分の後継者を育てるというような研究者の意識も
あるのではないかと思います。この研究者のことをメンターと一般的に言っています。メンターと
いうのは精神的に支える人のことを一般的に言いますけれども、彼らはそのような人たちのことを
メンターといって、指導のことをメンタリング、ウェブ・メンタリング、例えばメールでやり取り
をしてメンターするというようなことも行っているようです。そのような研究活動に対する姿勢が
子どもたちの専門性や、あのような人になってみたいというキャリア教育の一環の部分も若干ある
だろうと思います。自己実現を促す役割もしていると思います。
国立科学博物館の場合、アフタースクールを本格的に始めたのは今年で、その前は「科博探検ク
ラブ」というのを小学校５年生ぐらいからやっていたのですが、やはり小学校５年生から、中学３
年生は実際来ませんから、中学２年生ぐらいですと、あまり職業意識が弱いですね。今回、中高生
を対象にやりまして、これはやはりそれなりに効果があるという感じがしました。いくつかのグル
ープに分けて、展示制作をして、最後に展示発表するというような仕組みでやっています。これに
ついては後で詳細に説明します。
次は間接的サービスです。これは教員研修が非常に大きいですが、科博も教員研修をたくさんや
っていますが、このアメリカ自然史博物館の場合は、教員研修を行っています。日本での教員研修
と少し違って、博物館教育やコンピュータ技術の学習支援などのプログラム、それからサイエンス・
エジュケーション・スタンダードがアメリカにはありますので、スタンダードの中の教授スタンダ
ードとか学習スタンダードに準拠した内容を博物館で行う。つまり、博物館の展示がスタンダード
のどこに位置づけられるのかということをかなりやるようです。それで単位が取れるというところ
が、また非常に戦略的だと思います。したがって来る先生は決して優秀な先生ではなくて、どちら
かというと、単位が取れることを目的に来る人が多くて、単位を取ると給料が上がったりします。
最終的には修士の単位が取れるということになります。特にスライドの下に紹介した教師のための
研修になるのは、ニューヨークのシティ・カレッジと連携して、そこの教育部門と連携して、シテ
ィ・カレッジの修士が取れるようになります。
日本の場合はどちらかというと、博物館には意識が高い先生が来るのですけれども、アメリカの
場合は意識が高い先生も来ますけれども、むしろこのようなあめで誘って単位が取れると給料が上
がるということで、博物館に来させるということで、そのような面で裾野が広がる可能性があるの
ではないか。日本の場合、博物館に来る人は非常に意識が高いので、別にそれほどやらなくてもす
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むような先生ばかり来るのですね。むしろ来ない先生のほうが問題ではないかと思います。
大英自然史博物館の場合は、イギリスの場合ですけれども、ワークシートが非常に充実していま
す。ナショナル・カリキュラムにある程度リンクして、ワークシートが充実しているということで
す。それから教師の研修というものも非常に行っています。
少し変わったところで面白い博物館があるのですが、ロンドンの郊外に電車で１時間ぐらい行き
ますとレディング、スペルで Reading と書く所があります。レディングの博物館の貸し出しサービ
スです。レディングの博物館には標本がどのくらいあるか私は分かりませんが、見た感じではこの
部屋の３倍ぐらいの広さに全部貸し出し標本がありまして、それを作る専門のスタッフが２、３人
いて、学校にそれを貸し出している。そして、それと一緒に行って講義をしている。その年間契約
をして学校がお金を払います。イギリスでは多分、学校が資金を持っているのがありますので、お
金を持っている人のところへ行って、年間契約をして、貸し出しを何回、それから職員を何回派遣
しますということをやっているところもあります。
（６）博物館を使った学習
幾つかの例を挙げましたが、もし博物館を使って学習する場合には、一つ目は博物館の学習の目
的を明確にしないと何をするのか分からない。二つ目には事前資料、事後資料を含めて、博物館の
学習活動を位置づけるということです。
学習単元の中でどこに位置づけるかによって随分違います。
私は三つぐらいに分けていますけれども、
例えば一番初めに博物館に行ってしまって、
驚きや感動、
面白さを与えて、学校に戻ってから作業を始める導入の部分で使う場合もありますし、二つ目はあ
る程度単元が進み理解が進んだところで課題を解決するために博物館を利用するという方法もあり
ます。それから一通り単元が終わったあとに、知識の定着を確実にするためにもう一度博物館に行
く。このように三つぐらいの方法があるのではないかと思いますが、それをどこに位置づけるかに
よって、この学習活動の価値というのは随分違ってくる。
必ず事前指導と事後指導を行う必要があるかと思います。事前の指導をすることによって、子ど
もたちが博物館に来て落ち着くこともできますし、事後指導をやることによって、体験的なものを
より確実に知識として定着させることができます。
事前指導を行った場合と、事前指導を行わなかった場合の比較研究については、日本ではほとん
ど行われておりませんが、アメリカでは行われています。明らかに事前指導を行ったほうがよい結
果が出ます。
博物館の学習資源を見出す。何が使えるかというのも教師が見出す必要があると思います。これ
はイギリスの例が参考になりますが、どのように学習指導、教員研修に参加するなどして、博物館
の使えるものを見出していくということが非常に重要になります。
最後に、これは博物館と学校との連携で非常に重要な示唆に富んだことを、千葉県総合教育セン
ターの高安さんというかたが表にまとめて、私が改編させていただきました。高安さんはどちらか
というと、理科における野外の学習指導で使うために表を作りました。今回の中学校の理科の学習
指導要領で、非常に大きく変わったなと思ったのは、今まではどちらかというと学習の方は、生態
系、多様性、物理法則、自然に対する原理原則が非常に大きく扱われてきましたが、それがなぜそ
こに存在するのかという理由に関すること、自然の歴史的変化についてはあまり教科書では出てい
ない。ところが、博物館はそのようなところも多いということですね。したがって、学校の教科書
がそのまま博物館になっているわけではないということなので、その辺がやはり連携するときにポ
イントになるのかと思います。
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例えば今回、進化が中学校の理科で復活しましたけれども、それはまさしく今の多様性を作って
いる基になる進化がどのようなものかということが入ってきたので、それこそ博物館の一番の強み
の部分なのです。それから科学技術でいいますと、学校教育では科学技術の仕組みというものを学
んでいるところですから、その歴史的発達がどのようにされるかというのが、第１分野の第７項目
に産業革命の話が出てきていますね。それから将来にわたって、これも今までほとんど教科書では
扱われていなかったですが、今後我々がどのように社会に対して責任を持つのかということで、こ
の過去を見て、現在を認識し、将来を俯瞰するという面では、博物館は非常に歴史的な変遷の下で
見ることができるようになると思います。このようなところは、新しい学習指導要領のところを活
用すると、より広い学習が私はできるのではないか。単なる物理法則、生態系というようなところ
だけでなく、発展的なものとしてこのような活用の仕方もあるのではないかと思います。
まとめますと、学校連携において非常に重要なことは、一つは人の問題が非常に重要で、リエゾ
ンと書きましたが、これは今私の課題になっていまして、学校と博物館をつなぐ人材をどのように
して作るか。人がいればうまくいくでしょうけれども、そこのところが非常に大きな問題です。学
校は学校のやり方がある。博物館は博物館のやり方がある。それをうまくつないでいく調整する役
割が非常に必要だと思います。
そのために私は三つの役割があるかと思いますが、分かりやすく博物館の使命を伝える役割、い
わゆるインタープリターと言われている人たちです。次に、学校のカリキュラムと博物館の学習資
源の間をつないで、カリキュラムの中に落としていく、またカリキュラムを作っていくという調整
する役割、そして最後にそれから先ほど申し上げた、自分自身が研究者として子どもたちに影響を
与えて、子どもたちの自己実現を促すようなメンターとしての役割、このような三つぐらいの役割
があると、非常に子どもたちにとっては豊かな博物館学習ができるのではないかと思っています。
これは実際には、サイエンス・コミュニケーターというような形で、実現しております。今回はこ
の話は省略させていただきます。
３．科学系博物館における科学リテラシー涵養活動の創造
（１）科学リテラシーと科学系博物館
二つ目のことですが、我々は何を目指していくのかという、
「科学リテラシー、21 世紀を豊かに
生きるために」という一つの目標が出た時、どのようにしたらよいのか。科学というものの社会の
中で位置づけが随分変わってきています。科学サロンであったものが社会の中に非常に影響力を及
ぼす科学になってきて、また、科学と技術が非常にくっついてきて、科学技術という言葉が生まれ
ているように、社会との関係が非常に強くなっています。そこで、科学と社会の対話や、科学コミ
ュニケーションの必要性があるのではないか。それは実は手法であって、目標はやはり科学リテラ
シーである。
日本の場合、小中学校、高等学校を含めて、科学的知識が高いのです。むしろ我々大人の方が頑
張らないといけない、そちらのほうが問題ではないかと私は思っていますので、そこの連続性がな
いところが非常に大きな問題かと思います。したがって、日本人が持つべき科学リテラシーの必要
性ということで、ＩＣＵの北原先生が中心になって科学技術リテラシーの研究が進んでいるという
ことになります。
この科学リテラシーを、博物館のほうでも取り組んでいる話をさせていただきたいと思います。
これは、例えば 1997 年、フェンシャンというかたが、学校では科学的リテラシーは十分達成され
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なかったという言い方をされています。科学の研究の専門家育成を目的としたカリキュラムでは、
やはり科学リテラシーは十分ではないのではないか。一般の人々を対象にした教育の必要性を言っ
ています。それから、成人の科学リテラシーの向上の場として、科学系博物館は非常に期待できる
というような意見もあります。
（２）科学系博物館の使命
私は、科学系博物館は科学系博物館のミッション、使命がありますので、その使命から科学リテ
ラシーをとらえた場合に、いくつかあるのではないかと思います。生涯学習の一環として土台を考
えていく必要があるというのが一つです。
それから、後でご説明しますが、科学博物館の使命はコレクション機能、ものを集めて研究する
という機能と、人々にその研究成果を普及するというコミュニケーション機能という、二つの機能
がありますので、そこの機能に落としてみると、どちらかというとコミュニケーション機能の方が
一般の人々の科学リテラシーの向上に資するのではないか。コレクションの専門家の方は、どちら
かというと自分たちの専門家の養成や研修の場としての教育機能があるのではないかということに
なります。
科学系博物館は、資料の収集・保管と、調査・研究を行うコレクション機能と、一般の人に科学
理解増進をするコミュニケーション機能と大きく二つに分けることができます。皆さんが目にする
科学館には、そのようなコレクションを持って調査研究をして、展示教育をしている科学系博物館
と、コレクション機能を持たずに調査研究をしないで、展示教育だけをしている科学館といわれる
のが二つあるのです。科学館は一つの目標、つまりコミュニケーションのミッションしかないとい
うように考えると整理できるのではないかと思います。ですから科学リテラシーを語るときには、
科学系博物館のグループと、科学館の二つがある。ただし、両方ともコミュニケーションという部
分では、科学リテラシーにかなり資すると考えていいと思います。
我々が普通、博物館といった場合、科学館を含めないのですけれども、それは科学館はコレクシ
ョン機能を持ちませんので資料の収集をしていないからです。科学リテラシーを語る場合、日本は
科学館がたくさんありますので、これを一緒に考えていく必要があるだろうと思います。コミュニ
ケーション機能としては、むしろ博物館より科学館のほうが充実している可能性がありますので、
これを一緒に考えていく必要があると思います。
（３）国立科学博物館の使命
国立科学博物館の場合は目標が三つありまして、中期目標、これは独立行政法人になりますと、
５年に一度、大学の場合は６年に一度ですけれども、５年に一度、目標値を決めて、それに対して
評価されます。
一つは、重要性の高い自然史体系、科学史体系の構築、つまり調査・研究です。二つ目がナショ
ナル・コレクションの構築ということで、ナショナル・コレクションという言い方は、国民の財産
である、人類共有の財産としての標本、資料の収集、保管ということです。三つ目のミッションが、
人々の科学リテラシー向上に資する展示・学習支援活動の展開ということになります。
このそれぞれのミッション、目標の関係は、次のようになっていると思います。調査・研究をす
る。標本・資料を集める。集めた標本・資料を基に、調査・研究する。調査・研究の成果を基に、
標本・資料を集めるというような両方の観点と、調査・研究の成果と集めた標本・資料を活用して、
展示・教育活動を行うという関係になっていると思います。
国立科学博物館については法律がありまして、そこにはうちのミッションが法律上は、
「自然科学
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の振興と社会教育の振興を目的とする機関である」と書いてあります。法律的なものを確認します
と、自然科学の振興とは、いうなれば調査・研究ですから、知の創造とコレクションとしての継承
ということです。ですから自然史、科学技術史研究の進展と、コレクションの構築というのが、具
体的な目標になると思います。社会教育の振興は、研究成果の還元、アウトリーチ活動、蓄積され
た標本の共有、それから知の社会還元を担う人材の育成、サイエンス・コミュニケートの養成、こ
れは国民の科学リテラシー向上につながるというようになっています。ですから科学リテラシーの
位置づけは、科博の場合は、社会教育の振興のところに位置づけて、これを目標にして行っている
と考えていいと思います。
（４）国立科学博物館の科学リテラシーの定義
では、国立科学博物館として、科学リテラシーとは？ということで、定義を作りました。この定
義はまだ確定しているわけではないので、元々科学リテラシーに定義できるかという問題点もあり
ますけれども、一応このような形においてプログラムを作っていきましょうというようにしていま
す。
「人々が自然や科学技術に対して適切な知識や科学的な見方および態度を持ち、自然界や人間社
会の変化に適切に対応し、合理的な判断と行動ができる総合的な資質・能力」ということで、かな
り幅広い言い方をしています。
博物館はどちらかというと、今まで社会との関連というのをあまりしていなかったような気がし
ます。しかし生活上の問題に適切に対応する必要がある。豊かに生きる社会を実現させるために博
物館は何ができるのか。それから博物館だけでなくて、学校や博物館、大学や教育機関が連携して
行う活動も重要です。何よりも生涯学習ですので、子どもたちだけでなくて高校生、大学生、そし
て先生方、それから主婦、ファミリー、60 歳以上の方や高年齢の方、そのような世代別な対応など
が必要であると思います。特に博物館と学校教育、小学校、中学校、よくて中学校ぐらいを対象に
やっていますけれども、我々は、今、大学生を対象に随分やっていますが、これからファミリーや
高年齢の方を対象にしたプログラムを作る必要がある。
（５）科学リテラシーの涵養のための科学教育～社会とつながる科学教育～
科学リテラシーを涵養するために、資質を高めるために博物館の役割も少し変えていく必要があ
る。調査、研究をして、それをためて還元しているだけでなく、もう少し積極的な役割として博物
館をとらえる必要があるということを考えています。
科学や社会の位置づけの変化を想定していく必要があるだろうということと、科学文化の成熟度
を高めることに博物館は役割を果たすのではないか。社会と博物館の双方向的なエールを、今でも
やっていますけれども、それをより一層行う。既存の研究成果に加えて、例えば他の博物館、他の
学校、他の大学で出てきた研究成果を博物館が展示にしてみる、新たな価値や考え方を示す必要が
ある。人々が生涯に渡って自己実現ができるようになりたい。先ほど言いました、大学や博物館と
連携して、その連携の一つの主体となって、地域の一つのコアとなって、博物館が寄与できるので
はないかということを考えざるを得ないかと思います。
そのような想定で、科学リテラシーを涵養する、向上を示す涵養活動という定義を作りまして、
人々の科学リテラシーを向上するために、
博物館で展開するにはこのような考え方で活動を作って、
プログラムを作っていってはどのようかということの指針です。自然界、人間社会における実生活
に関わる課題について、この「実生活に関わる課題」というのは今まで博物館はほとんどなかった
のですね。人々の世代やライフステージの異なる科学リテラシーを涵養する継続的な活動体験を科
学リテラシーの涵養活動と呼ぼう。これを我々は今後何年間か少しずつ作っていきましょうという
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ようにしております。ポイントは、やはり世代を意識しているということと、ライフステージとい
うのはその人がいつの時代に生きていたかということも非常に重要なことで、20 年前の 30 代と、
今の 30 代では、当然違うわけですから、それはある程度考慮していかなければいけないだろうと
思います。そのようなライフステージに求められる活動として対応するというように。
博物館には、先ほど三つの機能があると言いました、調査・研究、そして資料の収集を行う、展
示教育活動。それぞれのところでコミュニケーションをしていますが、この全体をくくるものとし
て博物館活動としては、
特に、
先ほど言いました科学リテラシーを涵養するという点でいいますと、
多様化する科学領域に対応し、世代やライフステージに対応して、総合的な見方・考え方をはぐく
む視点で体系化していこうというのが、我々の考え方です。どこまでできるかですけれども、目標
を大きく持った方がいいかなと。この目標に向かって、博物館の活動をもう少し再編成しよう、既
存のものを含めて位置づけて体系化していこうと思っています。
これは今、申し上げたとおりです。体系化の一つの軸は目標です。四つぐらいの目標を持つので
す。これは学校教育に非常に近いですが、考えている人たちがやはり学校教育の流れをくんでいた
ところも若干あったと思うのです。それから PISA のリテラシーの考え方に近いかもしれません。
感性の涵養と知識の習得、概念の理解、それから科学的な見方・考え方の育成、社会の状況に適切
に対応する能力、この四つぐらいの目標を設けて枠組みを作ったらどうかというように思っていま
す。
それを世代別に並べたのがこの図です。細かい字で多分見られないと思いますので、この冊子の
中にうまく出ていますので、後で見ていただきたいです。このような小学校、幼児から低学年、そ
れから小学校の高学年から中学校、高等学校、高等教育機関、子育て、壮年期、熟年、高齢期とい
うことです。特徴的なのは、幼稚園のころは、やはり感性などそのようなところが中心になってお
りますが、高齢期などは感性もとても重要なのですが、特に右下の方ですと、自分の持っている知
識を次の世代に伝えるという知の還元のようなところが非常に重要になってくるのではないかと思
うのです。そのような面では今、60 歳ぐらいのかたがある面では退職のピークになってきますけれ
ども、あのような方たちを博物館でボランティアなどに登録して、その持っている技術などやスキ
ルを子どもたちに教える、
博物館の運営に関わる、
そのようなことを右下の方では考えております。
今日、アフタースクールプログラムは中学校から高等学校で、どちらかというとコミュニケーシ
ョン能力や科学的な見方・考え方の育成を中心としたプログラム。それから今日はお話ししません
が、この資料の中にサイエンス・コミュニケーター養成実践講座という大学院生を対象にしたプロ
グラムがあります。これはどちらかというと一番下の、社会の状況に適切に対応する能力の育成、
コミュニケーション能力、表現力、判断能力を非常に重視したプログラムです。プログラムは感性
の対応が全くないかといったらそのようなことはありません。
これを、
「将来は生活の課題に密着した」としたので、生活課題を考えなければいけないので、例
えば食やエネルギー、水などそのような課題を設けて、その課題ごとにこの体系化をしていこうか
と思っています。先の長い話になります。例えば、
「水と暮らしと私たち」というようなタイトルを
設けた場合には、今年はこれでやっていますが、水道に関することや、水の物理的なものも含めて、
さまざまなアプローチがあると思うのですが、その代表的なものを組み合わせて、世代別に作って
いけたらいいと思っています。
科研費で実施しているのが、2007 年から始まって 2010 年まで、世代別に幼児、小学生、中学生、
高校生、実は５年間のつもりだったのですが、五つの枠組みでなくて四つの枠組みになってしまい
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まして、2009 年は大学から成人、ファミリーと再来年（2010 年）は中高年・団塊の世代をやって
みたいということです。幾つかの博物館と連携して行うということです。科博と兵庫県立人と自然
の博物館、海の中道生態科学館これは北九州ですね。それから生命の星の地球博物館、神奈川です。
茨城県の自然博物館、名古屋の科学館、それから北の丸の科学技術館、千葉県の現代産業科学館と
連携して、それぞれ得意分野と不得意分野がありますから、それとうまく組み合わせてプログラム
を作っていきます。
昨年作ったプログラムの一部を紹介させていただきますが、幼児、小学生向けですけれども「お
いしい塗り絵」ということで食べ物、食というテーマで、生命・人間と社会グループが開発したプ
ログラムで、食べ物中心として水族館と博物館で塗り絵をやったり、実際に生きているものを見た
り、なぜカニはこの時期にいるのか、なぜこの時期に美味しいのかなど、そのようなことをやって
いました。宇宙・地球・環境と社会グループが開発したプログラムは、幼児向けですので非常に単
純なものです。それから技術と社会グループでは、電気使用量を見たときにそれを子どもたちが読
めるか。まさに科学リテラシーに近い話かもしれませんけれども。電気使用量が来たときに、これ
はどのような意味を持っているのか、その読み解く力をつけてみたいということもしていました。
いずれのグループも従来の科学領域と社会との関係性を重視したため、象徴的に「～と社会グルー
プ」と名前をつけております。このような「社会とつながる科学教育」を実践してきました。
４．アフタースクール活動の取り組み
（１）アフタースクール活動の概要
三つ目の課題に移ります。三つ目の課題は、中高生のアフタースクールプログラム、科博で展示
作り、水というテーマでやりました。先ほど説明した位置づけです。これは先ほどの繰り返しにな
ります。見て、考えをまとめて、展示制作して、展示解説をする。最後に自分たちがやったことを
一般の人たちに説明をするというところまでがプログラムです。
「科博で展示づくり、～水～あたり
前が一番不思議」というテーマでやりました。中高生 20 名、応募に当たっては論文を課しました。
50 名ぐらいの申し込みがありましたけれども、800 字の論文だと思いますが、自分がやりたいこと、
博物館でこのようなことをやりたいという論文を書かせて、意欲のある子を選ぶので、かなり意欲
のある子が来ています。
活動期間は、平成 20 年の７月から 10 月までが展示作り、10 月から昨日までが展示発表でした。
７月 31 日から８月 17 日、最初は見る。水に関する基礎学習など、博物館での展示の作り方、それ
から展示の専門家によるレクチャー、展示はどのように作るのか、表現の仕方はどのようにするの
か。それからお台場の水の科学館や未来館に行って、水の展示を見て、外部施設の見学をしてきま
した。JAMSTEC などへも行きました。それから毎回活動終了後にまとめて、その議論の過程や感
想、課題などをウェブに掲載しております。
活動の後半は、10 月 25 日なのですけれども、水の学習で興味を持ったことを中心により深く探
求し、展示テーマを定めて展示をさせるということをしています。班の一番上の子に高校 3 年生が
いたのです。
受験が大丈夫かと思ったのですけれども、
その子はずっとこの間も参加していました。
四つのグループにおいて高校３年生から中学１年生までの異年齢の集団がコミュニケーションをと
りながら実施しました。それから芸術系の大学生を、各グループに１人ずつつけて、展示の作り方
やスキルということをフォローしています。職員がこのテーマの作り方については、あまり口を出
さずに、子どもたちとコミュニケーションをとりながら、展示のアイデアをぐっと絞っていくとい
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うことをしています。
最初は突拍子もないようなものが出てくるのですが、現実味を帯びてくると、だんだん絞られて
きて設計図が描ける。設計図を、自分が作ったのを発表して、お互いに批判してということをして
います。模型を作りました。縮小模型をまず作って、このとおりでいいのかという議論を展開しま
す。素材の選定と展示するということになります。それから展示を作ったあとで解説までを担当し
ています。自分たちのメッセージをどのように人に伝えるか、だれを対象にするのか。中学生を対
象にするのか、小学生を対象にするのか、高校生を対象にするのか。その対象を絞って何を伝えた
いかということで、パネルを作りました。
（２）アフタースクール活動の成果
一つ目の班は、
「こじろう君が行く！ ～世界の水問題～」ということで、１秒間に失われる水の
量や、１秒間に砂漠化する面積や、そのような水に関するいろいろな気象現象を、世界地図をモデ
ルにして、こじろう君というアニメのキャラクターを作って、こじろう君がいろいろ世界を旅する
ことによってやせたり太ったり水におぼれたり汗をかいたりというものを作っています。これを彼
らが解説をしました。
二つ目の班は、浅い海と中ぐらい、深い海と、深海を解説したものです。海の深さが変わると何
が変わるか。これも展示を作ったのですが、このあごの下がのぞくようになっているのです。ここ
のところからのぞいて、中に深海魚がいたり、深海 6500 があったりするのですが、のぞくように
非常にいろいろ工夫されています。このボタンを押すとライトがついて、暗い中でも深海魚が見え
るようになっているのですが、作り方が十分でなかったので、子どもがこのあごのところに触わっ
てバーンと落ちてしまった。作った中学生がもう泣き出して。それほど思い入れがあったのか、非
常に泣いてくれまして、土曜日、日曜日に来て補修をしていました。その補修をするのも大事なこ
とですね。
三つ目の班は、スマートボール、パチンコです。ここからボールをコロンと入れてグルグルと回
っていろいろなところへ行ける。水が雲の下から落ちてきてどこへ行くのか、川に流れて、工業用
水、農業用水、飲料水、ペットボトルに。農業用水にいくのが多いようです。工業用水は二十何％
ですね。飲料水が１％いかないのですね。その割合の広さを作っているわけではないのですが、農
業用水に一番行きやすいようになっていました。打ち出したボールがぐるぐるっと回ってそれぞれ
の水の使い道に落ちていくことがゲーム感覚で理解できる装置で、小学生を対象にした展示です。
これも、やはり展示運営において彼らがあまり分かっていなかったので、そのボールを小学生が持
って帰ってしまったりするのですね、
放っておくと。
それからボールで外で遊んでしまったりする。
危ないというので大分補修をしていました。
四つめの班は、これは洗濯機に大人といいますか、人間が入って絞られているようすを見せてい
ます。ほぼ実物大の人間の模型を作って、人間の体の水分が 60％。これを洗濯機にかけるとどのよ
うになるのか、このぐらいになるというのを示しているのですが、なかなかグロテスクで人目を引
いて、それなりに面白いと思いました。これを作るのが精一杯ですが、ほかの動物の水の割合はこ
のように全部パネルになって確認できるようになっております。
このようなことをやりまして、科学というものが必ずしも机の上の勉強だけでなくて、実際に具
体的にものを作ったり、人に説明したりということで、総合的な学びができたのかと思います。職
員や研究者や芸術系の大学生、世代間のコミュニケーションが大きくできて、彼らの視野も広がっ
たのではないかと思います。この成果については、まだ昨日もやっていましたので、解析が進んで
218
−218−

おりませんが、２回か３回ほどコンセプトマップを彼らに書いてもらったのですけれども、その分
析をして、いずれ成果発表をしたいと思っています。
展示制作によって、プレゼンテーションの能力が向上した。博物館としては、子どもたちも市民
ですから、市民が学んで成果を発表する場を、機会を提供した。教育基本法の生涯学習の理念に基
づき、博物館にとってはそのような成果を還元する機会を提供し支援する役割があります。科学リ
テラシーでいえば、科学技術に関する知識や態度を発展・向上させ、個人がその成長を展示を通し
て実感できたのではないかと私は思います。その後、来館者や親や推薦してくれた先生方が、その
発表のようすを見て、科学系博物館と社会のコミュニケーション、個々の成長過程を、われわれも
共有できたのではないかという部分があります。そのような面では大きな成果があったと思ってい
ます。
（３）アフタースクール活動の課題
課題としては、先ほど言いました、展示を作ったことがない彼らですので、展示の保護や耐久性、
混雑時の来場者対応など、非常に具体的な課題がありますし、総合的な学びとしては、博物館が提
供できるものは限界がありますので、生活との関わり合い、結びつきが、少し博物館は弱いですね。
例えば、水と言われたら、水に関する展示があるかといえば、必ずしもあるわけではないので、そ
この結びつきをどのようにするかというところが大きな課題になります。
それから、継続的に半年間子どもたちを預かっていくということは一つの人材養成ですので、人
材養成の観点から、
博物館の社会的役割を再考する必要があると思っています。
そのような面では、
学校教育と学校外教育ということを一つの人材養成の教育基盤として、われわれは考えていく必要
があるというのが、今回ずっと彼らとつきあって感じたことです。
５．おわりに
本日前半部分に紹介した学校連携、アフタースクールの話は 2001 年の科研費の成果です。それ
から後半部分のアフタースクールを含めた科学リテラシーに関することは、2007 年の科研費の成果
をもとにしています。本日紹介した以外に科学と社会をつなぐコミュニケーターや学校と博物館を
つなぐ人材であるリエゾンが非常に大きな問題としてあります。教員養成につながる問題ですが、
これにつきましては、今日は時間がないので割愛させていただきたいと思います。
最後に科学系博物館への科学リテラシー、実際にそれを実装した場合の意義をまとめさせていた
だきました。科学系博物館の社会での役割がどのようなものかを明確化していくのではないか。こ
れは期待です。それから、科学系博物館の教育担当などの達成水準を明確にすることが重要です。
科学リテラシーとして目標をもとに、学校や博物館、地域、家庭など、共通の目標がもし設定でき
ればいいのではないか、その設定ができるのではないかと思います。何よりも一番問題なのが、就
学期間と成人期間の連続性が、今、途切れていますので、ここをどのようにつないでいくか。もし
かしたらこの科学リテラシーを考えることによって、連続性が構築できるかもしれないと思ってい
ます。科学計画のグランドデザインがこれで示されればいいのではないかと。
博物館はどちらかというと想像力の世界です。この文は長崎先生が中心になって翻訳された AAA
の Science for All American の報告書の一節にありますが、本日のお話は Science is blending of
logic and imagination（科学は論理と想像力の融合である）という表現で締めくくらせていただき
ます。博物館での具体的な科学的体験を通して、感性を磨き、それに基づいてイマジネーションを
持つ。そして学校での基礎的学力と論理的な思考を合わせることによって、科学教育は進んでいく
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のだと思っています。これからもぜひ皆さんと協同して科学教育を展開していきたいと思います。
ありがとうございました。
［文責：長崎栄三］
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講演記録

サイエンスコミュニケーションを通じて培われる科学リテラシー
～バイオカフェからの学び ～
佐々 義子
NPO 法人 くらしとバイオプラザ 21
（2009 年 1 月 10 日講演）
１．はじめに
（１）
「くらしとバイオ」が目指すリテラシーとは
現場の人間としてお話します。
数学と最近、
流行りのサイエンスカフェについて考えてみました。
武田財団というところのカフェは１年おきにテーマを変えてサイエンスカフェを開いています。1
年目が脳科学をやりまして、2 年目にバイオ、その翌年に数学をやりました。ここでは科学ジャー
ナリスト会議などでも活躍されている三井さんという編集者のプロの方が企画して、年に５回ぐら
いカフェをやっています。カフェ・デ・サイエンスというので、
「で」と de をかけているのですけ
れども、今も続いています。去年か一昨年はライフ・サイエンスでやったと思います。数学の時は
大変人気があったそうです。ごめんなさい、一般の人だと数学というと、
「サイン、コサインって、
社会に出ると使わないわよね」と言われることが多くあります。けれど、実際に数学カフェなどを
やったり、一昨年のクリスマス･レクチャーで数学を扱った時には非常に応募者が多くて、数学とい
うのは決して、
「サイン、コサインは社会に役立たない」のではないと感じました。ます。今日は最
後にお願いの意味で、できれば数学の先生と、今年ワークショップを作りたいという気持ちがあっ
て、少しその話をさせていただきたいと思います。
私どもは、今年で 100 回を超えている「バイオカフェ」というサイエンスカフェをずっとこの３
年ほど続けてきましたので、そのアンケート等の調査から学び得たこと等をご紹介したいと思いま
す。
私が関わっているのはバイオリテラシーやバイオに関わる部分です。よく、
「くらしとバイオ」の
「バイオ」はバイオテクノロジーなのか、バイオロジーなのかと聞かれることがあります。市民に
とって、
「くらしとバイオ」というのはやはりカギカッコに入ったようなものだと、ある意味思って
います。市民にとってはこれがバイオテクノロジーであるか、バイオロジーであるかというより、
衣食住であったり、医療だったり暮らしとつながっているバイオロジーだと思います。イギリスの
科学館で、
「ヒューマン・バイオロジー」という言葉を見たことがあるのですけれども、ゾウリムシ
がどうしたとか、ウニの発生がどうしたというより、やはり人を中心にしたバイオロジーという考
え方が基本であると思います。
（２）科学・技術と社会の関係
私ども、一般的に新しい科学・技術が社会とどのような関係になるかということを考えました。
研究が完成したとき、①シーズが先行して産業化させるときと、②このようなものが欲しいと思っ
て出るニーズ先行のときと、③両者が複合したかたちがあって、バイオの製品などが世の中に出て
きます。それに対して社会は、不利益を受ける人が多ければもちろんその技術は拒否されてお蔵入
りになりますし、利益が多ければ受け入れられるわけです。
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あとで出てきますけれども、
遺伝子組み換え農作物が世の中で使われるようになって 10 年です。
世界の耕作面積が 63 倍に増えました。日本では１平方メートルも作っていないのですけれども。
多分これは世界の農家には受け入れられている状態ですね。けれども私たちにとっては、食べ物が
ないとか、いくら南北問題がどうしたとか言われても、24 時間コンビニに行けば食べ物があるし、
どうも食の危険はあまり感じていないと思うのです。そのような意味では、本音は無関心、何も困
っていない状況ではないかと思います。
ところが最近はパブリックコメントと言いまして、例えば表示をどのようにしましょうとか、農
薬の基準をどのようにしましょうとかいうときに、意見を寄せてくださいという仕組み（パブリッ
クコメント）が出来まして、勝手に専門家で決めるわけにいかない。それから市民の代表も入れな
ければいけない、食品安全委員会では公募委員が２年ごとに応募したりしています。そのように市
民も政策に関わってくるので、例えば、
「私は科学が嫌いだ」という人が入れば、それが思わぬ政策
に反映されることもあるでしょう。そして、それを専門家だからといって、無視することはできま
せん。
私たちとしてはできるだけ情報提供をして、意見交換をした上で、判断してくださいと思ってい
ます。
「あるある事典」などで見たからといって、明日からみかんを食べましょう、納豆はこのよう
にしましょうとなっては困ります。市民ができるだけ公平に、正しく判断ができるためには、やは
り最小限の科学知識は知ってもらわなければと思います。それが、今の社会と科学・技術の関係で
あると思います。
（３）DNA の発見で何が変わったのか
本当に生物学は変わりました。個人的なことはあまり言いたくないのですけれども、初めは物理
学科だったのです。それから主婦業をやっていて、生物をすることになりました。社会人になって
勉強をしようと思った時、大げさにいえば数学の教科書は使えても、生物の教科書は使えなくなっ
ていました。
それはなぜかというと DNA の発見で、DNA を中心とした自然の見方に変わってしまったためで
す。
それまでの生物学はどちらかというと分類中心の博物学的な感じで、
現象から見ていたものが、
DNA から見るようになりました。現象から見ることを「フェノタイプ」といい、これに対して DNA
から見るのを「ゲノタイプ」という言い方をします。本当に見方が変わってしまっています。
そのために植物も、育種といっても昔は交配ばかりだったのが、今は遺伝子組換えもあるし、細
胞融合もあります。動物も今は、自然交配などなくて、みんな人工受精して、クローン牛の肉が今
度は出まわるという話が出てきますし、遺伝子を組換えることができます。それから微生物にいた
っては、昔は培地を変えたりして選抜してよい菌を作りましたが、今はおいしいお酒を作りそうな
菌だったら、その遺伝子配列を取って、よく増える菌に入れて効率よくおいしいお酒が作れるなど
ということもできるようになってくるわけです。このように DNA から見ると、技術ががらりと変
わりました。
（４）
「くらしとバイオ」で求められる選択
では、「くらしとバイオ」という意味で、私たち市民はどのように選択しているのでしょうか。
QOL（クオリティー・オブ・ライフの略）についていえば医療やホスピスなどで、やはり質の高い
生活をしたい、病気は治ったけれども本人はつらくて痛い思いをして検査ばかりで悲しい入院生活
よりは、少々短くなっても楽しく家族と暮らしたいということを選ぶ、というときに、この QOL
という言葉がよく使われます。ですから科学・技術というのは正しいからいい、先端だからいいで
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はなくて、その人にとってリスク・ベネフィットがどのようになっているかで、よりいいものを選
んでいく権利がみんなにあるわけです。
ですから、その科学・技術に対してどのような選び方をしていくかというと、ここで使われてい
るのは、リスク分析というやり方です。これは食品安全委員会が使って大変有名になった言葉です
が、その中が３段階になっていまして、まず評価すること、リスク評価。これは専門家がします。
それから次にリスク管理。これは例えば食品安全委員会や農林水産省、厚生労働省のような所、ま
たは流通の人、生産者など、管理をしてどのように使っていけばいいかということを相談して、農
林水産省と厚生労働省が実行します。市民が関わるのはリスクコミュニケーション、その情報を共
有して、みんなでより知って、よりよく選んでいくということです。
医療でいうと、例えばインフォームド・コンセントといいますけれども、これから「あなたは遺
伝子診断を受けます、同意書にサインしてください」
「あなたはこれから盲腸を取りますけれども、
この組織はあとで研究に使ってもいいですか、サインしてください」など、
「アイタタタ」などと言
っているときに書かされたりするかもしれません。食でいうと、例えば表示をきちんと見て選べま
すか、食品添加物、農薬、クローンなどの問題がありますね。機能性食品も自分に必要なものがき
ちんと選べるでしょうか。それから、例えば遺伝情報を先に調べることによって就職がだめになる
という問題。そんなこと、ないですよ、今は。そのようなことになったらどうしようとか、今度は
住居を選んだり、活動する空間を選ぶときに、ここは土の中に危険な化学物質があるようだ。これ
を遺伝子組換え微生物を使って環境浄化することを選びますか、選びませんかなどということも考
えなければならないかもしれないですね。このように QOL を選んでいくためには、暮らしとバイ
オの視点の中で、科学的な知識を使いこなす力「リテラシー」が求められているのです。
２．遺伝子組換え食品の場合
（１）遺伝子組換え食品の歴史
具体的に遺伝子組換え食品がどのようになっているかをお話ししたいと思います。日本には 1994
年に初めて遺伝子組換え微生物が作った酵素で固めたチーズの上陸が許されました。今、多分、輸
入されているチーズはほとんどこれを使っています。けれども日本では組換えは嫌だということな
ので、日本で本当に作っているナチュラルチーズは多分組み換えた微生物を使っていないと思いま
す。海外のチーズを原料にするプロセスチーズには入っていると思われます。当時は反対する人も
賛成する人も、まだよく分からなかった、あまり知らなくてスルスルと入ってしまったのですね。
これが 1996 年に除草剤耐性を持ったナタネ、ダイズ、害虫抵抗性を持ったトウモロコシ、ジャガ
イモが承認されて入るにいたって激しい反対運動が起こりました。
その主な理由は、日本の行政はアメリカと一緒に表示をしなくていい、安全性審査をしたから何
も表示をしないという方針で進めようとしていたからです。2002 年に表示制度が開始するまで表示
なしの状態が続いたのですね。チーズの時にだましたではないかというような、いろいろな思いも
ありまして、どんどん反対運動が膨らみました。あげくの果てに、その間の 2001 年にはスターリ
ンクという、未承認のトウモロコシがコーンミールやタコスの皮の中に入っていたなどという事件
があったり、ニューリーフポテトといって日本では未承認だったジャガイモが入ったスナック菓子
が日本で出回ったりして大騒ぎになりました。新聞でも大きく取り扱われて、両方とも日本のメー
カーが回収しています。
スターリンクというのは、日本では飼料としても食品としても承認されていなかったのですけれ
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ども、アメリカで飼料としてだけ承認されていたのがどういうわけか混じってしまった。もしかし
たら飼料用のとうもろこしが安いので、タコスなどには割安の飼料用を使って水増しで作った人が
いたかもしれないし、本当にたまたまポツンと混じったかもしれないしというような話になりまし
た。タンカーなどでは膨大な量で来ますから、どこで混じったかなどということは、結局犯人捜し
はできませんでした。だれも健康被害も起こらず終わっています。
ニューリーフポテトの場合には、アメリカで承認されていたのですけれども、日本の承認とのタ
イムラグがあったために日本では未承認になったのです。厚生省も問題ないと発表しています。た
だ、日本のメーカーはそのたびに回収。今も随分問題になっていますけれども、食べられるものが
たくさん無駄になったり、回収・廃棄という出来事が起こっています。
2002 年には表示制度が始まって、2003 年には食品安全委員会が発足しました。でも、食品安全
委員会の発足の直接のきっかけになったのは、遺伝子組換えよりは、むしろＢＳＥや偽装表示のほ
うでした。新聞に「食の安全は失われた」
「食の信頼はいずこ」などと毎日のように出た時期です。
その後も時々、混入が起こりますけれども、健康被害は１件も今まで起こっておりません。そして
北海道では、また後ほど申しますけれども、規制がありまして、栽培をしてはいけない、試験栽培
も研究もだめという条例があり、実際には栽培できません。この見直しが今年中に行われるので、
その前に北海道ではコンセンサス会議などをやったりして、市民の中でこのような問題が議論され
ています。
（２）多くのステークホルダーの存在
遺伝子組換えだけとってみても、とても面倒なのは、ステークホルダーと言われる関係者がたく
さんいることです。生産者にもこの地域全部が売れなくなるのは嫌だという人もいます。日本の本
州の平均耕作面積は５ヘクタール以下ですが北海道には頑張る人がいて、会社組織にして 100 ヘク
タールとか 80 ヘクタールくらい持っている農家も少しはあるわけです。そのような人たちにとっ
て、遺伝子組換え作物が使えたらありがたいということもあり、これが使えるかどうかで息子に継
がせるかどうか決めるなど言われる農家もあります。
消費者も安全な方がいいと言っていますけれども、やはり価格が安いと、原産地などもそこそこ
に、いつも 100 円ショップには人がいます。研究者も、開発する側の人と、これを審査していく側
の人がいます。それから行政も審査して、市民にその情報提供をしなければいけない人もいます。
産業も市民に嫌われたくないので、
「非組換えです」と表示するメーカーもあります。使っていない
か、使っているかを表示すればいいので、営業目的で差別化するために表示を使うのはやめるべき
だと思います。
2～3 年前、コーンスターチを使う商品に不分別のトウモロコシを使うと宣言をした会社がありま
した。ビールなども最近は（表示をご覧いただくと）
、非組換えをわざわざ書かなくなっていると思
います。例えば清涼飲料や発泡酒のような異性化糖を使うものや、日本の畜産飼料などはほとんど
には組換原料が入った「不分別」と言われる原料を使わなければやっていけません。日本の油、畜
産飼料、それからコーンスターチのトウモロコシは、ほとんどが不分別のものが使われているので
すけれども、日本では表示義務がないので、皆さんは何となく使わないで済んでいると思われてい
るのではありませんか。だから国産牛といわれてもその飼料は、たくさん食べれば輸入しなければ
やっていけないですから、組換えが含まれている状況にあります。
（３）風評被害
このように、組換えについては、皆さん、違うご意見をお持ちです。図１は 2005 年に私が撮っ
224
−224−

た筑波での写真です。これは背が低い、台風で倒れない遺伝子組換え稲の試験栽培の田植えです。
このように反対する人たちがずっと集まって来て、植えさせないようにもみ合いをしています。最
近はあまりこのようなことがなくなってきましたけれども。

食用GM作物の商業栽培はない
２００５．６ 筑波農業生物資
源研究所
遺伝子組換えイネの田植え

２００２．７ 北見
開花、交雑、風評被害
14 14

図１

組換えダイズ畑のすきこみの写真

それから 2002 年、大豆畑の上のトラクターにボーンと乗っている人は、先ほど言った何十ヘク
タールも持っている生産者で、若い人たちを集めて有限会社を作っているのです。除草剤耐性ダイ
ズと、まっ茶色になっているのは枯れた雑草です。除草剤をかけると雑草は枯れて、大豆だけ枯れ
ないから、このような見事なきれいな畑ができるのです。除草剤の効果が見たいからと試験的に作
ったのですけれども、風評被害があるので、花が咲くところまで生かせられずに花が咲く寸前にこ
のように全部すき込み、ぐじゃぐじゃにして、収穫しませんでした。これは北海道ですから、隣の
農家はあの山の向こうまでないのです。それともうひとつ、大豆は自家受粉といいまして、自分の
花で授精してしまうから、他家受粉はほとんど起こらないのに、やはり風評被害があるために村八
分になってしまうと困るので、このようにすき込む。このぐらい、遺伝子組換えの問題による風評
被害ということはセンシティブな問題です。
（４）地方自治体における遺伝子組換え農作物栽培に関する規制
今、日本では、遺伝子組換え農作物栽培について農林水産省が所管の研究所に対する指針をつく
っているのですけれども、それでも足りないということで、北海道と新潟、それから愛媛県今治市、
山形県の高畠町は条例を作りました。この条例では試験栽培も商業栽培も、知事の許可を得て地元
の説明会をクリアしたら実施していいということになっていますが、なかなか地元全員の住民の理
解は難しいですね。ですから実質的にはできない状況です。研究者であっても、そのような知事や
地元との交渉がうまくできなければ、懲役などの罰則刑がある、厳しい規制です。
今、日本中の大学のほとんどが、組換え技術を使って研究していると思うのですが、実際にそれ
を実用化するために試験栽培をしているのは筑波大学一つだけです。筑波大学が組換えユーカリの
木をやっているだけで、あとの大学はみんなその先ができない状況です。それが今の日本の試験栽
培の状況なのです。
そして、先ほどのリテラシーで申し上げたように、このようなときには、風評被害を訴える知事
さんなどへの反対の陳情が効くのですね。このように日本中研究はしていても、出口がない状況は
225
−225−

いかがなものかと思います。
やはり皆さんにそのリテラシーを持っていただきたいと思っています。
（５）アンケートからは“消費者の不安”
図２は大分古いアンケートですが、
「不安ですか」と聞くと、嫌われ者三兄弟と私は呼んでいるの
ですが、食品添加物・組換え・農薬というのは、ずっと高得点者。８割前後が不安。でも、全部こ
れらのものは安全性審査をして何も事故を起こしていない。農薬を自殺するために飲む人は別です
けれども、きちんと審査をしているものなのです。

食の不安の理由（2007年食品安全委員会モニターアンケ ート ）
遺伝子組換え食品はH17年77.0%か ら60％に 減少
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図２

消費者アンケート 食に感じる不安

それに比べて、
○○小町とか私たちに人気のお米のブランドなどというのは、
新しい品種ですが、
安全性試験はしていません。あれは今までと同じ品種から交配して作るからいいという考え方で、
種苗法でブランドを守っても、安全性審査はしないのです。そのような意味で、微に入り細に入り
審査をやっているのはむしろ、この三兄弟に関わるものであるということになります。でも、不安
といえば不安なわけですから、否定できませんね。
（６）バイオリテラシーと関連知識の必要性
いろいろ反対する人の心配をずっと追いかけていて感じたのは、先生方はこのような状況は生物
学の授業が足りないからだというようなことをおっしゃるけれども、やはり市民の人と話すときに
は、
「生物の教科書をもう一回読んでください」だけではだめだということです。安全性、毒性学な
どは教科書ではやりませんでしょう、高校や義務教育では。だから、日本は栽培できない、自給で
きない国だ、明日からお肉が食べられないのだというようなことも考えると、もっと流通に関わる
知識も必要であるし、
医療について云えば生命倫理の視点も必要です。
今までは理解が足りないと、
専門家が説明しても、理解されないならもっと大きい声で言ったら通るだろうという発想で情報提
供をしてきたのではないかということを感じました。そこで、
「読み書きそろばんバイオロジー」と
いうキャッチフレーズを作って、やはりバイオロジーとその周囲の情報提供が重要であると思うよ
うになりました。
ですから説明する先生方にも、例えばご自分が専門家であっても、やはり法律であったり、歴史
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であったり、心理学であったり、このような知識を少しは持っていただかないと、少なくともその
ような心構えがないと、もう「正統論だけで押して理解させる」ということはありえないと思いま
す。それとよく申し上げるのは、例えば私が稲のゲノムの話をずっとしてどんどん深入りするより
は、世界の国がどうで、その中の稲ゲノムはこうでというような、むしろ大局的な説明の方が一般
の人には分かりやすいのではないかと思うのです。けれども、これがどうも専門家の先生は逆にな
ることが多いと思います。
そして、遺伝子組換えの場合には、教育目的組換え DNA 実験というのがありまして、研究でな
くても、危険でないよく分かりきった組換え実験は教育目的で行っていいとしましょうというよう
に、今、法律（カルタヘナ法）でカバーされています。けれども、簡単にできると思われてしまう
と困るので、やはり先生方に、研究、実験と一緒に、それにはこのような環境評価という背景があ
るのです、基準や規制があるのです、安全性審査があるのですということも、一緒に分かっていた
だきましょうということになりました。筑波大と農工大は、2001 年から、先生方に実験と一緒に背
景を分かってもらう、理科の先生の講習会をずっと続けています。理科の先生が組換え実験をした
いとき、岐阜大にサーバーがあるのだそうですけれど、このサイトに連絡会があって、いろいろな
支援をしています。高校の先生や大学の文系の先生などがこの実験を学生さんとしたいときには、
法律的なことや手続き、校長先生に実験計画を出すことや、安全性の判断をどこで行うとよいかと
か、やり方について指南しています。全国の国立大学の遺伝子実験センターが連携して、皆さんが
実験したいときには、近くの学校の遺伝子実験センターに行くとここにつながるというような仕組
みになっています。
（全国大学等遺伝子研究支援施設連絡協議会
http://www.tuat.ac.jp/~iden-kyo/committee/kenkyusien2.html）
３．医療の場面での問題
（１）様々なステークホルダーの事情
医療の場面ではどうかというと、この場合にはもっと複雑で、遺伝子診断を例にとりますと、患
者さん、患者さんの家族に対して、お医者さんがいます。この遺伝子を使った治療についてそれを
使って研究したい人たちもいます。それから個人遺伝情報が得られたときには、情報を管理する人
が必要です。
昔は、例えば血液を採って遺伝子を研究に使ってくださいと言うと、わたしはＡの１番さんにな
って、だれか分からなくして使っていました。だんだん遺伝子と環境の影響の関係などが分かって
くると、佐々というのはこのような病気をしたことがある、このぐらい太っていて食べ過ぎで問題
があるなど、生活習慣などと一緒にその遺伝子を見ていったほうが、後々より研究に役立つという
ことになり、その結果として連結不可能な匿名化が難しくなってきたのです。いざというときには
やはり、守秘義務は守られているけれども、その人が今、どのような生活をしているのか、病気が
重くなって亡くなってしまっているのかなど、追跡できないと意味がなくなりました。データの管
理が非常に重要な問題になってきています。
それから保険会社であると、例えばこの人の家族に食道がんが多いから、この人の保険料はこの
ぐらいでいいのかというような話も出てくる可能性も出てきます。保険会社から見ると、すぐ亡く
なってしまった人に保険金を多く払うことは、会社には損失です。危険選択、保険加入者からは逆
選択というらしいのですけれども、そのような問題が出てきます。それから、これをデータベース
として情報だけを扱って守秘・管理している会社も出てきます。このように、ステークホルダーの
227
−227−

関係はますます複雑になってきています。
（２）ゲノム情報を利用するための同意書
個人の遺伝情報はどのような使われ方をするかというと、自分の治療のためだけではなくて、親
子鑑定もあります。アメリカでは、シングルマザーの養育費を父親の給料から取り上げるために、
アメリカの親子鑑定の市場は大きいそうです。それから災害のときの個人識別のために、はじめか
ら、三鷹市なら三鷹市の住民の全部の遺伝子を登録しておけば、何か事故が起ったときすぐ身元が
判明するということができます。アメリカの軍隊では個人遺伝情報を登録させます。拒否した兵隊
さんが訴訟を起こしたりしています。
体質検査では、少し最近では静かになりましたけれども、テレビの話題で洋ナシ型肥満、バナナ
型、リンゴ型などいろいろありまして、その人の遺伝子を調べてから、肥満の種類に合ったダイエ
ットをしたほうがいいというものがあります。このようなキットはデパートでも売っています。
それから、医学の研究で自分から積極的に血液を提供して、ガンの研究に使ってくださいという
ような、DNA との関わり方があります。
一番私どもが気にしているのは、遺伝子診断によって保険の加入や就職、結婚のときの差別につ
ながったりしないかということです。個人遺伝情報は本当に誠実に厳格に使っていただかないと、
差別につながる不安があるのです。
ところが個人の立場から見てみると、では、
「あなたの血液をいただいて遺伝子診断します」と言
われて同意書を書くとき、どのような状況があるかというと。
「あなたが抗がん剤を使うかどうか決
めます」というと、もう選択の余地がないですね。治療全部を拒否する人は別ですよ。そのような
ときは、選択の余地がないから多分サインすると思います。その次の優先順位としては、親子鑑定
をどうしてもしなくてはいけないとか、個人の識別の場合です。これは特別なケースだから同意書
にサインするでしょう。ただ、美容や、より綺麗にやせよう、将来かかるかもしれない生活習慣病
についてとなると、その人がするかしないかは自由な選択です。加えて、私が先ほど申し上げた研
究用に使ってくださいと提供を申し出るのも個人の自由です。
（３）個人遺伝情報の利用
個人遺伝情報で非常に面倒なのは、私個人で収まらないことです。昔の遺伝情報は、住所、学歴、
おじいさん・おばあさんはどのような仕事をしていたなど、過去から現在までの情報でした。とこ
ろが個人遺伝情報を調べると、親から同じ遺伝子をもらっていますから、私を調べて非常に確率の
高い遺伝病が見つかったときには、兄弟も影響してくるかもしれない、そのような病気のことは知
りたくなかったのにと、弟は言うかもしれません。また、それをたまたま話したために、結婚は考
えますと息子が言われてしまうかもしれないというのが、空間的な広がりと将来に向かう広がりで
す。このように個人遺伝情報のカバーする範囲は、今までの個人情報より広がってしまっているの
です。この辺をよく考えておかないと、早くダイエットしようと DNA 診断をしてしまったけれど
も、本当はどこかで親戚や子どもの将来につながるということもあり得ます。なるべく、そのよう
なことを知っておいていただきたいと思うのです。
現在、これに関しては、たくさんのガイドラインがありすぎて、これも整理してくれという要望
があるようです。一番中心にあるのが、
「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」というも
のでこれは三省指針と呼ばれています。三省とは文部科学省、厚生労働省、経済産業省です。その
中で、私どもがリテラシーに関係があると考えているのは、啓発活動をしたり、研究内容を踏まえ
て理解の増進のために、国民と研究者や事業者はきちんと会話をしなさい、理解を高めるようにし
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なさい、そして専門家だけが知っていればいいというものはだめですという部分です。それが指針
に書きこまれました。先ほどの組換え実験と同じように、ヒトゲノム DNA についても教育目的で
自分の DNA を使う実験は幾つかあるのです。そのような自分のゲノムについて考える教育の材料
としての実験プログラムの扱いが慎重に考えられるようになりました。
今までの対象は医学部の人や、コメデイカルというのですか、看護師さんや医療を支援する人た
ちです。お医者さん、医療活動者、そのような人たちは大学１年生の時に遺伝子というものと親し
むために、自分の遺伝子を使った実験をしているのですが、これからは市民も理解活動のためにそ
の実験をしたいということになりました。図３でご紹介しているのは ALDH2 というアルコール代
謝に関係する遺伝子です。GG 型という人はどんどん分解酵素が出てお酒が飲める人です。GA と
いう人は G が強いので半々ぐらいですか。努力のせいか、GA で非常に強い人もいます。これは環
境影響か本人のご努力というか分かりません。AA の人はあまり飲まない方がいいでしょうという
ことで、わたしは AA ですけれども、梅酒半分ぐらいは大丈夫ですね。やはりこのようなものを使
うと市民の人たちが、面白半分で参加したりします。その結果、あの人は AA だから飲ませてつぶ
そうなど、危険なことをしてはいけません。このようなことをすると市民の人でもゲノムについて
考えたりするきっかけになる。これが今、SPP（サイエンスパートナーシッププログラム）などで
非常に出てきているのですね。それで私が気になっているのは、やはり未成年の方がヒトゲノムを
使うときは、先ほど申し上げたような個人遺伝情報がこれだけ幅広く応用されていることを、本人
や先生や親御さんがどれだけ理解していらっしゃるかということです。逆にそれをきちんとしてい
ただければ、むしろ実験を広く進めたほうがいいと思います。いろいろな問題も感じているところ
です。

図３

ALDH2 遺伝子を分析する電気泳動のゲルの写真

なぜかというと、遺伝子組換え実験と違って、ヒトゲノムを使う教育目的実験については、先ほ
どの倫理指針の中には何なのかよく分からない一文しか出ていないのです。組換えのほうはきちん
とカルタヘナ法という国際的な法律の中でカバーしているのですが、ヒトゲノムのほうはまだその
ような整備がされていないので、どのようなことが起きるかと心配です。だからやりたくても、や
はりルールができるまでは不安と言われる先生もいます。ALDH2 だけではなくて、幾つか候補に
なる DNA 配列があります。家族性大腸がんに影響する遺伝子の分析は誰も嫌ですから、人が使っ
ていい配列を使う実験系が幾つかあります。図３は毎年、私どもが農工大で秋に 16 人限定で実験
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をした時、最後に皆さんにおみやげにお持ちいただく、電気泳動の写真です。親子鑑定などのとき
にこのような絵をご覧になると思うのですが、
これは遺伝子を分析する実験のサンプルの写真です。
４．サイエンスコミュニケーション～バイオカフェの経験から～
（１）サイエンスコミュニケーションの大切さ
では、このように組換えや医療、個人遺伝情報で代表されるようなバイオを理解していただくた
めのリテラシーはどのようにして定着していくのでしょうか。私どもの場合は学校ではないので、
授業のように学生さんが必ず出席してくれるということはないわけですから、お客さんにおいでい
ただくという姿勢を大事にしていかなければなりません。リテラシーを高めるときに非常に大切な
ものとしては、もちろん個人で勉強されるかたもありますけれども、サイエンスコミュニケーショ
ンではないかと思っています。リテラシーを高めることがサイエンスコミュニケーションを高める
ことになり、またリテラシーが高まると、初めはビギナーコースだったのが、よりレベルの高い難
しい、もう少し専門的であったり、自ら勉強するようなコミュニケーションに加われるというよう
になる。それは多分、両輪として支え合って、やがては政策決定に加われるようになっていくのだ
と思っています。
今、このように市民参加で何かを一緒にしていくこと、云い換えると「パブリック・エンゲージ
メント」というものが、多分一番新しい概念であると思います。昔は専門家が決めた定義だったの
が、市民や関係者がみんなで関わって、科学・技術と社会の健全な社会を作っていきましょうとい
う考え方が今、主流になりました。
そこで活躍する人たちが、サイエンス・コミュニケーターということになります。サイエンスコ
ミュニケーションというと、定義もたくさんあるのですけれども、私は大ざっぱに捉えて、科学を
めぐる多様なコミュニケーションだと思っています。これはいわば日々の家族の挨拶のようなもの
です。単に「おはようございます」だけではなくて、日常のコミュニケーションがうまくいってい
る関係の中にいる人たちが科学を語り合うのがサイエンスコミュニケーションで、その中の技術の
リスクについて語り合う部分が、今よく話題になるリスクコミュニケーションで、もしもこれで事
故が起こってしまったというときの記者会見などは、クライシス・コミュニケーションという言い
方をしています。
やはり中心のクライシス・コミュニケーションにいくほど緊急性がありますから、普段から外堀
のコミュニケーションをしっかり行って信頼関係ができていることが、何か厳しい状況が起こった
ときに、科学者や産業人と市民の信頼感をゆるがせないようにできるのではないか。そのように考
えると、やはり日ごろのサイエンスコミュニケーションが大事だと思っています。
（２）参加者の感想
なぜこういうことを考えるようになったかといいますと、私たちが暑い夏のさ中に、筑波の農場
に見学に行った時のアンケートが出発点になります。2003 年は高校生と大学生が多くて、暑くて飽
きてしまった人たちが多かったせいで、満足度が高くありませんでした。けれど、一般の人たちと
行くと、満足度がとても高いのです。多分、一般の科学のセミナーなどよりは、見学したりお話を
聞いたりというほうが満足度が高くなっている、どうも参加体験型がいいのではないかと感じまし
た。これと似た報告は、科学館での教育に関する国立科学博物館の小川先生の報告書にも見られま
すけれども、そのようなことを市民との関わり合いの中で思っていました。
図 4 は女子大フォーラムといって、関西の女子大生と毎年やっていたものですけれども、2003
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年の 1 年目は大学の先生が話をした時です。2 年目は生産者とアメリカ大使館農務部の専門官が話
をしました。話に少し実務が混ざってきています。3 年目は、女子大生が自由研究のようにいろい
ろなことを調べてきて発表したのです。やはりここでも、一方的に専門家が言うよりも、自分の言
葉に近い話し合いができる、そのような情報提供がされるというときのほうが、皆さんに満足して
いただけるのかということを感じました（図４）
。

バイオカフェ開催までの経緯
女子大生と考える 遺伝子組換え食品
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女子大生フォーラム 参加者アンケート

（３）バイオ版サイエンスカフェ“バイオカフェ”
このように、私たちは市民と熱く濃いコミュニケーションをしないとだめだということで、くら
しとバイオに特化したサイエンスカフェである「バイオカフェ」を立上げ、喫茶店や博物館などで
３年ぐらいずっとやってきました。
このカフェがすごいのは、１回が 20 人ぐらいですから１回だけでは何とも言えないのですけれ
ども、続けてやっていますと、データ数がたまってきて傾向が分かることです。初めの２年ぐらい
でとったアンケート結果では、総数が 700 人ぐらいになって、満足度が 92％、いきなり９割越す
のですね。関心喚起度も高いし、リピーター度と言いますけれども、また参加したいと答えた人も
84％になります。これを環境省の人が見た時はひどいショックを受けて、
「うちのセミナーではこ
のような数字は絶対出ません」と言われました。やはり狭い所で一緒にコーヒーを飲んだり、少し
音楽演奏などをすると非常に場がなごむためだと思います。
それともっと面白かったのは、音楽演奏などは少し遊び心あり過ぎかと思いまして、
「スピーチを
長くしてほしいですか」などの幾つかの項目を聞きましたら、
「スピーチを長くして欲しい」という
よりも、
「気楽に話し合いたい」
、
「ほかの参加者の意見が聞きたい」という方が高くなるのです。せ
っかく、例えば組換え食品とか遺伝子診断という話を聞きに来ているのに、そこにやってきた素人
である隣の人の意見を聞きたいというのが、
市民が求めるコミュニケーションなのだと思いました。
私ども同じカフェを、バイオ e カフェといって筑波大学に伝授したのですけれども、筑波大学で
やると、
「スピーチを長くして欲しい」に対して、
「気軽に話したい」が５倍ぐらい高くなるのです。
１日中、
講義を聞いてきた学生さんは、
もうカフェでの講義は勘弁してと思うのかと想像しました。
他の例として私の共同研究者が母国の台湾で行った場合には、
逆に
「スピーチを長くして欲しい」
が結構高くなりました。研究者の話を聞いたことがほとんどない人たちが多くいらっしゃるそうで
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す。だから、このようなアンケートを取ることによって、そこの地域のコミュニティーの要望など
も吸い上げられるようになるということに気が付きました。
もっと面白かったのは、今度はスピーカーの人にアンケートを取ったら、スピーカーはほとんど
全員満足でした。満足度が参加者よりも、高いのです。なぜよかったかというと、
「直接反応が分か
る」ということと「一般市民の人と実際なかなか会えない」ということで、
「このような場はぜひ作
ってまた呼んでください」という方がほとんどでした。
また、今は研究者が市民と関わっていくということが大事だというので、筑波で一昨年からやっ
ているのですけれども、遺伝子組換え作物が生えている横の畑でみんなで草取りをします。横の畑
は除草剤をまくと雑草が枯れてしまう。私はここで 40 分間、草取りをやって、次の日に日射病で
寝込みました。普段体を動かしていないので大変だったのですけれども、全く除草していないとこ
ろでは、一人で 10 キロぐらいの雑草を、小１時間で抜けます。持ち分は５平方メートルです。実
際に草取りをしたことで雑草の影響がダイズの生育に大きいなどということを肌で感じました。こ
のようなことをすることで、研究者とも信頼関係ができるし、市民にも、農業は大変なものだ、こ
れでは後継者問題が起こるのも当然だ、などということが分かっていただけるのに少しは役立って
いるのではないかと思います。
５．コミュニケーターとして気をつけたいこと
（１）サイエンスコミュニケーター
組換えや医療のことをお話しましたが、最後に、私は今までいろいろな状況でコミュニケーター
として活動してきたので、自分で蓄積してきたものをご紹介したいと思います。
サイエンスコミュニケーターといいますと、コミュニケーションに関わる人ということになるの
ですけれども、実際には研究者と市民の間を仲介するメディエーターとか、専門的な話を翻訳する
トランスレーターという呼び方もあって、東大の人材育成は、このトランスレーターを中心にして
いました。それから、分かりやすく資料が書けることだとジャーナリストもコミュニケーターの一
つとしていえると思います。早稲田大はこれを行いました。サイエンス・イベント、コミュニケー
ション・イベントを企画したりするコーディネーターやプロデューサーもコミュニケーターの一つ
だと思います。多分、前回のこの研究会で小川先生が特に「つなぐ力」ということを言われたと思
うのですけれども、コミュニケーター自身がいろいろな所でコーディネートしていくような、つな
ぐ力が大事だということは、本当におっしゃるとおりだと思います。
一口にコミュニケーターといっても、部屋の中でずっと教材を作っている人もいるし、現場に行
って場所探しをする人もいて、いろいろです。コミュニケーター養成講座というと、話し方や、目
線をこのようにダブリュー
（W）
の文字の形に動かせとか言われています。
「今日お話しすることは、
三つあります」と指を動かすことや、アイコンタクトや、そのようなことを教えることが多いと思
うのですけれども、実際コミュニケーターをやっている私が、女性コミュニケーター20 人ぐらいに
ヒアリングしたときのことをご紹介します。何が大変かというと、本音を言ってくれない人から本
当の情報を引き出していく情報源との接触の仕方であったり、それは先生方も日々感じていらっし
ゃると思うのですが、自分が所属している組織の中の意見が、実は一致していなくて、その調整も
任されてしまって胃に穴が開きそうになるなどということが、おありになると思うのです。だから
実際、その人が本当に能力のあるコミュニケーターであるためには、ダブリューで目線を動かすこ
とよりも、そのような柔軟で強靭な精神のほうが大事かもしれません。コミュニケーターは多様な
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コミュニケーションに耐えていけるタフさが必要ということが伝わっていないのではないかと思う
ことがあります。
図５は社会心理学の教科書にはよく描かれてあるものですが、一般の人たちというのは、例えば
あることについて説明を受けたときに、情報量が増えれば増えるほどＸ＝Ｙのように、上向き直線
で受容度は上がっていく、理解はしていくはずですが、実際に受容度はどのようになるか。これが
そのように単純ではなくて、いろいろ分かってくると自尊心なども出てきて、言われたとおりには
よしと思わなくなる。知れば知るほど受容度が上がるかというとそうでもないということが分かっ
ています。やはり学習には、初めに九九を覚えるなど、辛抱する、情報をためる時期というのが大
事なのでしょう。けれども、本当に深くなっていくと、多分、一緒に草取りをすることや、研究者
と共にディスカッションする、この協働とか、共考などという言い方をするようですけれども、共
にやっていく部分が大事なのだなと思います。コミュニケーターはこのようなことを知っていて活
動しないと、
市民との対話で、
誤解を解こうとあせって難しい論文を印刷して配ってしまうという、
勘違いをしてしまうように思います。

受容

情報量と安心の関係
“欠如モデル”から“市民参加”へ
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コミュニケーションの重要性
そして、信頼？

情報量
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図５

受容度と情報量の関係

（２）社会心理学に学ぶ
社会心理学が何か役立たないかと思っていろいろ見た時に、やはりそこで大事なのは信頼関係だ
と思いました。この信頼に対して北海道大学の山岸先生は、信頼が成立する条件というのは、技能
への期待と意図への期待だといわれています。つまり、相手は能力が高い人であるという期待と、
その人の意図、誠実さや、きちんと私のことをよく理解してくれているという、その人の基本姿勢
のようなものの二つの期待が満たされたときに、信頼が成立すると言われているのです。だからい
くら研究者が一生懸命やっても、研究、実験を間違ってしまうような人では能力が低すぎで信頼が
できないわけで、あのお医者さんは大丈夫かしらとなります。ただ、このお医者さんは一生懸命私
のことを考えてくれているという思いも満たされないと、お医者さんへの信頼ができません。同じ
ように、私たちの場合は、多分コミュニケーターは、この意図のほうに主に関わるのです。例えば
能力の高い講師を連れてきたときに、どのぐらい私たちのイベントが誠実に行われているかという
ことを見せることが大事で、それが最終的な安心や信頼につながると思うのです。
社会心理学の人が言っているのは、人間というのは、自分に直接的に関係ない問題だと専門家の
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意見がいい。けれども身近な問題であるほど、専門性よりも信頼できる人がいいと思うのだそうで
す。それがきちんとデータで分析されて証明されています。ですから、地球の環境というときは専
門家の意見で「うんうん」というのですけれども、
「私は手術したほうがいいか」というと、患者の
会の意見のほうが皆さんに心にしみるものだということのようです。
（３）臨床心理学に学ぶ
それから、情報がどのように伝わるのだろうと思って、カウンセラーの勉強もしました。その時
に知ったのは、カウンセラーで大事なことは、情報提供より聴くことなのです。だから自分の知っ
ていることを全部教えなければいけないと思う情報提供型の先生とは逆です。ところが来る人は、
意外に傾聴を求めてきています。
次に、ABC 理論という認知の仕組みがあって、カウンセリングの勉強というのは、例えば関わり
技法で、フムフムと聞いて、
「ああ、つらかったですね」と同意をするとか、
「あなたのおっしゃり
たいのは相手に対してなのですか、ご自分に対してなのですか」と整理、確認をするなど関わり技
法が幾つもあるのです。それで、カウンセリングの技術もサイエンスコミュニケーションに使える
と思いました。
（４）ファシリテーション技術に学ぶ
ところが、カウンセリングは１対１なのです。それに対し、ファシリテーションというのは、会
議などで使う技法です。これも使えるのではないかと思っていまして、もう時間もないので一つだ
け申し上げます。
これは会議のことを中心にした話題ですが、
農林水産省などの会議といいますか、
地元説明会などにいくと、司会も説明も全部一人、器用な人がやってしまう。あれは見え方がよく
ないですね。一人で背負い込んでいるように見えてしまう。それと本人も疲れますから、やはり司
会やタイムキーパーや発表者を分ける、ファシリテーターを置くということが、会議をすっきり運
ぶためには大事になりますね。それから初めにファシリテーターが、今日の会議の目的は「意見を
出して下さい」
、
「報告をきちんと終わりまで聞いてください」とか、
「どうしても採決までいかなけ
ればいけない」
、など、全員の目的意識を確認することが大事だということを、ファシリテーション
技術では教えます。非常に大事なのは、多数決で決めなければならないときには、議事録で反対意
見や少数意見を確認することによって、やはり全部の参加者のプレゼンスを認めることが大事だと
いうことです。このようなことを総合して、私はサイエンスコミュニケーションに活かそうと思っ
てやってきました。
戻りますけれども、ABC 理論というのは、エリスという研究者が唱えた（スクールカウンセラー
の先生はご存じだと思うのですが）
、認知行動療法の考え方です。例えば太郎さんが、
「早く仕事を
片づけなさい」と言いました。そのように言われると、もし太郎さんはとても私のことを心配して
くれていると思っていると、ますます元気になるのです。でも普段から、太郎さんは大体人の悪い
所ばかり見つけてと思っていると、ますます嫌になってしまう。同じ太郎さんの一言、アクティベ
ーティング・イベント(A)が、コンシークエンス(C)、結果に対して影響するのではなく、C を変え
るのは、その人の思い込み、太郎さんはどのような人だと認知しているかのビリーフ(B)によるのだ
ということを、ABC 理論は言っているのです。
これを習った時に、わたしは目からうろこでした。遺伝子組換えや、環境修復や、いろいろな説
明会に行くと、係長が行ってだめなら部長を出せのような感じでがんがんやっていたわけです。Ａ
ばかりやっていて、相手のＢについて全然考えていなかった。それがやはり情報提供のポイントだ
ったのかと気がついて、このようなことを知っていないと、ずっとあさっての方向に向かった情報
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提供を続けてしまうものだと思いました。カウンセラーの場合には、最後にディスピュート、これ
は語呂合わせで ABCD になっていて、
「それは太郎さんに対して偏見でしょう、あの人はそのよう
に悪く思っていませんよ」とディスピュート、反駁してもらったことで、次の日からもっと職場で
強く生きられるように支援するということがカウンセラーの仕事になっています。
（５）素人の視点を忘れない
今までたくさん申し上げたのですが、私たちがコミュニケーションをしていく上で非常に大事な
のは、やはり言葉使いに気をつけないといけないことだと思っています。今日も少しそのようなこ
とがあったかもしれないのですけれども、やはり専門用語は極力気をつけること。日本語ならいい
かと思うと、
「ブンチュウ」という言葉で何を思い浮かべますか。どの漢字が思い浮かびますか。私
たちの実験教室では、
「分けて注ぐ」なのです。いろいろ試薬を分けて注ぐことが分注なのです。栄
養士さんもそのようです。でも多分、皆さん、
「文の中」や、注釈や思い浮かべられたと思います。
もしかして数学でもそのような言葉があるかもしれませんね。だから漢字も結構、言葉で言うとき
には気をつけないといけないなと思います。
「シテキ」という言葉でも、実験屋さんが言うときには
「至る、適する」です。酵素が最もよく働く温度や Ph を至適温度、至適する Ph ということにな
ります。多分皆さんは、
「私的」だったり、間違いを「指摘」するとか、あとは文学的に「詩的」も
あると思います。
やはり先ほどの ABC 理論も同じで、相手を知ることが大事です。一番コミュニケーターの人た
ちと話しして思うのは、初心に帰る部分、専門家の中にいると、ブンチュウやシテキが、そちらの
字であることを、グループの中にいると忘れてしまうのです。コミュニケーターは、常に初心者は
どのように思って聞くのかという気持ちを思い出すことを、自分に対して努力して課していかなけ
ればいけないのです。面白かったのは、組換えの話をずっと全国行脚している人が、新幹線で聞き
耳をたてている。今、街の人は何に興味を持っているのか。いつもバイオ関連の人といると、その
ような話ばかりになってしまうから。それから PTA や地域コミュニティーの参加などでその世界
を離れたとき、人々は何に興味を持っているか、ホワッツ・トレンド、今何がトレンドなのかとい
うことを意識していないといいコミュニケーターにはなれないと思います。
６．まとめ
最後に、私は数学の先生にお願いしたいと思っていることがあります。
豊かに生きるための科学リテラシーとして、先ほど生物の知識だけではだめでバイオリテラシー
を言いました。また、
「リビング・サイエンス宣言」というのがあります。それは古田ゆかりさんが
いらっしゃるリビング・サイエンス・ラボというグループで憲章のように決めているものです。そ
の中で理科の情報を再編集しましょうということがあります。例えば、古田さんが言われるのは、
お風呂場のせっけんの汚れは、まず酸とアルカリを中和して、お酢をつけてから洗うと落とせます
とか、これは重曹系でいくのか、油汚れは重曹でいいけれども、お風呂なら酸性にするのが先です
というようなことが、結局リトマス紙は知っていても、そこにつながっていないでしょうというこ
と。そのような情報を自分で編集して身につけていくことが大事ということを言われています。そ
ういうことが多分、物理・化学・地学・生物の人たちが言っている「リテラシーが身についた状況」
だと思うのです。
私は、最近、メディアリテラシーも大事だと思っています。新聞を見て、この薬を飲んで２人死
にました、あら大変、薬を中止した方がいいかしらといったときに、でも患者さんは何人いたのか、
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何人の人に効いたのだろうということを一歩考えるような人を育ててくださるのが、数学の先生だ
と思っています。だから統計や偏差値を持ち出さなくても、一応全体はどうだったのか、それから
コントロールは取れていたのか、何と何を比べたのか、元の数は何だったかというようなことを、
やはり数学の先生に頑張っていただかないと、いくら物理・化学・地学・生物がリテラシーだと頑
張っても、人々が新聞を見て非常に不安になったり、テレビを見てココアが売り切れたりしてしま
う状況は変わらないだろうと思います。
私は、例えば、先ほど言ったような、この薬でダイエットに成功した人が１０人いたけれど、こ
の薬の有効性はどのように考えるのかというような、新聞記事を基にして、みんなで電卓を持って
計算するワークショップができたらいいと思っています。数学カフェではないのですけれども、
「暮
らしの中の数学」というような視点を、考えていただけたらいいなあと私は思っています。以上で
す。
［文責：長崎栄三］
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講演記録

ヒトはどのように特別なチンパンジーか
長谷川 寿一
東京大学大学院総合文化研究科
（2009 年 12 月 19 日講演）
１．はじめに
今日のお話は、生物としてのヒト、それから社会的存在としてのヒトの非常にベーシックな部分
について話していったらというように考えております。限られた時間で、それに僕の能力の限界が
ありますので、人間についてすべて社会科学から何から全部含めて、僕が話をするのは、到底その
ような才覚も力量もございませんので、僕の専門に近いところから、人間とは何かということを、
少し話題を提供させていただいて、先生方と意見交換をできたらと思いますし、それを楽しみにし
ております。
今日のタイトルは「ヒトはどのように特別なチンパンジーなのか」という、少し変わったタイト
ルでご説明させていただきます。まず、僕の自己紹介ですけれども、東京の出身で、東大出身で、
少し変わった経歴といえば、アフリカにタンザニアという国がございまして、そこで 3 年ほどチン
パンジーの調査をしました。これは JAICA のプロジェクトだったのですけれども、チンパンジー
のための国立公園を作るというような仕事が実務で、そのかたわらチンパンジーのデータを集めて
いたということでございます。
現在、僕がやっている仕事の一端ですけれども、動物研究では、例えばクジャクで、クジャクの
オスはどのようなオスがもてるかなど、少し下世話な話ですけれども、それからゾウに関して、野
性のゾウも少しやっておりますけれども、主にゾウの認知、先生方と多少関わりがあるのは、ゾウ
の数的認知能力といいますか、ゾウさんに足し算ができるかというようなことをやっております。
そのほか、霊長類の研究とか、あと、人間の研究も少し、これから申し上げるような領域でやって
います。
軸で言えば、心理学、認知科学の領域と、それから生物学、特に生態学と進化生物学を縦軸に持
ってきまして、動物を対象にしたり、人間を研究したりして、動物の心理学的な研究、これは上野
動物園で、ゾウの認知研究ですけれども、動物の、生物の生態学的な研究。人間研究でも、心理学
者がやるような、現在は自閉症などを対象にしておりますけれども、心理学の研究と、多分ここが
一番日本では珍しいのかもしれませんが、人間の行動や心理に関する生物学的な研究。著書で『進
化と人間行動』というのがあるのですけれども、人間というのはどのような道筋でこのような存在
になったのか。人類学なのですが、心理学に非常に近い部分の研究でございます。
これは、伝統的な領域で言えば、動物心理学や、動物行動学、発達心理学、社会心理学なのです
けれども、進化心理学、あるいは人間行動生態学、あるいは進化人類学といった分野の領域で、こ
のような領域で仕事をしていると、心の進化というのが見えてくるのではないかと思って、研究を
続けています。心の進化ということでは、多少関わった仕事では、京都大学の松沢先生と、その名
の通りの本をまとめてみたり、
『人間はどこまでチンパンジーか？』これは訳書でございますけれど
も、先ほど書いたようなテキストブックを書いたりしてまいりました。
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２．人間とは何か
今日のお話は、人間とは何かということを考え直すということで、人間とは何かと、先人たちが
いろいろなことを申しております。もちろん、言うまでもなく、パスカル、
「人間は１本の葦に過ぎ
ない」
「人間は天使でもなければ、獣でもない。だが、不幸なことに、人間は天使のように振る舞お
うとしながら、また獣のように行動する」
。まさしくそうだと思います。アダム・スミス、
「人間と
は取引をする動物なり。犬は骨を交換せず」
。実はこのような先人たちが言ったことが、現在も、融
合科学といいますか、統合科学の中でも、非常に現代的に蘇って研究されている。
特にアダム・スミスの言うような社会的な交換、一般的な交換であるとか、それから、
「人間はか
弱いのだけれども協力して社会を作っているのだ」というようなことが、最近、我々の分野でたく
さんの実証的な研究が行われています。
「我々はどこから来たのか。また、我々は何者か。我々はど
こに行くのか」
。哲学の先生のみならず、これはゴーギャンの有名な作品で、ここのところに、それ
がフランス語でこの文字がここに書かれていて、ここにいろいろな寓意が込められているわけです
けれども、これを科学者として、この問いに対してどう考えていくかという、少し大それた、ある
意味少し難しいテーマを仕事としております。
僕流の一つの答えを言うと、
「人間とは何か。基本は、人間はチンパンジーである」というわけで
すね。これはダーウィンで、ダーウィンが今年で生誕 200 年ですけれども、ヒトとほかの生物との
きずな、つながり、連続性を指摘して、それがもう様々な生化学的な手法などで、進化人類学者た
ちは、これに関してはもう反論ができない事実が提供されてしまったわけです。現在の人類進化学
の教科書で、これはケンブリッジの大学出版会から出ている人類進化の教科書ですけれども、これ
はモルシングで、ヒトとチンパンジーの中間の顔をここに載せているわけです。恐らくマッドサイ
エンティストが、やろうと思えば、F1 の雑種で、ヒトとチンパンジーのミックスといいますか、混
血が、恐らくできると僕自身は思っていますけれども、それは倫理的にやってはいけないことは確
かですが、それぐらい生物学的には、ヒトとチンパンジーは近い動物であるということです。
３．現代人と大型類人猿の進化
今年ダーウィンが生誕 200 年だということは、いろいろご承知のことと思いますし、私どもも東
大の駒場でお誕生日の日にお誕生会をやりまして、ダーウィンのゆかりの話をいろいろしたりしま
した。ちょうどこの写真が、ビーグル号から戻ってきたころのダーウィンの若いときの写真で、若
いときから少し毛は薄いのですけれども、ちょうどこの時期に書いた彼のスケッチがありまして、
1938 年ですから、彼は 29 歳で、ビーグル号から降りたぐらいのときに、このような系統樹のよう
なものを、彼の研究ノートに記しているわけですね。これは、
『種の起源』の中にもほぼこれと同じ
ようなものが再現されておりますけれども、いろいろメモ書きがあります。ダーウィンはこのよう
な種の分岐の過程というのを想定して、基本的なアイデアがここに見て取れるわけなのですが、一
方、こちらは何かというと、現在の自然人類学の教科書なのですね。この図とこの図と、もちろん
細部は違いますけれども、基本的には全く同じで、ダーウィンはもう未来社会から帰ってきてこれ
を書いたのではないかと思うぐらい、先駆的なアイデアをここに示しているわけです。
こちらのこの図をもう少し説明させていただきますと、現世のヒトおよび大型類人猿、大型類人
猿というのはオランウータン、チンパンジー、ゴリラですけれども、世界各地で血液を採取して、
それの DNA の塩基配列から、これを多変量解析でデンドログラムにして、二次元平面に落とした
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ということになるわけです。
実際に、ヒトはどこに来るかというと、ここの枝先で、これは「モダン・ヒューマンズ」と書か
れていますが、現代のヒトはホモ・サピエンスという、生物学的にはそのようなグループで、アフ
リカで約 20 万年前にエチオピアのあたりで、ケニアかあのあたりで生じた一群のヒトたちが地球
上に分散して、一時期ネアンデルタール人なども、あるいはもっと古い人類とも同居していたので
すけれども、現在、地球上に残っているのはホモ・サピエンスだけです。ですから、非常に遺伝的
なバリエーションは少なくて、皮膚の色はものすごく違うのですけれども、均一な集団として、こ
こに写っているわけです。生物人類学者から見ると、民族問題というのは、本当に、何であんなに
対立するのだと。遺伝的には、人類というのはほかの生物に比べると、非常に均質な存在であると
いうことが分かります。
一方、隣の大きな枝は、ここで幹を見ていただきますと、大きな枝がこちらとここで分かれる。
こちらの枝先が、これがチンパンジーになります。右の下にボノボと書いてあって、これはコンゴ
川の南岸に住んでいる、亜種で分類されるものですけれども、こちらは動物園で我々が普通にチン
パンジーという、ニシチンパンジー、ヒガシチンパンジーといったチンパンジーたちです。こちら
がゴリラでございまして、ここがオランウータンということになります。
こうしてみますと、チンパンジーから見て一番近い分類群が何かというと、ゴリラよりもヒトの
方が近いわけですね。それは我々の直観と少し違いまして、
「チンパンジーに対して、君は、ゴリラ
と人間どっちが近い？」と言えば、それは「ゴリラ」と答えるだろうと思うのですけれども、遺伝
情報に基づいた分類から言えば、まずヒトとチンパンジーがいまして、それからゴリラに移ってい
って、オランウータンに移った。そのような意味で、人間はチンパンジーです。チンパンジーグル
ープの一員であるということも、まんざら嘘ではないということだと思います。
我々が、同年代の先生方もいらっしゃると思いますけれども、1970 年代に人類学の教科書で習っ
たときには、このように、ヒトというのは、近い霊長類としては、テナガザルも含めて、類人猿と
いうのがあって、その外側にヒトがいる、というように習いました。僕もあの教養時代の、リテラ
シー教育としては、そのように習ったのですけれども、今日の生物学的、生物人類学的な知見から
いうと、書き方は、近すぎるかもしれませんけれども、まずヒトとチンパンジーがくっついて、ゴ
リラ、オランウータンとなる。これが現代の視点です。ですから、70 年代までは、
「ヒトは、そり
ゃサルでしょう。だけど、ヒトは特別な霊長類ですよ」と、ヒトというのはほかに特別な指定席が
与えられていたのですけれども、今や、ヒトは一介の類人猿に過ぎない。もっと言ってしまえば、
ヒトは一介のチンパンジーに過ぎないということです。
けれども、やはり、ヒトというのは特別なチンパンジーである。そうすると、原点として、
「人間
はチンパンジーなんだよ」というところから始まって、
「だけど、どうして普通のチンパンジーとこ
んなに違うんだろうか」ということを考えると、人間とは何かというのが分かって、そのような視
点も大事なのではないかと思います。このようなことは、普通、高校教育でも、中学教育でも、ま
してや大学の一般教育でもなかなか教わらないことなのですけれども、人間とは何かを考える原点
としては、できれば共有しておきたい知識だと思いました。この「科学技術の智プロジェクト」の
報告書をまとめたときも、その部分をかなり、通常の人文社会の総説よりも厚くしてまとめさせて
いただきました。
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４．チンパンジー
これはアフリカで僕が撮ったチンパンジーですね。森の中で、大体、ここに母親が２組いて、こ
こで子どもを育てているというような写真ですね。
今、僕が申し上げたようなことは、アメリカで有名なサイエンス・ライターといいますか、研究
者ですけれども、UCLA の医学部の生理学の教授のジャレット・ダイヤモンド、彼は同時に鳥類の
生態学者の顔も持っていて、同僚は、彼が別の論文で『ネイチャー』に載っているということを知
らないという、そのような二つの顔を持った非常に多彩な人です。最近はいろいろな科学読み物を
書いていて、一番最初の本がこの『サード・チンパンジー』
、これは私と家内でやったものですが、
これを僕どもは『人間はどこまでチンパンジーか』というタイトルで出させていただきました。
言うまでもなく、第１チンパンジーが普通のチンパンジーで、第２チンパンジーがボノボで、第
３のチンパンジーが人間です。これが京都大学の松沢先生だったら、
「チンパンジーはどこまで人間
か」
「チンパンジーはここまでは人間的なことができる」という、そのような発想もあると思うので
すけれども、人間をおとしめるわけではありませんが、もう少し下のところまで下ろして、それか
ら人間を再考しようという、そのような発想でございます。
チンパンジーも、これは松沢先生のお仕事ですけれども、やはりなかなかのものでして、これも
いろいろなところで紹介されているのでご存じだと思いますが、特に数学の先生方は。これはアユ
ムという、このときで６歳ぐらいですかね、ここのボタンを押すと、次に１から９まで数字が出て
きて、それで、ここのボタンを押すわけですね。それを見えている数字を 1 から９まで消していく
のは、それは簡単にやるのですけれども、それぐらいは教えれば何とかできるだろうと皆さん思わ
れるかもしれませんが、もっとすごいのは、１から９の数字が出て、１を押した瞬間に残りの八つ
の数字がマスクされて、白い四角に全部変わってしまうわけですね。どこに２、３、４、５、６、
７、８、９というのが隠されているかというのを彼は覚えていなくてはいけなくて、それを下から
順番に、２、３、４、５、６、７、８、９と消してくるわけなのですが、それをものの見事にやっ
てのけるわけです。これは後で時間があったら出してみたいと思いますけれども、これは霊長類研
究所の中で、どなたでも見学できて、この辺に実験ブースがあるとすると、隣の隣ぐらいでは、ほ
かのチンパンジーたちが騒いでいるわけですね。大きな騒ぎがあって、アユムは、１、２ぐらい消
したところで、大声がするので、
「あれー？」とこちらのほうを見るわけです。
「何なんだろうな」
と。10 秒間たって、また課題に向き合って、やると、ものの見事に消すわけです。
これは、どのような、多分よほど特殊な写真記憶能力を持っている人間だったら対抗できるかも
しれませんけれども、そのような能力を我々は持っていないわけですね。多分、
「すでに失ってしま
った」というのが正しいのだと思います。これはアユムだけではなくて、アユムと同じ世代の別の
チンパンジーも、いわゆるイメージ記憶や写真記憶と呼ばれるような能力をいまだに保持している
のです。我々より優れた能力を持っていて、恐らく認知課題、心理課題で、ヒトよりもチンパンジ
ーの成績がいいという課題は、これが世界で初めての課題だと思います。僕自身は、これは、訓練
すれば、オランウータンでもゴリラでも同様な能力を持っているのではないかと。
我々がなぜこれができなくなってしまったかというのは、多分、これは松沢さんも議論されてい
ますけれども、言語という別の世界を認識する装置を持つことによって、実際の写真のような絵画
的なものを、ある程度、何かのフレームのような形で記憶するような能力が失われていったのだろ
う。ただし、ヒトでも、子どもなどは我々よりもこの手の能力を保持していることが報告されてお
りますし、身近なところでは、小さい子どもと一緒に大きな駐車場などに行きますと、お父さんや
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お母さんは、例えば「3 階の A の 8」と、そのように言葉で覚えるわけですけれども、子どもたち
は、お買物から返ってきて、
「あそこだよ」と、お父さんよりも早く場所が分かったりするわけです
ね。
あと、別のチンパンジーの写真をご覧いただきますと、これは僕が写真の露出を間違えてしまっ
た写真なのですけれども、逆にシルエットとしていいかなと思って、気に入って、時々使っていま
すが、これは２歳ぐらいのチンパンジーで、こちらに親がいます。この子は、この手の先に棒を持
っていて、これでこの木に巣くっているオオアリと呼ばれるアリを食べたいのですけれども、うま
く使えない。これは、アリを食べる、それからアリを食べるための釣り棒を使うというのは、この
地域に固有の行動なわけですね。括弧付きですけれども、文化と言ってもいいかもしれない。チン
パンジーは、ほかのどのような動物よりも、あるいはほかのどのような霊長類よりも、行動の可塑
性がありまして、地域固有の行動があって、それが社会的な情報として世代から世代へと伝えられ
ていく。これもある意味人間の文化の芽生えのようなものを示しています。
ただし、後で申し上げるように、これが、そのような能力を持ちながら、どうして人間のように、
文化・文明まで至らなかったのかというと、このような単純なことでも、覚えるのに、社会的に学
んでいくのに、ものすごく時間がかかるわけですね。なぜかというと、子どもは親のやることを見
て学ぶしかないわけです。何を言いたいかというと、教育、アクティビティー・ティーチング、あ
るいはペダゴジーでもいいのかもしれませんが、チンパンジーは積極的な教育というのを行なわな
いのですね。この子が繰り返し繰り返し失敗するわけですね。できてしまえば単純なことを、７歳
ぐらいまで、６歳、７歳にならないと、一人前の釣り人にはなれないのですが、そのときに、
「この
釣り棒じゃだめだよ」とか言って、これを取って捨てて別のものを与えてやるとか、手を添えてや
ってやるとか、後ろの方で指導をするとか、年長の個体が手を貸すということを一切しないわけで
す。このような道具利用の場面だけではなくて、例えば食べ物、どのようなものを食べて、どのよ
うなものを食べてはいけないかというようなことに関しても、
「これはだめですよ」と、ペッと捨て
るとか、
「これを食べなさい」と積極的に食べさせるとか、そのようなこともしないわけですね。
この辺で、もうある程度結論を申し上げると、チンパンジーは非常に個人的な世界の中に生きて
いる。もちろん、その中で社会的な広がりはあるのですけれども、ベースは個人のベースからなか
なか出られないので、社会的な広がりがどうしても限界があるということでございます。
これは半ば余談のようなことになりますけれども、
ヒトとチンパンジーで共通する部分の一つに、
狩りをするということがあります。狩りをする霊長類は、ほかに一部のヒヒがそのようなことをや
るのですけれども、常習的に狩りをする霊長類は、ヒトとチンパンジーだけです。普通は狩りをす
るのは肉を食べるために狩りをしますので、イノシシの仲間であるとか、ほかのサルの仲間である
とか、レイヨウの仲間などを狩猟して、それを食べるわけですが、この写真のときはそうではない
もの、これはお分かりかもしれませんが、ヒョウなのですね。ヒョウの子どもです。ヒョウという
のはチンパンジーにとっては天敵で、
実際ヒョウの糞の中からチンパンジーの毛が出てきますので、
外敵なのですけれども、この日は、これは僕が目撃したのではなくて、家内と外国人の研究者が目
撃して写真を撮ったものですが、ヒョウが鳴いていた。チンパンジーたちがすごく騒いでいて、大
人のチンパンジーが、そのヒョウが住んでいる巣穴の中に入っていって、この子ヒョウを引きずり
出して、それで殺したということです。普通、チンパンジーは、肉食のために殺しますから、殺し
た後食べるのですけれども、この場合は食べないわけですね。どうしてそのような危ないことまで
してヒョウを殺して、どうして食べなかったのか。もう何かよく分からないわけです。彼に聞いて
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みたいぐらいなのですけれども、彼は喋ってくれない。
これは勇敢なオスがやったのですが、この近くに子どもがいて、しばらく大騒ぎした後、この子
どもの亡骸が放り出されると、今度は子どもがこれに興味を持って、今度はいじりだして、木の上
に持っていって、今度はどうするかというと、高い高いをして遊んだり、それから毛づくろいをし
たりするわけです。まさに、縫いぐるみのお人形のようにこのヒョウの死体を扱うわけですね。こ
のような精神構造のようなものは、我々にとって分かるような、分からないような、やはり豊かな
心の表れのような気がいたします。
復習しますと、チンパンジーの中の人間らしさは、例えば道具を作ったり、道具を使ったり、地
域が違えば生活が違うし、食べ物も違う。地域に固有な、世代を超えた伝達される行動パターンが
ある。括弧付ですけれども、文化の萌芽ということで、これは『ネイチャー』などでも総説が出て
おります。それから、ある程度シンボルを操作できる。これは、今日は示しませんでしたが、霊長
類研究所や、それから海外の研究で、訓練すればシンボル操作能力が非常に高いということが分か
っています。ヒトの話し言葉を理解する。発声は解剖学的な制約からできませんけれども、コマン
ドといいますか、命令といいますか、あるいは、人間が「こうして」というようなことに関しては
適切に反応して、ボノボも、お兄さんと妹、カンジとパンバニーシャというのは、数百の単語を聞
き分けられるというように言われています。イヌでもある程度人間の言葉が分かりますけれども、
数百というオーダーというのは非常にすごいですし、実際のビデオクリップなどを見ますと、なか
なか優れているなということが分かるわけです。
これは、まるで別なのですけれども、僕がアフリカに行ったときの写真で、現地は、当時はえさ
付けをしていまして、今はえさ付けしていないのですけれども、今でも、ここまで近くないですが、
非常に近く観察することができます。家内がいて、僕がいても、シルエットもそっくりで、やはり
人間とチンパンジーというのは近いなというように思われるわけですね。
５．近縁種間の比較
これから、
これと同じ図を２回お見せしますけれども、
人間の心の進化を復元する手法の一つは、
近縁種同士を比較して、考察するということです。A という分類群と、B という分類群と、C とい
う系統群でもいいですが、ここで同じ形質が見られていて、ここが違うとなると、そうすると、こ
の特徴というのは恐らくこの辺で生じたのだろうなということが、仮説的には言えますね。確率的
な問題として一番もっともらしいのは、これです。一方、A と B は大体共通なのだけれども、C は
このようなものを持っていてというと、ここのところに何か、A と B との後、C の系統に入ってか
ら起こったことが、この特徴に反映されているのだろうと、これが仮説的な考え方になります。
この特徴というのをいろいろ探し出そうというのが、我々の分野でよくやることです。例えば、
我々の色覚などを見てみますと、カラービジョンは、サルの中でも原猿と呼ばれるものではほとん
ど見られず、ニホンザルやチンパンジーや真猿類、それから我々も持っている。そうすると、霊長
類が昼行性になってから進化したのがこの形質だと考察できたりするわけです。
今度は、ここでゴリラとチンパンジーとヒトを置いてみます。そうすると、ゴリラにはないのだ
けれども、普通はゴリラとチンパンジーの共通性はたくさんあるのですが、では、チンパンジーと
ヒトで何か共通な点はないだろうかということを考えてみたいと思います。そうすると、それは「人
間とは何か」の中でも、かなり根の深いものではないかということが伺えるわけですね。これは仮
説でしかないのですけれども、仮説的に考えれば、そのようなことだということですね。
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これは、テナガザル、ゴリラ、オランウータン、チンパンジーの社会を比較しています。社会を
比較してみて、一番チンパンジーがほかの三つと違うところは何かというと、複数のオスが非常に
仲がいいということなのですね。オス社会だということなのです。
ゴリラの場合には、１頭のオスが複数のメスをハーレムとして守っているといいますか、一夫多
妻的な暮らしをしています。こちらもそうですね。
オランウータンはどうかというと、オスがいるのですけれども、オスはメスとも一緒にいないの
ですね。なぜかというと、オランウータンはものすごく食べ物が美食家で、ほとんどフルーツしか
食べないのですけれども、フルーツは分け合うことができない食べ物なので、みんなばらばらで暮
らしているのです。だから、オランウータンが孤独な暮らしをしているというのはご存じの方が多
いと思いますけれども、あれはなぜかというと、食べ物が森の中にわずかしかない果実に非常に限
定されているから、集団生活ができない。当然オスは一人暮らしだし、メスも一人暮らしで、オス
は複数のメスの行動圏を覆うような形でこのメスを防衛している。
そのような暮らしをしています。
一方、チンパンジーはどうかというと、チンパンジーのオスにとって一番長い時間の使い方は、
ほかのオスと一緒にいることなのですね。毛づくろいの相手にしても、何にしても、オスたちは非
常によく同盟関係を結んでいます。メスはどうかというと、メスはわりとオランウータン的で、こ
こではみんな一緒にいるかのように見えますけれども、森の中で結構ばらばらで、メスにとって一
番長い大きな時間の使い方は、一人でいることなのです。群れを作らないのですね。チンパンジー
のメスもやはり果物に依存して暮らしているので、よほどたわわにフルーツが実るときにはみんな
集まってくるのですけれども、普段はばらばらに暮らしている。オスたちは、連合してこの複数の
メスの居場所をパトロールして、自分たちの縄張りを守っています。オス同士が連合するとどのよ
うなことが起きるかというと、違うオス同士の集団間に非常に敵対的な関係が生まれて、ここの間
で、括弧付きですけれども、戦争が起きる。戦争が起きるということは、相手集団に進入していっ
て、１頭また１頭と殺していって、それで、最終的に相手のオスたちを殲滅するというのが、これ
まで 3 例報告されています。
６．ヒトとチンパンジーの相違点
それから、チンパンジーとヒトの共通の特徴として、狩りをするということですね。ここでは集
団狩猟という言葉を使って、共同というのは括弧に入れましたけれども、人間の場合は完全に共同
狩猟ですね。人間の長い狩猟採集生活の時間、100 万年ぐらいの間、男たちが集団で大型獣を狩っ
て、狩りをして暮らしてきている。チンパンジーも狩りをする。そのときに、共同狩猟かどうかに
関しては意見が分かれるところですね。誰かが指示を出して、
「あっち登れ」
「こっち登れ」という
ような直接的な証拠はありません。ただし、狩りをするときには、往々にして、オスたちが同時に
木の上に登ってサルを追い詰める。あるいは行く手を塞ぐようにして、小型の小動物を射止めると
いうことがよく知られていますし、獲物に関しては分配することも報告されています。これはゴリ
ラは一切行なわないことですね。チンパンジーの中でも、ボノボはこれは全然やらないですね。で
すから、少し難しいところがありまして、ボノボは、先ほど一つ前に申し上げた、仲間同士の中で
殺し合いもしません。非常に平和主義的なチンパンジーです。ところが、普通のナミチンパンジー
と呼ばれるのは、相手は殺すわ、子どもは殺すわ、肉はしょっちゅう食べるわで、かなり攻撃的な
生物だということが言われます。
これは、狩猟採集民のダニという人々、これはニューギニアに住んでいるダニ族の、ダニの人々
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の戦争ですけれども、ここのところに、こちらのグループとこちらのグループ、これは男たちです
ね。その間で戦いが撮影されていて、これは映画のロケでも何でもなく、どうやって撮ったのか分
かりませんが、何かうまく撮り過ぎているので、やらせだったのかもしれませんけれども。
狩猟採集社会、あるいは小規模伝統社会と呼ばれる人々の間で、どれぐらい頻繁に戦争が、ある
いは殺し合いが起きるかというデータ分析があるのですけれども、それを見ますと、その率は、現
代社会で最も殺人率が高い国、これは南アフリカとボリビア、コロンビアなどあの辺ですが、それ
とほぼ同レベルで、狩猟採集社会においては、自分の集団の中では結構いろいろな共同作業をする
のですが、ほかの集団、外集団という言い方をしますが、外集団との関係では、しばしば非常に強
い敵対的な関係が生じる。
伝統的に、人類学者たちは二つの見解を持っていて、一つはホッブス的な見解で、
「人間は人間に
対してオオカミである」という、放っておくと戦争になってしまうから。もう一つはルソー的な考
え方で、
「人間は原始社会においては、みんな平等で、戦争のようなことはなかった」と。実情は、
ホッブス的なことに近いわけです。でも、ルソー的な側面も、これも確かでございまして、同じ集
団の中で、先ほどのような獲物が取れれば、これは誰かが独占するわけではなくて、ほぼエガリタ
リアン、平等主義的に分配される。内集団と外集団で、人間の協力とか攻撃性や随分違うというこ
とが言えると思います。
次は、ここのところで、特徴を考えてみて、人間に特徴的なことはどのような形質があるのだろ
うか。もちろんこれは、文明を持つことや火を使うことなど、繰り返し言われてきたこともあるの
ですけれども、もう少し生態学的なレベルまで水準を落として、人間に固有な社会のつくりという
のはどのようなものがあるのかということを考えてみたいと思います。
その前に、これはコーヒーブレイクのようなものなのですけれども、ヒトとチンパンジー・グル
ープが共通だということで、ブッシュ大統領がいたときに、ブッシュ大統領をからかうサイトがあ
って、bushchimp.com というのがあるのですね。非常に頻繁に更新されるサイトで、非常に人気の
サイトで、ブッシュの写真を撮ってくると、それと同じようなチンパンジーを探して貼り付けると
いう、そのようないたずらが好きな人たちなのです。ただ、ここで言えるのは、基本的な顔面表情
筋や仕草など、しょせん「人間なんてチンパンジーだよ」と、それはもう正しくその通りなのです
けれども、ここのところだけ、
「チンパンジーには決してこんなばかな顔はできません」という注が
あって、ちゃんと落ちが付いているわけですね。
７．ヒトは他の類人猿とどこが違うのか
では、そもそもヒトとチンパンジーで何が違うのかということなのですけれども、これは最初に
挙げておくと、
メス同士の関係というのが、
これは人間では女性と言ってもいいかもしれませんが、
チンパンジーの女性にしても、オランウータンの女性にしても、それからゴリラの女性にしても、
ヒトの女性のように、協力して子育てをするということはないのです。特に、母親以外の子どもの
世話を見ると、これは人間に非常に固有で、人間というのは霊長類の中でもほぼ唯一と言っていい
ほど、社会の中で子どもを育てるという、そのような生物なわけですね。
それから、父親の存在。父親がどれぐらい子どもの世話に関与するか。ゴリラの場合はお父さん
が明らかですから、ゴリラのお父さんは、多少、子どもと遊んでやったり、子どもを守ってやった
りすることはあるのですけれども、ヒトの男性のように積極的に子育てに関与するわけではないと
いうことです。
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それから、おばあさんの存在ということなのですが、これはどうしておじいさんが出てこないか
というのは、先ほども少し言われたのですけれども、おばあさん仮説というのがあって、これはヒ
トの女性は閉経という現象があって、40 代ぐらいになりますと、繁殖をそこで中止して、その先に
かなり長い年齢が残っていて、その間、では何をしているのだろうか。普通の生物は、本当に死ぬ
間際までメスは子どもを作る。チンパンジーもそうなのです。チンパンジーは 50 歳ぐらいまで生
きるのですけれども、最年長の個体ですと、40 歳半ばになっても子どもを産み続ける。だから、年
取った高齢のメスの振る舞いが、チンパンジーなどと随分違うということを、これからお話しして
いきたいと思います。
これは先ほどと同じ図です。これはメスを見ていただくと、テナガザルでも、メスは一緒に暮ら
さないのですね。テナガザルにしても、オランウータンにしても、チンパンジーにしても、先ほど
申し上げましたように、森の中で一緒に暮らすということが大きな制約になっているわけです。森
の中で大きな群れを作って暮らす生物というのはほとんどいません。ほかのレイヨウなどでも、森
林性の動物は大体ばらばらで、草原に出ると。特に食べ物ということでいうと、果実に依存すると、
果実というのは森の中で貴重で得がたい、なかなか入手しにくい資源ですので、メス同士がまずば
らばらで暮らす。そうすると、メスの分布によってオスの分布が決まって、これはメス防衛型の一
夫一妻制がテナガザルでも取られています。
ゴリラの場合は、結構、果実が好きなのですけれども、果実以外のものを食べることができます。
それは草や茎ですね。セロリのようなもの。それは身近にあるものなので、メス同士の採食をめぐ
る競争がそれほど激しくなく、一緒に暮らすことができる。あと、ゴリラの場合には、メスが一緒
にいることの理由の一つは、オスによる子殺しがあるのですけれども、複数のメスでいることによ
って、子殺しオスに対する対抗ができるということもあります。ですから、ゴリラのメスは、やや
ヒト的な部分があります。
先ほど申し上げたように、オランウータンのメスは、全くと言っていいほど一人暮らしで、近く
にいるメスのことは認識しているから、たまに出会うと毛づくろいをしたり、子ども同士が遊んだ
りすることがあるのですけれども、非常に例外的だということです。
チンパンジーの場合も、非常にフルーツがたわわに実る時期にはメス同士がいっしょになるので
すけれども、普段は一人暮らしをしている。
ということで、メスが一緒に暮らせないという部分が、ヒトと大型類人猿との大きな違いになり
ます。類人猿社会では、メス同士の協力が希少であるということですね。これはテナガザルですけ
れども。
ちなみに、類人猿とほかのサルの違いは、形態的にぱっと見て分かる違いは何でしょうか。この
ように、ロコモーションが、腕渡り、ブラキエーションというのですけれども、これもそうなので
すけれども、尾がないのですね。比較的大型で、尾がなくて、枝から枝へ腕渡り、ブラキエーショ
ンをするというのが。
このようなブラキエーションというのが直立二足歩行の前適応といいますか、
これで背筋が立ちますし、前肢が長くなる。そうすると、この連中が地上に降りたときには、直立
で立つこともできるし、あるいは歩くときには、背中の線が、ニホンザルだったら真横で、足が４
本になりますけれども、漫画的に描くと、背筋が少し傾いているわけですね。だから、
「よいしょ」
と直立になるまで、もうあと半分ぐらいまで来ているということなのですが、彼らは、やはりメス
同士は非常に仲があまりよろしくない。
オランウータンも、これは一緒にいますけれども、これは親子である。オランウータンの子育て
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は、もうお母さんがべったり、ずっと四六時中一緒に育てるので、出産間隔、質問ですけれども、
オランウータンのメスが下の子を産んで、次の子を産むまでの出産間隔何年ぐらいと思いますか。
これはですね、７年ぐらいかかるのです。狩猟採集しているヒトの社会でも大体３年ぐらいですか
ら、もういろいろな動物の中でも、一番子育てに手間をかけている生物と言ってもいいかもしれま
せん。
これはゴリラですね。ゴリラの場合は、このようにシルバーバックのオスがいて、周りに複数の
メスがいて、子どもがごろごろしているという意味で、狩猟採集社会の人間のキャンプ生活を思わ
せる部分があります。ですから、ゴリラは、チンパンジーやオランウータンに比べると出産間隔が
短くて、大体 4 年に 1 度ぐらい。それでも人間よりも長いということですね。
最近、ゴリラは生息地域が人間によって圧迫されているといいますか、脅かされていますので、
限られたところにみんなゴリラが集まってくるようになりました。そうすると、一夫多妻制が少し
崩れ始めていて、多夫多妻的な、集団の中に複数のオスゴリラがいるような集団がよく観察される
ようになったのですけれども、それは 1960 年代、70 年代には観察されなかったことなので、これ
は人為的な影響のせいだというように考えられています。
一方、ヒトを考えてみますと、ヒトの女性たちというのは、このように力を合わせて食物を取り
にいったり、調理をしたりするわけですね。狩猟採集時代には原野に行って、木の実、あるいは草
の根、イモとかですね、そのようなものを持ってくる。キャンプに持ち帰って、みんなで一緒にそ
れを処理して、調理する。ここにおばあさんがいて、お母さんがいて、子どもがいる。このおばあ
さんはもう子どもは産まないのだけれども、娘の子育てを、あるいはキャンプにいるほかの子ども
たちの面倒を見るという形で、メス同士の協力が非常に強いというわけです。
そうすると、まとめてみますと、ヒト以外の類人猿とヒトを比べてみると、ヒト以外の類人猿は
果実に依存している。なぜ果実に依存しているかというと、彼らが一番適応していた環境が、中新
世と呼ばれる、環境は更新世ですけれども、その一つ前の地質学的な環境は、今よりもずっと森林
が豊かで、果実がたくさん実っているような環境で、類人猿というのは非常に繁栄したわけです。
そのころは、ニホンザルやヒヒのような仲間というのはまだ十分進化していなくて、サルと言えば
類人猿というような時代が、かつてあったわけです。ところが、更新世の時代に入って、森林が後
退して、地球が乾燥してくると、森の中の生物というのは、なかなか暮らしづらい部分があって、
その中でかろうじて生き残っているのが類人猿。現代まで彼らが残っているのは、ある意味奇跡な
のかもしれませんけれども、過去の栄光にすがって生きているヒトたちと言ってもいいかもしれま
せん。
果実に依存している以上、
生活のライフスタイルは基本的に個人生活ということになります。
母親が単独で子育てをするので、繁殖率は非常に低くなるということですね。
他方、ヒトというのは、果実食から、チンパンジーは一部これに肉食を入れたのですけれども、
狩猟を入れ、さらに調理を加えることによって、何でも大体食べられるようになった。これで、非
常に高カロリーの、それから量としても、狩猟では、かなり大量のものが取れるわけですね。食の
ライフスタイルががらりと変わってしまったわけですね。その中で、社会生活というものがはぐく
まれるようになった。そうすると子育ても、母親単独の子育てから、母親以外がコミュニティーの
中で子どもを育てていくという、そのようなライフスタイルに変わったわけですね。そうすると繁
殖率も、むしろこちらの方が、こちらも手がかかる子どもなのですけれども、もっと手のかかる子
どもを社会の中で育てるライフスタイルを身に付けたことによって、養育できるようになった。集
団で効率良く育てるようになったのがホモ・サピエンスの特徴ということです。
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エネルギー的にも、彼らのエナジー・バジェットよりもはるかに余裕が出てきますので、調理な
どをすると、消化吸収もはるかに良くなるので、脳に回すエネルギーに余剰分が出てくるというこ
とですね。脳といいますか、神経系は、いろいろな生理学的にいうと、非常にコストのかかる器官
なわけです。人間の脳を見てみると、体重のわずか 2％ぐらいなのですけれども、１日に消費する
エネルギー量の大体 20％ですね。だから、平均的なほかの筋肉などと比べると、10 倍ぐらい代謝
のコストがかかる器官で、ほかの動物がなぜ脳が大きくなれないかというと、やはりそれだけの余
力がないわけですね。けれども、人間は、集団生活をすることによって、自分たちの自己維持に使
うようなエネルギー収集にかなり余裕を持たせることができて、なおかつ調理することによって、
腸なども随分縮んだわけですね。腸もものすごく神経系が張り巡らされて、長い腸を持っているこ
とは結構コストなのですけれども、それを切り詰めて、脳の方に回すことができて、ますます知的
な生物になっていきます。
今日は、細かい人類進化の、有名な猿人や原人はお示ししませんでしたけれども、恐らく、ホモ
エレクトスは大体今から 180 万年ぐらい前に出てきたヒトたちですけれども、エレクトスのどこか
で調理が始まっていますし、さらに、過去 20 万年前、30 万年前ぐらいの遺跡では、大型獣の集団
狩猟の跡も見つかっていますので、少なくとも 20～30 万年前、もう少し広く見れば、100 万年ぐ
らいのスパンで、我々は、ほかの類人猿を一気に突き放すことに成功したのだと思います。
これは、日本のお祭りですけれども、このように一糸乱れず共同作業で、気持ち悪いぐらいの、
何と言いますか、集団なわけですね。これはチンパンジーも同じことをやるかというと、到底、思
えないわけです。
生物としての人類は大型類人猿の一種、一員である、人間は一介のチンパンジーに過ぎない、人
間はチンパンジーであるという、スタートポイントはそこから行こう。ヒトとチンパンジーの共通
点は数多い。例えば道具利用や、文化、言語、分配、今日お話ししませんでしたけれども、政治的
な駆け引き、彼らは案外そのようなこともいたします。最近では自民党の派閥政治というのが半ば
死語のようになりましたけれども、チンパンジー社会も、肉が手に入ると、大体ボスが独占して、
それを再配分するときに、非常に政治的な再配分をするという、仲のいいオスの中でもさらに政治
的な派閥ができるということが知られています。それから、狩猟や殺戮、集団間の抗争など、この
ような共通点は数多く、これはまたゴリラとも大分違うわけですね。恐らく人間の特性の中でも、
オス同士が非常に社会の核になる、それから、男たちがよく戦争するというようなところの、ルー
ツの深いところは、チンパンジーとの共通祖先ぐらいまで行く可能性はあるだろうと考えています
し、そのように考える海外の人類学者も何人もおります。
８．チンパンジーとヒトとの分水嶺
けれども、チンパンジーとヒトとの分水嶺というのはどのようなところなのだろうか。これは、
先ほど共同社会だということを言いましたけれども、共同行為、それを支える認知メカニズムとし
ては、今日は具体的な実験例はご紹介しませんでしたが、同情や共感ですね。チンパンジーが他人
に対して同情するか、共感するかというと、あまり直接的な証拠はないのです。これは今うちでポ
スドクをしている彼が、京都大学の霊長類研究所でやった仕事で、先日来、新聞報道で、
「チンパン
ジーはあまり協力行動はしませんよ。だけど、リクエストがあると、そのリクエストについつい応
じてしまうところがありますよ」という、そのような報告例があります。
例えば、こちらのブースとこちらのブースで、欲しいものが、目の前にはないのだけれども、相
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手方にある。こちらは、この辺にあるえさを取るのに長い棒が欲しいのだけれども、長い棒は向こ
うにある。こちらは、ジュースがあるのだけれども、ジュースはストローでしか飲めないのだけれ
ども、ストローは隣の方にある。そのときにどうするかというと、お互いに、
「ねえねえ、あれ取っ
てよ」と、いろいろリクエストをする。リクエストをすると、その相手が欲しているものを渡して
あげる。これは、かなりよく見られるわけですね。だから、相手が「何かやってよ」といったとき
には、なかなか拒みにくいところは確かにチンパンジーにはあるのですけれども、けれども、相手
と同時に何か共同作業をして、共存共栄になるような、ここで「共同行為」と書いてありますけれ
ども、そのようなタスクをやらせると、彼らはできないわけですね。
持ちつ持たれつの関係、人間の協力行動の進化は、大きく分けると、直接的な互恵性と間接的な
互恵性というのに分かれているのですね。直接的な互恵性というのは、いわゆる持ちつ持たれつの
関係。一回、僕が１のコストを払って、相手が４の利益を受けたとしますね。小さな親切で、相手
が４の利益を受ける。次のときに、相手が同じことで１のコストを払って、僕が４の利益を受ける
と、それを交換すると、お互いに共存共栄で、直接的な、レシプロカルな互恵性が進化するだろう。
これは協力行動の進化モデルなのです。これは、ほかの生物でも観察、あまりきれいな証拠はない
のですけれども、ある程度証拠はあります。
チンパンジーはそれぐらいのことをできないかというと、こちらでコインを入れると、あちらの
側にえさが出るというようなことをやらせるわけですね。初めのうちはやるのです。向こうも入れ
て、
初めのうちは何とか始まるのですけれども、
そのうちお互いに入れなくなってしまうのですね。
人間だったら、そのような直接的な互恵性というのは、友情のような形で、
「良くしてくれたのだか
ら、恩義に感じて」と言って関係が強化されて、協力行動というのはどんどん実を結んでいくので
すけれども、チンパンジーの場合は、片方がやらなくなると、
「じゃあ、おれもやらない」と言って、
２人とも土壺に陥ってしまって、協力行動は進化しない。
それ以上に欠けているのが、間接的互恵性と呼ばれるもので、数理生物学の方で、協力行動の進
化モデルとして、この 5 年、10 年ぐらい非常に注目されているものです。僕が長崎先生に良くする
と、長崎先生が僕に直接良くしてくれるのだったら、これは直接的な互恵性ですけれども、長崎先
生がお隣の先生に今度は良くしてくれて、それが回り回って僕のところに返ってくる。この中で、
このような関係が間接的な互恵性なのですけれども、そこに裏切り者が出てしまったら、これはフ
リーライドするわけですね。これが公共財問題と呼ばれる社会学の問題なのですけれども、その裏
切り者を社会の中で、フリーライドする個体をどのように排除していくか。その仕組みについて、
数理生物学者たちは、非常にいろいろなモデルを立てています。
では、チンパンジーにそのような間接的な互恵性があるかというと、それが証拠としては全然な
いわけですね。自分にすぐ返ってこないことに関して、他人に対して何か良くしてあげよう。困っ
ている、
「今日少し調子悪そうだね。じゃあ、これ食べなよ」とか言って、肉がたくさんあるから、
わざわざ相手に与えるということはしないわけです。要求がない限り。要求があると、少しはやる。
親子の間でも、食べ物の分配をして、人間のお母さんだったら、何かおいしい食べ物があったら、
まず、いいところを子どもにあげますね。チンパンジーの親子の場合は、子どもが「ちょうだいよ、
ちょうだいよ」というと、果物の中の一番カスの食べ残しのようなものをペッとあげる。それがせ
いぜいなのですね。
それから、けがしている個体に対して手を差し伸べるとか、喧嘩をした後、負けた方の個体はへ
こんでいるわけなのですけれども、人間だったら、手を差し伸べて、
「大丈夫だった？」
「もう大丈
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夫だよね」｢もう元気出しなよ｣と、これは、うちの研究室で、幼稚園でその研究をやった学生がい
ますけれども、大体４歳から５歳にかけて急激にそれが、慰め行動というのですけれども、慰め行
動がぐいと伸びていきます。でも、チンパンジーでは、慰め行動の証拠というのがほとんどないの
ですね。けんかが終わった後、強い方には「もうやめときなさいよ」のような形で、おべんちゃら
といいますか、なだめる行動をするのですけれども、負けた個体に対して、ある種シンパシーのよ
うなものを感じて、
「大丈夫だった？」というような、そのようなことは、ゼロとは言いませんけれ
ども、めったに見られません。手を貸すのは、大体、親子に限られていて、渡るのが難しいような
高い木の枝で、
手を差し伸べたり、
これは親としてはそれぐらいはやるだろうと思いますけれども、
それぐらいのことはやりますが、血のつながりのない個体同士では、そういうことはやらない。親
子同士であっても、教育のようなことはやらないということですね。
ですから、人間というのは、基本的に、共同体を作って、その共同体を維持するためのさまざま
な認知的な行動として、同情や共感など、ここに書いてありませんけれども、あと重要なのは、信
頼、それから言語ですね。言語が発達するということは、恐らく先ほど申し上げた、フリーライド
する個体を排除するときに、
評判というものを介在させると、
フリーライド、
「あいつは危ないから、
付き合わない方がいいよ」という仕組みができますね。もちろん、言語が生まれたことによって、
逆に嘘をつけるという次の面もあるのですけれども、言語の進化を考えるときに、なぜ人に言語が
進化したのだろうか。それはやはり、人間に固有の共同行為や協力行動を円滑に運営するための概
念装置と言ってもいいのではないかと、これも僕だけの考え方ではなくて、九州大の数理生物学の
巌佐先生なども同じことを言っています。
それから、分業というのも非常に大事で、やはり個人主義でいるときにはみんな同じことをやっ
ているのですけれども、人間は、社会の中で、それぞれ違う、得意、不得意があったり、性格でも
いろいろな性格があるわけですね。ある人は非常につきあいが悪いけれども、石器造りは非常にう
まいとか、いろいろな人間のイノベーションの推進役となってきた革新的な人たちというのは、多
分、社会的にはソーシャル・スキルはあまり高くなかったかもしれないのだけれども、人間社会の
中ではそういういろいろな人がいることを許容することによって、社会全体として、また新たな知
識が蓄積されていく。
人間の知識は、特に言語を獲得してからは、ラチェット効果と呼ばれるのですけれども、ラチェ
ットというのは歯車の方向が一方向になるような装置ですが、後戻りしないような、知識がさらに
積み重なっていくような、そのような体系を持っているので、それはほかの動物にはない知識構造
だし、それは、脳という、ある種、素晴らしいのだけれども制約のあるものを、社会全体で別のと
ころに知識を置いて、それを学習することによって、自分は何も発明しないのだけれども、良い暮
らしができるような、そのようなことができるようになったのだと思います。
さらに文明が進んで、文字や印刷媒体、さらに現代社会のような外部記憶装置のようなものがあ
って、我々のただのこの脳だけではなくて、外部情報処理装置、あるいは記憶媒体というものを使
って、ますます自分自身の環境をどんどん改変していく。これは、人間にとって非常に重要なこと
ですから、直接自然と向き合うことではなくて、人間が作り出した社会、それは人と人との社会も
ありますし、自然環境を改変した人工的な社会というようなもので、もう自然環境とじかに向き合
うことはない。今日もかなり寒い日ですけれども、この部屋に来れば、暗いところでも明かりがあ
って、一定の温度と湿度の下で暮らせるなどというのは、もう普通の生物では考えられない状態に
なっているわけですね。それのベースのベースの部分には、やはり、相手の気持ちが分かる、共同
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的な社会を運営できる基礎があるからこそ、このような複雑な社会ができたのだと思います。
９．おわりに
最後に、こうやって人間が進化してきて、現代社会でいわば繁栄の頂点にいて、けれども、この
先 21 世紀、22 世紀までもつかなと、みんなある程度危惧を持っているわけですね。ペシミスティ
ックな考え方では、もうあと 100 年だろうとか、200 年だろうと言う人もいないというわけではな
くて。それは、やはり古環境で、我々が適応的な社会、素晴らしいこういう能力を手に入れたので
すけれども、それと現代環境の間にかなり大きなギャップもあるし、ラチェット効果が効きすぎて
しまって、もう後戻りもできず、もう一方向的に、ブレーキもなかなかかけにくいような、そうい
う状態に、地球上の人類が置かれているのだろう。それを悪い方に向かわないように、一層悪くし
ないようにどうしたらいいのかというのを、地球上の叡智を集めていろいろなところで議論してい
るのですけれど、果たして、それが間に合うかどうかというところに、人間の未来がかかっている
ように思います。雑駁な話で申し訳ありませんでした。ありがとうございます。
［文責：長崎栄三］
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講演記録

「科学とは？」とは？
戸田山 和久
名古屋大学情報科学研究科
（2010 年 5 月 12 日講演）
１．はじめに
どうも皆さん、今日は。ご紹介に預かりました戸田山と申します。今日はお招きいただきまして、
大変光栄に存じます。ありがとうございます。私は数学が少し苦手なものですから、数学者に取り
囲まれると非常に緊張いたします。私は科学哲学をやっていますけれども、具体的にどのようなこ
とを普段研究しているかということを、自己紹介を兼ねまして、少しだけご説明いたします。
私が一番テーマにしているのは、
科学的実在論擁護というテーマです。
科学的実在論というのは、
例えばクォークとか、電磁場とか、原子とか、そのようなものがあると物理学者はおっしゃいます。
おっしゃらない人もいますが、後で言います。あることになっています。その「ある」と信じるこ
とに、きちんと合理性があるのだということを言いたいわけです。そのようなものを信じてはだめ
だという哲学的な議論が、これもまたあるからで、それに対して実在論の立場に立って、
「ある」と
言っていいのだし、
「ある」と信じる証拠はあるし、信じることは合理的だということを、哲学的議
論においてきちんと言いたい、ということをやっています。
2 番目は、数学の哲学をやっています。今日は数学の先生がたがお見えになるということで、そ
の中でどのようなことをやっているかということまで書いておきました。論理主義という数学の基
礎論の一つの分野があります。19 世紀の末から 20 世紀の初めぐらいまでに、数学を論理に還元し
ようという人たちが現れました。でも、そのときの論理というのはものすごく貧弱な論理学で、と
ても確実だと思われていた自然数論を還元する先としては、何か心もとない貧弱な論理しかなかっ
たのに、変体なことをやったのです、論理主義で。なぜ１,２,３,４という非常に確実でよく分かっ
ているものを、わざわざ何だかよく分からない論理学などというものを、しかも作りながら、それ
に還元するなどというばかげたことを、あの人たちはやったのでしょう、ということを明らかにし
ようなどという研究をやっております。その流れで、バートランド・ラッセルの『プリンキピア・
マテマティカ』がどうやってできてきたか、そのような話をしています。最近は、クルト・ゲーデ
ルという面白い数学者がいますね。ゲーデルの集合論とゲーデルの哲学的な思想との関係について
調べたりなどをしています。
あとは、最近いろいろな分野にちょっかいを出して、自分でも何をやっているのかよく分からな
くなってしまったのですけれども、
「エボデボ」
、エボリューショナリー・ディベロップメンタル・
バイオロジーというのがあります。
進化学と発生学というのは、
これまで少し仲が悪かったのです、
生物学の中で。それが最近くっつき始めた。それで、異分野がくっつくときに、どのような面白い
ことが起きるのかなというのを見てやることで、エボデボという分野に首を突っ込んでいます。そ
のほか、ここに書いてあるようなことを、最近は手がけています。
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２．ディマケーション・プロブレム（demarcation problem）
科学とはということで話をしてくださいと、お題をいただきました。
「科学とは」ということで、
科学哲学者が科学とはこのようなことだよと言うのかなと思うと、それは甘くて、哲学者はひねく
れているので、
「科学とは」という問いに問い返している。
「とは」とは、ということを考えたい。
科学とは何ですかという、言ってみれば定義するという問題は、哲学ではディマケーション・プ
ロブレムと言われています。ディマケーションですから、線を引く。線引き問題と言われてきまし
た。科学と科学でないもの、科学と非科学の間、あるいは科学と疑似科学の間に線を引いて、区別
する基準を探しましょう、そのような問題です。ですから、まさにこれは、
「科学とは」という質問
に正面から答えようとしているわけですね。この言葉を作ったのは、カール・ポパーという科学哲
学者です。ポパーは、いわゆる経験科学です。この世界で実験したり、観察したり、観測したりし
て、データを取ってきてやる種類の経験科学と、それ以外を分ける基準を探していましたので、実
は数学は科学ではないということになります、それでいくと。でも、ポパー以外の人は、数学も含
めた科学と疑似科学を分ける基準を探そうというように問題が変質していっております。
科学とは、という問題を考えるということは、このディマケーション・プロブレムに取り組むこ
とになります。もちろん、科学哲学者もこの問題に取り組むことを期待されてきました。時にはそ
の役割は、かなりシビアな現実の場面でも演じられることになります。例えば、アメリカ合衆国で
は、ご存じのように、創造科学というのがあります。神様がこの世界を創ったのだというキリスト
教原理主義の信仰ですね。それを正当化するかたちで、あたかも科学のようにやりましょうという
創造科学というのがあります。この創造科学を進化学と同じ時間だけ教えましょうということを命
ずる法律ができたからです。アーカンソー州、南部の宗教原理色の強い州でできてしまう。それに
対して、それはおかしいのではないかという裁判が始まります。その裁判では、要するに、創造科
学は科学なのですかということが争点となっています。
証人に立ったのがスティーブン・ジェイ・グールド、進化学者といいますか、古生物学者です。
これは、グールドが「ザ・シンプソンズ」というアニメに出たのです、本人の役で。後ろにアノマ
ロカリスが出ているのですけれども、そのときの顔。よく似ています。それに並んで、隣のマイケ
ル・ルースという人がいます。この人は科学哲学者です。科学側の証人として、進化学はきちんと
した科学だけれども、創造科学は科学とは呼べなくて、宗教だということを証言したわけです。で
すから、線引き問題というのは哲学者のお遊びではなくて、結構、実社会にインパクトを与えます。
マイケル・ルースさんというのは、自分はダーウィニズムのクルセといいますか、ダーウィニズム
の十字軍のようなことを自分で買って出ている人で、何か写真に写るときには、いつもダーウィン
と一緒にしますね。日本にも来たことがあるのですけれども、日本のような後れた国はみんなが進
化学を知らないだろう、ダーウィニズムを知らないだろうと思っているらしくて、我々科学哲学者
にゼロから進化学を教えてくれて、そのようなのは知っていると言ったら、非常に驚いていた。
３．ディマケーション・プロブレムを解くとはいかなることか
さて、この発表では、二つのことをさせていただこうと。一つは、この線引き問題を解くとした
ら、どのように解くべきかという問題に答えてみる。これが「科学とは、とは」です。2 番目に、
線引き問題に取り組んできたのです、哲学はずっと。でも、それは今から振り返ると、失敗の歴史
だったと思います。恐らく、私は、旧来の線引き問題は、解けないのだと思います。疑似問題だか
らです。その二つのことをお話しします。そして、旧来のディマケーション・プロブレムが疑似問
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題で解くことのできない問題だとするならば、では問題はなくなってしまうのだろうか。それとも
残るのだろうか。残るのだとしたら、どのようなかたちで残って、それはどうやって解かれるべき
なのかということを考えてみたいと思います。これは、我々が、皆さんも含めて、科学とは何だろ
うということをどのように考えるかということでもあると思っています。
では、線引き問題を解くプラン。どうやって解けばいいのか。その基本的な姿勢として、3 点が
重要だと思っています。一つは、科学がまだないとき、少なくとも近代科学はまだないでしょう、
近代科学をこれから始めましょうとか言っているとき、例えばデカルトの時代です。17 世紀ぐらい。
そのように科学が始まったばかりの日、科学が未発達のときは、線引き問題にアプリオリに哲学議
論によって、科学とはこのようなものである、このようなものが科学なのだと、頭ごなしにアプリ
オリな状態しかなかったでしょうね。それは科学の実例がまだないからです。けれども、今は 21
世紀になりました。
近代科学が始まってから 300 年以上が経っていて、
その間に科学というものは、
かなりしっかりした知的伝統になって、科学の実例はたっぷりとあるわけです。そうなってきます
と、線引き問題の解決というのは、アプリオリに哲学議論によって頭ごなしにこれが科学だと決め
るのではなくて、我々が今まで科学だと思ってきたもの、あるいは科学の典型例と思ってきたもの
が、きちんと科学になるように線を引かないといけない。もう少し具体的に言うと、化学とか物理
学が科学ではなくなってしまうような線引き基準を、誰かが出したとしたら、それは間違っている
のですね。というわけで、哲学が科学の外にいた、科学はこうでなくてはいけないと命令するよう
な態度ではなくて、これまであった科学というものをデータとしながら、そのデータとなるべく整
合的なように線を引く。そのようなのを哲学の自然主義的な態度というのですけれども、なるべく
科学と同じような方法で哲学をやりましょうという態度です。そのような態度でやりましょうと思
います。わたしもこれに賛成です。
それから 2 番目ですけれども、科学の線引き基準は、科学が持っている認識論的な特徴によらな
いといけないでしょう。つまり科学が、これは分かりましたという知識を主張したり、科学がいろ
いろなことを探究したりする知識も主張の仕方や、探究の方法、正当化のやり方、そのようなもの
に関わっている特徴を取り出してきて、科学の探究方法や、科学の知識の性質、そのようなものの
どれが特別なのかを言い当てて、線を引かないといけないのです。仮に、白衣を着た人がやるのが
科学であると定義したとして、それが仮に当たっていたとします。これは、科学者全員が白衣を着
ていて、科学者以外の人は白衣を着ていなかったとして、外延的には当たっていたとしても、それ
は科学の線引き基準としてはおかしい。偶然、当たっているだけ。だから、認識論的特徴を取り出
さないといけない。
もう一つは、必要十分条件を与えないといけない。線引き基準は、科学であるための必要にして
十分な条件を与えないと使い物になりません、その基準は。こちらは科学ですけれども、これは科
学ではありませんね。例えば、ダーウィニズムは科学ですけれども、創造科学は科学ではありませ
んと言うためには、必要十分条件でないと使えません。少なくとも必要条件であってほしいです。
必要条件であれば、科学であるためにはこうでなければいけないと、これは必要条件ですから、こ
うでなければ科学ではない、科学ではないとは言えます。ダーウィニズムが科学かどうかは分かり
ませんけれども、少なくとも創造科学は科学ではないと言えますね。もし法廷に引っ張り出された
ら、このような基準を持っていないと困る。
そのようなわけで、これらの 3 つの条件を満たすようにしながら、科学と科学でないものの間に
線を引きましょう、科学であるための基準を取り出しましょうというのが、線引き問題です。きち
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んと定義した線引き問題です。
４．失敗の歴史
このように定義された意味での線引き問題を解決できたかというと、申し訳ないですけれども、
解決できていないのです。科学哲学は駄目でした。のみならず、恐らく科学者自身もその基準を与
えることには成功していないと思います。哲学は、ある意味で、ずっとこの線引き問題をやってき
たとも言えます。科学という言葉ができる前から。本当の知識とただの偽の知識、実在と現象、あ
るいはギリシャまでさかのぼれば、知識を二つに分けて、エピステーメーとドクサ。エピステーメ
ーは学知といいますか、学的な知識。それからドクサ、臆見（おっけん）と訳します。我々の思い
込みですね。英語で言うと、ビリーフでしょうか。そのエピステーメーとドクサなどが違います。
そのようなものも線引き問題の系譜に数えるなら、それこそもう二千年以上やってきています。
ところが、みんなが合意するような線引き基準は、まだ見つかっていません。これだけ二千年や
って、失敗したということは、きっと線引きはないのだというのが、恐らくそうかと。私は諦めが
早い人間なので、諦めています。恐らく、線引き問題は解けない。
まず、
その失敗の歴史を振り返って、
提案された線引き基準がことごとく反証されてきた歴史を、
少しだけご覧に入れようと思います。これを本当にやると、１冊の本になるぐらいになると思いま
すけれども、簡単に。
（１）科学の products による基準
最初に提案されたのは、科学が生み出したプロダクト、生産物の性質を見て、科学と科学でない
ものに分けましょう、そのようなことが最初の頃はなされていました。もちろん科学のプロダクト
は、第一義的には知識ですね。科学が生み出す知識の性質を見て、科学と科学でないものを分けま
しょう。
こちらの人がアリストテレス。アリストテレスの基準を少し出します。アリストテレスは、もち
ろん科学という言葉を使っているわけではないです。エピステーメーですけれども、エピステーメ
ーの基準として、二つを挙げています。一つ目は、確実な第一原理から論証的に得られた、論証の
結果、得られたもの。そして、それは必然的でないといけない。確実であって、普遍的で。必然的
で、確実で、普遍的な真理。それが学知。二つ目は、その学知は第一原因です。ある事柄を説明し
ようとするときに、その原因があって、またその原因があって、さかのぼっていくと最初の原理。
第一原因。別の言い方だと、本質と言われる。その第一原因を把握して、それで説明をする。その
ようなものを学知と、このように言っている。この第一原因は何か、普遍的というのはどのような
意味ですかというと大変なことになるので、これ以上は深入りしないですけれども、とりあえず、
この二つぐらいの基準をアリストテレスは持っています。そして、アリストテレスの学知の基準と
いうのが、かなり長い間使われていました。少なくとも近代になるまで使われていました。
ところが、近代科学が、いわゆる科学革命の頃、17 世紀の頃、この二つ目が捨てられます。ガリ
レオ、次がホイヘンス、そして、ご存じのニュートンですけれども、この人たちは、第一原因につ
いて語る必要はないのだと。科学的であるためには、本当の本当の本当の原因までさかのぼる必要
はない。つまりニュートンは、例えば重力の法則によって、いろいろな惑星の運動や、落体の法則
などを説明できたのです。けれども、重力の本質とは何か、重力はなぜ在るか、重力は何によって
引き起こされるか、重力の原因など、重力の本質は問わない。そこまで考える必要はないというよ
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うにしています。第一原因まで因果の鎖をさかのぼっていって、説明の鎖をさかのぼっていく必要
はなくて、それをしなくても一つ目が言えているのだから、と思ったのです。一つ目が言えてさえ
いれば、それは科学だと思っていたのです。ガリレオもしかり。これは 17 世紀ぐらいの状況です。
19 世紀になると、18 世紀ぐらいから、だんだん、ご存じのように、確率論というのが出てきて、
我々の知識というのはそれほど確実なものはなくて、たかだか蓋然的ですね。プロバブルなものだ
という可謬主義で、我々は科学において間違え得る、という。間違ってもいいから、よりプロバブ
ルな知識を求めていけばいいのだという考え方。これが可謬主義ですけれども、この可謬主義が 19
世紀に常識になりますと、一つ目も捨てられます。そうすると、すべての科学理論は、ある意味、
訂正可能ということになります。どのような科学の命題も確実ではなくて、蓋然的だということに
なります。そうすると、科学は確実で、非科学は不確実という、そのようなプロダクトの持ってい
る性質、産物としての知識が持っている性質によって線を引けなくなりますので、区別は、では、
どこに求めようかということになりました、19 世紀には。
（２）科学の process による基準
19 世紀には、では、区別はきっと産物ではなくて、それを生み出すプロセス、方法論の方にある
のでしょう。このようなことになった。そこで科学の方法論というのを今度は特定して、それによ
って線引きを行いましょうということが課題になって、19 世紀の、特にイギリスの数学者や論理学
者と言われるような人たちが、せっせと科学方法論、このようなことを述べる仕事をするようにな
ります。けれども、科学の方法はこれですよ、これで行きましょうという、そのような意味での科
学方法論をきちんと定める仕事ができたかというと、その作業は結局うまくいかなかったと思われ
ます。何が科学方法論なのかについて、合意が取れなかったのです。恐らく、今でも取れていない。
大きな二つの派閥がありました。１人は、ジョン・ハーシェル。ウィリアム・ハーシェルという
天文学者がいますね。天王星を発見したのがウィリアム・ハーシェルです。その息子さんです。こ
の人も天文学をやったり、数学をやったりします。こちらのほうが有名になっていますけれども、
それからジョン・スチュアート・ミルです。経済学者でもあり、
『ア・システム・オブ・ロジック』
という分厚い論理学の体系を書いています。当時、ロジックというと、科学方法論を含んでいます。
このような人たちは帰納法です。
一方はウィリアム・ヒューエルです。この人は、科学哲学者と言っていいでしょうか、哲学者で
すね。ちなみに、このヒューエルという人は「サイエンティスト」という言葉を作った人です。サ
イエンティストという言葉がいつ作られたかは、かなりはっきりと分かっていることで、1834 年に
作られた。少し脱線しますけれども、ヒューエルが見ていると、これまでの科学者、これまで科学
をやっていた人たちは、何か本業を別に持っていて、紳士のたしなみとして科学という人が多かっ
た。ところが最近になると、科学だけで生計を立てて、科学しかやらない人たちが現れてきた。し
かも、
その科学というのはかなり専門分化して、
何か少し新しいタイプの人々が現れたことになる、
というので、では、彼らをサイエンティストと呼んでやれといって、サイエンティストという言葉
を作った。それまではナチュラル・フィロソファーという、もう少しかっこよさそうな名前で呼ば
れていたのが、サイエンティストと。
私のような日本人には語感がよく分かりませんけれども、サイエンティストというのは、当時の
イギリス人にとってみたら、非常に汚らしい、嫌な言葉だったらしくて、ハクスリーというのがい
ますね、ダーウィンの友達。ハクスリーは自分のことをサイエンティストと呼ばれるのをすごく嫌
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ったのです。何か安っぽい感じがする。やはりフィロソファーと呼ばれたい。それから、ウィリア
ム・ジェボンズという数学者といいますか、論理学者ですね。この人たちが仮説演繹法というのを
推すわけです。仮説を立てて、そこから新しい予言を演繹して、それが当たったら、この仮説が確
からしくなる。新しい予言を出すことが大事だと、この人たちは言っています。
それに対して、ミルやハーシェルのように帰納法を重視する人たちは、この予言が当たったから
といって、これが確かだとはとても言えないだろう。なぜかというと、違う仮説からも同じ予言が
出てくるかもしれない。同じ予言を複数の異なった仮説が出し得るのだから、たまたまこの仮説か
らこれを出して、これが当たったからといって、全部これが確からしくなるはずがない。これを確
かめたかったら、これは別に何か帰納的な支えを持たなければいけない。たくさんの事例を集めた
中から、これが導き出されたのだということがなければ、これは全然確からしくならない。そう言
って、この二つの陣営で、激しく議論があったのです。
今から振り返ってみると、現在まで続いている状況ですけれども、一体何が科学の方法なのかと
合意はできませんでした。そして、
「これが科学方法論です」と、いろいろな方がいろいろなことを
言うのですけれども、科学というのはこうでない、このような方法論でやっていますとか、そのよ
うな方法論の規則は非常に曖昧な形で述べられている。そして、その述べられているところの科学
方法論なるものが、本当に科学で実際に使われているのかどうかも、結構怪しかったりする。しか
も、それは科学に特有のものなのかというと、さらに怪しくて、科学以外の分野でも、少し合理的
に物事を考え、議論しようとしたら、同じ方法論を使っていませんか、ということです。
では、さらに「科学方法論とはこれです」と合意できたとして、みんながそれをやっているとい
うことになったとして、その方法を正当化できるのだろうか。これはまた別の問題ですね。その方
法でやっていていいのだろうか。その方法でやっていると、真理に達することができるのだと言え
るのか。この問題は、全くまだ解決されていないわけです。しかも、科学のある特定の分野から方
法論を取り出せばよかったのです。例えば、心理学方法論という教科書はあるわけで、それで勉強
しているみんなは心理学を研究しているので、取り出せるでしょう。でも、それは心理学の方法で
あって、科学全体を科学でないものから区別するような意味での科学の方法論を取り出せるかとい
うと、かなり怪しい方法です。
これは 19 世紀のお話でしたね。19 世紀にこのような状態になって、皮肉なことに、この頃ちょ
うど疑似科学というのがたくさん生まれてきたのです。科学方法論というのをはっきりさせなくて
はいけないとワイワイやって、しかもそれがドンパチやって、なかなか決着をみないで、コンセン
サスが取れないでいる間に、いわゆる今日につながる疑似科学が、そのころ続々と生まれてきた。
一つは、心霊研究。心霊研究から発展した、いわゆるパラサイコロジー、超心理学。これは東京
帝国大学の心理学の先生の福来さんという人が、いわゆる念力です。長尾郁子とか御船千鶴子とい
う、少し霊媒的な素質を持った女性が、千里眼で透視したり、いわゆる念写、写真乾板を鉛の筒に
入れて、うーんとやるだけで、字が、あるいは月の裏側が写っている、そのようなやつです。
あるいはヨーロッパでは、ホメオパシーという代替医療ですか。ホメオパシーというのは、例え
ば熱を出して苦しんでいるときは、
少し熱を上げるようなものを与えると治る。
ある症状が出たら、
その症状を少し和らげたようなものをさらにあげると、治っていく。似たものは似たものを治す力
があるという、そのような理論に基づいている治療法です。確かに、風邪をひいて熱があるときに、
温かくしなさいというので、当たっていないこともない。
そのようなやつが現れたり、あるいはもう少し古いですけれども、フレノロジー、いわゆる骨相
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学。頭蓋骨の形で、その人の心的な性質、性格やそのようなものが決まる。だから、頭蓋骨の形を
見れば、それがどのような人間であるか、どのような性格を持っていて、どのような傾向のある人
間だか分かるというような、そのような分野です。ガルという人が始めたのですけれども、このよ
うな何か少し怪しげなものが、ポンポンポンと同じ時期に。
今度は 19 世紀の末ぐらいです。19 世紀の末ぐらいというのは、やはり正統的な科学と、いわゆ
る疑似科学の境界線は、今よりもずっと曖昧だった。距離が近かったと思います。ですから、あの
ようなのがいっぱい生まれてきたと思われます。
これは私が人づてに聞いたエピソードなので、文献的に裏を取ったわけではなくて、ある科学史
家から国際会議のときに聞いたネタなので、
どれくらい正しいのか少し分からないのですけれども、
一つご紹介します。レントゲンはＸ線を発見して、このような奥さんの手を撮ったというのは、有
名なエピソードですね。これはレントゲン夫人の手です。これがうまく行ったので、レントゲンは
気をよくして、次に何を撮ろうとしたかといいますと、次に奥さんの寝ているところを撮ったので
す。当然、裸を見たかったわけではなくて、夢が写ると思った。目に見えないものを可視化してく
れる働きをＸ線が持っているのであるならば、夢が写るかもしれないと思って、寝ている奥さんに
Ｘ線を当てたのです。奥さんとしては非常に迷惑だったと思います。そのように、まともな科学者
だと思う人が、心霊研究のようなものに手を染めてみたり、今よりもはるかに、そのような意味で
は、正統的な科学と疑似科学の間の垣根が低かったということは挙げられる。
（３）科学の目的による基準
今、科学の方法によって、科学を定義づけようかという試みを見ました。方法とくれば、もう一
つの目的の方はどうか。科学の目的によって、科学というのはこのような活動である。その目的を
共有しないものは科学ではないのだというときに、目的によって分けられるかということを考えて
みました。科学の目的が何ですかということは、科学哲学でしきりに論じられてきました。大きく
分けて、実在論と反実在論という立場があります。
実在論は、観察を超えた世界のありさま。要するに、世界の目に見えない、小さくて見えない、
遠くて見えない、あるいは抽象的で見えない、いろいろな意味で見えない、観察を超えた世界のあ
りさまについて、何か正しいことを言う。ぎっしりと詰まっているように見えるけれども、これは
原子というものでできているのですよ、
と言ってみたりということです。
それが何か当たっている。
それが実在論です。
それに対して、科学の目的はそのような目的ではない。目に見えない世界のありさまについて、
真理を言い当てるなどという目的は、決して達成できないのであるから、そのようなものを科学の
目的にするのは不合理であるから、
違うものを科学の目的にすべきだと言う人たちをひっくるめて、
反実在論です。いわゆる検証をするということです。観察データをわりと経済的にまとめ上げて記
述するとか、説明するとか。そのようなことが本当にあるかどうかは言わない。原子は本当にある
の？ そのようなものがあるとすれば、説明がつくでしょう。それだけ。そのようなことを科学は
言っているのですよという、この二つの立場があります。
これについてもコンセンサスはありません。いまだに対立しています。私は、どちらかというと
実在論寄りで考えたいなと思っている人間ですけれども、科学のすべてを実在論的解釈ができると
はとても思っていません。反実在論的に解釈したほうがいい、そのような目的を持っている科学の
ブランチもたくさんある。
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哲学者だけが食い違っているようですけれども、実は科学者も二つの種類の人がいるのです。こ
れまでいろいろとお話をしてきたり、読んできたりした経験から申しますと、例えば 10 年ぐらい
前でしょうか。パロディ論文を投稿して物議を醸したアラン・ソーカルという物理学者がいます。
彼がやろうとしたことは、いわゆるポストモダニズムと言われている人たちが、科学のことを分か
らないのに適当に引用して、ゲーデルの不完全性定理はこうだから、ああだから、と何か変なこと
を言うというのを、
「君たち、もうちょっと勉強しなさい」という感じでからかう。あるいは、
「君
たち、ちょっと知的に退廃していますね」ということを言う。その側面と、もう一つ、彼がやろう
としたことがあって、実在論と反実在論の論争の中で、実在論を擁護するということを、彼はやり
たかった。
その二つを混ぜてやってしまったので、
日本では大変ややこしいことになってしまって、
私はそれに近寄らないようにしているのですけれども、彼などはかなり物理学を実在論的に解釈し
ようとする人です。
では、みんな物理学者は実在論的で、例えばクォークは実在、クォークの本性をきちんととらえ
ているかどうかは分からないけれど、クォークというのはあるでしょうと思っているかというと、
そうとも限らないです。少し古くなってしまいますが、ピエール・デュエムという 20 世紀初めご
ろのフランスの物理学者。それからもっと極端なエルンスト・マッハです。この人たちは極端な反
実在論者です。物質はないそうです。物体もないと。マッハなどはそうですね。この世にあるのは
何ですかとマッハに聞くと、この世にある感覚だけだと言う。赤いとか、冷たいなとか、ブヨブヨ
しているだとか、そのような感覚だけがある。では、この物体は、感覚がいつも一緒に出てくるで
しょう。冷たくて、何か透き通っていて、そしてブヨブヨしていてというような、ある種類の感覚
がいつも伴って現れてくる。そのようなことを経済的に述べるのに、ここにペットボトルがあると
いうと、思考の経済にかなうので、物体と仮に送られてくる。物体というのは本当にあると考える
必要はない。あるのは感覚だけでよし。物理学の目的というのは、我々の感覚経験をできるだけ整
合的に、できるだけ経済的に記述することだ、と言っていました。マッハは立派な物理学者です。
物理学者だから、みんなが実在論的だというわけでもなく、物理学者の中にも、かなり実在論的
な傾きを持っている人と、反実在論的な傾きを持っている人と、やはり両方いるのです。そして、
圧倒的多数はこのようなことを考えたこともないという人たちです。しかも、実在論と反実在論の
間には、いっぱい途中の段階があって、とてもグラジュアルです。
実在についての真理を言うのが科学の目的ですよ。
少しこれはつらいなと思うと、
少しひよって、
近似的真理でいいかな。近似的真理もつらいので、では、よく似たモデルを作ることだということ
にしようかな。だんだんひよってくる。反実在論から歩み寄ってくると、何かこの辺で大体同じよ
うなことを言っている人が、おれは実在論者だと言ってみたり、おれは反実在論者だと言ったりし
て、私もだいぶひよってしまったのです。よく似たモデルぐらいにしておこうかなとなってしまっ
たので、人に言わせると、
「あんたは反実在論者だ」と言われてしまいます。
そして、観察データを検証するというのでも、やはり少しリブリーがあって、観察データをただ
単にパッキングして、経済的に記述するだけで、強く科学の目的は、と言う人もいるけれども、も
う少し踏み込んで、観察データを何かフィクションでいいから、原子量があるとしたらとおいて、
説明するというところに引かれた人もいます。ただの記述ではなくて、説明しなくてはだめだと。
だから、間もいっぱいあるのです、選択肢は。そして、ある人はこれだ、ある人はこれだ、と言っ
ています。それから、科学の分野によっても、これだろうなという分野と、これだろうなという分
野があったり、それから、科学がいつも、ある分野が一つの目的を持っているわけではなくて、歴
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史的にこれがそうだと言われていたのが、いつの間にかこれになってみたり、これになってみたり
など。そうすると、科学の目的というのも、グイッときれいに見出すことはかなり難しいですね。
１人の人をとってきても、その人は、聞き方によって反実在論者だったり、実在論者だったりしま
す。もうややこしい世界です、これは。
（４）テスト可能性による基準
先を急ぎましょう。というようなことがありまして、20 世紀に入ってきて浮かび上がってきたの
は、テスト可能性、テスタビリティーというものを科学の基準にできないかというような考え方で
す。テスタビリティーというのは二つに分ける。テストをするというのは、ある仮説なり理論を実
験や観察によってテストするのですね。正しいか、間違っているかを。いわゆる検証と反証を併せ
て、テスト。科学哲学が科学哲学という一つの分野として立ち上がったのは、1930 年代です。それ
までは科学者がついでに哲学をやったりしたのです。科学哲学という分野がなかったのです。科学
哲学という分野ができたのは 1930 年代で、そのときの最初の科学哲学というのは、論理実証主義
といわれるグループでした。
論理実証主義のグループの人たちは、
こちらがシュリックという人で、
こちらがカルナップという人ですけれども、元々は物理学をやっていたり、数学をやっていたり、
元々自然科学の教育を受けた人が、
途中で哲学に転向して、
科学哲学というのが始まったわけです。
彼らは検証可能性という基準をあげた。科学の命題、命題を単位に考える。科学の命題というの
は、ある命題が科学的であるというのは、それを検証することができる。それが正しいことを確か
めること。原理的にです。確かめられて、正しくなってしまっているという意味ではないです。ど
のようなことが観察されれば、それは正しいということになるのかがはっきりしているということ
です。ある命題があったときに、これはどのような実験をして、どのようなことが観察されたら正
しいことになるのかがはっきりしているとき、これは検証可能だと言います。いいでしょうか。検
証されているという意味ではないのです。検証が可能。どのような観察や、どのような実験をして、
どのような結果が出たら、正しいことになるのかが分かっているということです。
例えば、
「ウラニウム 250 をこれだけの分量集めたら、しかじかキログラム集めたら、連鎖反応
が起こる」という命題があったら、どのようなことをやれば、それが確かめられるかが、はっきり
しています。やるかどうかは別です。だから、それは検証可能性の基準を満たしている。けれども、
例えば、
「人生は重い荷物を持って、
長い山道を行くようなものである」
という命題があったとして、
これをどうやって確かめられるか分かりますか。ですので、これは検証可能ではない。そして、科
学の命題は、検証可能。検証可能でないものは、科学の命題ではない。このようになります。命題
単位で考えて、そして検証可能な命題のみを科学の命題とする。このような基準を彼らは作った。
そして、彼らはそこから一歩進んで、それを有意味・無意味の基準にも使ったのです。要するに、
検証可能ということは、この文章は意味があるというのを確かめられる。有意味だというのはどの
ようなことかというと、検証可能だということ。逆に言えば、検証が可能でなかったら、これは無
意味なのだ。アブラカダブラと同じだということです。そうすると、詩や、今のような人生訓のよ
うなものや、倫理、宗教、形而上学、哲学の大部分の命題は、全部が無意味だということになりま
す。有意味なのは科学の命題だけ。つまり、検証可能イコール科学的イコール有意味、そのような
かなり極端な考え方をした人たちです。彼らはなぜこのようなことを考えたのか。なぜこのように
極端なことを考えたのかというのは、後でご紹介したいと思います。
これが論理実証主義の第一世代とするならば、
この論理実証主義を内在的に批判して現れたのが、
259
−259−

わりと有名なポパーの反証主義という考え方。今の論理実証主義者の考え方は、ある命題があった
ときに、それを確かめられるという前提に立っていました。どのように確かめるのかは置いておい
て、でも、ある一般命題ですね、科学。それを確かめるとなると、何らかの意味で帰納をしないと
確かめられません。これだけデータがたまったから、これまでずっと観察したら、全部こうだった
から、きっと全部。これまで観察したカラスはみんな黒かったから、きっとカラスは全部黒いので
しょうなどです。これは帰納ですね。あるいは、ここからこのような予言が出てきて、これが当た
ったのだから、これは正しいでしょう。これもある種の帰納なのです。演繹ではありませんね。ポ
パーは、帰納というものを正当化することはできるかという問題を考えて、できないだろうという
ような結論に至ったのです。これまで全部のカラスが黒かったからといって、次に見るカラスが黒
い保証は何もないので、帰納は論理的にも正当化されないし、経験的にも正当化されない。経験的
に正当化されるとしたら、帰納法を使って、昨日までうまく行っていたのだから、これからもうま
く行くだろう。これまで帰納法でやってきて、成果が上がっているのだから、これからも大丈夫で
しょう。これは典型的な帰納なので、循環している。だから、帰納の正当化というのはできないと
いうのが、ポパーの考えです。
帰納が正当化されない。我々がなんとなく癖でやっている推論に過ぎないのだとすると、次のよ
うなことが言えます。科学は合理的な活動であってほしい。科学が合理的な活動である限り、科学
に帰納が入っていてはいけないはずだ。科学に帰納が含まれていて、重要な役割を果たしていては
ならないはずだと。
そこで、ポパーはすごく変なことをやって、帰納が含まれないように、科学とは何かというモデ
ルの方を作り変えてしまった。彼は、科学とはどのようなものかと考えたかというと、
「科学は仮説
の検証を目的としていないのだと考える」というように考えた。科学は仮説の検証を目的としてい
ると考えると、帰納しなければいけなくなって、帰納は正当化されていないから、科学に不合理な
要素が入ってしまうから、科学はそもそも仮説の検証を目的とするような活動ではないとしてしま
う。一方、反証は、仮説Ｈが正しいとしたら、予言Ｐが成り立つはずだ。しかるに、Ｐでなかった。
では、Ｈではないだろう。この推論は演繹的推論です。だから、反証には演繹しか入っていない。
検証は帰納推論だけれども、反証は演繹推論。だとしたら、科学の目的は反証すること。科学の目
的は、仮説を立てて、それを反証しようと努めること。これが科学の目的。この科学の理解の方を
変えることによって、帰納の正当化はどうしてもできないという事実と、科学が合理的な活動であ
るという直観とを、何とか辻褄を合わせようとした。これがポパーの考え。
さて、このような考え方に立って、ポパーはどのような線引き基準を出したかというと、それが
反証可能性基準と呼ばれるものです。科学と非科学の区別は、実証主義者が考えていたように、先
輩たちが考えていたように検証可能性なのではなくて、線引きは、反証可能かどうか。反証可能な
こと、つまり、どのようなことが起きたら間違っていた、ということがはっきりしているかです。
この仮説は、このようなことが観察されたら間違いになってしまう、ということがきちんとしてい
れば、これは反証可能。これも大事なことです。反証されているという意味ではないです。反証可
能ということ。これは、どのようなことが起きたら間違いになってしまうかが、はっきりしたこと
を言う、これが科学だと言っています。科学は間違っているかもしれない危険を冒している。これ
を反証可能といいます。だけれども、非科学はそうではない。決して間違えない。間違うことがで
きないのが非科学で、間違うことができるのが科学だ。簡単に言うと、そのような線引き基準を出
しました。
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これは結構いけていると、私は思うわけです。ポパーがこの基準で何を非科学にしたかったかと
いうと、二つです。一つは、マルクス主義。もう一つは、フロイトの精神分析論です。この二つに
共通しているのは、何でも説明してしまう。そして決して間違わないということです。革命は、資
本主義が発達した所から起きているはずだけれど、かえってそうでない中国やロシアで起きた。何
か反証になっているではないかと思うと、
「いやいやそうではなくて」と言って、アドホックな言い
繕いが出てきて、決して彼らは間違いから学ぶということができないから、科学ではない。つまり、
ポパーにとって科学というものの本質は、間違いから学ぶことのできる活動ということなのです。
それは私も、
科学のなんとなく大事なところを言い当てている感じがする。
失敗から学ぶのが科学。
そうやって失敗から間違いをつきとめて、直していくというのが科学の進歩で、それは必ずしも真
理に近づいていくことではなくて、失敗から学んで、間違っていたことを直していくというのが、
科学の進歩だという考えです。
現在の、例えば創造科学や超心理学者の何か嫌なところは、まさに、
「何か、これおかしいではな
いか、間違いなのではないか」と言うと、
「いやいやいや」と言うのです。さまざまな間違いや予言
が外れてしまったときの言い繕いが目に余るぞというのが、我々が創造科学や超心理学に対して持
っている基本的な不信感です。例えば具体例を挙げますと、創造科学ではノアの洪水があったこと
になっていまして、それで今の地層ができた。一瞬でできたのですね。徐々に積もっていったので
はなくて、地層というのは、ノアの洪水で全部が一瞬にできた。そうすると当然、普通の地質学者
や古生物学者は突っ込みを入れます。なぜ下のほうに単純で小さな生き物が埋まっていて、化石に
なっていて、大型の哺乳類やそのようなやつらは、どうして上の方にいるの？ 一緒に全部がガー
ッと流されたのだったら、ごちゃ混ぜになっているはずでしょう。こう言いたくなります。進化の
歴史は、だんだん大型化していますね。だから大型のものは上に来る傾向がありますね、地層の。
でも、一緒に流されたなら、大型のものほど下に早く沈むので、重くて大型のものが下に来て、小
型のものが上に来るはず。どうなっているのだと創造科学の人に言うと、いやいや、それは大型の
やつは賢いでしょう。だから逃げるのが早かったから、などと言うわけです。小さいのはアホなの
で、先にワーッと流されてしまって、大型のやつは逃げていて、でも最終的には流されてしまった
のですけれども、逃げていて、流されるのが遅れたから、というようなことを言うわけです。この
ようなことを聞くと、反証可能性はどうした、と言いたくなるわけです。
ところが、私は、この反証可能性というのは、科学の、科学っぽさのいいところをちょっとかす
っている感じがするのだけれど、これを基準に使えるかというのはまた別問題でして、線引きの基
準としては少し無理だなと思うわけです。いくつか挙げてみます。一つは、存在命題は使えないの
です、この反証可能性基準。例えば、ブラックホールはあります。ブラックホールは理論的な存在
ではなくて、予言ではなくて、実際にあります、白鳥座のあの辺に、と言いますね。
「ブラックホー
ルはある」
という命題を解いてみます。
ブラックホールはあるという命題を反証しようと思ったら、
どのようにしなくてはいけないかというと、ないというわけではなくて、ないなどとは言えないの
です。宇宙を調べつくすことはできないです。ないという主張だったら、１個を見つけてくれば反
証はできるのですけれども、あるという主張を覆すには、全部を見たけれどもないですと、言わな
くてはいけない。ですから、存在命題の反証可能性基準、存在命題を使うと、存在命題は反証不可
能なのです。ですので、科学の中にある存在命題の部分は、非科学的ということになってしまいま
す。これは少し変な感じがする。
それから、反証可能性をもって、科学と科学でないものを区別しましょうというポパーの発想で
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したけれども、実はほかならぬ科学も、時々反証可能性に違反することがあります。先ほど、創造
科学や超心理学者はアドホックな言い繕いをして嫌だなと言いました。そのアドホックな言い繕い
というのは、実際に科学の中で時々起きて、しかも、それが新発見に結び付いたりします。一つ例
を挙げますと、海王星の発見という事例がよく挙げられますが、1781 年に、先ほどのハーシェルの
お父さんが天王星を発見しました。その発見された天王星の軌道を、ニュートン力学によって計算
に照らし合わせてみますと、どうしても合わない。天王星の軌道が、ニュートン力学の計算の、こ
うなるはずだという軌道と合わない。このことから、ではニュートン力学が間違っていると反証さ
れたか。ニュートン力学の計算と合わない惑星が見つかったわけですから、ニュートン力学が反証
されたことになるわけですね。そのような話はしないわけです、普通の科学の人は。
1845 年にルベリエという人が、それは天王星の外側にもう１個惑星があって、軌道を乱している
という補助仮説を出した。そして、その惑星が大体どの辺にあって、どのくらいの大きさでという
ことを予言しました。これは言ってみれば、アドホックなのです。天王星の外側にもう１個の惑星
があるという独立の証拠を、我々は何もつかんでいないわけでして、でも、それがあると辻褄が合
うから、それがあるとニュートン力学が反証されずに済むから、そのようなものがあるのではない
かと言うのです。そうしたら、まさにそこにあったのです。それが海王星です。このように、時に
は反証可能性を犠牲にすることによって、つまり、少なくともその間、ニュートン力学というのは
反証できないものと、いったんしてしまったわけです。でも、そのことによって新しい発見に結び
付くことができる。
でも、これはいつも有効なわけではないのです。もう少し後に水星。水星も実はニュートン力学
の計算と合わないのです。ですので、水星の１個内側に、もう１個の惑星があるのでしょうと、こ
れで味をしめた人が言いました。その惑星に名前まで付けた。バルカンという火の神様です。バル
カンという名前を付けたのですけれど、バルカンはありませんでした。水星の軌道がニュートン力
学に合わなかったのは、恐らくニュートン力学が間違っていたからです、そのときは。太陽の近く
ですから、太陽の質量による一般相対論の効果がありますので、そちらで説明されたのですね。だ
から、いつもうまくいくわけでもないわけです。
反証事例に出会っても、このニュートン力学のように、これまで非常に成功してきて、非常に重
要な理論的な枠組みがあった場合には、科学者はそちらを採って、何かアドホックな補助仮説を添
えて、こちらを反証されないようにしようとします。そして、その反証されないようにしようとす
ることの中から、新しい発見が生まれてくることが時々あります。
そうすると、先ほどの洪水の話です。創造説の人がアドホックに、逃げるのが早いからだ、大型
動物は、などと言って逃げを打とうとした。そして、これ。やっていることはそれほど変わらなく
見えるわけです。でも、片方はどうしてもすごくアドホックな、後追い的な言い抜けに見えて、片
方はそうではない、アドホックではない修正になります。では、この間に線を引けばいいではない
かとなります。この間に線を引こうと、いろいろな人が、アドホックな修正と、そうでない修正、
新しい発見につながっていくようないい修正と、アドホックな言い抜けの間に、どのような違いが
あるのだろうかということを一生懸命に考えました。それを最初に考えたのは、イムレ・ラカトシ
ュで、ポパーのお弟子さんです。ポパーの次に、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスの科学
哲学の教授になったのがラカトシュ教授なのですが、ラカトシュが、まずそれをやって、うまく行
きませんでした。そして、ここにいるはげの人はジョン・ウォーラルといって、イムレ・ラカトシ
ュの次のロンドン・スクール・オブ・エコノミクスの科学哲学の教授です。この人もそれを引き継
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ぎました。でも、はかばかしくありませんでした。うまく行きませんでした。ということですので、
科学も時々反証可能性基準に反することをやっているということは、その通りだということなので
す。
でも、最も根本的な反証可能性基準のまずいところは、3 番目です。とんでもなく弱い基準。な
ぜか反証可能性基準、どのようなことが起きたら間違ったことになるのかが、はっきり分かってい
るという基準でしょう。ということは、間違いだということが分かった以上、反証可能だと判定す
る。そうしたら、どれほど間違った言明も、間違っていることが示されたとき、まさにその意味で
反証可能性を持っていたわけではないですか。つまり、
「間違いだよ、それは」と言われてしまって、
捨てられた言明は、全部が反証可能性を持っていたから、イコール、科学的だとなってしまうので
す。これだと科学的の大安売りになってしまうのです。
どのようなことかと言うと、一つ例を挙げて、説明をします。これは創造科学の例で、創造科学
と普通の科学者の間で論争になった、パラクシー川という川がテキサスにございます。その川の川
ぶちに恐竜の足跡の化石がある。これがそうです。この恐竜の足跡の化石、このような感じの足跡
がついている所に、クロスするかたちで、人間の足跡のようなものがついている。これを創造科学
の人たちは、人間と恐竜が共存していた証拠だと言っているらしいのです。確かに、これは人間の
足跡によく似ているのです。大きさといい、形といい。これが本当に人間の足跡なのかということ
について、議論がなされている。左のような足跡ですけれども、ある仕方で石を染色してみました
ところ、これをもって人間の足ですよと言っていたのですけれども、染色してみると、このような
形をして、このような足をした人はいないと思うので、これも別の恐竜の足跡だったということに
なりました。そして、このことに関しては、創造科学の人たちも譲歩したのです。これは人間では
ありませんでした。そうすると、パラクシー川の川辺にあった足跡は、人間の足跡であるという仮
説といいますか、そのような主張は、経験的な証拠によって覆ったのです。ですから、反証可能だ
ったのです。だったら、科学的だったのです。つまり、創造科学者も科学的な仮説を出した、この
基準によると。そうすると、創造科学の中にも、科学的論点より仮説が、あるいは主張が幾分入っ
ているという感じです。
さて、このように結構大安売りになってしまうのです、反証可能性基準は。反証可能性基準は 20
世紀に入ってできてきた科学、
非科学を線引きする基準の中では、
わりとよくできたものであって、
結構使われたのです、進化論裁判の中で。そして、進化論裁判の判決文というのは、オバートンと
いう判事が書いたものですけれども、その中で、科学とは何かということが実に明快に定義されて
いるということで、科学とは何かということの模範的な論文であるということで、
『サイエンス』に
載ったのです。そのオバートン判事が使っている基準のすべてではありませんけれど、非常に重要
なものが反証可能性基準です。でも、今、見ましたように、反証可能性基準はいろいろな意味で問
題がありました。科学自体も反証可能性基準に反することを時々やるし、逆に創造科学の中にも、
反証可能性基準を満たす言明はたくさん含まれている。むしろ皮肉なことに、創造科学に反対する
側が、創造科学者が出してきたさまざまな言明を批判して覆せば覆すほど、それは反証可能だった
のかといって相手の科学性を高めてしまうとか、そのような変な基準。
それを使って、あれは科学ではなくて宗教なのだというような判決を下したことに対して、ラリ
ー・ラウダンという科学哲学者は大変批判しています。彼自身、教室で生物学ではなくて創造科学
を教えることには大反対です。けれども、あの判決理由は、科学哲学的に見て、大変不誠実だと。
科学哲学的に見たら、もう不適切であることが分かっている基準を使って、創造科学を科学ではな
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く宗教だとしているから、あの判決理由はいただけない。別に創造科学を擁護しているわけではな
いのです。あの基準は使えないのだ。使えないことをみんなが薄々分かっている基準を使って、あ
のような判決を出すのはどうなのかという、そのような批判をしています。
このように反証可能性基準を批判してくると、このようなことを言いたくなるかたがいると思う
のです。私も言いたくなります。いやいや、言明を一個とりあげてきて、命題を一個とってきて、
これが反証可能かという問題にして、ほら、創造科学にも反証可能な命題があった、科学的な命題
があったと、その一個一個の文章といいますか、命題をとってきて話をしてもしょうがないではな
いか。創造科学のおかしいところは、そのようなところにあるのではなくて、彼らはどれほど不利
な証拠に直面しても、絶対コアを捨てない。つまり、神様が地球を含めてすべての宇宙と私たちを
同時に創った。ほぼ同時に創ったというその仮説、コアを絶対に捨てない。それ以外のところは、
いろいろとアドホックに捨てたり修正したりするけれども、そこのコアだけは絶対に捨てないとい
う態度を貫いている。そこが科学的ではないのだ。つまり、反証例が蓄積しているのに、自説を変
えないという態度が問題だ。つまり、一個一個の命題が反証可能ですか、どうですかということが
問題なのではなくて、コアをいつまでも守り抜くぞというような態度があって、それがあるコミュ
ニティーで共有されていて、しかもそのコミュニティーでのいわゆる科学のやり方が、そこを最後
まで変えないぞというような仕方に組織化されているということが問題。そのように反証主義を使
うべきなのではないのか、ということがあります。これは方法論的反証主義です。私は、これは創
造科学のおかしいところを非常にうまく言い当てている。それから、創造科学だけではなくて、多
くの疑似科学のおかしさをうまく言っていると思います。
けれども、これを使って科学と科学でないものの線引きができるかというと、それは別問題。そ
れはなぜかというと、正統科学の中でもよくあるから。正統科学の中で、ある基本主張を変えない
という方法で決定がなされてしまって、それがかなり長期にわたって持続するように、学界全体が
組織化されてしまうということは、正統的な科学の中にも時々起こるからです。そしてそれが日本
で起きたのです。地向斜造山論という、山ができるかということについてのある考え方があって、
これがある政治的な派閥と結び付くことによって、非常に長く保たれた。これは非常に不完全で、
しかも疑わしい理論だったにも関わらず、日本においてだけかなり長い間、疑ってはいけないこと
として通用したのです。そのような歴史が実はあります。
そのおかげで、プレート・テクトニクスの受容が日本ではかなり遅れてしまった。そのような少
しスキャンダルです。ある人は、これを日本のルイセンコ事件というような言い方もします。この
ようなことはやはり時々正統科学の中でも起こるようです。このとき科学的ではなくなっていたの
か、地質学は、という言い方もできます。けれども、以上のことを見てくると、ある一つの分野を
丸ごと科学的であるとかないとかいうように色分けすることに、どれだけの意味があるのかなとい
うことを疑うのがいいのではないかと思うのです。
５．歴史からの教訓
それでは、歴史の教訓を引き出してみます。線引き問題はうまく解決できていません。その根本
的な理由を考えてみます。今、述べたのは、線引き基準として提案されたごく一部です。そのほか
にもいろいろな基準が、いろいろな論者によって、提案されては消えていきました。では、なぜ難
しいのかというと、そもそも科学というのは歴史的な産物で、生物と同じですね。１回だけの歴史
しかないです、科学は。いろいろな偶然に左右されながら、今の科学の形になってきているので、
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その歴史は１回しかないわけです。その歴史を超えて、科学とは何かに答えを出せるというのは、
何か科学の本質というものがあって、我々がそれをつかむことができる。そのような本質主義を前
提にしていますけれども、これはかなり怪しいのではないかと思います。過去をさかのぼると、科
学のバラエティというのはすごくあって、すべてを覆う基準を出そうと思うと、それは、例えば反
証可能性基準のように、ものすごく弱い基準になって、科学でなさそうなものまで覆ってしまいま
す。
私たちが採り出したい科学の基準というのは、これからも使えるようなものであってほしいので
す。これまで科学はこうでした、ということしかデータがないのですけれども、これまでの科学の
成功例を見て、基準を採り出して、それを今度は未来にも適用しようというのですけれども、科学
というのは進歩し続けています。恐らく、科学とは何なのか、科学の概念、科学の目的、科学の方
法も、絶えず再定義されて、改良されて変わっていくはずです。そうしますと、そもそも現時点で、
どのようなものが科学で、このようなものは科学ではないと、きちんと線を引くという、そのよう
な固定化された科学の定義を、この時点ですることにどれほどの意味があるのか。むしろ科学が害
になってしまう。
フィクションですけれども、アリストテレスが科学を固定的に定義した。後の人がずっとアリス
トテレスの科学の定義を守り通したら、どのようなことになったかを考えてみます。アリストテレ
スは、究極原因の探究をしない科学はない、と言いました。そうすると、このような人たち、ガリ
レオや、あるいはコペルニクス、地球中心モデルを太陽中心モデルに置きかえましたが、コペルニ
クスは、本当に宇宙があのようになっているのかと言われると、結構ひよっていたのです。これは
説明のモデルだ、と言ってみたり、これは暦を簡単に計算するための一種の便法だ、と言ってみた
りしました。それと、究極原因を述べたものだとは必ずしも考えていなかったです。そして、プト
レマイオス自身が大体そうだったのです。プトレマイオスは、地球を中心に置いてぐるぐる回る、
星が回っている方の、いわゆる天動説ですけれども、周転円というのがありますね。惑星の動きを
説明するために、ぐるぐるとこのような円を惑星が回りながら、この大きな円のほうを回る。それ
でこのようになって、だから惑星が見かけ上、天球をバックするという現象があります。それをこ
のような円の組み合わせで考えようとしたもので、周転円が本当にこの世にあるのかというと、そ
れに対しては、そのようなことは考えない。説明のためのフィクションというような考え方を持っ
ていました。そうすると、だれも究極原因の探究をしていないわけですから、これらは科学ではな
いということです。このように、ある時点を切って、そこで科学の定義というものを固定化するこ
とは、むしろ、その後の科学の発展の害になるのではないかと、私は思うのです。
もう一つは、科学的とか、科学という言葉の持っている本質的な構造による。そのおかげで線引
き問題が引けないのです。線引き問題を解けると思っている人は、科学的や科学というのが何かナ
チュラル・カインド、自然種なものであると思っていると思うのです。自然種とは何かというと、
典型的な元素だったら分かるのです。自然種が一番いいのです。鉄と銅があります。鉄と銅という
のは、人間がそれをどのように分類するかとは独立に、向こうの方で勝手に分かれていますね、自
然の側で。自然の中に鉄という種類と銅という種類が別にありますね。それを後から人間が発見し
て、これは別の種類だったのだ、とこのようになるわけです。これが自然種です。そして、自然種
だったら、では鉄と銅の違いの本当のところは何なのかというと、いろいろと調べてみて、最終的
に、陽子の数が違っているのです。それが鉄と銅に違いをもたらしている。鉄と銅の本質的な違い
です。それが陽子数です。このように発見することができる。
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もし科学というのがナチュラル・カインズのようなものだったら、我々がどうやって分けようか
と悩んでいる前に、向こうで分かれているわけです。その分け目が我々にはまだ分かっていないけ
れども、向こうで科学と科学でないものが分かれていて、その分け目をどこで切ったら一番いいの
か、それぞれの本質は何かということを探究しているわけです。何か科学の本質というものがあっ
て、それを見つければ、科学と科学でないものの分かれ目が見つかるはずだと考えている人は、科
学や科学的という概念を、銅とか鉄のような、そのような意味での自然種として考えています。あ
るいは、それになぞらえている。でも、恐らくそのようなものではないと思うのです、科学的とい
うのは。むしろもっと名目的なノミナルな種とか、自己責任、そのような概念に近いのではないか。
そして、自然種でないような種の特徴がどのようなところにあるかというと、典型例を中心に、
互いに少しずつ違いながら、少しずつ似ながら、ぼんやりと存在しています。科学の典型例は何か
というと、わたしは物理学だと思います。なぜ物理かというと、それが一番長い間、科学と呼ばれ
ていた、単純に。一番古くから科学の座にいたから。科学のお手本になるというだけです。実際、
心理学とか経済学などは、
物理学らしくなろうとすることで、
科学の仲間入りをしてきましたので、
それも一概には間違いとは言えないです。決して科学と科学性というものが先にあらかじめ明らか
になっていて、それを一番たくさん持っているのが物理だからではなくて、物理が一番長い間、科
学と呼ばれてきた。科学のお手本とせざるを得ない。そして、物理学に、少しずつこれとこれがあ
る点で似ている、ほかの分野がある。これとこれがある点で似ているほかの分野がある、という具
合に並んでいって、だんだん遠くなる。科学とは少し呼びたくないものまで、連続的につながって
いる。このような構造を科学という概念は持っている。これをこのように、こちらからこちらは科
学で、こちらからこちらは科学ではありませんと、クリスプに切る基準を我々は求めてきたのです
けれども、これは恐らく見つからないと思うのです。どこで切っても、それはコンベンション。
それから、もう一つ大事なことは、物理学が持っている特徴があったら、ほかのものが全部それ
を共有している必要は全然ないわけです。これのいくつかを、これは持っている。それとはまた別
のものをこれは持っている、別のものをこれは持っている、という具合になっていて、我々が科学
と呼びたいようなものが、何一つ共有するものはなくても構わない。ただ、これとこれは何か共有
するものがあって、これとこれは共有するものがあって、という具合に、緩く結び付いているので
はないかと思います。私は、科学という概念は、このような種類の概念だと思います。ほかの例を
挙げると、ゲームというものがこれに近いかな。
６．ディマケーション・プロブレムを解くとはいかなることか、もう一回考える
さて、では最後です。線引き問題というのはどのようなものだと考えて、では、これを解くとい
うことは一体何をすることかというのを、もう一回考えてみる。それで、さっき出てきたラウダン
さんの考え方に、私は基本的には賛成しています。ラウダンは、以上のような線引き問題が結局解
けなかったという歴史を踏まえて、線引き問題は不毛な疑似問題だと言っています。今、科学と呼
ばれている活動というのは、認識論的には非常に雑多なものを含んでいる。要するに、彼は「認識
論的な雑種性」と言います。ごちゃごちゃといろいろなものが混ざり合っている。だから、単一の
線引き基準を求めてもしょうがない。
けれども、ある特定の科学分野と、いわゆる疑似科学との間に、認識論的な優劣をつけることは
できない。このようなことを言ったら、相対主義になります。そのようなわけではない。ダーウィ
ニズムをとってきて、創造科学をとってきて、どちらが認識論的に優れているか、どちらがより経
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験的なデータによりサポートされている度合いが高いか、
どちらの仮説がよりすっきりしているか、
どちらの基本的な主張がほかの分野と整合的か、ということを考えていくことによって、この二つ
の分野に認識論的に、やはりダーウィニズムの方がましだという優劣をつけられる。けれども、線
を引く、科学と科学でないものの間に線を引いて、こちらは科学だけれども、こちらは科学ではあ
りませんねということはできない。ですから、我々は二つの問いを混同してきたのです。
ある主張をよりよく基礎づけられた問題や、実り豊かな問題や、よりよく経験的にサポートされ
ている問題、より整合的であるなど、そのような基準を一つ一つ考えていく。そのようなことと、
ある主張を科学的主張にするものは何かということを考えていくことは、全然違う問題で、前者は
意味のある問題ですけれども、後者はあまり意味がないのではないか。ですので、ラウダンは、最
終的には疑似科学や非科学的、あるいは科学的という言葉ですら、科学哲学の行為から取り除く。
あまり意味を果たしていない。あまり意味がない。私はこれにかなり賛成しています。
さらに、ここからもう一歩だけ踏み込んで、以上のことを全部踏まえた上で、それでも線引き問
題を解こうとすることに意味がある。その場合、解くべき線引き問題は、どのような形をしている
か。そして、そうならば、どのようにやるべきかということを考えています。私たちはこれを考え
ていったら、我々はなぜこれほど科学的という言葉にこだわるのでしょうか。科学的という概念を
なぜ持っているのでしょうか。あるいは、科学的という概念を持つ必要があるとしたら、それはな
ぜでしょうか。
先ほど確認しましたように、科学的あるいは科学という概念は、恐らく自然種的な概念ではなく
て、ノミナルな概念。コンベンショナルにいろいろな仕方で引ける概念です。それで、いろいろな
仕方で引けるような概念を持っていて、そしてその線引き基準を議論するというのは、一体何をや
っていることかというと、実践しているわけです。例えば、人権という概念はノミナルな概念です
けれども、人権という概念の基準、あるいは定義を争うというのは、まさに政治の一部分です。科
学の、という概念の線をどのように引くかということを議論して、実は我々は政治をやっているの
です。ですから、そのとき線を引く基準というのは、我々がその議論を通じて、何をしたいかとい
う目的に相対するわけです。
実は、これまでいろいろな科学哲学者が線引き基準を提案してきましたけれども、その線引き基
準の提案には、やはりそれぞれに隠れた目的があったのです。どの実証主義者にとっても、それは
ナチズムへの抵抗のためなのです。それからポパーにとっては、マルクス主義を批判して、あれを
非科学的と退けて、自由社会を擁護したい。それが目的なのです。あるいはウィトゲンシュタイン
も線引き基準を出したのですけれども、それは、倫理に科学が侵入するのを防ぐため。倫理と科学
の間に線を引いて、倫理という領域に科学が入らないようにしようとした。あるいは、現代のアメ
リカの科学哲学者がこだわって線引きを引こうとしているのは、もちろん宗教原理主義に対するも
の。やはり何か目的があるのです。
論理実証主義者が、どうしてナチズムと関係あるのかということだけを少し補足しますと、彼ら
は意味の検証理論という大変強烈な考え方を持っていたのです。言明の意味は、その検証方法にあ
る。だから、それをどうやって確かめたらいいか分からないような命題は、実は無意味なのだ、と
いうのです。そして彼らはこのように言います。形而上学は迷信なのではない。真および偽な命題
を信じることは可能だけれども、無意味な単語の列を信じることはできない。つまり、迷信という
のは偽だ。間違ったということが確かめられたのが迷信だから、迷信は偽な有意味な命題だけれど
も、形而上学や、哲学や、倫理など、そのようなところに出てくる命題は、そもそも意味を持たな
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いので確かめようもなく、
確かめようがないのだから意味を持たないので、
あれは無意味な単語列。
無意味な単語列を信じることはできない。このように言うわけです。これだけを読むと、すごく偏
った考え方で、哲学を破壊する気か、おまえら、というような感じがします。
でも、彼らが直接の標的としたのは、ハイデガーなのです。ハイデガーというのは、そのときの
ドイツの最も有名で、最も有力な哲学者だったのです。この人は次のような文章を書くわけです。
「探究されるべきものは存在だけであって、それ以外の何ものでもない。存在だけであって、それ
以上は、無である。ただ存在だけ、しかも存在を超える。無、この無とは何か。この無はないから
つまり否定が自在するからこそ実在するのか。否定とないは無が実在するからこそ実在するのか。
我々は主張する。無は、ないと否定に先立つ、と。
」これはハイデガーの「形而上学とは何か」とい
う論文の一節ですけれども、少し見ていただければ、うん、うん、おお哲学的などと思うわけです。
このようなのを偉そうなことを言っているように見えるけれども、実はこれは全部無意味な単語列
だと、彼らは言ったわけです。なぜかというと、論理実証主義者たちは、ほとんどがユダヤ人だっ
たそうです。
論理実証主義が活動していた時代というのは、
ちょうどナチスの政権が近づいている、
その時代だった。そして、先ほど紹介したハイデガーという哲学者は、ナチズムの擁護者だったの
です。彼のやっていた哲学というものが、非常に当時影響力を持っていたのだけれども、あれは基
本的には全部ナンセンスなのだと言いたかったのです。ですので、あの極端な線引き基準を出した
のです。有意味なのは検証可能で、それゆえ科学の命題だけであって、あとは全部無意味なのだと
いう。今から考えれば、非常に恣意的で極端な線引き基準というのは、まさに彼らがユダヤ人とし
てこのような時代に生きていて、そして自分たちを脅かしている、あの哲学。あれは実は張り子の
トラで、無意味な単語列なのだということを言いたかったから、やったのです。
科学という概念は、ユダヤ人という概念とよく似ている。ユダヤ人というのは、自然種ではない
のです。政治によって引かれるわけです。ユダヤ人とはどのような人のこと？ ユダヤ教を信仰し
ている人のことか。ユダヤ人の血が入っている人か。血が入っている場合、母親か父親か、どちら。
あるいは両方、あるいはどの程度ですか。ユダヤ人と結婚したら、ユダヤ人ですか、というように、
いくらでも選択の余地があります。
それをビュッと引くわけです。
どのように引いてもいいものを、
このように引くということは、やはりある目的のために引かれるのです。
これに少し面白い概念があって、ご紹介しますけれども、これはハイゼンベルクです。ハイゼン
ベルクは、いわゆるユダヤ系ではありません。ドイツ系ですけれども、この人は、
「白いユダヤ人」
と呼ばれたことがあります。バイス・ユーデン。科学における白いユダヤ人です、というようにし
て批判されたということです。この批判をしたのは、シュタルクというノーベル物理学賞を取った
物理学者です。シュタルクが何をやったかというと、水素のスペクトル線の研究をした人です。こ
のシュタルクが、ハイゼンベルクを白いユダヤ人として、ユダヤ人に入れたわけです。なぜかとい
うと、彼らにはやはり目的があって、このシュタルクとレーナルト、２人のドイツを代表する実験
物理学者です、当時の。レーナルトは陰極線の研究をした人。シュタルクはスペクトル。どちらも
ノーベル賞をもらった人です。この人たちは、量子力学と相対性理論のような理論的な物理学のこ
とが大嫌いだったのです。その量子力学や相対論を、ドイツの物理学の世界からパージします。そ
のためにナチズムに近づいていくのです。
ハイゼンベルクがなぜ白いユダヤ人になったかというと、
量子力学の建設者の一人だったからです。そのような新物理学の信奉者たちと、かなりユダヤ人に
重なったわけです、実際に。けれども、ハイゼンベルクは別なのですけれども、彼らは白いユダヤ
人というカテゴリーを作ることによって、ハイゼンベルクのような新物理学の信奉者を、そちらの
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領域の方に入れこもうとしたのです。
何が言いたいかというと、どうとでも引けるノミナルな概念を我々が争っているときに、何が行
われているかというと、ある目的のための政治が行われている。だったら、結論は、良い政治を我々
はしたいなと思っています。そのためには、私は、科学的や疑似科学という概念はいらないのでは
ないかと思います。より証拠に支持されていることや、よりシンプルな仮説を持っていること、よ
りこちらの方が直接的な証明を与えているといったような、ピースミールなものに解体していった
方がいい。これは科学的だという代わりに。そして、科学的とは似たという概念も捨てて、その代
わりに、良くない科学、ずさんな科学ということで十分だと思います。
教室で創造科学を教えない理由としては、科学ではないからではなくて、良くない科学で十分だ
と思う。けれども、科学ではないのだから、宗教なのだから、教室で教えてはいけないということ
は、法廷戦術としてはいいわけです。ですので、あそこに動員された科学哲学者が、反証可能性基
準というのがあまり根拠のないものだと分かっていながら、あれを法廷で使って線を引いたのは、
まさに法廷戦術という政治を行った、というように言われます。
科学らしさ、科学っぽさというのは、先ほど言ったように、大量な基準があって、全部が共有さ
れるわけでもないし、科学のさまざまな分野のすべてが共有しているものがあるわけでもないし、
ということですね。そのような基準が複数あるということは、科学が良くないものになってしまう
仕方もいろいろあるということ。そして、良くない科学を表す言葉を、いろいろな人がいろいろな
仕方で作ってきたのです。フリンジ・サイエンス、パソロジカル・サイエンス、ジャンク・サイエ
ンス。池内先生が最近書かれたもので、
『疑似科学入門』というものの「第３種疑似科学」
。これは
なかなか卓見だと私は思っていて、第１種はオカルトのようなものです。第２種はいんちき商品の
ようなものです。マイナスイオンなどというもの。そして第３種は何かというと、科学者であると
いうようにおっしゃられています。つまり、非常に複雑な系について慎重にものを言わなくてはい
けないときに、非常に乱暴なものの言い方をしてみたり、単純化してみたり、特に環境や、地球温
暖化など、そのようなところでよく出てくる、科学者自身が行っている疑似科学というカテゴリー
を表すために、第３種疑似科学とおっしゃられた。私は疑似科学をそのように分けていくくらいだ
ったら、もう疑似科学という言葉を使わなければいいのだと思う。つまり、良くないのは分かって
いる。科学が良くなくなる仕方はたくさんいろいろなものがあるから、それを一つ一つ分析してい
く方がいいのではないかと思います。
結論ですけれども、ディマケ―ション・プロブレムというのが、つまり、科学とは何かと答えを
出そうという問題を、ずっと哲学者がやってきたけれども、結局あまり答えは出ませんでした。恐
らく、そこから引き出すべき結論は、最初に立てられた意味での、科学を科学でないものからピッ
と引く線引きの基準を出しましょうという、そのような意味での古典的な線引き問題は、恐らく疑
似問題。それは科学という概念の性質を見誤ったから、そのような疑似問題が立ってしまった。け
れども、文脈に特定的に、例えば教室でどちらを教えたらいいのか、最近のだれだれさんがいろい
ろな脳について、いろいろなことを書いているが、あれはどうかという感じで、文脈に特定的に、
良い科学と悪い科学のどちらがいいのかということを線引きする問題というのは、実はこの世に満
ちあふれていて、それこそ我々が本当に取り組まなければいけないものです。いっぱいあるわけで
す。法廷に脳画像を出して、こちらの人とこちらの人の、例えば遺伝子組換え作物に関するこのよ
うな研究とこのような研究とは、どちらの方がより信頼性があるのか。DNA 鑑定、これはどのく
らい信用していいのか。こちらの方法とこちらの方法と、どちらがいいのか。そのような意味で、
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文脈を特定して、どちらの方がより良い科学なのかということを考える、そのような線引き問題と
いうのはたくさんあります。それを我々はきちんとやっていくべきだと思うし、それをやれる能力
といいますか、それを科学的リテラシーとして考えて、教育していく。このように本当にやらなけ
ればいけない線引き問題にきちんと取り組むには、科学的や疑似科学というカテゴリーはとても不
適切だ。だから、使うのをやめましょうという提案です。
［文責：長崎栄三］
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講演記録

数学とは
森田 康夫
東北大学教養教育院
（2010 年 11 月 27 日講演）
１．はじめに
では、始めさせていただきます。去年の春、東北大学を定年になって、その後、東北大学で再雇用
され、教養教育をたくさん持っています。元々は整数論が専門でしたが、今から 15 年ぐらい前から、
入学試験との関係で数学教育の方に専門を移して、その中でも入学試験関係のことが専門に近くなっ
ています。
今日は、
「数学とは」という題で話させていただきますが、私が数学とはどのようなものと考えてい
るかという話をしたいと思います。最初は、まず歴史から考えたいということです。今、私は東北大学
では、
「数学を俯瞰する」という授業を持っていて、数学の初め、ずっと昔の時代から、ごく最近の
ミレニアム問題まで説明する授業を行っていて、それを一部取ったような形にもなっています。
２．歴史から考える
（１）定住生活と文明の成立
まず、
私たち人類というのはどのような経緯で生まれてきたかといいますと、
700 万年ぐらい前に、
類人猿、特にチンパンジーと分かれて原人が生まれてきたと言われております。その特徴としては、
直立歩行をするということ、それから道具や火を使用するということですが、道具と火の使用とほぼ
同時期に、脳の巨大化が起こっています。大体、200 万年前です。今は言葉を使っていますが、言葉
については、化石に残りませんので、いつから言葉を使い始めたかということは、よく分かってない
ようです。いずれにしろ、700 万年ぐらい前に直立歩行をする原人が現れて、その後進化して、私た
ちにつながっているホモサピエンスは、大体 20 万年前にアフリカで生まれたと思われています。ア
フリカで進化したのですが、10 万年ぐらい前に、アフリカからアジア、ヨーロッパに広がって、最近
アメリカ新大陸まで広がって、旧人を駆逐しました。多分、殺してしまいました。そして地球全体の
覇権を握ったという、そのように考えられているようです。
私たち現代人（ホモサピエンス）はどのように進化したかということについては、少し前には 2 つ
の説があって、1 つはアフリカで進化したというものと、もう 1 つは世界各地で、中国やヨーロッパ
などで進化したという 2 つの説がありましたが、DNA を調べることによって、今は、大体十数万年
前に、私たち共通の祖先がアフリカにいて、そのヒトの系統をみんなが引いているというように言わ
れている様です。これに関しても面白い本がありました。レパントという所が書いてありますが、こ
れは今の中東のイスラエルあたりなのですが、ここにかなり古い現代人の遺跡があります。
このように、10 万年ぐらい前に世界中に広がったのですが、最初は狩猟生活をしていたと思われて
いますが、最終氷河期が 2 万年ぐらい前から 1 万 2000 年ぐらい前まであって、それが終わった後に
間氷期に入って、地球が暖かくなりました。暖かくなったので、農耕を始めることができるようにな
りました。それが大体１万年弱前で、定住が始まります。定住が始まると、狩猟生活だったらたくさ
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んの人たちが集まって生活することができないのですが、農耕をして定住することによって人類集団
のサイズが大きくなって、サイズが大きくなると、自分が得意な仕事をすることによって分業が進んで、
その結果色々なことのレベルが上がって、文明が生まれてきた。このように思われているようです。
（２）古代文明
古代文明については色々なものがあって、メソポタミアが一番早くて、その次がエジプト、インド
と中国がほぼ同じ。このようにして、アジアで文明が生まれたわけですが、アメリカでもマヤやイン
カ、そのような所で文明が生まれています。アメリカの文明は、ベーリング海峡を渡って、アラスカ
からアメリカの中米から南米に人類が広がりましたので、少し時間がかかって、進歩が少し後れてい
るようです。
いずれにしろ、文明が生まれてくると、物々交換を効率化するために、多くの文明で貨幣が発明さ
れました。また、大きな建物が造られ、農地をちゃんと管理する。その他、農耕を行うために暦が作
られました。これらの目的のために数学が必要になり、数学が生まれたと思われます。
まず、お金を使うためには、どうしても自然数という概念が必要なので、そのころ自然数が認識さ
れたと思います。それから、農地の測量や建物の建設のためには、長さや広さなどの認識が必要で、
実数や図形が認識されたのかと思います。いずれにしろ、このようにして、文明の誕生によって、ほ
ぼ必然的に数学が誕生すると思われます。正確に言いますと、このような文明の中で少しずつ差はあ
ります。例えば、アメリカ大陸で生まれた文明では、貨幣がない所もあるのですが、それでも建築物
があったりしますので、数学がその頃に生まれたことは、つまり、文明と共に数学が生まれたことは、
まず間違いがないと思われます。
（３）ギリシャの数学
この後、特徴的な数学が発展をしたのは、ギリシャです。ギリシャは、紀元前 1000 年ぐらい前に、
ギリシャ人が北から入ってきて、それまであった文明を征服してできた奴隷制社会です。そのときに征
服した側の人たちが市民ですが、市民は奴隷制社会を基礎にしていましたので、彼らは政治や軍事はやらな
ければいけませんが、物を生産するために働く必要がありませんでした。そのような特殊事情があり、
哲学や科学などを考える余地があったと思われています。
それまでの数学は、色々な目的があって、その目的のために数学が作られたのですが、ギリシャの
数学については、知的好奇心を満たすために研究が行われ、学問としての色彩が生まれてきました。
この点が、それまでの数学とは変わっています。典型例はユークリッドの『原論』です。ギリシャは
紀元前 1000 年ぐらいから発達を始めるのですが、幾何的なことが色々分かりました。それから、整
数のことも分かりました。それをまとめたのがユークリッドの原論で、原論では、公理から始めて演
繹する形で体系的にまとめており、学問としての色彩が強く、それ以降の数学の発展にも強い影響を
与えました。原論に書いてあることは、初等幾何が非常に多くて、それ以外に、素数を含んだ自然数
のことも書いてありますし、最後の章には正多面体の分類なども書いてあります。
ユークリッド以降にもギリシャの数学はさらに発展していて、円錐を切ったときに、楕円・双曲線・
放物線ができることを、アポロニウスなどが研究して、本に書いています。それから、アルキメデスは
有名な科学者ですが、彼の研究をよく見てみると、現在の定積分の原理に当たる様なもの、区分求積
法と高等学校で言っているもの、その様なものをほぼ見つけていたと言って良いと思います。そのほ
かに、ディオファントスの不定方程式を解くという研究もありました。ディオファントスの研究が大
切な理由の一つとして、文字式を初めて使ったことが上げられます。
このようにギリシャではかなり高いレベルの数学ができ、古代よりもさらに一歩進んだ数学ができま
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した。例えば、原論では、素因数分解の一意性が証明してありますし、素数が無限個存在することも
証明してあります。
（４）代数の発達
代数については、皆様もよく聞かれていると思いますが、ゼロや負の数はギリシャの頃にはまだな
くて、インドで発見されたと言われています。正確にいつ発見された、誰が発見したかはよく分かり
ませんが、紀元後であることは間違いなさそうであって、きちんと本に書かれたのは 700 年ごろだっ
たと思います。それまでに、ゼロが見つけられ、負の数が見つけられました。少しデリケートなのは、
ほぼ同じころの中国でもゼロや負の数が認識されましたが、その辺は関係があったのか、つまり、イ
ンドから仏教などが中国に伝わっていますから、それと共にゼロや負の数が伝わったのか、それとも
中国で独立に発見したのか、その辺はよく分からないようです。いずれにしろ、中国にはそろばんや
算木などがありましが、その様なものを使うと、ゼロや負の数が必要になります。といいますか、10
進表示の基礎ができています。
さて、先ほど言ったように、ディオファントスが非常に特殊なものに対して文字式を当てるという
ことを行っていますが、その後ルートを表す文字などが発明されて、インド、アラビアで 1000 年くらい
かけて徐々に発達しました。それが十字軍の後、東西貿易が盛んになりヨーロッパに伝わりました。
といいますか、アラビアで『インドの数学』という本が書かれて、それがヨーロッパに伝わって、ラ
テン語訳され教科書として使われましたので、その様な形でインドのゼロの発見などがヨーロッパに伝
わります。文字式もそのとき伝わりました。例えば、変数に当たるものに文字を当てるということは、
インドからアラビアで行われていたのですが、ヨーロッパではさらに文字式の使い方が発達して、二
次方程式の解の公式のように、方程式の係数にも文字を当てるということが行われます。さらに、デ
カルトが文字式の書き方を現在の形に整理します。それが 1600 年頃です。
このことがなぜ大事かといいますと、文字式の理論ができることによって、幾何的な問題を数式の
問題に書き直して解決することができるようになったことが、非常に重要と思います。平面について
はデカルト、立体についてはフェルマーが行って、解析幾何学ができました。これによって、私たち
が住んでいる空間を数式を使って書くことができるようになり、物理法則に関するニュートンの研究
につながります。
（５）解析学の誕生
さて、ニュートンの研究には力学の発展の他にもう一つ大事な側面があって、ニュートンの研究か
ら解析学が急速に発達しました。ギリシャの時代にはゼノンの逆理があって、例えば、
「ある点から
別の点まで行くためには、2 点の真ん中の点を通らなければいけない。さらに目的地に行くためには、
この点と目的地の真ん中にある点を通らなければいけない。…」という様な議論をしていくと、いつ
までたっても目的地点に届かない。その様なことは逆理と呼ばれていました。
これは今の眼で言うと、公比が２分の１の等比級数が収束するということで、私たちは解決します。
しかし、ギリシャ時代にはアルキメデスが極限の様なことを使っていますが、無限や極限の概念が未
熟であったと言えるかと思います。アルキメデスは、面積とか体積を求めるときに、定積分に近い考
え方を使いましたので、ギリシャの頃にも無限や極限の基になる様な考えがあったと言えると思いま
すが、微分積分がニュートンとライプニッツによって発見されて、これによって極限や無限というこ
とが正式に数学のテーブルの上に乗ります。ニュートンが、さらに微分積分を使うことによって力学
の研究を行い、自然法則は位置だけではなく、その微分である速度や加速度が大切だということがこ
の頃に認識され、微分積分学を使って自然を調べるということが行われるようになりました。
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解析についてはもう一つ、これよりほんの少し早く、フェルマーとパスカルが「賭けを途中でやめ
た場合に、賭け金はどのように分けるのが良いのか」ということを議論しています。その中で、確率
の概念が発見され、このころ解析学が学問として誕生しました。
（６）数学は科学の基礎、科学は私たちの生活の基盤
解析については、次の世紀、18 世紀にはオイラーが非常に重要な研究をしますが、その前に、ベル
ヌーイ家の人たちも、解析に関して大きな貢献をしています。例えば、微分方程式を使って、潮汐や
浮力などを調べる研究が行われています。いずれにしろ、この頃、自然の法則の多くは微分方程式と
関係しているのだと分かりました。例えば、ニュートンは力学について微分方程式を使って研究しま
したが、ファラデーの電磁気誘導を、マックスウェルがマックスウェルの方程式として、偏微分方程
式を書くことを行いました。
この様な形で、数学が自然界の法則を書く道具になってきました。数学が自然法則を記述する道具
として定着し、研究する道具としても定着しました。このようにして、科学が発達することによって、
科学と関連の深い技術が発達し、その結果、産業が発達して、産業革命が起きました。蒸気機関の発
明も、ほぼこのころになります。
ニュートンの少し前のころ、1600 年代の初めには、ガリレオが宗教裁判を受けました。そのことか
ら分かる様に、キリスト教の縛りが強くて、正しいことを正しいと認めることが難しかったのですが、
ニュートンの誰が見てもすごい発見により、正しいことを「正しい」と言うということが定着し、考
え方が合理的になりました。このことも、産業を発達させた原因になりました。逆に、「この様な考
え方が広がったから、科学が発達した」ということも言えると思います。
この辺で注意しておきたいことは、科学においては、定性的に表現するだけではなくて、定量的に
書くことが非常に大切であって、それにより色々な応用につながるということがあると思います。こ
のことも、数学が科学の基盤となっている一因だと思います。いずれにしろ、この頃に、
「数学は科
学の基盤であり、科学が私たちの生活を向上させている」
、その様な構図が成立したと思います。
（７）無限と極限
さて、無限や極限の話ですが、ギリシャの頃には無限や極限の理解は怪しかったと思います。ニュ
ートンやオイラーになってくると、一応まともに使えるようになりましたが、彼らは極限を直観的に
考えていて、今の眼から見るとかなり問題がありました。オイラーは非常に才能のある数学者でした
から、極限や収束などについて結果的に間違うことはなかったようですが、それでも「収束とはどの
様なものか」ということはよく理解していなかったようです。収束の概念が定着するのは、次の世紀
のアーベルやコーシーなどによります。
極限を正確に理解するためには、実数のことを正確に知らないと話になりません。その他、収束のこ
とを正確に議論するためには、収束の定量的な理論であるイプシロン・デルタ論法やコーシー列など
の概念が必要になってきます。これが確立されたのは、19 世紀になります。ただ、この様なことはか
なり難しいので、現在では、数学科だけで教えられているのではないかと思います。私が学生のころに
は、かなり広くイプシロン・デルタ論法を教えていたと思いますが、非常に難しかった。また、その
応用がそれほどたくさんあるわけではありませんので、この様なものを使うのは数学者の仕事になっ
ていて、今はその様なことをきちんと教養教育で教えている所は、多分ないと思います。東大は多分
例外ですが、東大と京大ぐらいになっている、そのように思います。
さて、無限に関してはもう一つ問題があって、集合の概念があります。これはカントールが発見し
たものですが、例えば、集合全体の集まりを考えると、すぐ矛盾が出てきます。しかしなぜ矛盾が出
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るのかということが、カントールの時代にはよく分からなかった。その結果、クロネッカーなどと議
論して、いじめられて、カントールは気がおかしくなりました。集合について何が問題かといいます
と、漠然としたものを考え過ぎると問題を起こします。集合全体などは、大きすぎて怪しげですので、
そこに問題があるということになります。この問題が解決されたのは、数学基礎論ができて、公理に
基づいた集合論が展開できるようになってからです。それは 20 世紀の 1920 年ごろになるかと思いま
す。
（８）微分幾何と位相幾何
幾何については、ユークリッド幾何学は非常に優れていましたので、今まで話した様な解析や代
数の発展の影で、ずっと使われてきたのですが、アラビアでは球面三角法も研究されていました。
ユークリッド幾何学の平行線公準が複雑でしたので、
「これはほかの公理・公準から出てくるものではない
か」
、
「間違っているのではないか」
、その様な議論がアラビアあたりでも行われています。でも、実際に「非
ユークリッド幾何とは何か」ということがきちんと理解されたのは、18 世紀ごろになります。ガウス
が最初に認識したのだと思うのですが、その後、ロバチェフスキーが負の曲率を持った空間を研究し
ました。ガウスは曲線の幾何学や曲面の幾何学を考えましたが、そこでは曲率を考えました。これ
をさらに進歩させて、19 世紀の中頃、リーマンがリーマン幾何学を作りました。それから、幾何と群
とは非常に密接な関係があるのですが、そのことが認識されたのは、19 世紀の後半になるかと思いま
す。リーだとか、エリー・カルタンだとかいう人の研究です。
この様にして計量（長さ）を持つ幾何学である微分幾何学ができましたが、もう一つ大事な幾何
学として、長さとは関係がなくて、連続変形で不変な性質を研究する位相幾何学があります。これ
については、オイラーが、オイラー数を 1700 年代に発見しています。つまり、
「穴が空いた多面体
を持ってきたとき、頂点と辺と面の数の交代和は穴の数だけで決る」
、そのことを見つけました。こ
れが連続変形で不変な位相幾何学を見つけた最初かと思いますが、このオイラーの研究を参考にし
て、19 世紀の末にポアンカレが位相幾何学を作りました。このときポアンカレは、
（最近証明され
た）ポアンカレ予想を出しました。
（９）量子力学と相対性理論
この様な数学の進歩が、20 世紀の二大発見である量子力学と相対性理論に非常に利いています。量
子力学の方は色々な人が関わって、
「原子の様な小さな世界ではニュートン力学とは異なる法則が成
り立つ」ことが発見されましたが、量子力学の方程式は、無限次元空間の方程式になるので、無限次
元空間のことが分からないといけないし、それから、物理量である方程式の解は確率を表すので、
「物
の存在は確率的にしか認識できない」
、その様なことが分かりました。小さい世界では、自然法則が
普通の世界とは異なっているということが分かりました。
一方、大きな世界でも自然法則が普通の世界とは異なっています。それを見つけたのがアインシュ
タインで、量子力学の方は色々実験を通じて理論が発展していったのですが、アインシュタインは「物
理法則はどう書けるべきか」というように理念的に考えて、最初は特殊相対性理論を作り、その後一
般相対性理論を作りました。相対性理論ではどの様なことになっているかといいますと、重力は空間の曲が
りなのだと考えます。つまり、
「リーマン幾何の意味での空間の曲がりを表す定数が重力だ」と、その
ようになっています。リーマン幾何学ができてからおおよそ 50 年ぐらい後になって、計量が正定値
ではなくて、正と負のものが混じったものになっていますが、その様な計量を使った微分幾何学が一
般相対性理論の方程式になっています。
相対性理論には、大体 50 年前に数学が用意した幾何学が役に立って、物理の進歩が生まれたこと
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になります。量子力学についても、やはり無限次元空間などがきちんと認識されたのは、50 年までは
行かないかと思いますが、かなり前だと思います。確率的なことは、おおよそ 150 年ぐらい前です。
1650 年ぐらいに確率が発見されていますから、もっと前です。数学の場合には、
「概念が発見されて
から、本当に使われて役に立つということになるまでには、かなり時間がかかる」ということがよく
あります。
（10）計算機と情報科学
次に行きます。20 世紀に入ってからの大きな進歩は、計算機に関係したことかと思います。計算機
の理論はチューリングという人が作りました。特に、彼はチューリング・マシンというものを考えま
した。これは原理的には、テープと、それを読み書きしていくものからなる機械ですが、これが計算
機の原理的なモデルで、何でもできる計算機であり、チューリング・マシンで計算できることと数学
で計算できることが一致します。このように、計算機の理論的な原型を 20 世紀の前半にチューリン
グが見つけて、1950 年ぐらいに電子計算機が作られます。
計算機のモデルを考えたのが、フォン・ノイマンで、フォン・ノイマンの設計に従って、真空管な
どをたくさん使って、電子計算機が作られました。真空管ではなかなか長持ちしないということや、小
さくするのが難しいということもあり、その後、半導体技術を使って真空管を半導体に置き換えると
いうことが行われ、計算機がどんどん小型化して行きます。計算機は電気を使っていますので、計算
機が小さい、半導体が小さくなると計算機が速くなり、高性能化します。
1980 年ぐらいになってから、パソコンが普及を始めます。1950 年ぐらいに電子計算機ができて、
大型計算機が使われるようになったのですが、集積回路が作られ、安くて小さいパソコンが使えるよ
うになったのは、1980 年ごろかと思います。これに伴い、文書などが紙媒体から電子媒体に変わりつ
つあります。
携帯電話は、元は単なる電話だったのですが、生まれたのは第２次世界大戦中のアメリカです。そ
の後、小型の計算機でもある携帯電話が生まれ、携帯電話がパソコンと結びついて今の様な形になり
ました。さらに、インターネットが普及したので、私たちの生活文化が随分変わりました。
（11）数学基礎論
これと関係して、先ほどカントールの所で少し触れましたが、数学基礎論について少し説明してお
きたいと思います。20 世紀の初めになって、ヒルベルトが数学基礎論に興味を持ったこともあり、数
学基礎論の研究が始まります。ゲーデルなど色々な人が基礎論の研究者として出てきます。先ほど言
った計算可能という概念、計算可能な関数の定義は数学基礎論にあります。これは計算機科学として
も大切だし、数学としても大切ですが、その様なことが研究され、結果として、チューリング・マシ
ンで計算可能なことと同じであることが分かりました。これを計算可能性といいます。
この様に、情報科学と数学基礎論は非常に近く、計算可能性は数学基礎論でも情報科学でも調べら
れています。似た様なものとして、計算量の理論、どれくらいの計算量になるかということも、数学
基礎論と情報科学の両方で研究しています。
私が数学基礎論に興味を持ったきっかけとなった、ヒルベルトの第 10 問題、
「ある不定方程式が解
を持つかどうかを決めるアルゴリズムを求めよ」という問題があります。どの様な不定方程式を持っ
てきても、あらかじめ決まっているアルゴリズムを適用すると、解があるかどうかが分かる。その様
なアルゴリズムをヒルベルトは求めました。ヒルベルトの第 10 問題は、数学基礎論が発達して、計
算可能でない集合があるということが分かったので、それに帰着することにより否定的に解決されまし
た。なお、不定方程式とは、y2＝x の３次式または４次式、という様な形の整数係数の方程式で、整
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数論を研究している人は、その様な方程式にはどの程度整数解があるか、どの程度有理数解があるか
ということに非常に興味を持っています。
この様な研究と関係して分かってきたこととして、矛盾を持たない様な公理系はたくさんある、定
理も無限にある。その中で、人が興味を持つ公理や定理のみが研究されています。そこで、私たち人
間が選択を行っています。
選択公理というものがあります。無限集合を幾つか持ってきます。無限の度合いはどれぐらい高く
ても構いません。このとき、
「各々が空集合でないなら、それらの集合を並べたもの（直積と呼びま
す）もやはり空集合ではない」という命題を選択公理と呼び、無限を扱うときの基本的な研究手段に
なっています。
「
（カントールが問題にした）連続体仮説と選択公理は、どちらも今までの数学の体系から独立で
ある」
。それが正しいとしても構わないし、間違っているとしても構わない。その様なことを 1950 年
ごろコーエンが証明しています。この様な意味で、数学の公理系といいますか、数学の世界は必ずし
も一つではないということを、ここで指摘しておきます。
３．数学の最近の応用
（１）通信の安全性
ごく最近の数学の応用に移りたいと思います。これは、今までとは少し数学の使い方が異なってい
ます。パソコンなどでは、大量のデータを扱うことがあります。元々はテープが使われて、テープの
頃にはそれほど問題がなかったのだと思うのですが、CD などを使いますと、大量のものを素早く読
み取るということが必要になります。そうすると、どうしても読み取る場合にエラーが生じます。一
つでもエラーを起こしたら止まってしまうというのでは話にならないので、エラーの数が少なければ、元
の正しいデータを回復したいということがあります。少し前には、その様なときにはチェック・サム（デー
タを表の形にして、縦に足した和と横に足した和）を付けていたのですが、それだけだと効率が悪い。
間違った数がちょっとでも大きくなったら、すぐだめになってしまいます。そこで、回復作業を容易
にするため、余分なデータを効率的に配置することが大切です。それを行うため、現在は組み合わせ
論が使われています。群論の研究をしていた人たちが、前世紀後半に有限（単純）群が分類できたの
で、組み合わせ論に移ってきています。通信はデータが大きい。通信するときの媒体が、電線にしろ、
電波にしろ、その途中でミスが生じることがある。それを回復するときに使われるのも、この数学で
す。
それから、暗号がよく使われています。私たちはクレジットカードで物を買う。
「インターネット
で物を見つけて、クレジットカードの番号を送って…」などということを行います。インターネット
は、データをバケツ・リレー式に、ある所から隣に移して、それをさらに隣に移してということを行
うので、ほかの人の手を借りないと、目標の所まで届くことはできません。このとき、途中で通って
きた人がクレジットカードの番号を知ってしまうと、困ったことが起こります。その様なことを避け
るため、暗号が必要になります。そこで現在使われているのが、大きな数の素因数分解が非常に難し
いということを使う、RSA 暗号です。RSA というのは、発明した人たちの名前の頭文字を取ってお
ります。現在では、10 進で 300 桁ぐらいの数を素因数分解するのは非常に難しいのですが、計算機
の能力がどんどん上がってきますから、使える数の桁数は大きくなってきます。そうすると、さらに
新しい、もっと大きな数を使わなければいけない。そのため、イタチごっこになっています。
これをさらに新しい形の暗号で置き換える研究が今行われていますが、その一つは、量子暗号と呼
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ばれる、量子力学の不確定性原理を使うという方法です。現在では使われていませんが、あと何十年
かたつと、そちらに変わるかもしれません。
（２）画像診断
私たちは画像診断をよく受けています。例えば、頭の中で脳出血を起こしたかどうか調べるために
は、核磁気共鳴（MRI）を使って、
（この写真の）真ん中の穴に人を入れて、色々な方向から磁気の
通り方を調べて、それから体の中の状態を画像化するという技術があります。元々エックス線を使っ
ていたのですが、今は核磁気共鳴なども使っていますし、色々なものが使われています。
そこで使われるのは何かといいますと、この方向ではどのくらい通過するか、別の方向ではどれく
らい通過するかという、色々な各方向からの通過率をもとにして、それから断面図を復元するという
方法です。そこではラドン変換と呼ばれる、フーリエ変換に似たものが使われています。
（３）金融工学
金融工学が最近話題になることが多いのですが、数理ファイナンスというのは、証券市場の数理モ
デルを作り、証券価格がどう決定されるべきかを研究する学問です。最近は金融の世界でもデリバテ
ィブ（金融派生商品）と呼ばれる、例えばドルと円とを 2 月１日にある値段で交換する権利を売り買
いする、その様な複雑な商品が扱われます。そのデリバティブの価格の決定に数理ファイナンスが使
われていて、ブラックショールズ方程式というものを使ってデリバティブの値段を決めた人たちが、
ノーベル経済学賞をもらいました。
ブラックショールズ方程式の基礎には、日本人の伊藤清先生が作った確率過程の理論が使われてい
ます。数学の他分野への寄与を顕彰するというガウス賞が、2006 年に国際数学連盟（IMU）により
作られて、その１回のガウス賞を伊藤先生が受賞しました。ガウス賞はフィールズ賞よりも格が高い
と思うのですが、日本ではこのことがちゃんと評価されなかったようです。私たち数学者は宣伝をし
たのですが、どうもうまくいかなかったようです。右上に写真が出ていますが、これは、私はたまたま
2006 年の IMU の表彰式にいて、ガウス賞を伊藤先生に与えることにしたということの発表が行われ
たときに使われた画面の写真です。
４．数学とは何か
以上、数学はどのように発達して、現在はどの辺にいるのかということを話しましたが、これから、
数学とはどの様なものかということを議論したいと思います。
（１）数を数える
数を数えるとはどの様なことかという話ですが、例えばここには鳥が 3 匹いますが、よく考えてみ
たら、世の中に実際にいるのは、大人の鳥、子どもの鳥、それから青い鳥や赤い鳥と、その様な属性
を持った鳥しかいない。単なる 1 匹、2 匹、その様なものは、私たちが住んでいる世の中にはない。
それを、色々な属性を無視してしまって初めて、1、2 という様なものになるということに注意してお
きたいと思います。
この様なことを、私たち人間は行っていますが、哺乳類はある程度数の認識を、原始的な形だが、
その様な能力を多少持っているのではないかと思います。子どもの数が何匹かなどということを、漠
然と知っているのではないかという気がします。その様な意味で、文明発生以前から、物の数という
概念はあり、かなり古いという気がします。
それと比べて、私たち人類が定住生活に入って、人類集団のサイズが大きくなってくると、人の数
もすごく大きくなりますし、それからお金を使うようになりますので、お金の額はもっともっと大き
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くなります。そうすると、例えば 100 以下の数に限る、1 万以下の数に限るなどということをしてい
ると、非常に不都合が生じてきます。例えば、足し算とか掛け算も、その様な範囲で閉じていないの
で、限りがある数の集まりを扱うのは非常に面倒なことになりますから、範囲を取り払って、いくら
でも大きな数を考えるということが必要になります。
（２）抽象化と理想化
以上の様なことを見直すと、先ほど言った、鳥を数えるときの議論というのは、属性を無視して抽
象化している。また、限りなく大きな数を考えることで、理想化が行われています。この 2 つを数に
ついて行っている。
それから、直線という概念ですが、これも現実の世界の中で、本当の意味での直線というのはあり
ません。例えば地球の地平線は、地球が球ですから、やはり曲がっています。もっとうるさいことを
言いますと、先ほど一般相対性理論の所で言ったように、物があることによって、重力で空間が曲が
ってしまいます。右上のちょっと見えにくいものがありますが、それは地球という大きな物があると、
それによって空間が曲がってしまうということを表した図です。
そうすると、無限に並んでいる数の列である自然数だとか、直線というのはどの様なものかという
ことになりますが、私は、これは現実にあるものを抽象化・理想化してできるバーチャルな存在だと
考えています。この様に、抽象化しなければいけないので、数学は根本的に難しい。ある所までに限
らないで、いくらでも大きい数を考えたり、曲がりのない直線を考えたりするから、数学の世界は美
しい。そのようになっているのかと思います。
このように、数学はバーチャルなものですが、私たちは実際に生きていく中で、数学を色々使って
います。どの様な形で数学を使っているかといいますと、頭の中で数や直線などを思い浮かべ、それ
を現実の世界に重ね合わせて、それによって現実の世界にあるものを認識していると思います。その様
な意味で、
「数学は現実の世界にある色々なものを認識するために使える、バーチャルな世界の便利
な物差しである」
、この様な言い方ができるのではないかと思います。
（３）数学の世界
数学の世界には、可算無限という概念があり、自然数の全体の数が、可算無限の例となります。こ
れに対し、実数の全体は連続体無限であり、カントールは可算無限に比べて連続体無限は大きいとい
うことを証明しています。このことについてカントールは、
「その間に入る無限はないだろう」と予
想（連続体仮説）しました。
先ほど選択公理のときに言いましたが、コーエンは 1950 年ごろ、
「連続体仮説は正しいと考えても
構わないし、正しくないと考えても構わない」と言うことを証明しました。集合というのは数学を研
究する場合の一番基礎的なものですが、その一番基礎のものですら自由度が含まれています。選択公
理に関しては、例えば「実数の上の関数 f で、f( x + y ) = f(x) + f(y) となるものはどの様なものか」
という問題を考えます。選択公理を使うとたくさんあることが分かりますが、
「その様なものは、連続
なものしかない」という公理を使うことも可能です。その様な意味で、数学の世界はかなり自由度が
あって、矛盾のない公理系がたくさんあります。
整数とか実数の研究にも、ノンスタンダード・モデルと呼ばれるものを使う方法があります。これ
は、無限小の実数や無限大の実数を使うものですが、普通の整数や実数のことを研究するのに使いま
す。その様な数学もあります。
つまり、数学の世界は一つではないということを言いたいのです。私たちが興味を持ち、役に立つ
数学の世界は、実はたくさんあって、色々なものがあります。前に言ったように、ユークリッド幾何
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と非ユークリッド幾何があって、私たちから見て、どちらも面白い。ユークリッド幾何が一番基礎にな
っているが、球の表面など正の曲率を持った空間も面白いし、それから、負の曲率を持ったロバチェフ
スキーの空間も面白い。その様な意味で、数学の世界は多様です。
私たちが現実に生きているこの世界は、一般相対性理論によると曲がりくねっています。右上に書
いてあるのはブラックホールで、非常に重い物質があると、その物の近くでは空間が閉じてしまう。
その様な極端な曲がり方をするものもある。ブラックホールは現在、私たちの銀河の中心にもあると思
われていますし、もう少し規模の小さなものはたくさんあると思われています。それから、小さいほうでは、
存在位置が確率的にしか分からなくて、右上に書いているように、雲の様な形になっている。その様な意
味で、現実の世界はかなり複雑なものになっている。それを認識するためには、ある程度単純化して、
理想化して、議論をする。そのときに使われるのが数学であると、私は思っています。
５．数学の認識の仕方
（１）数学を見る
数学の認識の仕方がどうなっているかということが次の話なのですが、数学は色々なものがありま
すし、バーチャルなものであると私は思っています。色々なものがあるのだが、私たちは現実世界で役に立
つものに興味を持っています。その様な形で、現実世界と、公理系から組み立てられるバーチャルな世界は
つながっています。
数学の世界はどんどん広がっていますが、新しい数学の世界を見つけることができるのは天才だけ
であって、彼らにとっても難しく、簡単ではありません。そのため、数学は何千年もかけて、ゆっく
りと進歩して、広がってきました。そのように考えています。つまり、数学の進歩には本質的に時間
がかかります。その中で、大きく進歩させるのは天才であって、彼らは数学を見て（この様なことが
あるのではないかと想像して）
、それを証明して、確かめる作業を行っていると思います。
いずれにしろ数学は、10 万年前にはほとんど必要なかった能力ですから、私たちはごくわずかしか
能力を持っていません。その様な特別な能力ですから、数学の世界を見るためには、やはり訓練がい
ります。練習することによって一部が見えるようになると、私は考えています。
そのために大事なことは何かといいますと、同じように私たちが興味を持つものとして、芸術があ
ると思いますが、芸術、特に音楽などだと、優秀な人を育てるためには早くから訓練しなければいけま
せん。若い頃には頭の構造が固まっていませんので、訓練すると、それに必要な頭の組織が発達すると思い
ますから、
「数学を見る」能力も伸ばすためには、若い間の訓練が大切であると思います。つまり、５
歳から 10 歳ぐらいの間で訓練を行ったら、うまくいくのですが、例えば、40 歳ごろになってやって
みても、なかなかうまくいかない。その様なことがあるかと思います。
（２）タイムスケールの長さ
タイムスケールが長いと、先ほど少し言いましたが、具体例を挙げると、ギリシャのころに三大問
題というのがありました。円を与えたときに、それと同じ面積を持つ正方形を、定規とコンパスだけで作
図せよ。それから、立方体を与えたとき、体積が２倍の立方体を定規とコンパスだけで作図せよ。三つ
目は、任意の角を与えたとき、定規とコンパスを使ってそれを 3 等分する方法を見つけよ、という問
題がありました。角の 3 等分については、3 倍角の公式が右上に書いてありますが、
「3 倍角のコサイ
ン cos3α を与えたときに、元の角のコサイン cosα は定規とコンパスだけを使って求められるか」
ということですが、それは、
「4x3－3x＝c という方程式を、c として任意の数を与えたときに、使える
のは四則と平方根のみで、この方程式が解けるか」という問題になります。そのように考えると、こ
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の問題は、本質的にはガロア理論の問題になります。ギリシャの三大問題は、この様にして問題を再
解釈した上で、大体 1700 年代末ぐらいから 1800 年代にかけて全部が解けましたが、すべて否定的
に解決されました。
最近解けた問題としては、一つはフェルマーの問題がありますが、フェルマーは 1650 年ごろ活躍
した人で、フェルマーの最終定理が証明されたのは 1995 年ですから、やはり 350 年近くかかってい
ます。ポアンカレ予想も、やはり 100 年ぐらいかかりました。
これらを見てみると何が分かるかというと、単に長い時間がかかっただけではなくて、これらの問
題自体は易しそうに見える、といいますか、問題自体を述べることは簡単だが、それを深く研究して
いくことによって、色々な新しい数学が生まれ、新しい数学を使って問題が解けました。
最初のギリシャの三大問題を解くためには、ガロア理論が必要になった。フェルマーの問題を解く
ためには、楕円曲線と保型形式が必要になった。このように、
「新しい概念が見つかることによって、
難しい問題が解くことができた」ということが大切かと思います。つまり、これらの問題は、実は非
常に良い問題であって、これらを解こうと努力を重ねることにより、時間はかかりましたが、新しい
数学が見つかり、その結果、元の問題が解けたということを強調したいと思います。
数学の時間の長さを表す例として、ガウスは二元二次形式の本を 1800 年ごろに書きましたが、こ
の本は、二元二次形式の本として非常に優れているので、今でも引用することがありますし、私も引
用したことがあります。それから、リーマンの全集は非常に薄いものですが、色々な面白いことが書い
てあるので、これも 150 年ぐらい経っていますが、やはり今でも役に立っています。このように、何
百年たっても生きている本や論文は、ほかの分野では非常に少ないのですが、数学で探すといくらで
もあります。その様な意味で、数学は他の科学分野に比べて、非常にタイムスケールが長いというの
が一つの特徴です。
（３）数学の評価と数学の援助
このことと関係して、数学の評価の仕方はどうあるべきかという話をします。タイムスケールが長
いから、将来どの数学がどの様な形で社会に役に立つかということは、だれも予想ができません。自
分で研究したことの将来さえ間違えることが多い。例えば、伊藤清先生は、自分の研究がデリバティブの
値段の決定に使われたことを、なかなか信じることができなかったそうです。このように、研究した
数学者自身が、自分の研究の将来は予想できません。そうすると、他の人が予想するのは、さらに難
しい。最近流行っている論文引用数ですが、数学についてはタイムスケールが長いので、最近 10 年
間の引用数を調べてみても、それから正しい評価が得られるとは言えません。何年もたってから、論
文の価値が見直されることもよくあります。
数学の評価は、数学者の観点で見て、良いかどうかを基本として判断すべきであるというのは、国際
的な共通認識かと思います。だから、政府などでは、数学全体を援助するのが唯一の可能な方法です。
数学でピアレビューを行い、数学者として面白いと考えるかどうかを尺度にして、政府が数学全体を
サポートするのが正しいやり方であって、最も効率が良いと思われます。社会に役立つ数学のみを政
府が援助することは、原理的に不可能であると思います。例えば、1950 年ころに、伊藤先生の研究
を見て、それが将来あの様な形で使われるということを予想できた人はだれもいないと思います。
（４）数学の社会への応用
最後に、数学の社会への応用について、整理したいと思います。
「社会への応用を目指して、数学
は文明の成立とともに生まれた」というのが第１段階かと思います。つまり、元々、数学は、役に立
たせたいという目的があって生まれてきました。それから、二つ目は、
「デカルト、ニュートン、ライ
―281―

プニッツなどの仕事で、実社会の問題が数学を使って扱えるようになりました。解析学が実社会の研
究に使えるようになりました。それによって、数学が科学技術の基礎となって科学技術が進歩して、
私たちの豊かな生活が作られた」というのが第２段階だと思います。最近の数学の応用は、これらと
はちょっとタイプの違う応用かと思います。そこには、一つは電子計算機の発達、それから生命科学
の発達などがあって、それらが数学の新しい応用を生んでいる、そのように私は考えます。
私が他の人から聞いた話としては、儀我美一先生は、
「数学の海の中に、色々な科学の島が浮かんで
いる」
、その様なイメージを持っているそうです。それから、NTT の岡本龍明先生は、
「今までの物
作りの基礎になったのは物理だった。しかし今は、インターネットなどバーチャルな世界が大事にな
ってきているが、バーチャルな世界の基礎となるのは数学である」、と言っています。それは考えて
みると、
「バーチャルな世界では、バーチャルな学問である数学が適している」
、その様なことかと思
います。
以上で私の話はおしまいにしたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。
［文責：長崎栄三］
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算数の力の育成を目指した授業
本研究の研究代表者らは、算数・数学教育の目標として、算数・数学の概念の理解
と、算数・数学の方法の習得の両者が必要であり、これまでの日本の算数・数学教育
は、算数・数学の概念の理解にあまりにも偏りすぎてきたとの認識に立って、算数・
数学の方法の習得を「算数・数学の力」として、この数年間、その理論化、実践化を
図ってきた。
そして、この算数・数学の力は、数学的リテラシーの重要な構成部分にもなると考
えて、小学校関係者を中心として作業部会を作り、算数の力の育成に関する実践研究
を行ってきた。ここには、そのうちの 2 つの授業記録を掲載する。
１．小学校第 6 学年「単位量あたりの大きさ」
２．小学校第 6 学年「面積を分けよう」
そして、算数・数学の力の詳細な説明を最後に掲載してある。
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数学的リテラシーを育成する授業
－小学校第 6 学年「単位量あたりの大きさ」－
小田 友美
東京都杉並区立杉並第七小学校
1．数学的リテラシーの育成のために
数学的リテラシーを「数学と社会をつなげる力」すると、小学校段階では、
「算数と社会をつなげ
る力」と考えることにする。私たち教師は、教材にも、授業にも身の回りの事象を取り入れて算数
と日常生活を結びつけようとすることをめざしてきた。しかし、子どもの意識は学習したことを日
常生活に生かそうとはしていない。原因は何なのかを明確にしなければならない。
（１）教師の意識
毎日忙しくまじめに働く教師は、多くの研修を受けている。その多くは事例研究や指導法など明
日の授業にすぐに役立てられることが多い。そこでは教師は何のために子どもたちを教えているの
かという前提はなかなか話し合われない。とはいえ、個人の中では、子どもたちの現在も将来も考
えているはずである。それぞれの教師がばらばらに考えている算数教育の目的を共通理解する必要
がある。これまでの研究を通し、筆者は算数教育の目的は、人間形成的目的、社会的目的、文化的
目的の３つの目的をめざしているものとした。
また、身の回りの事象から算数の教材作りは盛んになされているのに、子どもの意識は日常生活
と算数を結びつけて考えていないのは、教師が身の回りの事象と算数をつなげていると勝手に思い
込み、 日常生活において算数の必要性を強く伝えてこなかったとも考えられる。むしろ教師がそれ
を感じていないのかもしれない。教師は算数と社会をつなげることをもっと意識する必要がある。
（２）カリキュラム
数学的リテラシーと３つの目的のために、カリキュラムを考え直す必要がある。新学習指導要領
の算数のキーワードは「活用」である。これは PISA 調査を意識したものといえる。この「活用」
は現在の評価の４観点では位置づけがはっきりしてこない。そこで４観点に代わって「算数の力」
を手かがりにしてみた。算数の力には、
「算数を生み出す力」
「算数を使う力」
「算数で表す力」
「算
数で考え合う力」の４つの力で構成してあり、社会とのつながりや活用という面で直接的に関係の
深い力は、
「算数を使う力」と思われるが、そのためにはどの力も重なり必要であると考えられ、結
局４つのすべての力が大切であることになる。そこで、従来の目標や計画を授業のレベルで改善し
ていくことを試みた。
（３）授業
長崎・阿部（2008）は、数学教育におけるリテラシーを育成するのに適した内容として、①環境
問題、②数学的モデル化の問題を挙げている。それを裏付けるように数学的リテラシー育成の授業
実践の書かれている文献（小寺・清水,2007）では、ゴミの埋め立て地の量や花粉の飛散量の推移
などを題材に用いている。そのように教材を工夫していくことは大切であるが、社会科や総合的な
学習の時間などで扱っている内容を特別に扱わなければならないという印象が強く残る。できるだ
けこれまでの授業との違いを最小限にすることが多くの実践者を生むことになると考えた。これま
での授業の改善点を明確にしていきながら考えていくことにした。
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2．数学的リテラシーの育成の授業
具体的に授業を考えていくために、例として６年「単位量あたりの大きさ」の単元で考えていく
ことにする。
単元 ６年「単位量あたりの大きさ」
（１）単元目標
従来・異種の二量の割合としてとらえられる数量について、その比べ方や表し方を理解する。
・単位量あたりの考え方を用いて問題を解くことができる。
改善・異種の二量の割合としてとらえられる数量について、その比べ方や表し方を考え創りあげ
ていく上でそのよさを知り、日常生活に生かそうとする態度を身に付ける。
・単位量あたりの考え方を用いて問題を解くことができる。
（２）評価規準
従来 【関心・意欲・態度】
・単位量あたりの考え方を用いると、数値化して比較できることの
よさに気づき、生活に生かそうとする。
【数学的な考え方】
・異種の二量について、割合の考えを用いて表し方や比べ方を考える。
【表現・処理】
・単位量あたりの考えを用いて、混み具合などを比較することができる。
【知識・理解】
・異種の二量の割合の意味とその求め方を理解する。
改善 【数学的リテラシー】単位量あたりの考え方を日常生活の中で使っていこうとする態度を
身につける。
「内容」単位量あたりの考え
「算数の力」
・算数を生み出す力 単位量あたりの考えを創る。←数学的な考え方
・算数を使う力

単位量あたりの考えを使う。←関心・意欲・態度、知識・理解

・算数で表す力

単位量あたりの考えを表す。←表現・処理

・算数で考え合う力 単位量あたりの考えについて考え合う。
（３）指導計画（全９時間）
従来 （平成 22 年度より、

(2．速さ)は６年生の内容、その他は５年生に移行）

次 時
学習活動
関心・意欲・態度 数学的な考え方
表現・処理
・混みぐあいについ
・
混みぐあいを比べ
・混みぐあいを比
1 1
べることにより、 て、進んで比べよう る際、一方をそろえ
単
て比べようと考え
本 単 元 の 学 習 課 としている。
位
ている。
題をつかむ。
量
・単位量あたりに
あ
着目し、混みぐあ
た
いを考える。
・単位量あたりの考 ・単位量あたりの
り 2 ・日常生活で単位

3

量あたりの考え
が用いられてい
る場面を知り、２
つの観点から量
の大きさを比べ
る。
・日常生活で単位
量あたりの考え
が用いられてい
る場面において、

えを用いて、量の大
きさの比べ方を考
えている。

知識・理解

考えを用いて２
つの観点から量
の大きさを比べ
ることができる。

・人口密度を求め ・単位量あたりの
ることができる。 考え方、人口密度
の意味や求め方
を理解している。
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2 1
速
さ
2

3

１つの観点から
量の大きさを比
べる。
・速さの意味とそ
の表し方を理解
する。

・距離や時間をそろ
えて、それに対応す
る量の大小で速さ
の比べ方を考えて
いる。

・速さの求め方を
理解し時速、分
速、秒速を求め
る。
・速さと時間を知
って、道のりを求
める。

4

・道のりと速さを
知って時間を求
めることができ
る。

3 1
練
習

・単位量あたりの
考えが理解でき
たかを確かめ、習
熟を図る。

2

・単位量あたりの
考えが理解でき
たかを確かめ、習
熟を図る。

・速さの意味とそ
の求め方を理解
している。
・線分図などを用
い、速さと時間から
道のりの求め方を
考えている。
・速さを求める公
式から、時間を求
める方法を考え、
公式にまとめ公
式を用いて時間
を求めることが
できる。
・問題場面をとら
えて、単位量あた
りの考えを用い
て比べることが
できる。
・問題場面をとら
えて、単位量あた
りの考えを用い
て比べることが
できる。

改善
次 時
学習活動
生み出す力
使う力
表す力
考え合う力
・
混みぐあいについ
・よりよい比べ方
・混みぐあいを比べ
・混みぐあいを比
1 1
を話し合う。
べることにより、 る際、一方をそろえ て、進んで比べよう
単
本 単 元 の 学 習 課 て比べようと考えて としている。
位
いる。
題をつかむ。
量
・単位量あたりに
あ
着目し、混みぐあ
た
いを考える。
・単位量あたりの
り 2 ・日常生活で単位 ・単位量あたりの考

3

量あたりの考え
が用いられてい
る場面を知り、２
つの観点から量
の大きさを比べ
る。
・日常生活で単位
量あたりの考え
が用いられてい
る場面において、
１つの観点から
量の大きさを比
べる。

考えを用いて２
つの観点から量
の大きさを比べ
ることができる。

えを用いて、量の大
きさの比べ方を考え
ている。

・人口密度を求める
ことができる。
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・単位量あたりの
考え方、人口密度
の意味や求め方
を理解している。

・速さの意味とそ
の表し方を理解
する。

2 1
速
さ

・距離や時間をそろ
えて、それに対応す
る量の大小で速さの
比べ方を考えてい
る。

・速さの求め方を
理解し時速、分
速、秒速を求め
る。
・速さと時間を知 ・線分図などを用い、
って、道のりを求 速さと時間から道の
める。
りの求め方を考えて
いる。
・道のりと速さを
知って時間を求
めることができ
る。

2

3

4

・単位量あたりの
考えが理解でき
たかを確かめ、習
熟を図る。
・単位量あたりの
考えが理解でき
たかを確かめ、習
熟を図る。

3 1
練
習
2

・速さの意味とそ
の求め方を理解
している。

・速さを求める公式
から、時間を求める
方法を考え、公式に
まとめ公式を用い
て時間を求めるこ
とができる。
・問題場面をとらえ
て、単位量あたりの
考えを用いて比べ
ることができる。
・問題場面をとらえ
て、単位量あたりの
考えを用いて比べ
ることができる。

（４）本時の計画
第1時
従来 広さ（たたみの畳数）と人数で混み具合を比較する。問題の導入からその２量が表になって
与えられている。
改善 比較するための２量を見つけ出し、表に整理する。どちらか一方の量をそろえて比べようと
する。
①本時のねらい
学習活動
・混みぐあいを比べることに
より、本単元の学習課題をつ
かむ。
・単位量あたりに着目し、混
みぐあいを考える。

生み出す力

使う力

○混みぐあいを比べ ・混みぐあいについ
る際、一方をそろえ て、進んで比べよう
て比べようと考えて としている。
いる。
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表す力

考え合う力
・よりよい比べ方
を話し合う。

②本時の展開
指導上の留意点・

学習活動

予想される算数の力○（下線）

どちらが混んでいるか調べよう
黒板に次の問題を板書し、絵を掲示する。

・移動教室や修学旅行の話な

①ＡとＢの部屋の混み具合を考えさせる。

どから場面を想起させる。

次のような部屋があり、子どもがいます。
こんでいるのはどちらの部屋ですか。
A

B

課題把握

○2 使う力①現実の問題を算
Ｔ A と B の部屋ではどちらが混んでいますか。
Ｃ A も B も人数は 7 人です。

数の問題に直す力
・人数が等しければ、部屋の

Ｃ でも部屋の広さが違う、Ｂのほうが狭いから混んでいる。

広さで比較すればよいこと

②ＡとＣの部屋の混み具合を考えさせる。

に気付かせる。広さに着目

次のような部屋があり、子どもがいます。
こんでいるのはどちらの部屋ですか。
A

C
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させる。

Ｔ では、A と C の部屋では、どちらが混んでいますか。
Ｃ A は 7 人、B は 8 人だから B が混んでいるよ。

・人数だけでなく、広さに着

Ｃ でも広さも比べないといけないんじゃないかな。

目できてから、部屋の寸法

Ｃ どちらが広いか分かりにくいなあ。

を与える。
○2 使う力①現実の問題を算

Ｃ 先生、実際の部屋の長さは何ですか。

A

6m

C

8m

数の問題に直す力
○1 生み出す力④算数で関係
づけて考える力

4m

3m

・Ａの部屋とＢの部屋は同じ
広さなので人数だけで比較

C 面積は同じです。だから、人数が多い C の方が混んでいます。

すればよいことに気付かせ

③ＢとＣの部屋の混み具合を考えさせる。

る。

次のような部屋があり、子どもがいます。
こんでいるのはどちらの部屋ですか。
B

C

課題把握
Ｔ A と B では B、A と C では C が混んでいることがわかりま
した。では、B とＣの部屋では、どちらが混んでいますか。 ○2 使う力①現実の問題を算
Ｃ 先生、B の部屋の長さを教えてください。

B

5m

4m

C

数の問題に直す力

8m

3m

4m

Ｃ B の部屋の面積は 20 ㎡、C の部屋の面積は 24 ㎡。

○3 表す力①式・表・グラフ・

④表に整理する。

図などで表す力
部屋の面積と子どもの人数

Ｔ 分かっていること

A

B

c

面積(㎡)

24

20

24

人数(人)

7

7

8

をまとめてみましょう。

・比較してわかったことを板
書にまとめながら、表にし
ていくとよい。表にするこ
とで比較しやすくなること
に気づかせる。

自力解決

計算して分かりやすく表現しよう
Ｔ 比べ方を考えみましょう。
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Ｃ１ B 20÷7＝2.85…
C 24÷8＝3

1 人分の広さは約 2.9 ㎡

・時間を十分にとるようにす

1 人分の広さは 3 ㎡

る。

答え B の部屋のほうがこんでいる。
B(㎡) 0

20

□

○1 生み出す力④算数で関係
づけて考える力
○3 表す力①式・表・グラフ・

(人) 0

1

C(㎡) 0

□

(人) 0

7

図などで表す力
24

1

8

Ｃ２ B 7÷20＝0.35
C 8÷24＝0.333…

1 ㎡分の人数は 0.35 人
1 ㎡分の人数は約 0.33 人

答え B の部屋のほうがこんでいる。
B(㎡) 0 1

20

(人) 0 □

7

・必要に応じて、電卓を使わ

C(㎡) 0 1

24

せてもよい。わり切れない
場合は、上から２けたの概

自力解決

(人) 0 □

8

数にする。
・誤答として差を考えること

Ｃ３ B 20×8＝160

56 人分の広さは 160 ㎡

が考えられるが、図などを

C 24×7＝168

56 人分の広さは 168 ㎡

利用して個別指導する。

答え B の部屋のほうがこんでいる。
B(㎡) 0

20

(人) 0

7

C(㎡)

□
56

0

24

□

(人) 0

8

56

Ｃ４ B 7×6＝42

120 ㎡分の人数は 42 人

C 8×5＝40

120 ㎡分の人数は 40 人
答え B の部屋のほうがこんでいる。

B(㎡) 0

□

20

120

(人) 0

1

7

□

C(㎡)

0

(人) 0

□
1

24

120

8

□
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発表したり、友達の発表を聞いたりしよう・話し合おう。
T 自分の比べ方を発表しましょう。

○4 考え合う力①算数で説明
する力

C1～C4 発表

○4 考え合う力②算数で解釈

T 質問はありますか。

する力

それぞれの比べ方の妥当性を検討する。

○4 考え合う力③算数で話し

T それぞれの方法で似ているところはありますか。

合う力

集団検討

それぞれの比べ方の関連性を検討する。

・計算結果の数値について、

C 数直線を見ていると、異なった２量を比べる場合、どちらか
の量をそろえて考えている。

しっかり理解させるため、
求めた数はどういう意味な
のか「～ 分の～は～」とい
うように言葉で表すように
指導し、数値が高いことが
「こんでいる」ことなのか
数値が低いことが「こんで
いる」ことなのか考えさせ
る。

まとめ

2 つの量を比べるときは、どちらかの量をそろえて考える。

○1 生み出す力④算数で関係
づけて考える力

③評価
1 生み出す力
④算数で関係づけて考える力
5)単位の考え: ある数量を 1 つ分として、そのいくつ分かで、ものの大きさなどを考えること。
水準:
水準Ⅰ

水準Ⅱ

水準Ⅲ

④算数で関係づけ
て考える力

関連する内容を思い出
す。

関連する内容との共通点
や相違点を見出す。

関連ある内容との関係を
見出す。

④算数で関係づけ
て考える力

異なる 2 量を対応させよ
うとする。

異なる 2 量のどちらかを
同じ量にそろえる。

評価方法
ノート

何らかの表現を用いて考
えている。

数直線や式を用いて考え
ている。

異なる 2 量のどちらかを
同じ量にそろえる。また、
同じ量を様々な量で考え
る。
様々な量で、数直線や式
を用いて考えている。

第9時
従来
練習問題に取り組む。自分の走る速さを測定する。トンネルを通過する電車の時間を求める。
改善
単位量あたりの考えを、日常生活に生かす。自分の意見をもち、様々な価値観に触れる。
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①本時のねらい
学習活動
・単位量あたりの考
えが理解できたかを
確かめ、習熟を図る。

生み出す力

使う力
・問題場面をとらえて、単
位量あたりの考えを用いて
比べることができる。

表す力

考え合う力

②本時の展開
指導上の留意点・
学習活動

予想される算数の力
○（下線）

買い物の場面で単位量あたりの考えを使ってみよう。

○2 使う力①現実の問題

「ポテトチップスを買いに来ました。単位量あたりの考えを使って、

を算数の問題に直す力

どの商品を買うか考えましょう。」

10）数学的モデル化

課題把握

A
価格
88 円
内容量 70ｇ
栄養表示 20ｇあたり
エネルギー110kcal
たんぱく質 0.8ｇ
脂質
6.8ｇ
炭水化物 11.5ｇ
ナトリウム 75 ㎎
カリウム 210 ㎎
塩分相当量 0.2ｇ

B
価格
75 円
内容量 60ｇ
栄養表示 60ｇあたり
エネルギー341kcal
たんぱく質 3.3ｇ
脂質
22.6ｇ
炭水化物 31.1ｇ
ナトリウム 293 ㎎

C
価格
105 円
内容量 60g
栄養表示 100g あたり
エネルギー560kcal
たんぱく質 4.5ｇ
脂質
35.8ｇ
炭水化物 55.0ｇ
ナトリウム 347 ㎎
食塩相当量 0.9ｇ

「商品を選ぶときに、何をもとにして考えますか。」

D
価格
158 円
内容量 100g
栄養表示 100g あたり
エネルギー560kcal
たんぱく質 4.5ｇ
脂質
35.8ｇ
炭水化物 55.0ｇ
ナトリウム 347 ㎎
食塩相当量 0.9ｇ

・実物の商品を提示する。

C 値段

どの商品にも値札や内

C 重さ

容量、栄養成分表示な

C カロリー

どがある。

C 脂質

○2 使う力①現実の問題

「Ａ～Ｅの商品を単位量あたりの考えを使って比較し、選んだわけを

を算数の問題に直す力
8）仮定を置く

書きましょう。」

・１人１人がいくつかの
観点で比較できるよう
促す。
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○2 使う力①現実の問題

分かりやすく表現しよう。
C1 値段と重さを比較する。

を算数の問題に直す力

A 値段 88 円 重さ 70ｇ 88÷70＝1.257… 1ｇあたり約 1.26 円

9）式を立てる

B 値段 98 円 重さ 60ｇ 75÷60＝1.25

1ｇあたり約 1.25 円

C 値段 105 円 重さ 60ｇ 105÷60＝1.75

1ｇあたり 1.75 円

○3 表す力①式・表・グ

D 値段 158 円 重さ 100ｇ 158÷100＝1.58

1ｇあたり 1.58 円

ラフ・図などで表す力

1ｇあたりの値段が安いＢを買う
自力解決

C2 エネルギーと重さを比較する。

５）式での表現
○3 表す力②式・表・グ

A エネルギー20ｇあたり 110kcal 110×5＝550
100ｇあたり 550 kcal

ラフ・図などを使う力
2）式の利用

B エネルギー60ｇあたり 341 kcal 341÷6×10＝568.88…
100ｇあたり約 568.9 kcal

・栄養成分表示は、単位

C エネルギー100ｇあたり 560 kcal

100ｇあたり 560 kcal

量あたりで表示されて

D エネルギー100ｇあたり 560 kcal

100ｇあたり 560 kcal

いる。そのことに気が

100ｇあたりのエネルギーが低い A を買う

つかせる。

C3 脂質と重さを比較する、
など。

発表したり、友達の発表を聞いたりしよう。

○2 使う力③算数で処理

話し合おう。

した結果を振り返る力

発表者には、何を単位量として考え、どのような観点で商品を選んだ

1）振り返り

集団検討

のかを話させる。

○3 表す力②式・表・グ

聞いている者は、それらが正しいかを考えさせたり、自分の考えとの

ラフ・図などをよむ力

違いを比較させたりする。自分の意見をノートに書かせる。

2）式のよみとり

計算の正しさが確認されたら、選んだ観点について検討する。いろい
ろな価値観がぶつかることが考えられる。

○4 考え合う力
①説明する力
②解釈する力
③話し合う力

まとめ

まとめよう。

○2 使う力③算数で処理

「今日の学習で思ったことをまとめましょう。」

した結果を振り返る力 1）

・買い物の場面で単位量あたりの考えが使うことは役に立つか。

振り返り

・今後、買い物の場面で単位量あたりの考えを使おうと思うか。

③評価
2 使う力
①現実の問題を算数の問題に直す力
10)数学的モデル化：現実の問題をその本質をあまり変えないようにして算数の問題に直し、それ
を算数で解決し、さらにその解を最初の現実の問題に照らして検証すること
水準:
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水準Ⅰ

水準Ⅱ

水準Ⅲ

①現実の問題を算

現実の問題を解決するた

現実の問題を解決するた

現実の問題にある量や形

数の問題に直す

めに必要な量や形を指摘

めに必要な量や形の関係

の関係を式やグラフなど

力

する。

を指摘する。

で表す。

評価方法

現実の量を単位量あたり

現実の量を単位量あたり

現実の量を単位量あたり

ノート

の考えを使って式を用い

の考えを使って式を用い

の考えを使って式を用い

て処理する。

て処理し、自分の意見を

て処理し、自分の意見を

もつことができる。

もつことができる。また、
友達の意見に感想をも
つ。

（５）考察
・第１時は算数の概念を発展させる時間、第９時は算数を日常生活に活用する時間で、どちらも数
学的リテラシーを必要とする場面である。
・第１時は、２つの量を比較する際、大きい数÷小さい数と計算する児童が多く見られ、その値を
人口密度を勘違いしていた。他の値が出なかったため、考え方の比較ができず勘違いしたまま授業
が終わってしまった。数値の設定に不備があった。比較する２量の値は近い数値のほうが望ましい
ことがわかった。
・第９時は、３つの考え方が発表され、価値観の違いによってどの商品を選んでもよいことが理解
された。この価値観の違いを算数の力の中に位置づけることは難しいが、数学的リテラシーを育成
する上では算数教育の中で価値観やその違いを学習させていくことは必要である。これは「賢い消
費者」を育てることとは異なる。
・普段から日常生活に結びつけていくトレーニングし、当たり前の態度となるように継続的指導が
必要である。
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研究授業 授業記録

時間

課題把握

00:00

段階

杉並区立杉並第七小学校どんどんコース 11 名 平成 21 年９月 28 日（月）5 校時
授業記録

分析する諸力

C これから授業を始めます。よろしくお願いします。
T1 今日で単位量あたりの大きさの学習は終わりです。最後だからちょっと頭を
使って考える問題を用意しました。じゃあ見せよっかな。先生はポテトチッ
プスが好きなんですよ。
C1 太るよ。
C2 持ってる。
C3 食べれんの。
T2 みんなお買い物いきますよね。先生も買うときどれにしようかなって考え
ます。みんなも考えます？
何種類もあるものがあるもんね。
C4 野菜も
C5 野菜、にんにくポテトチップスとか。
T3 で、どれにしようかなあって考えたとき、みんなにも考えてもらいたいな
あと思って持ってきました。
C6 やったー
T4 （次々に４種類のポテトチップスを出していく）
C7 （口々に歓声）
T5 これみんな値段が違うんです。値段は値札のシールを貼っておいたの。み
んな選ぶときどうやって選ぶの。
C8 安いの。
C9 おいしそうなの。
C10 ポテチだったらカルビーだな。
C11 おれは湖池屋。小池だから。
T6 あそう。みんな味じゃないんだ。これはみんな塩味。似たような味。味は
考えない。同じぐらいの味。
C12 いや、石垣の塩があること。
T7 塩の種類が違う？じゃあみんなだったら、今小池君は安くて何だっけ。
C13 安くておいしくて湖池屋の。
T8 他はどう。
C14 安くておいしくて量が多いの。
C15 あー量が多いの。
C16 だから今の勉強で求めるには、安いのを求めるか、多いのを求めるか。
C17 甘いやつは買わない。うす塩に限る。
T9 あっさりうす塩。澤登くんはどう？選び方のコツみたいのある？
C18 湖池屋の。
T10 あー名前で選ぶんだ。
C19 パッケージ。パッケージの見た目。
T11 どれがおいしそうな見かけなの？
C20 左。左。湖池屋。
C21 やっぱ、北海道のじゃがいも使わないとね。
T12 見た目とか、味とかを考えてももちろんいいですけど。今日はね、単位量
あたりの考えをちゃんと使って考えて。
C22 あー１ｇあたりとか、１円あたりとかー
T13 どれを選ぶか考えてほしいの。
C23 量じゃん。
C24 袋のまま？
T14 袋にいろんな情報が載っています。
C25 袋のままを見ればいいの。わかった。
T15 質問ある人？
C26 おいしさは関係ないということですよね。
C27 一番多い量を選ぶとか、一番少ない量を選ぶとか、それは自由なんです
か。
T16 自由ですけど単位量あたりの考えを使っていればいいです。じゃあ、ノー
ト開きましょう。

想定内の能力:
赤字（下線）
想定外の能力:
青字（斜体）
検討ありの能力:
緑字（ゴシック
***）
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(2)使う力
①算数・数学の問
題に直す力
1)数学化

(2)使う力
①算数・数学の問
題に直す力
7)形式化

00:10
自
力
解
決

00:25

〈板書中〉
C 中身ほんとに入ってますか。
C 開けて量をチェックする。
C 袋の重さでも考えられるね。全部食べて袋が大きかったら…
C でも袋が大きくても量が少ないかも。
C こんなに袋が大きくて、これしか入ってないなんてことあるの？
C あるよね、たまにそういう詐欺って。
T17 こうこうこういう理由でこれを買うって伝えてください。
2)使う力
C28 だから、何ｇあたり何円で安いからとか。
①算数・数学の問
T18 自分で何を計算をしたかもメモしてね。紛らわしいのでＡＢＣＤを付けま
題に直す力
す。
10) 数 学 的 モ デ
C29 配ってくれるんだ。わーい。
ル化
T19 みなさんにお願いがあります。何種類か考えてほしいです。こういう風に
2)使う力
見ればこれがいいと思うけど、こういう風に見ればこっちのほうがいいとい
①算数・数学の問
うようにいくつか考えてみてほしい。
題に直す力
C あー
8)仮定を置く
T20 じゃあ、時間はどれくらいかかるかな。配るので班の形になりましょう。
(1)生み出す力
③多様に考える
力
1)多様な答え
3)多面的に考え
る
(2)使う力
①現実の問題を算
数の問題に直
す力
9)式を立てる
(2)使う力
②きまりに従っ
て処理する力
1)数学的処理
(2)使う力
②きまりに従っ
て処理する力
〈３グループで検討、各グループに実物を配布〉
は発表者
5)電卓の利用
(4)考え合う力
①グループ４人、
②グループ３人、
③グループ４人、
③話し合う力
清水・杉山・西
藤井・宮崎・増田・澤登
小池･寺嶋・浦田・松戸
・炭水化物の数値に着目
・１ｇあたりの価格を調
・寺嶋が「１ｇあたりの
1)真意の確認
する。
べ始める。Ｃが一番高い。
価格を出していこう」と
(4)考え合う力
・「これで 20ｇ？」表示
・100ｇあたりのエネル
呼びかける。グループで
③話し合う力
を見て、気づく。各袋の
ギーも調べ始める。計算
次々計算していく。Ｃが
5) 批判的思考
内容量を確認しあう。
の数値を確認しあう。
一番高い。「（ＣとＤは）
(3)表す力
・どれが得しているか、
同じメーカーなのに何
①式や表やグラ
１ｇあたりの価格を調べ
でだろう」とつぶやく。
フや図などに表
始める。教室の電卓を持
・エネルギーに着目す
す力
ってくる。四捨五入後の
る。どの数値を比較する
答えを確認しあう。
のかを検討する。「カロ
5)式での表現
リー÷ｇ」になる。
(3)表す力
②式や表やグラ
フや図などを使
う力
T21 そろそろいいですか。一応これが買いたいというのは書けたかな？黒板に
2)式の利用
書いてくれる人いますか？
(4)考え合う力
C （３名挙手）
③話し合う力
T22 同じかもしれないから３人で相談して。
5) 批判的思考
C30 カロリーだよ。
(4)考え合う力
C31 同じだ。じゃあ、１円あたりの重さ。
③話し合う力
〈３人が書き始める〉

C32 ちがうよ。こうだよ。（板書している児童に近づき、間違いを指摘した
→修正）
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4) 考えの修正

00:30

T23 机を戻しましょう。
集 T24 発表してもらうんですけど、発表している人の話を聞いているときに、そ
れぞれの人の考えについて自分はどう思うか、いいと思えばいいと思う、違
団
う意見があると思えばそういうコメントをノートにメモしてください。発表
検
してもらう順を勝手に決めます。藤井さん、小池君、浦田さん。まず藤井さ
討
んの発表について聞きます。それに対して意見をノートにメモしてくださ
い。みんな注目。
C33 えっと、私は１
〈1g あたりの価格〉
ｇあたりの価格で考え
A 88÷70＝1.257… 1ｇあたり約 1.26 円
ました。
B 75÷60＝1.25
1ｇあたり約 1.25 円
まず、88，75，105， C 105÷60＝1.75
1ｇあたり 1.75 円
158 のわられる数は価
D 158÷100＝1.58
1ｇあたり 1.58 円
格です。
1g あたりの値段が安いＢを買う
わる数、70，60，60，
100 は、ポテトチップスの量です。わると、価格がわれるので、１ｇあたりの
価格がでました。１ｇあたりの価格が多いほうが、値段が高いということがわ
かるので、一番安いＢを選びました。質問はありますか。
Ｃ 拍手
T25 意見書けました？藤井さんと同じ計算をした人
もいると思いますよ。じゃあ、どんな意見を書いたか言ってください。いい
と思う意見でも悪いと思う意見でもどっちでもいいよ。じゃあ宮崎君。
C34 いいと思う。
T26 どういうところが？
C35 安いから。安いほうがいい。
T27 自分だったら安いほうがいいから、藤井さんの考えはいいと思うと言えば
いいです。先生がお手本を示しました。他に。いやー僕だったら高い高級品
がいいなあという人はいないの？
C36 おれは高いほうがいい。高いほうがおいしくできていそう。おれは高い
ほうがいいですねえ。
T28 わかりました。ありがとう。藤井さんに拍手。小池君どうぞ。
C37 ぼくは、１円あたりの重さを求めました。わられる数は７０円で…
C38 円？
C39 円でしょ？
C40 ｇ
C41 本当だ。わられ
〈1 円あたりの重さ〉
る数は 70ｇでわる数
A 70÷88＝0.795…1 円あたり 0.795…円
は 88 円の値段を求め
B 60÷75＝0.8
1 円あたり 0.8 円
て、0.795…になりま
C 60÷105＝0.5714…1 円あたり 0.5714…円
した。Ｂは１円あたり
D 100÷158＝0.6329…1 円あたり 0.6329…円
の重さだから 60ｇ÷
1 円あたりの重さが重いＢを買う
75 円 で １ 円 あ た り
0.8ｇになり、Ｃは 60ｇ÷105 円で 0.5714…ｇになり、Ｄは 100ｇ÷158 円
で 0..6329…ｇになりました。なので一番１円あたり重いほうがいいので、
買うならＢが重いと思いました。
T29 意見？小池君指して。
C42 四捨五入したほうが比べやすいと思うんですけど。
C43 四捨五入したらＡが同じになっちゃう。
C44 じゃあ、同じにならないところで四捨五入すればいい。
C45 わかりました。
T30 小池君に対して意見ありませんか。ノートにメモしましたか。
C46 最後なんて書いてあるんですか。
C47 買うならＢが重い。
C48 重いからＢを買うだよ。
T31 日本語はちゃんと使わないとね。他にいいですか。何も言ってない人に当
てよう。増田君。
C49 感想でいいですか。意見ですか。
T32 どっちでもいいですよ。
C50 早口でわかりづらかった。
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(4)考え合う力
①説明する力
1) 説明
(3)表す力
①式や表やグラ
フや図などに表
す力
5)式での表現

(2)使う力
③処理した結果
を振り返る力
1)振り返り

(4)考え合う力
③話し合う力
5) 批判的思考
(4)考え合う力
③話し合う力
1)真意の確認
(4)考え合う力
①説明する力
1) 説明
(3)表す力
①式や表やグラ
フや図などに表
す力
5)式での表現
(2)使う力
③処理した結果
を振り返る力
1)振り返り
(3)表す力
③式・表・グラ
フ・図などを読
む力
2)式の読みとり
(4)考え合う力
③話し合う力
3)洗練すること

C51 あー
T33 じゃあ、小池君に拍手しよう。
Ｃ 拍手
T34 浦田さんお願い
〈1 円あたりの重さ〉
します。
A 70÷88＝0.795…1 円あたり 0.795…円
C52 私は、１ｇあた
B 60÷75＝0.8
1 円あたり 0.8 円
りのカロリーを出し
C
60÷105＝0.5714…1
円あたり 0.5714…円
ました。
D
100÷158＝0.6329…1
円あたり 0.6329…円
Ａは 110÷20 で 5.5
1
円あたりの重さが重いＢを買う
が１ｇあたりのカロ
リーです。
Ｂは 341÷60 で 5.683 となって、Ｃは 336÷60 で 5.6 で、Ｄも 560÷100
で 5.6 なので、ＣとＤのカロリーは同じになります。でもＡとＢとＣ、Ｄを
比べるとＡが一番カロリーが少ないので、次にＤとＣで、次にＢなので、Ａ
が一番太らないというかカロリーの少ないです。
C53 何で太らないの。
C54 カロリー＝太るじゃん。
C 笑
C55 小田先生のこと考えてあげた。
T35 先生のこと考えくれたの？
C56 小田先生ならＢじゃん。
T36 何でですか。
C57 冬眠の準備。
C 笑
C58 他に質問ありますか。
C59 何でキロカロリーを求めたんですか。（***）
C60 何でですかって聞かれても、書いてあったから。
C61 Ａは 20ｇでいいの？量は 70ｇだよ。
C62 ううん、ちがうよ。20ｇあたりだよ。
C63 そっか。
T37 何で松戸さんが勘違いしたかわかる？110÷70 じゃないかって思ったん
だよね。浦田さんも最初黒板にそう書いてたんだよね。
C64 藤井さん。
C65 私も引っかかったんですけど、松戸さんが 70ｇと間違えてしまったの
は、ここのＡのポテトチップスでいうと左側に書いてある内容量に 70ｇっ
て入っている。入っているけど栄養表示のところには、１食 20ｇあたりっ
て書いてあって栄養のことを考えると 20ｇあたりになります。
T38 わかった。気がついた人。栄養表示のところってちがうんだよね。先生は
Ｃが 336 キロカロリーなのは変だと思うんだけど。式がもう 1 つ必要なんじ
ゃないかな。
C66 336 キロカロリーであってる。
T39 そう。浦田さんに拍手してあげよう。ありがとう。聞いてみようかな。藤
井さんと同じやり方でやった人。
C 全員挙手
T40 小池君と同じやり方の人。
C 多数挙手
T41 浦田さんと同じ考えの人。
C 多数挙手
T42 あーけっこういますね。何と何を比べてみたか確認してみよう。小池君の
は？価格と
C67 重さ
T43 浦田さんは？
C68 重さとカロリー
T44 カロリーって単位だよ。
C69 エネルギー。
T45 藤井さんのは？
C70 重さと値段
C71 同じじゃないか。
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(4)考え合う力
①説明する力
1) 説明
(3)表す力
①式や表やグラ
フや図などに表
す力
5)式での表現

(4)考え合う力
③話し合う力
５) 批判的思考
(2)使う力
③処理した結果
を振り返る力
1)振り返り
(4)考え合う力
③話し合う力
５) 批判的思考
(4)考え合う力
②解釈する力
1)解釈
①説明する力
4)言い換えによ
る説明

(1)生み出す力
④関係づけて考

00:45

00:50

T46 小池君、今大事。宮崎君が同じじゃないかと言ったんですけど、何が同じ
える力
なんですか。
3)考え方の関連
C72 比べているもの。
(4)考え合う力
C73 その重さと価格を使うところが。
②解釈する力
T47 小池君のと藤井さんのね。
1)解釈
C74 わり方。
T48 わり方が逆なだけで、比較しているものは同じなのね。
C75 見ようとしているものはね。
T49 浦田さんのだけちょっとちがう。もっと別の比較の仕方もあるね。これ以
外で。増田君は何と何を比べました？
(1)生み出す力
C76 袋全体と食塩の量。
③多様に考える
T50 食塩。袋全体と食塩の量。１袋あたりってこと？
力
C77 普通に１ｇあたりにすればいいじゃん。
1)多様な答え
C78 Ｂだけ書いていない。
3)多面的に考え
T51 よく気づきましたね。Ｂだけ食塩がないです。先生、問い合わせました。
る
C79 本当だ。
C80 ちゃんと入れていたよ。工場行ってみたもん。
T52 こういう比較の仕方もある。他にありますか。松戸さん。
C81 １ｇあたりの脂質。
T53 １ｇあたりの脂質ね。脂質って何だろう。
C82 脂質って脂肪。
T53 脂分だね。それも比較できます。ありがとう。それによってどういう選び
方をするかは何を比較するかで変わってくるよね。では、まとめをします。２
つ感想を書いてもらいます。買い物の場面で、こういう単位量の考えは役に立
つと思いますか。
C83 思う。
T54 買い物の場面で単位量あたりの考えを使おうと思いますか。
C84 思わない。
T55 思う人も思わない人もどうしてか理由を書いてください。
C85 書けました。おなか空いた。食べたい。
C86 太るぞ。
T56 みんな太るって気になるの？
C87 なるよー。
T57 そうなんだ。では、終わりましょう。挨拶お願いします。
C88 これで５時間目の授業を終わります。

【引用・参考文献】
小寺隆幸・清水美憲編（2007）
『世界をひらく数学的リテラシー』 明石書店．
長崎栄三・阿部好貴・斉藤萌木・勝呂創太（2008）
「我が国における科学技術リテラシーの基礎文献・先
行研究の分析」
『
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多様な考えを統合する力を目指す比の指導
－小学校第6学年「面積を分けよう」－
佐藤

裕二

横浜市立豊岡小学校
１．学年・授業の標題

第６学年「面積を分けよう」（トピック単元）

２．指導計画
本時は、トピック単元として内容単元とは別に設定したものである。
子どもはすでに面積の学習、比の学習、比例の学習などを終えており、本時では、これまでに
学習してきたことを総動員して問題解決をしていく場面を設定した。
３．本時の概要
本時で扱う課題は、「縦10cm、横20cm の長方形を、面積が5:3:2になるように比例配分する」とい
うものである。この課題には、次のような特徴がある。
【面積の比例配分】
「比」の学習の中で、ミルクコーヒーやドレッシング、お小遣いなどの場面
において比例配分の問題を扱ってきている。一方、「面積」の学習の中で、長
方形の縦を一定にしたときの横の長さと面積との関係や、三角形の高さを一定
にしたときの底辺の長さと面積との関係などを扱ってきている。しかしそれら
は、比は比の学習、面積は面積の学習というように、それぞれの単元の中で別
々に扱ってきている。本時では、面積を比例配分するという場面を設定するこ

②：①

とによって、「量と測定」と「数量関係」といった領域間のつながりを図り、
総合的に考えることができるようになることを期待している。

２

：

１

【等積変形の見方】
一通りの分け方が見付かれば、その分け方の面積を変えずに図形を変えると
いった等積変形をしていくことによって新たな分け方を見出すことができる。
例えば、等底、等高の三角形の面積は等しいという性質を用いることによって、
気付かなかった分け方が見えてくる。本問題では、このような柔軟な図形の見
方との関連付けを図っていきたい。
【連比の見方】
「比」の単元の中でも発展的な扱いとして触れられている連比を本時では取り上げている。５：３
：２という連比には、『５：（３+２）』、すなわち１：１という比が隠されている。つまり、はじめに
全体を１：１に分け、そのうちの一方を３：２に分けるという手順を踏むことによって、これまでの
学習に帰着させることができるような数値をとっている。一見難しそうな連比を、目的に応じて柔軟
にみることも、本時で期待される姿の一つである。
【等積図形への分割】
以前、「1本の直線によって長方形の面積を２等分する」という課題を扱った
ことがある。対角線の交点を通る全ての直線がその解となるが、本時ではこの
学習経験とのつながりも期待できる。このことに子どもが気付くと、本時の課
題の解も無数に存在することに気付く。このような学習経験を積むことによっ
て、既習経験と結び付けることの楽しさを実感できるようにしていきたい。
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４．本時において育てる力
（１）算数を生み出す力

③算数で多様に考える力

本時で扱う問題は、これまでの学習した知識や考え方を活用して解決していく。
先にも述べたが、辺の長さの比と面積の比との関係、等底や等高による等積変形、面積の等分割な
ど、既習のいろいろな視点から問題をとらえることで、様々な解法が期待できる。一つの事象を多面
的に考えることで、豊かなものの見方を養うことができると考える。
（２）算数を生み出す力

④算数で関係づけて考える力

本時では、いくつかの「算数で関係づけて考える」活動がで期待できる。
一つ目は、上述したように、多様に考えるために、「既習との関連」が必要である。これまでに学
習してきた事柄と結びつけて考えることによって、問題の見方が広がっていくのである。
二つ目は、出された様々な考え方を関連づける「考え方の関連」である。様々な視点から出された
考え方を比較し、共通点を見出すことによって、それまで気づかなかった関連性が見えてくるもので
ある。本時では、一見混沌とした解答を関連づけ、結びつけていくことによって、一連の等積変形の
プロセスにたどり着くことができる。このようにしながら、統合的にみる力を養っていくことができ
る。
５．算数の力を育てる授業
（１）授業の計画
①

本時のねらい
・３つの比の比例配分を使って、長方形や三角形の面積の分割の仕方を考えることができる。
・面積を分ける視点や手順に着目して、多様な考え方を関連付けてみることができる。

②

本時の展開
学

習

活

動

○指導上の留意点 ・ ［算数の力］

１．課題を把握する。

○上面から切ること、細かく切り

5年生、3年生、2年生の３人兄弟が

20cm

分けないことを条件として確認

います。右のような長方形のカステラを

する。

長男、次男、三男が、それぞれ５：３：２

10cm

になるように分けようとしています。

○ノートには1/2の縮図で考える
ように指示する。

包丁を使って直線で切り分けるには、

○何通りくらい分け方があるかに

どのような分け方が考えられますか。

関心をもたせることで、多様な

1-1

簡単だ。

分け方を考えようとする意欲を

1-2

５：３：２に分けるってどうすればいいのかな。

高める。

２．自力解決をする。
2-1-1

横を5/10、3/10、2/10
に分ける。

○1-2の子どもには、これまでの
2-1-2

縦を5/10、3/10、2/10

学習を基に全体を5/10、3/10、

に分ける。

2/10に分ければよいことに気付
5cm

かせる。

3cm
2cm
10cm

6cm 4cm

○周りの友達と自由に相談をでき
る雰囲気を作る。
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2-2-1

横を５：５に分けた後、 2-2-2

縦を５：５に分けた後、

縦を３：２に分ける。

横を３：２に分ける。

6cm

5cm

［算数を生み出す力］
④関係づけて考える力

4cm
10cm

5cm

10cm

12cm

8cm

・辺の長さと面積との比例関係

３．考えを発表し、共同思考によってさらに新しい分け方を考
える。
3-1-1

○机間指導により、複数の方法で
求めようとする態度を賞揚す

辺の長さを5:3:2に分けたら２種類あるよ。
（2-1-1、2-1-2）

10cm
3-1-2

１）既習との関連

る。

5cm

○切り方だけを発表させるのでは

3cm

なく、本当に面積が5:3:2にな

2cm

っているかどうか、根拠をはっ

6cm 4cm

きりさせて説明できるように促

5:5（1:1）に分けた後にその一つを3:2に分けたら、さら

に２種類見つかったよ。（2-2-1、2-2-2）

す。
［算数を使う力］

6cm

5cm

③処理した結果を振り返る力
４）過程の検証

4cm
10cm

5cm

10cm

12cm

3-2-1

長方形ではないけど、他にもあるよ。

3-2-2

はじめに対角線を引いたんだ。

8cm

５）結果の検証

・求めた分け方が適切であったか
どうか、条件にあっているかどう
か調べる。

それから…。

○長方形以外の分け方をした考え

3-2-3

それならば、もっと他にも分け方がありそうだ。

方を途中まで取り上げ、もっと

3-2-4

もっと見つかりそうだから、考える時間がほしい。

できそうだという見通しをもて

3-3-1

半分にした後、

るようにする。

3-3-2

底辺を３：２に分ける。

半分にした後、縦を
底辺として３：２に分ける。

（3／3+2の高さをとる。） ○必要に応じて、周りの友達と相
4cm
12cm
3-4-1

8cm

3-3-1を等積変形する。

談する時間を設ける。

6cm

［算数を生み出す力］

3-4-2

3-3-2を等積変形する。 ③多様に考える力

4cm

３）多面的に考える
・等積変形や図形の移動など、視

6cm
12cm
3-5-1

点を変えて考える。

8cm

3-4-1の三角形を裏返す。 3-5-2

3-3-2の三角形を裏返す。 ［算数を生み出す力］

12cm

4cm

④関係づけて考える力
１）既習との関連

8cm
3-6-1

2-1-1を等積変形する

(10-a)cm(6+a)cm
4cm

3-6-2

6cm

・等底、等高の三角形の面積

2-1-1を等積変形する

・底辺の長さと面積との比例関係

(6-a)cm(4+a)cm

・正方形を合同な図形に分割

10cm
○三角形の底辺と面積との比例関

(10+a)cm (6-a)cm

(6+a)cm (4-a)cm
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係や、等高の等積変形の学習と

４．多様な考え方を、観点を決めて関連づける。

結び付けて考えることができる

Ｔ「3-6-1や3-6-2のように変形していくと、他にもどんな図形が

ようにする。

考えられますか？」
4-1-1

２本とも回転させると、もっとたくさん見つかる。
［算数で表す力］
①式・表・グラフ・図などで表す力
2）式・表・グラフ・図などの変形

4-1-2

そのまま回転したら、三角形３つに分けられる。

・目的に応じて、等積変形や対称
移動などをする。
［算数で考え合う力］
②解釈する力

Ｔ「3-5-1のような分け方にはなりませんか。」

２）結果の解釈
・分け方の図を見て、条件通りに
正しく分けられているかどうか読
み取る。

4-2-1

3-5-1も回転すると長方形になるけど、並び方が違う。
○図を示し、なぜそのように分割
すると５：３：２に分けられる
かを説明する。

4-2-2

それなら、他の図形も回転して長方形３つに変形できそ ［算数を生み出す力］

うだ。

④関係づけて考える力
３）考え方の関連
・複数の考え方の間の相違点を
明らかにして、それらの考え方
の相互関係を考える。
○多様な考え方を黒板で整理する
ことで、それぞれの分け方の構
造に着目できるようにする。
○4-6-1のような分け方が出され
た場合には、直線をどこまで傾
けてよいのかどうかの範囲を明

4-2-3

他の図形も、長方形３つの分け方から作れそうだ。

５．算数日記を書く。
Ｔ「今日の学習で、大切だと思ったアイデアや、これからも使
えると思ったアイデアをノートに書きましょう。」
5-1

今までに学習したことを使うと、いろいろな分け方を工夫
することができた。

5-2

いろいろな分け方があったけど、どれも中心を固定して回
転させる考え方でつながっていることがびっくりした。
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確にする。

（２）本時で育成を目指す「算数の力」の目標水準と評価
算数で多様に考える力
水準Ⅰ
水準

評価

水準Ⅱ

一つの考えを出して終える。 同じような質の考えをいく

水準Ⅲ
質の違う考えをいくつか出

つか出す。

す。

長方形の辺の長さを比例配

長方形や三角形の辺の長さ

図形を等積変形したり、1点

分して面積を分けることが

を比例配分して、面積を分

を固定して等しい面積で分

できる。

けることができる。

けたりすることができる。

算数で関係づけて考える力

水準

評価

水準Ⅰ

水準Ⅱ

水準Ⅲ

関連する内容を思い出す。

関連する内容との共通点や

関連する内容との関係を見

相違点を見出す。

出す。

比例配分の問題を思い出す。 長方形や三角形の辺の長さ

面積の比例分配と等積変形

と面積との比例関係を思い

や図形の移動など関連付け

出すことができる。

ながら考えることができる。

（３）本時の授業の実際
T1

こんな問題を考えてみました。
（板書）５年生、３年生、２年生の３兄弟がいます。
３人の兄弟で、5:3:2に分けます。

C1

比だ！

C2

5:3:2で何を分けるの？

C3

お金を分ける。

C4

部屋を分ける。

T2

今日は、カステラを分けます。
（板書）

C5

カステラって、どうやって分けるの？

T3

どうやって分けるって、どういうこと？ C5さん。

C5

カステラは縦に切るの？横に切るの？

T4

今日は、カステラの上の茶色い部分を分けると思って考えるよ。
つまり、何を考える？

C6

面積！！
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T5

そう。今日の約束その１、面積を考えよう。
（板書）①長方形の面積を分けます。

T6

さぁ、ここまで分かれば問題が解けるかな？

C7

質問！長さは？

T7

長さは縦が10㎝、横が20㎝です。
（板書）

20cm

10cm
T8

分け方は何通りくらいありそうですか？

C8

けっこうありそう。

C9

たくさんできる気がする。

C10
T9

質問！切り方は何でもいいの？
切り方ってどういうことですか ？

C11

縦に切るとか、横に切るとか。

T10

それはどうしましょうか？

C12

どっちでもいいんじゃない?

C11

斜めに切るのもいいの？

T11

斜めでもできるのかな？よし、やってみよう！
（個人思考）

T12

確認したいことがあるそうです 。C13さん何ですか？

C13

ひっくり返しても同じですか？別々ですか？

T13

図形の合同はひっくり返しても同じと見たよね。
だから、ひっくり返して同じ形になるものは同じとして考えよう。
（個人思考）

T14

代表的なものを２つだすね。C14さん、C15さん、提示してください。
C14

C15

T15

ちょっと手を止めて。もっと考えたいだろうけど、後で時間とるから今は前を見よう。

T16

この C14さんのやり方説明できる人いる？

C16

縦の比を5:3:2にすると面積も5:3:2になる。

C17

付けたし！同じものをかけたら比も一緒になる。

T17

C15のもこう見ると一緒だよね。

T18

そ う い え ば 、 C18さ ん 。 初 め に 面 白 い と こ ろ で 分 け て た よ ね 。 ど う や っ て 初 め の 線 を
引いたの？
−305−

-6 -

C18

斜めに引いた！

C

ああー！！！わかった！

T19

まわりの人と相談してもいいから、どんどん考えてごらん。
（個人思考）

T20

C19さんに提示してもらいましょう。

C19

C20

ちょっと私のと似ている！

T21

この考え方説明できる？

C21

ここが5:3:2だから。
5

3
2

T22

これで本当にいいの？

C22

横 の 長 さ は 同 じ だ か ら 三 角 形 の 高 さ が 全 部 同 じ に な る か ら 、 C14さ ん と 同 じ よ う に 考
えているんだよ。

T23

どういうこと？

C22

こうやって（たてにして）見ると同じに見える。

T24

長 方 形 を た てに し て 見 る と 、 底 辺 の比 が 5:3:2に な って 、 さっ きの 長 方 形に 分け たと き
と考え方が三角形でも使えるってことだよね。

T25

これは？ C19さんと同じ？

C23

3:2が上にきただけ･･･？

T26

本当にそう？１分間時間とるから周りの人と相談してごらん。

T27

説明できる人！

C24

高さがここで、どの三角形も高さは同じになる。

T28

続きがいえる人いる？

C25

高さが等しいから、底辺の比がそのまま面積の比になる。

C26

付け足しで、ここに線を引くと左の長方形が３で、右の長方形が２になる。

T29

だから？

C26

どっちも２で割ったら3:2になって、
下の三角形はそれを足して５になるから5:3:2になる。
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T30

なるほど。等しい比の話だね。

T31

この C27さんのは？

C28

C15さんのと似ている！

T32

どうしてこの２つは似ているんだろう。
C15さんのを分かりやすいように書き換えるね。
③

②

⑤

T33

こうしたら分かるかな？

C29

あぁー！！！

T34

こ う い う 風 に 考 え て い く と 、 こ れ と か こ れ と か 他 にも 色 々 な も の が 見 て く る か も し れ
ないよ。

Ｔ35

今日はもう時間になってしまいました。次の時間をもう１時間とるから、色々な分け
方の関係をもう少し調べてみましょう。
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（４）第１時終了後の研究会の記録
◆本授業での児童の解答の確認
10

6

4

6

Ａ

10

4

Ｂ

Ｃ
5
3
2

10
6

5

Ｄ

Ｅ
4

12

8

5
12

Ｆ

Ｇ

Ｈ

4

6

6

4
8

7

5

4

Ｉ

10

6

6

Ｊ

12
Ｌ

4

13

16

2

2

Ｍ

2

Ｎ
5

4
8

5

6

6

4
7

8

Ｋ

3
7

8

8

4

2

16

5

◆授業者が想定した分類の仕方
まずは、①長方形分割するか、②三角形分割するかに大別しようと考えていた。
そして、ＡとＢは分けられた図形がそれぞれ合同であることから、「同じ分け方」と捉えさせよ
うとしていた。
①

1辺を使って３つの長方形に分ける。

→

Ａ，Ｂ，Ｃ

①’ ２等分したあとに、辺で３：２になるように３つの長方形に分ける。
①” 長方形の辺を中心から回転させて等積変形をする。
②

→

→

Ｈ

◆事後研究会で検討された分類の仕方
と

Ｍ

と
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Ｄ，Ｅ

Ｉ，Ｊ，Ｋ，Ｌ，Ｍ

対角線で２等分したあとに底辺を３：２に分けて３つの三角形に分ける。

②’ 等底等高で三角形の等積変形をする。

Ｃ

→

Ｇ

→

Ｆ，Ｇ

を比較、観察させることにより、それらがＣの線分の中心を回転させて等積変形されていることに
気付かせる。
Ｃ

Ｍ

Ｇ

つまり、長方形分割Ｃから、三角形分割Ｇも作られるという視点に立つと、他の図形の関連も見え
てくる。
Ｆ

Ａ

Ｉ

Ｊ

Ｋ

Ｂ

Ｌ

Ｈ

また、Ｔ字形のＤ，Ｅから同様の変形をすることにより、Ｎのような分け方が作られる。
Ｅ

どの分け方も

Ｎ

型か

Ｄ

型を原図形として線分の中点を回転す
る

等積変形のアイデア（又は、点対称のアイデア）に統合することができる。
また、このアイデアを活用することにより、新たな分割方法を作り出すこともできる。
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（５）第２時の授業の実際
T36

前 の 時 間 に は 、 色 々 な 分 け 方 に 関 係 が あ る も の が あり そ う だ と い う こ と で 終 わ っ た よ
ね。今日は、みんなが考えた分け方を調べてみて、関係があるものをさがしてみよう
と思います。
（前時に児童がかいた画用紙を提示）

T37

まずは、昨日の最後に似ているといって出されたこの２つの分け方です。とりあえず、
こっちをア、こっちをイとします。
ア

T38
C30

どんなところが似ているんだっけ？
アとイを重ねると、こっちの線が同じになっている。
ア

T39

イ

イ

１ 本 は ま っ た く 同 じ と こ ろ に 線 が ひ い て あ る ん だ ね。 も う １ 本 の 線 は ど う な っ て い る
の？

C31

アとイを重ねると、こっちのちょうど真ん中で交わる。

C32

付け足しで、アのこの線を、くるっと回せばイになる。

T40

ア の こ の 直 線 を 、 真 ん 中 を 中 心 と し て 回 転 さ せ た らイ に な る っ て い う ん だ け ど 、 そ れ
でどうして面積が等しくなったのかな？それって偶然？

C33

真 ん 中 で 回 転 させ て い る か ら 、 ここ と こ こ の 長 さ が 同 じ に な っ て 、 三 角形 の面 積が 等
しくなる。

C34

付 け 足 し で 、 三角 形 の 面 積 は 底 辺× 高 さ ÷ ２ だ か ら 、 底 辺 が 同 じ 長 さ にな って 、ち ょ
うど真ん中だから高さも同じだから、面積は等しくなる。

C35

２つの三角形が合同になってる。

T41

中 心 を 固 定 し て 、 こ の 直 線 を 回 転 し た ら 、 で き た ２つ の 三 角 形 は 合 同 に な る か ら 面 積
は等しくなるということだね。その考え方は納得？

C36

納得！

C37

それなら、他にもある！

T42

C37さん、どういうこと？

C37

それだったら、他にも似ている分け方がある。

T43

で は 、 少 し 時 間 を と り ま す か ら 、 他 の 分 け 方 を 比 べて み て 、 同 じ よ う に 中 心 で く る っ
と回転している関係にあるものを見つけてみよう。
（個人思考）
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C38

２本とも回転しているんだけど、

C39

同じです。

T44

じゃあ、

と

をウ、

。

をエとしましょう。同じだった人、も

う少し詳しく説明してくれますか。
C40

ウのこの線とこの線を、どちらも真ん中を固定して回すとエになる。

C41

付 け 足 し で 、 これ

も ウ の ２ 本 の 直 線 を 回 転 さ せ て で き るか ら仲 間に な

る。
C42

同じです。

T45

じゃあ、これをオとすると、エとオはウからできた仲間ってことになるのね。
ウ

C43
T46

エ

と

オ

も仲間になっている。

え っ ？ だ っ て こ っ ち （ カ と 書 く ） は 長 方 形 で こ っ ち （ キ と 書 く ） は 三 角 形 だ よ 。 C44
さんの言いたいことを代わりに説明できる人いる？

C44

カ

の２本の直線を、真ん中で回転させると

C45

同じ同じ。

C46

おもしろい。

C47

他にもあります。

C48

説明したい。こっちの

と

キ

になる。

も仲間になります。

２本の直線を中心を固定して回転させたら

になる。
T47

この仲間（ク、ケと書く）って、長方形に分ける分け方はできないのかなあ。

C49

どっちも、こうやって回転させれば同じ長方形の分け方になる。
ク

ケ
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T48

な る ほ ど 。 とい う こ と は 、 ク も ケも

か ら 変形 して 出 来 上が って いる っ

てことなんだね。
T49

そういうのって、これで終わりかな。

C50

横に分けているんだけど、

と
（コと書く）

C51

付け足しで、

C52

も同じだと思います。
（サと書く）

（シと書く）も仲間だと思います。

（スと書く）も同じだと思う。

C53

スはちがうんじゃない？

T50

えっ？コとサとシとスは全部仲間なの？それとも違うものもあるの？

Ｃ53

サとシはどちらも回転すればコになるけど、スは回転したら

だから、

５：２：３になってちょっと違う。
T51
C54

C53さんの言いたいこと伝わる？
分かる。コは

5

5

3

だけど、スは 2

2

3

だから、並んでいる

順番が違う。
T52

そうすると、イ

は

ア

から変形してできる。

エ

と

オ

は ウ

キ

は

カ

からできて、

ク

と ケ

これ

からできる。

は、みんなからは出ていなかったけど

からできていて、

サ

と

シ

は
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コ

からできていて、

ス

はこれ

あと、

からできているってことだね。

と
（セと書く）

と
（ソと書く）

が残ったけど、
（タと書く）

これらも、同じように仲間を作れるのかな。
C55

セ

C56

セ
私は、

C57

分かった。言いたい言いたい。

ソ

と

と

セ

は、同じように長方形で区切っているから仲間。

タ

が仲間っていうか、タはセからできると思う。

のここの直線を回転させると

タ

になる。

C58

すげぇ。

T53

同じように、回転の考え方を使うと、タはセからできているってことだね 。
では、残されたソをもとに、他の分け方ができる人いますか？

C59

ソ

のこの辺を回転させれば、

こうやっていくらでもでき

る。
T54

な る ほ ど 。 確か に 、 こ の や り 方 を 使え ば 、面 積 を5:3:2に 分け るや り 方 は、 いく らで も
考えられそうだね。

T55

今 日 は 、 前 の 時 間 に み ん な が 考 え た 分 け 方 の 関 係 を調 べ て み ま し た 。 で は 、 今 日 の 学
習で、発見したことや、これからも使えそうなアイデアなどを、ノートにまとめて終
わりましょう。

（６）子どもの考え方や感想
見つける時間を十分に確保したので、２時間扱いとなったが、子どもは、いろいろな分け方を見つ
けることができた。しかし、見つける段階では、回転移動に気づく子はおらず、三角形や台形の面積
公式にあてはめて、計算しながら辺の長さを決めていくという活動であった。
＜子どもから出された考え方＞
ア

10

4

6

～記号は、第２時に扱った順で振っていった～
イ

6

8
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4

ウ

10

6

4

エ

8

7
12

キ

5
5

オ

4

10

3

12

16

8

ク

6

6
2

8

カ

6

10

4

2
6

ケ

13
7

7
8

5

2
コ

5

サ

3
2

4

ス

6
4

タ
4

4

16

セ
12

8

8

シ4

2

6

5

ソ6

5

4

10

10

5

5
＜子どもの学習感想＞
○はじめは、長方形とか正方形とかで似ていると思ったけど、直線を回転させてできるなんてお
もしろかった。
○前の時間にいっぱい考えて、もうないかと思ったけど、いくらでも作れることにびっくりした。
○最初は、計算で考えたけど、１つできれば計算しなくてももっと見つけられるって分かってす
ごいなあと思いました。
○直線を回転させるだけでいくらでもできたからすごかった。
６．まとめ
（１）算数の力
ⅰ「算数を生み出す力

③算数で多様に考える力」

はじめの自力解決を２段階にした。初めは、長方形に切ることしか思いつかない子どもが多かった
ので、その中でも対角線で切ることに気づいた子どもを取り上げて（授業の実際 C18）、「斜めに切っ
てもできそうだ」という視点を与えることにした。三角形に気づくと、台形を作り始めるまでにはあ
まり時間を要しない。この、「斜めに切ってもできそうだ」という視点の広がりが、多様に考えるき
っかけとなった。
また、活動の中で、「ひっくり返しても同じですか？（C13）」というように、すでに見つけたもの
と関連づけながら整理して考えていることがうかがえた。こういった反応もしっかりと評価していく
ことが大切だと思う。
本実践では、「直線で切る」という指示を出さずに展開してしまっている。その後の反応でも曲線
で切る子どもがいなかったために混乱しなかったが、曲線も認めてしまうと点対称な図形とも絡んで
きて反応が広がりすぎてしまうので、本来なら初めにしっかりと確認しておく必要があった。
−314−
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ⅱ「算数を生み出す力

④算数で関連づけて考える力」

前半は、子どもが見つけた分け方と、「辺の比と面積比との関係」などの既習内容との関連づけを
ていねいに扱っていったので、そこでかなり時間がかかってしまった。しかし、例えば「三角形の高
さが等しいとき、底辺の比が面積の比と等しい」というような内容との関連などは、説明する活動を
取り入れていかなければ、何となく感覚的に流れていってしまう危険性を感じた。既習事項との関連
を明確にし、根拠を明らかにしながら説明させることによって、表現力を伸ばし、言語活動の充実に
つながっていくと考える。
出された考え方どうしの関連づけについては、出来上がった図形（長方形、三角形など）には着目
できるものの、直線を回転させてできるといった動的な見方はなかなか子どもからは出されなかった。
そこで、授業の実際では、アとイを重ね合わせることによって、中点で交わっているという関係に気
づかせた。しかし、この新たな視点が突破口となり、他の図形どうしもその視点で見直していことい
う動きにつながっていった。また、それを何度か繰り返していくうちに、「同じように考えればいく
らでも見つけることができる」という動的な見方ができるようになっていった。そして。最終的には
すべての分け方が、長方形で分けた分け方を変形してできていることにたどり着いた。初めは面積公
式にあてはめて計算によって見い出された分け方が、実は計算しなくても作ることができていたとい
うことに、子どもたちは驚きの反応をしめしていたのは、関連づけて考えるよさを味わうことができ
ていた姿ではないだろうか。
（２）授業の工夫と評価
本事例は、領域を越えて連比と面積を扱ったトピック単元であった。学年末の実践だったこともあ
り、これまでの学習を総動員して問題解決をしていく内容であった。子どもの反応もよく、周りの子
どもと相談しながら意欲的に新しい分け方を考えている姿からも、問題の価値は大きかったと思われ
る。
本事例を扱うためには、いろいろな既習内容の習得が必要である。特に、第２時で扱う中心的な考
え方は、中点を中心とした回転移動による面積の保存である。本学級では、以前長方形の面積を２等
分することで扱っていたが、それを扱っていなければ見えてこない考え方である。
この考え方は、新たに第６学年の内容として加わった点対称な図形との関連も大きい。しかし、第
５学年の三角形や台形の面積でも、図形を動的に見て等積変形をするような活動をしていれば、まさ
にその活用場面ということになる。それまでの学習で、今後、どのような学習につながっていくのか
という系統をしっかりと意識しながら日頃の指導にあたることの大切さを実感した実践であった。
本時の中では、子どもは日頃から方眼ノートを使用させているのでそのままノートで考えさせたが、
画用紙にかかれた発表用の長方形には、その周に１ cm ずつのドットを打っておいた。ノートに方眼
がなければワークシートを用意するなど、子どもの実態に応じて、どの子にも参加できるような工夫
が必要である。
また、今回は、結果的に２時間扱いとなった。第１時での自力解決の時間をたっぷりと保障したか
らこそ、多様な意見が出てきた。多様な意見が出されたからこそ、それらを関連づける必要性もあっ
たし、関連がみえた時の驚きも大きかったと思われる。学習の終末に書かせた学習感想からも、多く
の子どもが新たな視点による関連づけに興味をもち、図形に対する見方を広げることができたと評価
できる。
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算数・数学の力
改訂第 3 版（2009 年 11 月）
算数・数学の力とは，算数・数学のあらゆる活動に関わるはたらきで，大きく，算数･数学を生み
出す力，算数･数学を使う力，算数･数学で表す力，算数･数学で考え合う力，の 4 つの力で構成さ
れる。なお，小学校では「算数の力」
，中学校・高等学校では「数学の力」と略称している。

算数･数学を生み出す力
算数・数学を生み出す力というのは，算数・数学の概念を理解し形成するために，算数・数学の
きまりや方法を考えたり発展させたりする力であり，5 つの中項目からなる。
①算数･数学できまりや方法などを見つける力
帰納や類比など使って，きまりや方法を見つけることであり，次のようなものがある。
【小中高校を通して目指す力】
１）分類・整理：観点を決めて同類のものをまとめて，集合に成り立つきまりを見つけること。
２）帰納：いくつかの事例から一般的に成り立ちそうなきまりや方法を見つけること。
３）類比：2 つの対応する集合があるときに，一方の集合に成り立つきまりが，もう一方の集合にも
成り立ちそうな類似なきまりや方法を見つけること（参考：類推とは，類比的に推論すること）。
【いずれかの段階で目指す力，関連する力】
４）一般化：集合のある範囲で成り立つきまりや方法がそれよりも広い範囲でも成り立ちそうなこと
を考えること。
５）特殊化：集合のある範囲で成り立つきまりや方法を見つけたいとき，それより狭い範囲でも成り
立つ決まりや方法を見つけること。
６）逆：あるきまりの仮定と結論を入れ替えて，新たなきまりが成り立ちそうなことを見つけること。
７）関数的：2 つの集合の間の対応の仕方に成り立つきまりや依存関係を，表やグラフなどの変化の
様子や関係をもとに見つけること。
８）試行錯誤：ある問題意識をもっていろいろな場合を調べ，きまりや方法を見つけること。
９）電卓・コンピュータの利用：電卓やコンピュータの計算機能やグラフ機能や表計算機能などを使
ってきまりや方法を見つけること。
10）演繹：新たなきまりや性質を三段論法で導くこと。
②算数･数学で前提をもとに確かめる力
前提を明確にして考えを進めることであり，中学校では演繹や証明に相当し，次のようなものがある。
【小中高校を通して目指す力】
１）前提を明確にすること：考えるときや話し合うときにその共通な土台となる事柄やきまりなどを
明らかにすること。
２）見通しを立てること：目的に応じた解決の方向を考えること。
３）根拠をもとにわけを考えること：自分なりの拠り所をもってわけを考えたり話したりすること。
【いずれかの段階で目指す力，関連する力】
４）演繹：新たなきまりや性質を三段論法で導くこと。
５）証明：きまりや性質が真であることを，仮定から演繹的に結論を導くようにして示すこと。
６）背理法：ある仮定のもとで結論を否定すると矛盾が生じるということから結論が真であることを
導くこと。対偶の証明とともに間接証明法の１つである。
７）算数・数学の文をよむこと：証明や式変形などが書かれた算数・数学の文からその内容を適切に
よみとること。
８）公理的：ある共通に認められた約束をもとに考えていくこと。
９）算数・数学の内容を算数・数学の記号・用語や日常的な言葉などを使って証明や式変形などで適
切に書くこと。
③算数･数学で多様に考える力
多様に考えたり，多面的に考えたりすることであり，次のようなものがある。
【小中高校を通して目指す力】
１）多様な考え方：ある問題についていろいろな方法で考えること。
２）多様な答え：ある問題についていろいろな答えを考えること。

316
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３）多面的に考える：ある事柄や性質などをいろいろと視点を変えて考えること。
④算数･数学で関係づけて考える力
既習と関連づけて考えたり，関数的に考えたりすることであり，次のようなものがある。
【小中高校を通して目指す力】
１）既習との関連：既に学習した事柄や性質を使って未だ学習していない新たな問題や性質を考える
こと。
２）関数的：2 つの集合の間の対応の仕方に成り立つきまりを，表やグラフなどの変化の様子や関係
をもとに見つけること。
３）考え方の関連：複数の考え方の間の相違点を明らかにしてそれらの考え方の相互関係を考えるこ
と。
４）変換の考え：ある集合での問題をより解決しやすくするために他の集合に対応させて考えること。
【いずれかの段階で目指す力，関連する力】
５）単位の考え：ある数量を 1 つ分として，そのいくつ分かで，もの大きさなどを考えること。
６）単純化：ある事象をその本質をあまり変えないようして条件などを少なくして簡単にして考える
こと。
７）発展的：ある問題や性質などを考えたらそれで終わりとせず，さらにその結果をもとに考えるこ
と。
８）統合的：2 つ以上の集合で成り立つきまりなどを，ある共通な考えに基づいて，より広い集合で
成り立つようにして考えること。
⑤算数･数学で発展的に考える力
発展的に考えたり，統合的に考えたりすることであり，次のようなものがある。
【小中高校を通して目指す力】
１）発展的：ある問題や性質などを考えたらそれで終わりとせず，さらにその結果をもとに考えるこ
と。
２）統合的：：2 つ以上の集合で成り立つきまりなどを，ある共通な考えに基づいて，より広い集合
で成り立つようにして考えること。
３）問題づくり：ある問題や場面から算数・数学の問題をつくること。特に，ある問題をもとにその
条件を変えたり条件と結論を逆にしたりするなどして新しい問題をつくること（同義語：作問，
問題設定）。
【いずれかの段階で目指す力，関連する力】
４）拡張：ある集合で成り立つきまりなどを，条件をゆるめてさらに範囲の広い集合で成り立つよう
に変えること。
５）体系化：ある共通の約束をもとにきまりや性質を互いに関係しあうような全体をつくること。
６）現実事象を数学でみること：社会や自然にある現実の事象に，算数・数学で見つけられたきまり
や性質などを当てはめて考えること。
７）現実事象への応用：算数・数学で真とされたきまりや性質などをもとに，現実の問題を解決する
こと。

算数･数学を使う力
算数・数学を使う力とは，算数・数学の概念を現実の世界で使うために，現実の問題を算数・数
学の問題として捉えたり算数・数学で処理したり判断したりする力であり，5 つの中項目からなる。
①現実の問題を算数･数学の問題に直す力
現実の問題に仮定を置いて，数学化をして，算数・数学の問題に直すことであり，次のようなものが
ある。
【小中高校を通して目指す力】
１）数学化：現実の問題を算数・数学の問題として考えたり，算数・数学の問題をその解決に都合の
よいようにほかの算数・数学の問題として考えたりすること。
【いずれかの段階で目指す力，関連する力】
２）定式化：現実の問題をその本質をあまり変えずに，より広くその状況に当てはまるように，最適
の状況になるように，扱いやすいようにして算数・数学の形式に直すこと。
３）抽象化：現実の問題をその本質をあまり変えずに，より広くその状況に当てはまるようにして算
数・数学の問題に直すこと。
４）理想化：現実の問題をその本質をあまり変えずに，最適の状況になるようにして算数・数学の問
題に直すこと。
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５）簡単化：現実の問題をその本質をあまり変えずに，扱いやすいようにして算数・数学の問題に直
すこと。
６）記号化：現実や算数・数学の問題における事柄や関係を目的に照らして，算数・数学の記号など
を使って表すこと。
７）形式化：現実や算数・数学の問題における事柄や関係を目的に照らして，算数・数学の記号など
を使ったりして簡潔・明確にし一定の操作によって結論を得られるように表すこと。
８）仮定を置く：現実の問題を算数・数学の問題に直す際に何らかの条件を置くこと。
９）式を立てる：現実や算数・数学の問題における事柄や関係を数式で表すこと。
10）数学的モデル化：現実の問題をその本質をあまり変えないようにして算数・数学の問題に直し，
それを算数・数学で解決し，さらにその解を最初の現実の問題に照らして検証すること。
②算数･数学のきまりに従って処理する力
計算をしたり，作図をしたりすることであり，次のようなものがある。
【小中高校を通して目指す力】
１）数学的処理：算数・数学の記号などで表現されたものを算数・数学のきまりに従って処理するこ
と。
２）計算：計算のきまりに従って式変形を行うこと。
【いずれかの段階で目指す力，関連する力】
３）アルゴリズム化：算数・数学の手順を有限回のきまりでもって表すこと。
４）作図：手順に従って図形をかくこと。
５）電卓・コンピュータの利用：計算をしたり作図をしたりするなどの数学的処理のために電卓・コ
ンピュータを使うこと。
③算数･数学で処理した結果を振り返る力
算数・数学で処理した過程や結果を振り返ったり，検証したりすることであり，次のようなものがあ
る。
【小中高校を通して目指す力】
１）振り返り：一つの考えが終わった段階で，その考え全体を見直したり，考えの各段階を確認した
り，処理した結果を確認したりすること。
【いずれかの段階で目指す力，関連する力】
２）過程の吟味：処理の過程をそれぞれの段階ごとで処理が適切であったかどうかを丁寧に調べるこ
と。
３）結果の吟味：処理した結果を最初の現実の条件に照らして丁寧に調べること。
４）過程の検証：処理の過程をそれぞれの段階ごとで処理が適切であったかどうかを詳しく調べて確
かめること。
５）結果の検証：処理した結果を最初の現実の条件に照らして詳しく調べて確かめること。
６）照合：処理した結果を最初の現実の条件に照らし合わせること。
④算数･数学で予測・推測する力
式や表などをもとに，予測をしたり，推測をしたりすることであり，次のようなものがある。
【小中高校を通して目指す力】
１）推測：成り立ちそうなきまりや性質などについて推し量ること。
２）予測：きまりや性質などについてその処理を行う前に予めその結果を推し量ること。
【いずれかの段階で目指す力，関連する力】
３）内挿：式や表やグラフをもとに，その表された範囲内で未知の値について調べること。
４）外挿：式や表やグラフをもとに，その表された範囲外で未知の値について調べること。
５）電卓・コンピュータの利用：算数・数学のきまりや性質などについて電卓・コンピュータの計算
機能やグラフ機能などを使って推し量ること。
⑤算数･数学で感覚的・概括的に判断する力
数量や図形などを，感覚的に大まかに捉えたり，見積もったりすることであり，次のようなものがあ
る。
【小中高校を通して目指す力】
１）見積もり：目的に応じておよその数・量・形を考えること。
２）近似：目的に応じておよその値を計算したりおよその量を測定したりおよその形で考えたりする
こと。
【いずれかの段階で目指す力，関連する力】
３）数感覚：数の大きさや順序などについて柔軟な見方をもって，目的に応じて適切に判断できるこ
と。
４）量感覚：量の大きさについて基準量をもとに，目的に応じて適切に判断できること。
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５）図形感覚：図形の形や大きさなどについて柔軟な見方をもって，目的に応じて適切に判断できる
こと。
６）代数感覚：式変形の過程や結果などについて柔軟な見方をもって，目的に応じて適切に判断でき
ること。

算数･数学で表す力
算数・数学で表す力とは，算数・数学で考えたり算数・数学を使ったりするために，式・表・グ
ラフ・図などの数学的表現を扱う力であり，3 つの中項目からなる。
①式・表・グラフ・図などで表す力
式・表・グラフ・図などに表したり，それらを変形したりすることであり，次のようなものがある。
【小中高校を通して目指す力】
１）式・表・グラフ・図などで表現：算数・数学の内容や考え方を式，表，グラフ，図などの数学的
表現で表すこと（同義語：数学的モデルの作成）。
２）式・表・グラフ・図などの変形：目的に応じて，式，表，グラフ，図などの数学的表現を変形し
たりすること。
【いずれかの段階で目指す力，関連する力】
３）記号化：現実や算数・数学の問題における事柄や関係を目的に照らして，算数・数学の記号など
を使って表すこと。
４）形式化：現実や算数・数学の問題における事柄や関係を目的に照らして，算数・数学の記号など
を使ったりして簡潔・明確にし一定の操作によって結論を得られるように表すこと。
５）式での表現：事柄や関係を数式で表すこと。
６）表での表現：資料を整理した結果や関係，変化の様子を表で表すこと。
７）グラフでの表現：資料を整理した結果や関係，変化の様子をグラフで表すこと。
８）図での表現：事柄や関係を図で表すこと。
９）式の変形：目的に応じて式を操作すること。
10）表の変形：目的に応じて表の数値の取り方を変えること。
11）グラフの選択や軸の変換：目的に応じてグラフの種類を選んだりグラフの軸の目盛の単位を変え
たりすること。
12）図の変形：目的に応じて図形の形や大きさを変えること。
13）コンピュータでの表現：目的に応じてコンピュータでグラフや図を表したり変形したりすること。
②式・表・グラフ・図などを使う力
式・表・グラフ・図などを目的を持って変形したり，判断したりすることであり，次のようなものがあ
る。
【小中高校を通して目指す力】
１）式・表・グラフ・図などの利用：目的に応じて，式，表，グラフ，図などの数学的表現を利用す
ること。
【いずれかの段階で目指す力，関連する力】
２）式の利用：数や図形の性質などを式を使って考えること。
３）表の利用：数量の関係やその変化の様子など表を使って考えること。
４）グラフの利用：数量の関係やその変化などをグラフを使って考えること。
５）図の利用：数量の関係や図形の性質などを図を使って考えること。
６）コンピュータの利用：数量の関係や図形の性質などをコンピュータを使って考えること。
③式・表・グラフ・図などをよむ力
式・表・グラフ・図などから，算数の性質や事象を読みとることであり，次のようなものがある。
【小中高校を通して目指す力】
１）式・表・グラフ・図などのよみとり：式，表，グラフ，図などの数学的表現から，算数・数学や
現実における特徴や意味などをよみとること。
【いずれかの段階で目指す力，関連する力】
２）式のよみとり：式から算数・数学や現実における特徴や意味などをよみとること。
３）表のよみとり：表から算数・数学や現実における特徴や意味などをよみとること。
４）グラフのよみとり：グラフから算数・数学や現実における特徴や意味などをよみとること。
５）図のよみとり：図から算数・数学や現実における特徴や意味などをよみとること。

算数･数学で考え合う力
算数・数学で考え合う力とは，算数・数学を集団で協同して創り上げるために，算数・数学の学
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習において数学的表現を用いて算数・数学の内容について集団の参加者みんなで考える力であり，
3 つの中項目からなる。
①算数･数学で説明する力
自分の考えを式や図などを用いて説明したり，口頭で説明したりすることであり，次のようなものが
ある。
【小中高校を通して目指す力】
１）説明：自分で考えた結果や過程を式や図などを用いたりして，わかるように話すこと。
【いずれかの段階で目指す力，関連する力】
２）結果の説明：考えた結果を式や図などを用いたりして，わかるように話すこと。
３）過程の説明：解き方や考え方や証明などの過程を式や図などを用いたりして，わかるように話す
こと。
４）言い換えによる説明：他者が説明したことを自分の言葉でもう一度言い換えてわかるように話す
こと。
②算数･数学で解釈する力
他者が式や図で説明したことや口頭で説明したことを読みとることであり，次のようなものがある。
【小中高校を通して目指す力】
１）解釈：他者が式や図などを用いたりして説明したことを聞いてその意味をよみとること。
【いずれかの段階で目指す力，関連する力】
２）結果の解釈：結果の説明を聞いてその意味をよみとること。
３）過程の解釈：過程の説明を聞いてその意味をよみとること。
４）批判的な解釈：説明に絶えず疑いをもって検討するなど批判的にその意味をよみとること。
③算数･数学で話し合う力
集団で話し合い，よりよい考えに向かうことであり，次のようなものがある。
【小中高校を通して目指す力】
１）真意の確認：お互いの考えの真意を確認すること。
２）話し合う：集団での話し合いを通して，個人や集団の考えをよりよいものにしていくこと。
【いずれかの段階で目指す力，関連する力】
３）洗練すること：集団での話し合いを通して，個人や集団の考えを算数・数学的により価値がある
ものにねりきたえていくこと（同義語：練り上げ）。
４）考えの評価：集団での話し合いを通して，個人や集団の考えの算数・数学的な価値を判断するこ
と。
５）考えの修正：集団での話し合いを通して，個人や集団の考えを算数・数学的により価値があるも
のに直していくこと。
６）批判的思考：意識的に反省し論理的・多面的に考えること。

【引用・参考文献】
上田雅也、清水壽典、滝井章、小田友美、日下勝豊、早川健、牧野宏、太田伸也、國宗進、長崎栄三（2009）
「算数教育の目標としての「算数の力」の育成に関する研究－授業構成の基本的な考え方－」日本数
学教育学会誌『算数教育』第 91 巻第 2 号，pp.22-32．
小学校算数教科書研究会編（代表：藤村和男）(2006)『新しい時代に即した児童の学ぶ意欲や考える力
などを一層高めるための小学校教科書の研究開発』教科書研究センター．
長崎栄三編（2007）
『算数・数学において育成する諸能力とその系列に関する研究』国立教育政策研究所
科研成果報告書（文部科学省科学研究費補助金特定領域研究）
．
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出版社．
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【算数・数学の力の概念化に関わった人々】
算数・数学の力の概念化は，2002 年から 2007 年にかけて並行して行われた「算数・数学の目標・
内容に関する研究」
（文部科学省科学研究費補助金特定領域研究：課題番号 14022258・15020270・
17011071：平成 14～18 年度）
，及び，
「算数・数学教科書の研究開発に関する研究」
（文部科学省
委嘱研究：教科書研究センター：平成 15～18 年度）の 2 つの研究を通して行われ，これらの研究
には次の者が関わった。
（五十音順，敬称略）浅沼健一，安部浩一，飯嶌一博，家田晴行，五十嵐一
博，上田雅也，牛場正則，太田伸也，小田友美，小俣弘子，日下勝豊，國宗進，久保良宏，熊倉啓
之，近藤裕，島崎晃，島田功，清水壽典，榛葉伸吾，滝井章，長尾篤志，長崎栄三，西村圭一，早
川健，半田進，久永靖史，藤村和男，藤森章弘，牧野宏，松田泉，柗元新一郎，村越新，望月美樹，
森照明，山口啓，山根浩孝，吉川成夫。
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付録
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（13）すべてのアメリカ人のための科学：科学の本質，数学の本質，技術の本質（長崎）
（14）科学技術の智プロジェクト総合報告書 第 2 章 科学技術の本質（長崎）
（15）生命論に立つ数学教育の一般的学習目標（國本）
（16）理数教育に関する国際比較調査（教科書研究センター）
（17）科学技術リテラシー概念の多面性（長崎）
主な討議事項
１．代表挨拶と自己紹介
代表より会合に先立ち次の挨拶があった。今回の科研では，リテラシーということを議論しなが
ら，数学教育とは何か，数学教育はどうあるべきかということをみんなで考えたい。リテラシーと
いうテーマは，数学教育とはということを考えるのにとても適していると思う。リテラシーという
カタカナ語は非常に曖昧だが単に狭い学力論ではなく，その中には，「すべての人の」，「その人
の生涯を通して」，そして，「文化や社会との関連を図りながら」ということが包含されていると
考えている。そのようなリテラシーを題材にして，数学教育をもう一度多様な角度から考え直した
いと思う。そこで，今回の科研では，多様な人々に集まっていただき，多様な議論の中から，本質
をつかみ出したいと考えた。そのようなわけで，ぜひ，積極的な議論にご参加いただけたらと思う。
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その後，資料 2 をもとに自己紹介を行なった。
２．研究の方向の確認（長崎）
本日の配布資料（資料 3～17）の説明のあとに，研究目的の確認・研究方法の確認（資料 3）
，
「科
学技術の智」プロジェクト（資料 4～6）
，リテラシーの説明（資料 17）
，
「数学教育におけるリテラ
シー」の説明，
「システミック」の説明が行なわれた。
なお，「数学教育におけるリテラシー」という言葉に込めたいこととして，学校を出た段階のす
べての人々に身につけてほしいものであること，それを身につけることで，文化・社会の発展に貢
献できるようになるとともに，自分自身のよりよい自己実現を図ることができるものであることで
あり，含まれるものとしては，数学の本質（数学とは何か，数学と社会・文化とかかわりの認識）
，
数学の方法，数学の概念である。人々が身につけたときには，関心・意欲・態度，能力，技能，知
識・理解となる。単なる，
「最小限の知識と技能」ではない。
また，「システミック・アプローチ」という言葉に込めたいこととして，システミックの日本語
訳には，全体論的，生命論的などの言葉があるが，教育をシステムとして捉えたいということであ
る。システムとは，それがいくつかの構成部分からできているときに，それぞれの構成部分が独自
な機能を持ちつつ，さらに，それぞれの構成部分が互いに関係していると考えられるものである。
教育は，例えば，人間の成長・発達という観点からすると，生涯教育，学校教育，社会教育，家庭
教育などの構成部分を持つ。さらに，意図的な教育を考えると，そこには，目的，目標，内容，方
法，評価という構成部分がある。これらの構成部分をその独自性と関連性から捉えようとするもの
である。そして，リテラシーを考えるにはシステミックなアプローチが必要である。学校から社会
に出ても身につけているものを考えるというときには，教育を学校教育だけに限定していてはその
全体像が捉えられない。家庭や社会を意識せざるを得ない。また，そのような教育を考えると，目
的，目標，内容，方法，評価を関連させて考えなければならないであろう。
なお，
本研究の目的は，
数学教育におけるリテラシーについてシステム的に考察することにある。
具体的には，次の通りである。
１．数学教育学の中に数学的リテラシー論を理論的に位置付けること。
２．数学教育学の立場から数学的リテラシーの構成要素を明らかにすること。
３．個人の生涯における数学的リテラシーの様相のモデルを考案すること。
４．学校において数学的リテラシーを育成するためのカリキュラムの枠組みを構成すること。
５．学校において数学的リテラシーを育成する教師のあり方を明らかにすること。
６．社会で一般人が数学的リテラシーを保持・発展させる枠組みを構成すること。
これらの研究成果をもとに，日本における数学的リテラシーの育成のあり方について総合的に提
言を行なう。
なお，リテラシーという語には，その成立過程から歴史的に，
「高度で優雅な教養」と「読み書き
能力」という 2 つの概念が入っていることが紹介された（資料 17）
。
３．数学的リテラシーの先行研究（阿部，長崎）
（１）資料 8～10 の説明（阿部）
我が国における数学的リテラシー研究の動向，世界的な数学的リテラシーの見方，近年の数学的
－324－

リテラシー研究の動向（学会，学会誌における動向）について説明された。
（２）資料 4～7，11～12 の説明（長崎）
「科学技術の智プロジェクト」の総合報告書，数理科学専門部会報告書，及び，アメリカの「プ
ロジェクト 2061」の数学パネル報告書，日本の研究論文について説明された。
（３）質疑応答
①本プロジェクトの数学的リテラシーが念頭に置く「学校段階」というのはどこまでか。
→中学校，義務教育段階。
②数学パネルの「あとがき」のような微積分が最終的な数学の学習目標というのは，これはもう今
は通用しないではないか。
→中学校で議論していけば，数学パネルのあとがきのアメリカの場合のように，高等学校のリテ
ラシーとして，微積分を最終目標とすることはないであろう。
③今の数学教育の中身である内容とか，知識とか，方法とか，考え方，すべてをひっくるめて数学
的リテラシーということになるのか。
→それは，ここで議論していきたい。ただ，そうではないと思う。
→全体の中の，一番ミニマムな要素になるのか，それとも今までの考えよりも幅を広げた，でも
やっぱり部分なのか。
→例えば現在の学習指導要領が，リテラシーに相当するのかということも議論してもいいと思う。
→（議論の出発点として，
）狭い意味として考えていくのではないということ。
④学習指導要領と数学的リテラシーの関係はどうなのか。数学的リテラシーの部分集合として，そ
の中に今の学習指導要領の目的も，内容も，含まれるのかな，と思うが，はっきりしない。
→アメリカの，例を考えてみれば，
『Science For All Americans』というのはリテラシーで，そ
れを一番上に置いて，それに沿うような形で教育課程を作っていこうとしている。
だとすると，
学習指導要領というのは教育課程だから，そういう関係になると思う。
→まず当面は理想的なところから考えていくということでいいと思う。
⑤ヤブロンカの「文化的アイデンティティー」の具体は何か。和算とかそういうことなのか。
→要するに，近代的な数学とは別に，文化の中での，ストリートマスといったものを含めたもの
として数学的リテラシーということ。ただし，日本的な文脈でいうと，和算も入るか。
⑥今日の話題の中で，OECD のキー・コンピテンシーの話がでていないが，あまり関係ないのか。
→OECD の PISA 自体も，あまり関係なく議論している。もっと大きい枠で考えたい。
→PISA は，ヤブロンカでいうところの「人的資本の」に当たるというふうに解釈していいのか。
→そうだ。
⑦ヤブロンカの「数学を評価する」というのは，社会にどの程度数学が役に立っているのか，ある
いは数学の使用に関する正当性に関しての評価という意味か。
→もちろん，それもあるが，数学化された社会の中に埋め込まれた数学を適切に評価できなけれ
ば，市民としては対応できない，ということだと思う。
→「評価」は evaluation か assessment か。
→evaluation
⑧社会が数学化されることの恐ろしさに気がつくべきである。
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４．数学的リテラシー論における科学・数学・技術の本質（長崎）
（１）資料 13，14 の説明
「すべてのアメリカ人のための科学」と「科学技術の智」プロジェクトのそれぞれの科学，数学，
技術の本質について説明された。
（２）質疑応答
①科学技術というが，その中での数学の位置付けはどうなるのか。
→科学技術リテラシーでは科学と技術の関係，そして，それと数学の関係が問題になっている。
まず，科学・技術と科学技術はどのように違うのか。伝統的には，日本では科学と技術は分け
て，科学・技術としているが，科学技術基本法などにあるように，科学技術という言い方もし
ている。科学と技術では，基本的には，その目的がことなり，前者は真理の探究であり，後者
は人間にとってよいものを追究する。当然，また，前者は普遍的・一般的であるが，後者は条
件によって制限され，最適なものを求めようとする。数学は科学に入っているが，数学は演繹
科学であるのに対して，普通の科学は実証的である。
５．数学教育の目的（國本）
（１）生命論に立つ数学教育の一般的学習目標（國本：資料 15）
資料 15 をもとに，生命論の立場から数学教育の学習目標について論じた。そこでは，まず，数
学の本性について追究し，そして，人間の本質的側面，社会からの要請，最近の議論などを踏まえ
て，一般的学習目標を挙げた。
数学の本性としては，次の 7 つを挙げた。1）創造的科学としての数学（動的側面，過程的側面）
，
2）論理的構造（公理体系）としての数学（静的側面，結果的側面）
，3）言語（体系）としての数
学（静的・動的側面，結果的・過程的側面）
，4）パターン（関係）の科学としての数学（動的側面，
過程的側面）
，5）ゲーム的・美的構造としての数学（静的・動的側面，結果的・過程的側面）
，6）
有用な科学としての数学（動的側面，過程的側面）
，7）文化の中核としての数学（静的・動的側面，
結果的・過程的側面）
。
人間の本質的側面としては，次の 8 つを挙げた。1）ホモ・レリギオースス（宗教的人間）
2）ホモ・サピエンス（知性的人間）
，3）ホモ・ルーデンス（遊戯的人間）
，4）ホモ・ファーベル
（工作的人間）
，5）ホモ・ポリティクス（政治的人間）
，6）ホモ・クレアンス（創造的人間）
7）ホモ・エステーテス（美的人間）
，8）ホモ・ロクレンス（会話する存在，社会的存在）として
の人間。
その上で，算数・数学学習の一般的学習目標として，次の６つの目標を挙げた。1) 学習者は，創
造的に数学を作り上げる（数学と取り組む）ことを学ぶ機会をもつべきである。2) 学習者は，合理
的理由づけができること（証明すること）を学ぶ機会をもつべきである。3) 学習者は，状況を数学
化することを学ぶ機会をもつべきである。4) 学習者は，形式的技能や形式化することを学ぶ機会を
もつべきである。5) 学習者は，数学が美しいことを学ぶ機会をもつべきである。6) 学習者は，数
学を社会的に構成することを学ぶ機会をもつべきである。
（２）質疑応答
①p．25 の「テーマ」と「内容」は同時にやるのか。
→両方同時にやる。左から展開する中に，数学的内容が含まれる。
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②生活単元との違いは。
→（生活単元よりも）数学によっている。数学の目で世界をみる，という考え。
→テーマのときに必要なものを学んでいく，という考え方。
③時間的なバランスはどうとっているのか。
→言語と数学は毎日あって，時間が多い。日本は違う。先生の自主性を強調されている。
④方法自体を子どもが生み出す時間がいっぱいあり，その点でできるということか。
→日本は練習などをやるが，そんなことはしない。計算練習なんかはしない。基本的にはオープ
ン。子どもが関心を持てる，というのが大事。昔の緑表紙のイメージ。
⑤美しさの感得というのはわかる。小学校での問題は，授業者が何を美しいかがわからない，とい
うこと。何をもって美しいかがわからなければ指導できない。
→数学の美しさは最終的にはキリスト教，日本の一般の人が同じ美しさを感得できるか。仏教の
最終的な概念と，キリスト教とは違うのでは。活動の中での美しさというのは何か無いのか。
→1 つの答としては，パターンを考える，これはプロセスとしての美しさ。
→パターンや規則性に着眼する，というのが必要ということ。
⑥パターンと関係の関係はどうなのか。
→パターンという言葉は動的なイメージ，関係は結果という意味で静的なイメージをもつ。
→昭和 30 年の高等学校数学の学習指導要領の中心概念での「変化の中に不変性をみる」と同じ
ことを言っていると思う。不変性がパターンだと思う。
⑦教育目標ではなく，学習目標という意図は。
→先生自身が，子どもが主体，活動主体，そういう意味。学習の主体という意味で学習目標。
→内容の問題ではないのか。
→そう。
⑧ドイツの数学教育者は政策に関わらないのか。
→関わるのは関わる。
→数学教育学の議論と，行政的なものとは，分けてやるということ。
⑨単元学習との違いについて，中にどれだけ数学が位置づいているかの違いだと思うが，外見での
違いがあまりみられない。その点で，誤解を生みかねないとも思う。
→ドイツの方はあっさりしている。
早く数学に入れるように。
数学なんかもしっかり考えてある。
生活単元だったらこんな書き方はしないのでは。
⑩数学が存在する状況の在り様が，状況の中にどれだけ数学性があるか，という話だと思うが，状
況と数学のつながりが問題となるかなと思う。
→数学的な系統性はある。
⑪子どもが学び取っていく全体像はどのように位置づいているのか。子どもが学び取っていくとい
うことだと思うが，最終的に卒業するまでに，どこまで学んでいくのか。
→初等数学ということ。
（日本のように）微積が最後にある，ということではない。
⑫教える全体像として，やっぱり決めているのではないか。それは教育目標ではないか。
→結果としてではなく，過程として考えている。
⑬学習目標といったとき何故「べき」なのか。
→そうしてほしいという意図。だから，教育目標とちょっと違うと思う。
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⑭生命論とあるが，実際にはどういう捉えをしたらいいのか。
→現在のカリキュラムは，デカルトの意味での機械論。要素還元主義，機械的世界観，それを含
めて機械論。そのような考え方は，教育ではやめようということ。生命論は，まず全体性の原
理からなる。
⑮生命論というのは教師の認識側ではなく，アプローチの方法を指すのか。
→両方だと思う。
→生命論に立つというのはアプローチの仕方だと思う。過程としての数学というのが主題で，シ
ステミックなアプローチということではないか。
⑯シュタイナー教育とはどうなのか。
→ちょっと違う。あれと同じではない。
⑰現在の数学教育を画期的に変えたいということか。
→自分としては，現在は実際に教材を作って子どもがどういう反応をするのか，というのをため
ている段階。
⑱学習目標で特徴が 4 つ出ているが，今まで出ているのとあまり変わらない。もっと特徴的なもの
はないのか。生命論的という特徴はどのように出るのか。
→（指摘された箇所の前に）生命論について書いている。
⑲パターンの科学というのは学校種，学年を超えてしまう。発達段階はどうなるのか。
→オープンのことばかりではない。
⑳このようなことをやるためには教師の数学の力が必要だと思うが，教員養成は。
→今のところは，そこまでは考えていないけども，今後は考えたい。
６．その他
（１）資料 16 は，理数の教科書を変えようということで，教科書研究センターでこれから行なわ
れる教科書比較の計画書と，教育再生懇談会等に提出された諸外国の算数・数学教科書の概要
である（教育再生懇談会のサイトに掲載されている）
。なお，後者については，本研究会の多く
のメンバーの方とともに作成された。
（２）今後は，話題提供の方に日程を合わせるように調整していきたい。今年度は，あと 3，4 回，
本日のように話題ごとに議論をしていきたい。今後の日程は，後ほど連絡する。
（文責：長崎，阿部）
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数学教育におけるリテラシーについてのシステミック・アプローチによる総合的研究

第 1 年次第 2 回会合
議事要録
日時 2008 年 10 月 19 日（日）13:00～18:00
場所 国立教育政策研究所 第１特別会議室
出席者
長崎栄三，長尾篤志，岩崎秀樹，太田伸也，大谷実，國宗進，國本景亀，重松敬一，清水美憲，
相馬一彦，二宮裕之，山口武志，阿部好貴，牛場正則，上田雅也，小田友美，近藤裕，島田功，
滝井章，西村圭一，藤森章弘，柗元新一郎，望月美樹。
配付資料
（１）第 2 回会合議事次第
（２）研究メンバー一覧
（３）第 1 回会合議事要録
（４）日本学術会議報告・21 世紀を豊かに生きるための「科学技術の智」
（５）数理化学の時代（中村正和：科学技術の智プロジェクト技術専門部会）
（６）リテラシーを考える（岩崎：
『科学教育研究』2008 .Vol.32, No.2 巻頭言）
（７）知識基盤社会における数学的リテラシーの課題と展望（前編）
（岩崎）
（８）数学的リテラシーの基盤としての 2 つの数学化（山口）
（９）数学の学習評価をとらえ直す（二宮）
（10）日本･アメリカ・PISA の数学的リテラシーの比較（阿部，長崎）
（11）今後のこと（長崎）
主な討議事項
１．代表挨拶，自己紹介，第 1 回会合記事要録確認
代表挨拶，参加者の自己紹介のあと，第 1 回会合議事要録が簡単に報告された。今後，議事要録
を必ず作成し会議後にメールで送付することにし，修正点がある場合には代表者に連絡することに
なった。
２．数学的リテラシーの先行研究（岩崎）
（１）知識基盤社会における数学的リテラシーの課題と展望（岩崎：資料 6，7）
数学的リテラシーを考えていく上での問題の所在，
問題の整理の仕方が以下のように述べられた。
リテラシーは真正な教育課題であり，だからこそ，我々の眼に見えにくいこともある。つまり，
流行になりかねないが，基盤的検討を何度も繰り返さなければならない。
リテラシーの歴史的展開を以下のようにまとめた。
L0：採取経済社会，種としての人類の時代（リテラシーがない時代）
L1：農業基盤社会，子どもがいなかった時代（少数の大人の教養）
L2：産業基盤社会，子どもの誕生した時代（一般大衆の識字）
L3：知識基盤社会，いつまでも子どもの時代（すべての大人の智）
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L0 は一万年，L1 は千年，L2 は百年，L3 は十年単位。このようにみると，リテラシーの更新速
度も速まる。情報の伝達速度によって，更新速度が速まっている。
教養，識字，智とあるが，抽象度をあげれば我々の世界の「共通言語」となる。昔はラテン語や
漢語であった。我々にとって直近の問題は，識字と智の違いを明確にした方がいいということ。
日本の 100 年前はいわば完成教育であり，その 100 年後の今年告示された義務教育の目標をみれ
ばわかるように，現在は未完性教育を目指している。リテラシー（L2）の時代の教師は何を教えた
らいいかは明確にわかっていた（教授の時代）が，100 年経って教師は教えられない時代に入った。
教師のあり方そのものが未完成教育として考え直されなければならない。L2 から L3 の変わり目は
現代化の新数学であり，
「教授」のピークだったと思う。教育目標が精緻化されプログラム学習が行
なわれた。そのときに L2 が一種の終わりを迎えたと思う。我々は今は L3 の時代におり，教育の基
盤としてリテラシーを考えるようになってきている。
（２）質疑応答
①L1 から L3 はクリアに変わっていくのではなく，階層的に重なっているということではないか。
→基本的には上にかぶさっていく。Ｌ2 の時代は教養に識字が重ならなければ，と思うが，
（実際
は）教養が飛ばされた。教育は識字だけだった。リテラシーが社会を変えていくきっかけにな
る，社会が変わればリテラシーが問題になる。今リテラシーが問題になるということは，例え
ば環境問題なんかは個別学問では無理で智の総合が求められる。
（その意味で）今我々が直面し
ている問題のリテラシーは教育にとって真性（authentic）である。
②ユネスコは識字の教育をやっているが，識字の概念そのものが変わっていると思う。
→社会の発達測度というのがあって，発展途上は，農業から工業社会へ，それは理科と数学に特
化するというのが彼らの緊急の課題。だから，今の課題は L1 から L2 への移行であろう。
→識字の中に，置かれた状況を反省的に捉え直して，従来のものとは違うものになっていると思
うのだが。
→それは勿論あるが，彼らの基盤は農業から産業というのが緊急の課題である，ということ。
→L1，L2 のそれぞれの中にもいろいろあるのでは，ということだと思うが。
→ユネスコには，識字だけではなく，機能的識字，批判的リテラシーなどがあったことであろう。
→政治的なものもはいっていてなかなか難しい。
→政治的，政策的ではなく，アカデミックに捉えたとき，何か別に柱が立つかなとも思う
→立ちうるが，難しい。
③日本の子ども達ほどいきいきしたのはない，ということもいわれるように，日本は子どもを大切
にしてきたと思う。転機はどこか？私は緑表紙だと思った。日本固有の，明治以降の大衆を対象
とした教育をも包含した日本固有のリテラシーを考えなければと思う。
④子どもとは何か？
→教育を受ける対象。
→先進国がＬ2 のときＬ3 はどこにも無かった。その状況としてのＬ2 のリテラシーと，今の状況
はＬ3 がいろいろある中での L2 は違うと思う。
→教育は国家の政策の中で決められる。
（例えば）
ザンビアで知識基盤社会なんてのは意味がなく，
農業基盤の社会から経済的に潤うことが緊急の課題。
⑤覆いかぶさるとあったが，必ず一つ前のものは押し上げる基盤ということなのか，それとも不必
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要になるものもあるのか？
→姿を変えて残っているということ。
→次々に覆いかぶさるということは，大きくなり続けるということ？
→僕はそうなると思う。そのとき教えるということは出来ないと思う。例えば，活用力なんかは
教えられない。
→高度情報化ではこのような階層化が壊れたと思う。これまでは情報化のためには電柱を立てて
電線をはってというような社会基盤としての土台が必要であったが，携帯電話はこのような土
台を不必要にした。また，インターネットもそうである。旧来の社会基盤がなくてもどんどん
使われるようになっている。
⑥これまでは内容が大事にされた時代。知識基盤社会になると，内容ではないという時代で，Ｌ3
になると学習の方法になると思うがどうか。
→そうだと思う。
「何を」から「どのように」ということ。
⑦それでは先生は教えるではなくて，どうするのか。
→キューネルによれば「学級の組織化」ということになる。
⑧Ｌ2 からＬ3 への転換点について，日本でいえば，数学的な考え方やオープンエンドなんかが始
まったときに，方法型に変わってきたと思う。
⑨Ｌ2 のリテラシーに関連して，軍隊のことが触れられているが，戦前の日本の学力が分かるのは
軍隊で行なわれていた「壮丁検査」であり，アメリカでリテラシーが問題になった 1940 年代か
ら 50 年代も軍隊であった。リテラシーは，識字と言う面では軍隊と関連しているのだろう。
⑩最近の日本の中学校で放課後に塾で受験指導をするというとが出てきたが，あれはこの段階では
どこにくるのか。
→受験に特化したという，あえて言えば L2。
→それは L3 から L2 に戻っているということですかね。歴史は，必ずしも進むのではなく，戻る
こともあるということですかね。
→だから階層的に前の物が残っているということ。
⑪L1 は農業が基盤になるから，子どもに教育する必要がないということか。
→社会が子どもをどう見ているかということ。アリエスがいうには，子どもは小さな大人であり
学ぶ必要がある子どもではなかった。大人で教養が必要なのは少数であり，大多数の人に教育
は必要なかったということ。
⑫Ｌ2 のときに知識を植えつけるときに，失われるものもあると思う。そのことの反省に立ってＬ3
があると思う。
⑬方法へと変わっていって，方法が内容として規定されるとはどういうことか。数学的活動は内容
として規定されたと考えてよいか。
→当事者によって見解が異なるようである。
⑭本研究を進める上で，このようなリテラシーの階層的な捉え方は先行研究として大切にしたい。
３．数学的リテラシーの先行研究（山口）
（１）数学的リテラシーの基盤としての 2 つの数学化（山口：資料 8）
初めに問題意識について触れた後，2 つの数学化について述べられた。
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問題意識は，次の 3 つである。１つ目は，岩崎先生の先ほどの発表を受けて，Ｌ3 における知識
基盤社会と子どもの関係はどうかということであり，子どもと社会の関係を横糸として考える視点
ということ。数学教育でそれを考えるとなれば，数学との関係を議論しなければならない。2 つ目
は，個人の数学化と社会の脱数学化について。3 つ目は，PISA の数学化について，数学的リテラシ
ーを捉える 1 つの柱として数学化があり，それは問題解決と近い。数学化と問題解決が近いのであ
れば，リテラシーという言葉を使う必要はどこなのか，ということ。
「1．
「教授原理としての数学化」と「社会的過程としての数学化」」では，社会を数学的な視点
から見た場合のアンバランスについて数学化と脱数学化という視点から説明され，また，教授原理
としての数学化についてフロイデンタールに代表される教授原理としての数学化について述べられ
た。さらに，現実社会の数学的特性を「現実的抽象」
，
「思考による抽象」
，
「実体化された抽象」と
いう枠組みから説明された。
「2．
「数学化－脱数学化」という視点が数学的リテラシーに示唆するもの」では，スコフスモー
スの批判的な能力に触れ，
「数学化－脱数学化」の社会において必要とされる数学的リテラシー育成
のためのカリキュラム構成，その実践のための枠組みの必要性について述べられた。
（２）質疑応答
①このようなことはドイツでは随分と議論されている。社会の数学化の簡単な例は，お店のレジだ
と思う。誰も知らなくてもいける。そのとき，数学を知らなくてもいいのでは，となる。本当は，
パスワードにも素数理論が使われている。数学をつくる，ということが重要だ。数学なんか勉強
しなくてもよいとなってしまうのが心配だ。
②この数学化された社会と，先程の L3 との関わりはどうなのか？
→社会と個人のアンバランスがあり，だからこそいつまでも子どもに内容を教えればいいかとい
えばそうではなく，
方法が重要になる。
その点にリテラシーが議論される必要性があると思う。
→脱数学化というときだからこそ，L3 の視点が重要。
③Ｌ2 の段階は微積を頂点とするものだと思う。日本は現在もＬ3 なのに変わっていない。社会が
見えなくなってしまう。ドイツには新しい内容が入ってきている。
→今変わりつつあると思う。Ｌ3 に沿ったものへと変わりつつあると思う。高校の数学活用など。
④数学化については，
「数学をつくる」ということと「数学で社会をつくる」という 2 つの方向が
あると思う。Ｌ3 では後者の新しい方法が大事である。数学の方法も変わると思う。そうすると
数学リテラシーを教えることが，数学の教科としてできるのか。
→モデル化は方法に関わる典型だと思う。社会を読み解く能力，といったものが大事な要素にな
ると思う。それが具体的にどのようになるか。算数・数学の力などもそうだと思う。
⑤外国では，小学校でも数学で算数ではない。日本は算数と言って数学と言わない。算数だと，数
学の方法的なことは入らないのではないか。
→日本で算数としているのは，算数が体系としての数学の下に位置づくのではなく，独自の意味
を持つものとして小学校の算数があると言いたいのだと思う。算数でも，小学校なりに，数学
の方法を入れるのは可能であろう。
⑥フロイデンタールの数学化は，基本的には小学校レベルであり，ビスコバ・プロジェクトに相当
する。それに対して，実体化された数学が暗黙的で不可視になっていくという意味で，ここでの
数学化は中等教育レベルだと思う。その意味でランゲなどが行なった，中等教育対象のヒューイ
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ット・プロジェクトはかなり進んでいると思う。中等レベルなどのランゲのカリキュラムなんか
は，操作者というか，社会の中で，数学をうまく使っていると思う。単純な数学化と脱数学化と
いう 2 分法には違和感がある。
→今日はＬ3 の特徴づけということで話をしたが，カリキュラムの話をするときは，このような
話は変わってくると思う。
⑦数学化の意味が違うとあったがその違いについて，社会的過程としての数学化の主語は何か。
→「社会の構成員としての個人が社会を紐解き理解する上での「数学化」の役割や意義を示すも
のである」とあるように，社会における個人である。
→社会そのものが数学化されていくということであり，フロイデンタールの教授原理としての数
学化には社会の数学化と個人の脱数学化は考えていないと思う。
⑧トレファースの数学化は水平的数学化と垂直的数学化があって，ビットマンは 2 つ必要だと言っ
ている。数学的リテラシーは応用指向，それだけでは駄目で，構造指向がいると思う。
→ヤブロンカが 2 つを対にしたのは，社会における数学化を問題にしており，個人ではない。主
語は，社会状況の在りようを問題にするということ。数学的リテラシーを問題にするとき，主
体の個々が問題になる。個人と社会を分けて考えなければならない。社会に出て行くキー・コ
ンピテンシーとして数学教育がどのように関わるか，という問題だと思う。
→「脱」というとき，２つを対比して社会を問題化していると思う。ただ，リテラシーからする
と，この２つは問題になると思う。社会の問題と，個人が何を身につけるのか，ということ。
→社会が変わっていく中で，数学教育はどうするか，という緊急の課題だと思う。
⑦数学教育を考える上で民主主義ということから逃げては駄目だと思う。また，フロイデンタール
の数学化は実世界から数学，そして数学というように数学に向かって一直線だと思う。ランゲは
実世界から数学化して数学に行き，
また実世界に戻ってきている。
数学化の方向性にも 2 つある。
⑧後半のリテラシーの話のなかで，世の中を読み解くために必要とあり，消費者に焦点があたって
いるという印象を受ける。
→その辺りはまだよくわからない。構成者になる人もいる，操作者になる人もいる。リテラシー
を考えるときに消費者だけに，というのではないと思う。典型例として今回は述べた。それに
限定してということではない。
→テクノロジーを想定すればわかりやすいが，テクノロジー以外ではどうなのか。共通して必要
なものがあると思う。
→それはあると思う。そのあたりの構造化はまだ議論されていない。テクノロジーは１つの典型
的なレンズとして扱われている。
→昭和 30 年代だと思うが，生産者の数学と消費者の数学が議論され，当時の近代科学のための
生産者の数学として高校数学の頂点が微積分となった。また 1980 年代には大多数の人のため
の数学的リテラシーが提唱されたが，
それは使用者の数学であり，
消費者に近いものであった。
数学的リテラシーは，全員が持つべきものとしての立場に立つことが非常に重要だと思う。そ
の際に民主主義という視点が必要になると思う。
４．数学的リテラシーにおける評価（二宮）
（１）数学の学習評価をとらえ直す（二宮：資料 9）
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まず，発表資料に先立ち，評価と数学的リテラシーとの関係について，これまでの議論をもとに
述べられた。現在の評価の課題として，現在はＬ3 なのにも関わらずＬ2 に対応した評価しか持っ
ていないということがある。L3 の未完成教育における評価方法を持っていない。高邁な理想がある
一方で，入試を無視できないでいる。教育の問題を非常に単純化すれば，評価の問題かなと思う。
教師のあり方が問われれば，学習も変わる，そうすれば評価も変わる。我々が L3 に入るときに，
自分を評価するリテラシーが必要なのではないか，そのような意味で，評価は数学的リテラシー論
に位置づくと思う。
「１。教育において求められる「妥当な」評価」では，評価の妥当性と信頼性，アセスメントと
エバリュエーションの違いについて述べられた。
「2。学習評価としての「学習のふり返り」
」では，
ふり返りという評価 についてメタ評価（評価についての評価）の考えを述べられた。評価をする際
には，自分自身の学習を振り返るもう 1 人の自分を想定し，客観的に評価する必要性。また，自己
評価の妥当性の高さを述べ，自己評価ができない子どもの評価能力の問題性を指摘した。
「3。学習
活動としての
「学習のまとめ」
」
では，
ポートフォリオについて学習のまとめの仕方が述べられた
（
「ダ
イジェスト型まとめ」
，
「インデックス型のまとめ」
）
。ただし，ポートフォリオは学力低下論に巻き
込まれ時期尚早のようになってしまった。
「4。学習活動と評価の一体化」では，ふり返りとまとめ
の表裏一体の関係について述べられた。また，パフォーマンス・パラドックスについて，主観的な
ものを含めて評価を考える必要性を述べられた。教育評価の問題を解釈すれば，信頼性だけに焦点
があたり，妥当性には焦点があたらないという問題があり，それは主観をどれだけ容認するか，と
いう問題だとされた。また，学習のあり方として，学習したものをどのように表現するかというこ
とが問題になるとされた。
（２）質疑応答
①自己評価はリテラシーと関連があると思う。ただし，数学に限定されないのではないか，どの教
科でもあてはまると思う。数学教育固有のものはないのか。
→今のところ数学に限らず，という認識。勿論それでよしとはしない。数学ならではの思考，と
いうのがあると思うし，そこからつなげていきたいというのはあるが，そこまでまだいってい
ない。具体的にどのように運用するかはまだ。そういうことを議論する必要性についての合意
もまだ得ていないと思う。
→数学は考える過程が良く見える。だから，振り返るときには適した教科だと思う。
→内容の系統性や関連性が強い。そういったところで，やりやすい教科だと思うし，やらなけれ
ばならない教科だと思う。
②自己評価能力については鳥取大の矢部先生が細かくやっている。僕も自己評価は学習の基本だと
思う。聞きたいのは，筆記テストの妥当性。リテラシーの問題は過程だが，結果だけが評価され
ている。それはリテラシーには合わないと思う。
→筆記試験には妥当性は無いと思う。でも代案がまだ無い。
→大規模調査は，一般には，テストの妥当性，信頼性，客観性には気を使っている。ただ，重要
なのは，現在のテストは万能ではなく，学力調査とは言ってもその一面しか測っていないとい
うことであろう。
③小学校では，授業の最後に評価を行なっているのは少ないであろう。ただし，授業感想を取るこ
とは多くなっている。筋道だった考え方が身についているかとか友達の考え方が分かっているか
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どうかを見ることができる。また，学力調査で，記述式を重視するということは，学力にはこの
ような面もあるということを伝えるのによいと思う。ところで，評価では，既にもっている学力
についての評価と指導して身につけたものの評価は分けるべきだと思うがどうか。
→私は分けてはいない。
→授業感想とも関わるが，評価は自分の授業を見直すための評価であるべきだと思う。そうでな
ければピンとこない。
④何のための評価か，評価のねらいということについて。まず教師の評価があると思う。ねらいに
対応した指導があると思う。生徒にとってそれができるようになったか。評価のねらいの１つと
して，その子が評価によって変わるということがあり，そうだとすると，同じ反応でも評価は違
ってきてもよいと思う。ただ，入試のようなものでは問題があるが。
→個人の発達という観点からすると，確かに個人内評価が一番優れていると思われる。将来はそ
ちらに移行するのでは。
⑤妥当性と信頼性に関して言いたかったのは，T1 と T2 でいっていることが違えばそれは意味がな
いと見なされてきた，ということである。それは客観性がないとされるのは違う，という意味で
いっている。
⑥自己評価に関連して，うちの学校では国際バカロレアを取り入れており，その評価の観点の１つ
に振り返りがある。書き方も教えるが，伸びる子は伸びるというのもあれば，変わらない子もい
る。
⑦評価を学習という面からとらえ直すと，自己評価は数学的リテラシーの重要な側面になりそうで
ある。
５．日本学術会議報告・科学技術の智プロジェクトについて（長崎）
資料 4，資料 5 に基づき，科学技術の智プロジェクトの現在の状況について説明がなされた。
「日本学術会議報告・21 世紀を豊かに生きるための「科学技術の智」
」
（資料 4）は，科学技術の
智プロジェクトの意図や活動が簡潔にまとめられており，近日中に，日本学術会議のサイトに掲載
される。
「数理化学の時代」
（資料 5）は，科学技術の智プロジェクト技術専門部会の中村先生のメモであ
る。数学と他の諸科学との関係について示唆的なので紹介した。
６．数学的リテラシーの日米比較（阿部）
「日本･アメリカ・PISA の数学的リテラシーの比較」
（資料 10）に基づき，科学技術の智プロジ
ェクト，プロジェクト 2061，PISA の比較についての中間経過が説明された。これに関しては，今
後，さらに表を修正して考察を行っていく。
なお，PISA については，実施問題だけではなく，説明のために公開されている問題も入れた方
がよいとの意見があった。
７．授業案の提案（長崎）
研究代表者より，実際に授業を持っている参加者の方に，今後来年以降に，数学的リテラシー育
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成のための授業案を提案してほしいとの依頼がなされた。なお，これはこれまでの授業を見直すと
いうものではなく，新しい授業案を提案してほしいとのことであった。その際には，自己の数学的
リテラシー観にも触れるとのことであった。
８．今後のこと
・次回は 12 月 27 日（土）
。時間は検討中。場所は，国立教育政策研究所第 1 特別会議室。
（文責：長崎，阿部）

数学教育におけるリテラシーについてのシステミック・アプローチによる総合的研究

第 1 年次第 3 回会合
議事要録
日時 2008 年 12 月 27 日（土）12:00～18:00
場所 国立教育政策研究所 第１特別会議室
出席者
長崎栄三，瀬沼花子，長尾篤志，岩崎秀樹，太田伸也，大谷実，國宗進，國本景亀，重松敬一，
清水美憲，相馬一彦，二宮裕之，日野圭子，山口武志，阿部好貴，牛場正則，上田雅也，
小田友美，久保良宏，熊倉啓之，近藤裕，島崎晃，島田功，清水壽典，西村圭一，藤森章弘，
柗元新一郎。
【特別講演】小川義和先生（国立科学博物館展示・学習部学習課長）
配付資料
（１）第３回会合議事次第
（２）研究メンバー一覧
（３）第 1 回・第 2 回会合議事要録
（４）
「科学系博物館における科学リテラシー涵養活動の創造」
（小川義和先生）
（５）
『科学リテラシー涵養活動」を創る～世代に応じたプログラム開発のために～（中間報告）
』
（独立行政法人国立科学博物館科学リテラシー涵養に関する有識者会議）
（６）
「オランダの中等教育段階における文系学生に対する数学コンテスト」
（大谷，瀬沼）
（７）
「数学教育における質的研究について」
（日野）
（８）
『TIMSS2007 算数・数学教育の国際比較』
（瀬沼，長崎）
（９）
「これからの社会と算数・数学教育のあり方」
（長崎）
主な討議事項
１．代表挨拶
２．
「科学系博物館における科学リテラシー涵養活動の創造」
（１）発表（小川先生；資料４，５）
発表内容は次の３つからなる。
「科学教育における学校と博物館の連携の現状と課題」
，
「科学系博
物館における科学リテラシー涵養活動の創造」
，
「アフタースクール活動の取り組み」
。
－336－

「科学教育における学校と博物館の連携の現状と課題」について。
科学系博物館には，2 つの目標があると言われている。すなわち，コレクション（資料の収集保
管と調査研究）とコミュニケーション（科学理解増進）である。科学館はこのうちコミュニケーシ
ョン（科学理解増進）のみを目標としている。学校と博物館の連携の歴史は古く，アメリカでは 1900
年代初頭，わが国では大正時代に遡る。しかし，学校教育と博物館教育には違いがある。すなわち，
学校教育では従前の知識を基礎に新たな学習を積み重ね，一つの目標に向かって学習が行なわれる
が，博物館教育では個人の好奇心に基づく学習が行なわれ，また自由選択学習の場であるとも言え
る。博物館では，自分で選ぶ能力が重要。学習指導要領に沿うのも１つの方法で，沿わないのも１
つの方法である。
学校と博物館の連携においては，教育機能を中心に置き，学習支援としての機能が重視される。
容易に行けない場合にはアウトリーチ活動などがある。子どもたちの博物館利用の意識として，学
年が進むと博物館に来なくなる。また，教員の博物館利用意識はとても低い。遠足や学校教育の一
環としてなされていることが多い。それは，学校連携を担当する博物館職員が配置されていないこ
とが要因だと思われる。科学系博物館における教育活動の現状として，教員の博物館に対する意識
が弱く，博物館の指導態勢が十分ではなく，学校との連携は単発的であり，対象は小学生が多く，
体験的な学習活動への期待が強い，ということが言える。効果的な博物館活用のためには，学習の
目標を明確にする，博物館での学習活動を位置づける，事前指導と事後指導を展開する，博物館の
学習資源を見いだす，ということが求められる。
科学教育における学校と博物館の関係として，課題は「21 世紀を豊かに生きるために」というこ
とであり，そこで，科学技術の高度化と人々の意識の乖離を埋めるために，社会と科学との対話や
科学コミュニケーションが必要になり，就学期間中の科学的知識を成人段階に結びつけるために日
本人が持つべき科学リテラシーを明らかにする必要がある。
ここでの最大の課題は人の問題であり，
学校と博物館をつなぐ１つの形としてサイエンスコミュニケーターがある。サイエンスコミュニケ
ーターには，次の 3 つの役割がある。第一に，分かりやすく伝える役割（インタープリター）
，第
二に，調整する役割（リエゾン）
，第三に，専門家としての役割（メンター）
。このような中で，科
学系博物館の今後の社会的役割としては，社会や科学の位置付けの変化を想定すること，豊かな社
会を築くために科学文化の成熟度を高めること，双方向的な営為をより一層行なうこと，既存の研
究成果に加え新たな価値や考え方を示すこと，
人々が生涯にわたって自己実現できる場となること，
多様な活動主体間の連携に寄与することである。
「科学系博物館における科学リテラシー涵養活動の創造」について。
科学リテラシー涵養活動とは「自然界や人間社会において実生活に関わる課題を通じ，人々の世
代やライフステージに求められる科学リテラシーを涵養する継続的な活動体系」である。科学リテ
ラシーとは，
「人々が自然や科学技術に対する適切な知識や科学的な見方及び態度を持ち，自然界や
人間社会の変化に適切に対応し，合理的な判断と行動ができる総合的な資質・能力」である。つま
り，科学リテラシーの涵養は，生活上の問題に適切に対応し，豊かに生きる社会を実現し，多様な
活動主体が行い，世代別に対応するなど，新たな手法や考え方が必要である。
科学リテラシー涵養活動の目標としては，
「感性の涵養」
，
「知識の習得・概念の理解」
，
「科学的な
見方・考え方の育成（スキル，実践力，科学的な態度，判断力，創造性）
」
，
「社会の状況に適切に対
応する能力の育成（表現力，コミュニケーション能力，活用能力）
」がある。感性の涵養とは「感性・
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意欲を育む体験的な活動を通じ，科学や自然現象への興味・関心を高められるようにする」ことで
あり，知識の習得・概念の理解とは「科学的知識・概念を定着させる活動を通じ，科学的な知識を
広げられるようにすること」であり，科学的な見方・考え方の育成（スキル，実践力，科学的な態
度，判断力，創造性）とは「事象の中に疑問を見出し分析し，課題解決のための探究活動を行った
り，科学的な知識を実生活に活用したりすることを通じ，科学的な事柄や，環境問題などの現代的
課題について総合的にとらえ，自ら学び，独自の解釈・判断をできるようにする」ことであり，社
会の状況に適切に対応する能力の育成（表現力，コミュニケーション能力，活用能力）とは「社会
の状況に基づいて，科学的な知識・態度を活用して意思決定する。自らの持っている知識・能力を
次の世代へと伝えるなど，社会への知の還元を行う。社会と対話し，豊かに生きる社会作りに参画
する」ことである。
科学リテラシー涵養活動の体系化は，前項に述べた「科学リテラシー涵養活動の目標」を，
「ライ
フステージ」ごとに特定することによってなされる。ライフステージは，
「幼時～小学校低学年期」
「小学校高学年～中学校期」
「高等学校・高等教育期」
「子育て期・壮年期」
「熟年期・老年期」から
なる。例えば，
「知識の習得・概念の理解」については，次の通りである。幼時～小学校低学年期：
「わかる，できることを実感し，達成感を得る」
，小学校高学年～中学校期：
「科学に親しむ体験を
通じて，生活で直接関わる科学的知識を身につける」
，高等学校・高等教育期：
「生活や社会に関わ
る科学的知識に理解を広げる」
，子育て期・壮年期：
「子どもの科学的リテラシー涵養のための学習
を通じて一緒に知識を身につける。生活や社会に関わる科学的知識に対する理解を深める」
，熟年
期・老年期：
「生活や社会に関わる科学的知識に対する理解を深める。自身の趣味・教養など個々の
興味・関心に応じて科学的知識を身につける」
。今後，まず，
「食の中に生きる科学」
「水とくらしと
私たち」
「エネルギー」について事例的に体系化を行い，そして，それぞれのライフステージにおけ
る涵養活動のプログラムの展開例を作り，さらに，生命・人間と社会，宇宙・地球・環境と社会，
物質と社会，技術と社会の 4 分野の学習プログラムを作成したい。
「アフタースクール活動の取り組み」について。
アフタースクールプログラムとは，
「博物館において，土日，休業期間中等に講義，実習，現地見
学，議論，プレゼンテーション等の多様な学習手法を組み合わせた継続的な学習を通じて，青少年
の科学リテラシー涵養をねらいとする活動」であり，その継続学習の流れは，
「見る・学ぶ→考えを
まとめる→展示企画製作→展示解説」となる。
2008 年度に中高生・アフタースクールプログラムを 7 月から 10 月にかけて行った。
テーマは
「水」
で，20 名の中高生が参加した。成果としては，参加者が科学技術に関する知識や態度を発展・向上
させ，個々人がその成長を実感したことと，科学系博物館と社会とのコミュニケーションによって
個々人の成長過程を社会も共有したことにある。
これまでをまとめると，科学系博物館への科学リテラシー実装の意義として，博物館の役割の明
確化，博物館の教育活動等の達成水準の明確化，学校・博物館・地域・家庭等における共通の目標
の設定，就学期間と成人段階との連続性の構築がある。
（２）質疑応答
①博物館から外に出られる活動をもっとして欲しい。
→一つの博物館だけでは無理で，外部の資源などとの連携が大事だと思う。また，人とお金の問
題もある。
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②ここでの科学とは，いわゆる，数学，科学，技術を包含したものである。
【なお，今回は，小川先生との議論をする時間が十分に取れなかった。後日，小川先生より，
「サイ
エンスコミュニケーションについては今回は割愛させていただきました。他の機関とのコミュニケ
ーションや地域連携など，サイエンスコミュニケーションの観点から議論する必要があります。別
途機会を設けて議論してもいいかもしれません。
」とのメールをいただいた。またの機会を模索した
い。
】
３．オランダの中等教育段階における文系学生に対する数学コンテスト（大谷，瀬沼）
（１）発表（大谷・瀬沼；資料６）
オランダの文系の高校生が
「数学 A-lympiad」
という数学オリンピックのようなものをしている。
そこで，2004 年からそれに関する実地調査を行ってきたのでその簡単な報告をする。
オランダの学校体系では，初等教育修了段階（8 年）で全国テストを（義務ではないが 9 割が）
受ける。それを受けて中等教育（大学準備コース（VWO:6 年），高等職業専門学校準備コース
（HAVO:5 年）
，中等職業訓練学校準備コース（VMBO:4 年）
）の選択の意志決定をする。ただし，
いずれの中等教育コースに入った後でもそのコースを移る柔軟性がある。中等教育後については，
大学入試がなく，卒業試験に合格すれば好きな大学の好きな学部に行ける（医学部は例外）
。
大学準備コース（VWO:6 年）
，高等職業専門学校準備コース（HAVO:5 年）の数学には数学 A と
数学 B があって，数学 A はいわゆる文系の生徒が履修する科目である。数学 B は大学で数学，自
然科学，工学などを専攻するための数学である。
数学 A の内容は，ヤン・デ・ランゲらが開発した。その背景にはフロイデンタールの思想がある。
数学 A では，実生活のつながりや，意義を実感するということが大切にされている。数学 A は，教
科書の種類がとても多い。国家カリキュラムはないので，学校が適宜選んでいくことになる。ある
教科書の各章は６つの構成要素から構成されている。その中の「応用」は今でいう「活用」の問題
である。1989 年頃から導入された数学 A，数学 B だが，それ以前と以後の対照のために卒業入試
問題を見てみる。それ以前の卒業試験の例としては，純粋な対数関数の微積分（面積や接線）の問
題が挙げられている。それに対して，現在の数学 A の卒業試験ではレタースケールの回転が三角関
数で示されて，それを微積分で処理する問題が扱われている。日本の大学入試のような問題のため
の問題ではないが，時間上の制約があるので，ランゲなどが期待していた本来の目的であるモデル
化や思考の過程を真性に評価するのは難しいようである。
プロセススキルを評価することは難しい，
だから「数学 A-lympiad」が立ち上がったようである。1989 年に「数学 A-lympiad 委員会」がラ
ンゲなどを中心に組織されている。
「数学 A-lympiad」では，文系の数学 A を履修する生徒が，数学コンテストとして，1 日がかり
で現実世界のオープンエンドの問題を解決する活動を行っている。
「数学 A-lympiad」には予選と決勝がある。予選はほとんど義務で，1000 チームぐらいが参加
する。他の国も参加する。数学を楽しんで欲しい，というのが目的で，評価を固めているわけでは
ないが，
決勝は国際大会という側面もあるのできちんと審査される。
決勝戦の問題はとても難しい。
2004 年に訪問したときには終わっていたので，レポートなどを見せてもらった。
生徒は協力しあい，
4 時にはレポートを提出する様子が見て取れた。学校でコンテストの準備をするというわけではな
く，学校は案内を出すぐらい。同じ問題を日本の大学付属の子にやってもらったが，レポートでは
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なく答案を書く。課題の例として，
「クリスマスのビュフェ」と「休憩を取りながら働く」の 2 つ
を挙げてある。レポートの評価方法は，
「総合的評価」と「課題に基づく評価」の 2 つの側面から
なり，事前に生徒に評価の観点と評点が伝えられている。
オランダで文系の生徒に数学コンテストが可能であることの背景としては，数学の授業と卒業試
験の問題が考えられる。オランダの数学の授業を参観すると，普段の授業でもこのような活動をや
っていることが分かった。日本とは随分違うと思った。また，卒業試験も先ほど照会したように実
生活の問題である。
なお，数学 B も，同じ日に「数学 B-day」というのがある。それはもう少し数学っぽい，ただゲ
ーム的という意味で，実際的数学教育（Realistic Mathematics Education：RME）のようであっ
た。また，小学校でも「Arithmetic Day」というのがある。
一般に，オランダでは，生徒は実世界と関連している数学観が育成されているし，数学の楽しさ
を感じている。また，現実の問題には唯一つの解はなく，複数のものの間でバランスの取れたもの
をつくる，という機会にオランダの生徒は恵まれている。
（２）質疑応答
①コンテストと授業の内容がつながっている。
②これは数学以外の教科にもあるのか。
→分からないが，理科はないようだ。
③大学入試を変えなければ，とよく言われるが，そのための準備として「数学 A-lympiad」がある
のではと思う。そうだとすると学校の順位付けということにならないか。それとも，参加するこ
とに意義があるとされるのか。また問題は誰がつくるのか。
→卒業資格試験の内容そのものは現実味を帯びたものだが，それはオランダの測定研究所（CITO）
が作る。それが 50％分で，あとの 50％は学校評価によっている。その中の 10％を「数学
A-lympiad」がカバーするということ。
「数学 A-lympiad」の問題は，フロイデンタール研究所
の数学 A-lympiad 委員会が作成する。学校評価の 5 分の 1 ということらしい。その意味で，参
加することに意味がある，ご褒美としての 10 ポイントということだと思う。
→そうだとすると，ここでいい点を取るというのは日本的だが，オランダには楽しめればという
文化的土壌があるんですかね。
→そうですね。ただ，実際の授業は大切だった。
④教科書の目次（資料 2 頁）を見ると，日本と同じようなところがあると思えるが，実際の授業（資
料 21 頁）では教科書はどのように扱われるのか。
→オランダの教育制度においては，カリキュラムがだんだん自律していくような，総合的な学習
の時間のようなものが増えている。通常の教科書準拠の数学のほかに「スタディハウス」とい
うのが広がっている。実際の授業として挙げた，
「数学が使われている広告を使って」というの
は，
「スタディハウス」だと思う。
⑤1989 年から実施されているということは，
「数学 A-lympiad」を受けた子どもが教師になってい
る，というのはまだないと思う。ということは，数学 A という現実的な問題を扱うには教師教育
が関わると思うが，そのあたりはどうなっているのか。
→今回，高等職業専門学校（HBO）にあたるところに訪問したが，その初等教育・前期中等教育
対象の教員養成の「数学科教育法」は，実際的数学教育（RME）ベースだと思った。一つは道
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路の回転交差点の真ん中にあるオブジェを方向によって見える見え方を紐で表すようにしてお
り，もう一つは平方根の開平を正方形の図を使ってイメージ化していた。これらは RME の R
の 2 つの意味，すなわち，
「現実的」と「実感を持つ」の 2 面性を反映していると思った。私
たちと違うのは，大学を出た後ですぐ教員になるわけではなく，その後に研修がある。
→日本のように理学部から教師になる場合にはどうなるのだろうか。
→理学部をでてすぐ教師になるのではなく，その後に研修がある。
⑥数学 A-lympiad の問題に対して日本の子どもはレポートが書けないとあったが，確かに，日本の
子どもはすぐに式を書いてしまう。
「数学 A-lympiad」はいい場面だと思った。ところで，オラ
ンダでは，日常の授業の中でそのようなことに活きる経験があるのか。
→それが先ほどの広告の問題。
「スタディハウス」といったものが要所要所に入っている。
⑦オランダの数学教育を見ていて，次の 4 点に気が付いた。第一は，中央試験や学校試験は，3 つ
の技能，教科，態度の 3 つの点で評価をしている。第二は，数学 A-lympiad では，生徒は 4 人グ
ループでやっているのに 4 人に均等に点数をつけている。おおらかだ，日本ではないだろうと思
った。第三に，医学部を除けば，大学間の格差は無い。第四は，教育を変えるには人を変える，
親や一般の人を変えるのが大切だと言っていたのが印象的だ。なお，どの国の教育を見る場合も
そうではあるが，オランダにあまり期待をして授業を見に行くと失望させられることもある。良
いときも悪いときもある。
⑧このようなコンテストを受ける生徒はどのくらいの割合か。
→中等教育の 4 年制の場合は 2 割 5 分（10 万人）
，5 年制の場合は 2 割 5 分（5 万 5 千人）
，6 年
制の場合には 5 割（4 万人）
，だから全生徒の 5 割ぐらいがうける。
⑨予選は各校でとのことだが，4 人で何にもできない，という場合はなかったのか。
→オランダでは，人に聞いたり，先生に聞いたりする。つまり，進歩しなければ面白くないわけ
で，みんな近くでやっているから，インフォーマルな相互作用がある。先生も監視ではなく，
促進者としているという印象がある。
⑩日本の文脈で考える試験やコンテストとは相当違うようだ。考えることを楽しむということであ
ろうか。このコンテストの内容自体は数学的リテラシーに密接に関連しているが，それだけでは
なく，というよりそれよりも，そのような数学的リテラシーの内容を可能にするには，数学の授
業，数学の試験，数学の教員養成を変えなければならず，さらに，コンテストで順位を争うだけ
ではなく，それ自身を楽しむという社会文化的風土も必要だと改めて考えさせられた。
４．数学教育における質的研究について（日野）
（１）発表（日野；資料６）
数学教育の質的研究について，まず質的研究とは何かという特徴，データの収集について，進展
と可能性などについて簡単に紹介したい。なお，数学教育の質的研究については，1995 年の日数教
会誌に同様のことを書いている。当時は教科教育分野で，質的研究が日本に紹介されはじめた時期
であった。
質的研究とは，具体的事例が大切であり，参加者の視点に立ち，全体的な文脈から見ていく，と
いう学問分野である。例えば，
「ある学級でどのように授業が成立しているか」を見るとき，生徒，
教師の立場に立って分析する。また，そこでの文化や社会的背景に気を配りながら分析する。質的
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研究は多くの学問分野でなされている。古くは社会学，人類学。綺麗に現れてこないものを対象と
している。教育では捉えにくかった部分をみている。
質的研究においては，
何か１つの客観的前提を置かないということが大切である。
変わるものだ，
という立場に立つ。研究は，問いがあって研究をするわけだが，質的研究は，
「何故」
，
「どのように」
といった当たり前を疑う。イエス・ノーではない。当たり前を疑うというのが大事だと思う。それ
が問いを立てるポイントだと思う。研究手続きについては，柔軟性が必要とされる。選び方も，
「理
論的サンプリング」といって選択基準を設けて選ぶ。明確な仮説は持っていかない。何でも使って，
問いに迫る。研究者の役割については，結局自分が何を知りたいのか，どのようにするのか，とい
う具合である。研究者は積極的に対象と関わる。
「量（的研究）と質（的研究）の結びつけ」につい
て，両者を切り離すのは生産的ではない，といわれる。両方を結びつけることが大切である。
「データの収集」には，観察，インタビュー，文書類の収集などがある。参与観察といって対象
と一緒になって観察していく。何を見たらいいのか，というのはなかなか難しい問題だが，それは
研究の問いと関わっていて，その問いを明確にしなければならない。フィールドノーツという言葉
をよく使うが，書くことが大切とされる。観察した人の内省を同時に書くことが大切。その生に感
じたことが非常に大切で，振り返っても忘れることはよくある。インタビューについては，いろい
ろなやり方があるが，その人の視点で，結構違うというのがわかってくるから大切である。文書類
の収集はやりやすい。例えば，学校要覧，子どものノート，発表回数など。日本の数学教育では，
結構やられている。
「データの分析と記述」については，データは大量になるがそれらを分析していく。その中から
自分の見たいことを探っていくのは大変だがやりがいがある。
「仮説の生成」については，データを
通しながら仮説を生成していくということが大事である。データを収集しているときは，仮説を作
るうえでいろいろなキーワードが出る。どういう風に仮説をつくるかというと，
「絶えざる比較法」
「トライアンギュレーション」などがある。例としてコブの社会数学的規範などがある。
「論文の執
筆」もいろいろある。通常と異なるのは，一つ目は，読んだ人が事例を理解できるようにすること，
二つ目は，事例の記述や解釈を説得力を持って読み手に示すこと。具体から理論に向かって，どの
ように抽象度を高めるか，ということ。それがうまくいくと，読み手は理解する。三つ目は，研究
がもたらす示唆をかく。こうした配慮が，妥当性，信頼性，一般化可能性を高める。
「数学教育における質的研究の進展」については，大切なのは多様な見方と対話を生み出すこと
の価値を強調することである。それが作り出す知識や理論の位置づけは，指導プロセスなどの仮説
を作ることに効果がある。最後に理論と実践の乖離の問題については，理論を使うがデータを大切
にする。その意味で乖離に有効とされる。デザイン実験などが行われてきている。
「数学教育における質的研究の可能性」については，当然と見なされてきたことに光を当ててい
くことである。数学の学習指導を複数の視点から捉えることができる。数学教育において何ができ
るかについての考えを広げてくれる。意味と理解の過程に視点をおいた指導やカリキュラム研究の
可能性がさらに高まる。教師が「省察」をおこなうための道具と過程を提供する。
そして，実際の研究例として，日数教会誌 2008 年第 90 巻第 4 号に掲載された「数学的標記の内
化を促す文脈についての一考察－「単位量あたりの大きさ」の授業を事例として－」などについて，
フィールドノーツによるデータの収集，エクセルを使った仮説の作成などが紹介された。
（２）質疑応答
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①授業という結果を分析するわけだが，授業を考えるときには誰もが何らかの仮説を持っていると
思う。データには理論が付加しているはずで，データを取るときにそのあたりはどうなのか。
→理論的な部分は気にしてやるが，逆に（理論に）引っ張られないようにやる。知りたいことが
あるので，それを自分で，ということ。あまり縛られない。
②理論は持っているが，理論で分析ということではないということか。
→理論で分析しようとすると，他が見えなくなる。
③ビデオは利用しないのか。
→利用しないといけない，というものではない。大切なのはその時々の状況を見ること。限界を
書くことが大切である。
④質的研究は教室での先生方の実践研究に近いと思われる。そのような先生方への示唆はあるか。
→質的研究では，プロセスがよりよく分かる，また，何でこのような結論が出るのかが分かる。
教室で使っている方法をもっと明確にするとよいのではないか。
⑤自分で授業をやって，分析するとき，自分がつけたい力と別のことが出てくることがある。その
ときは，見たいことが見れなくなってしまうのではないか。授業をする人と見る人とでグループ
を組むとよいのか。
→グループの中でいろいろな目的をもっているから，生み出される知識のバランスは難しい。デ
ータを考えると授業ができなくなってしまう。アクションリサーチは，実際の授業を変えるこ
とが目的である。
→アクションリサーチとの違いは。
→アクションリサーチは授業の改善。質的研究の一部になると思う。
⑥教師が意識している数学的リテラシーをどのように客観的に分析するかということで質的研究は
使えると思う。授業のプロセスの中で教師が意識している数学的リテラシーのカテゴリーが見え
るのではないか。
→いろいろと見えてくるというのはあると思うが，リテラシーについての質的研究はあまり知ら
ない。
５．TIMSS2007 の報告（瀬沼）
IEA
（国際教育到達度評価学会）
による
「国際数学・理科教育動向調査の 2007 年調査」
（TIMSS2007）
の結果，及び分析結果の説明がなされた。
小学校 4 年生，中学校 2 年生の算数・数学の得点については，前回と大きな変化はなく，国際的
には高い位置にあると言えよう。一方で，算数・数学に対する肯定的な態度や数学の重要性に対す
る意識も相変わらず低いままで大きな課題を抱えたままである。
６．その他
・次回は 1 月 10 日 14:00 から。
・第 5 回は 2 月に予定。3 月は未定。
（文責：長崎，阿部）
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数学教育におけるリテラシーについてのシステミック・アプローチによる総合的研究

第 1 年次第 4 回会合
議事要録
日時 2009 年 1 月 10 日（土）14:00～18:00
場所 国立教育政策研究所 第１特別会議室
出席者
長崎栄三，瀬沼花子，長尾篤志，岩崎秀樹，太田伸也，大谷実，國宗進，國本景亀，清水美憲，
日野圭子，阿部好貴，牛場正則，上田雅也，小田友美，熊倉啓之，近藤裕，島田功，清水壽典，

滝井章，西村圭一，柗元新一郎。
【特別講演】佐々義子先生（NPO 法人「くらしとバイオプラザ 21」主任研究員）
配付資料
（１）第４回会合議事次第
（２）研究メンバー一覧
（３）第 1 回・第 2 回・第 3 回会合議事要録
（４）
「サイエンスコミュニケーションを通じて培われる科学リテラシー～バイオカフェからの学び」
（佐々義子先生）
（５）
「ブライアントサイエンスフェスティバルとダナ・センターイベントに参加して」
（佐々）
（６）
「数学的リテラシー論からみた学校数学の現状と課題」
（清水）
（７）
「日本・アメリカ・PISA の数学的リテラシーの比較」
（長崎・阿部）
主な討議事項
１．代表挨拶
２．
「サイエンスコミュニケーションを通じて培われる科学リテラシー～バイオカフェからの学び」
（１）研究代表による紹介
佐々先生は，
「くらしとバイオプラザ 21」というバイオカフェで活躍されている。本日は，バイ
オカフェすなわちサイエンスカフェという科学技術と一般とのつながりというお話と，バイオ・生
物関係の最先端のお話という 2 つの面でお話いただきます。
（２）発表（佐々先生；資料４，５）
バイオカフェを続けて，そこから学び得たものをお話させていただく。
私が関わっているのはバイオリテラシー。
「くらしとバイオ」は，暮らしとつながったところのバ
イオロジー，人を中心としたバイオロジーという考えである。社会とどういう関係があるかとみれ
ば，ニーズが先にある。そのときの社会の反応は利益があれば受け入れられる。最近はパブリック
コメントというのがある。
市民も政策に関わってくるので，
科学が嫌いな人も政策に関わってくる。
我々としては，意見交換をして知ってもらわなければ，と思う。
生物は変わった。生物は教科書が使えなくなっている。それは DNA の発見の影響が大きい。こ
れまでは現象から見ていたものが，DNA から見るようになった。DNA から見ることで技術も変わ
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った。
「くらしとバイオ」という意味では，その人のリスク・ベネフィットに関わる。リスク評価，
リスク管理，リスクコミュ二ケーションがあり，市民が関わるのは３つ目のリスクコミュ二ケーシ
ョンである。
遺伝子組換え食品の歴史を見ると，健康被害は 1 件も起こっていない。遺伝子組み換えには，ス
テークホルダー（利害関係者）がいっぱいいる。生産者，消費者，研究者，行政，産業。この皆の
意見が違う。風評被害はセンシティブになっている。条例を作っているところもある。日本中の研
究者が遺伝子組み換えをやっているが，それを商品化できるのは筑波だけ。日本中で研究をしてい
ても出口がない，だから皆さんにリテラシーを持っていただきたい。
学校の先生方は，
「生物学の授業が足りないから」というが，そもそもバイオロジ－に関する情報
が少ない。自分が異種の職種であっても，他のことがある程度分からなければならない。総合的な
位置づけというのがわかりやすい。現在は，先生方に研究実験と一緒に基準・審査があることを分
かってもらうためのサイトなどがある。
医療の場面ではどうか。利害関係者として患者，医者，情報管理者，保険会社，データバンクを
扱う会社などがいる。
このように関係者は複雑である。
個人遺伝情報の利用に関しても様々にある。
個人遺伝情報は個人の中で収まらない。空間的な広がりと時間的な広がりがある。できればそのよ
うなことを知っておいてもらいたい。規制はたくさんある。リテラシーに関係があるのは，
「ヒトゲ
ノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」など。
このような「遺伝子組み替え」や「医療」の例があるが，それをどのように理解してもらうか。
リテラシーを高めるのに必要なのはサイエンスコミュニケーションだと思う。科学リテラシーとサ
イエンスコミュニケーションが両輪となり政策へと関わっていくと思う。そこに関わるのがサイエ
ンスコミュニケーターだと思う。サイエンスコミュニケーションとは，科学をめぐる多様なコミュ
ニケーションであり，緊急性の程度によって，周辺から中心に向かって，一般のコミュニケーショ
ン，サイエンスコミュニケーション，リスクコミュニケーション，クライシスコミュニケーション
となっていく。
バイオカフェ開催までの経緯について，農場見学会の参加者の感想をみて，市民と関わらなけれ
ばと思った。参加者の満足度は高い。参加者は，気楽に話し合いたい，話し合いがしたい，という
意見が高い。コミュニケーションを求めている。途上国では逆にスピーチを求める。このようなア
ンケートによって要望がわかる。スピーカーにアンケートをとったら，満足度は高い。その理由は
反応が良いということと，一般市民と関われる，ということである。
最後に，コミュニケーターとして活動してきたが，その蓄積を話す。サイエンスコミュニケータ
ーは，サイエンスコミュニケ－ションに関わる人で，研究者と市民の間を仲介する（メディエータ
ー）
，専門家の話を翻訳する（トランスレーター）
，分かりやすい資料を作る（ジャーナリスト）
，サ
イエンスコミュニケーションの企画
（コーディネータ）
，
サイエンスイベントの企画
（プロデューサ）
がいる。一番大切なのは，本音の情報を出してもらうこと。情報量が増えれば理解は増えるはずだ
が，受容度は山型で，多くなりすぎると受容度は減る。キーワードは「協働・共創・共考」で，一
緒にやることが大切。社会心理学をみてみると，大切なのは信頼とある。どうすれば信頼されるか，
をみてみると，コミュニケーターは相手の意図に関わるのが大切。それが安心・信頼につながる。
環境問題などの遠い問題は専門家を信頼するが，身近な問題は身近な信頼がある人の方がいい。臨
床心理学をみてみれば，カウンセリングでは情報提供より傾聴の方が大きい。ファシリテーション
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技術をみてみると，役割を分けることが会議には大切らしい。これらのことを総合してサイエンス
コミュにケーションに活かそうと思ってやってきた。
まとめとして，コミュニケーションするために大事なのは言葉づかい。専門用語，熟語は気をつ
ける。相手を知ることが大事。初心に帰ること。最後にお願いしたいことは，科学ではリビングサ
イエンスというのがあるが，科学と実際とをつなげること。また，メディアリテラシーが大事だと
思うが，それには数学の先生が関わる。統計などで全体を見ることや，論理的な考え方が重要だと
思う。
（３）質疑応答
①遺伝子組み換えは人間に対して害にならないのか。
→なりません。ならないものしかでません。
→結局，政府が信頼を得ようとしてこなかったことが大きいと思う。
②遺伝子組み換えは農薬などとは違うのか。
→違います。ただ，農薬もなければ害虫だらけになる。審査されたものが出ているわけだから，
正しく使えばいいわけです。
→「奇跡のリンゴ」という本があるが，一切農薬をつかわないでリンゴをつくった話があるが，
自然の中にあればいいわけで，人工ばかりだからアレルギーが多いと思う。
→そのために「表示」をしているので，選んでいただければ。
③日本は組み替えに厳しいが，他の国はどうなのか。
→先進国では日本だけぐらい。ヨーロッパは自給ができる。発展途上国でも増えている。
④農業に関わる人はいっぱいいるが，日本の文化の中で，自然に手を加えたらいけないのというの
が一方であり，西洋の近代智という点でみればどうなのか。一方的な価値観でリテラシーといえ
るか，というのはどうか。
→日本と仏教でも違うことがある。難しいと思うが，食糧事情などあまりにビジョンがなく，理
論もなく，出口がない。意志決定を「日本の文化」としてきたツケが出ていると思う。みんな
が人のせいにして先送りにしているというのがある。
⑤バイオカフェ参加者の年齢はどれくらい。
→茅場町の市民やシニア，40 代ぐらい。
⑥バイオカフェでは双方満足して終わっているが，授業ではそんなことない。これは参加者が求め
ているから，ということなのか，話のもっていきかたがうまいということなのか。
→音楽を使ったり，アットホームな雰囲気を出す努力をしている。座り方では関係者を隣同士に
しない。サクラの発言もする。人を見せると共感を呼ぶ。司会者が介入する。
⑦年に何回開催するか
→月 1 回
→学校ではそんなに準備ができないですかね。
→その意味でビギナーズラックがある。
⑧人には信念というのがあり，好ましくない信念の人がいた場合，それをどう打ち砕くのか。
→クライシスコミュニケーションの場合，
科学技術を全部嫌いな人もいる。
そのときにすべきは，
フェアな議論をそのような信念を持っている人に見せる。極力分かる言葉で，議論を見せるこ
とがコミュニティーには大事。6～8 割の人に最後まで説明する。さらに，みんながチームとな
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って一体で，フェアな議論を見せている，ということをバックアップすることが大事。
→生物だから多様性があって，いろいろあっていい。打ち砕くのではなく，互いにいろんな意見
があるからいい。認め合うことが大切。
３．数学的リテラシー論からみた学校数学の現状と課題（清水美）
（１）発表（清水美；資料６）
昨年岡山で開かれた日本科学教育学会年会で科学的リテラシーがテーマになっていて，そこで浪
川先生と私を含め 5 人の先生でシンポジウムをさせていただき，さらにこれまでいろいろな形で取
り組ませていただき，私が関わった範囲内で整理したいということで今回まとめた。新しい概念を
直接持ってくるのは危ないのではというのがあって，私として，リテラシーから学校数学を見ると
どうなるのか，というのを捉え直したいということで，まとめてみた。
PISA については改めて説明する必要がないとは思う。昨年 2006 年は科学がメインということで
数学はメインではないが，9 年間の大きなスパンが終わって，次回は読解力。2012 年には数学が主
領域になる。その準備が始まりつつある。フィンランドが注目されて，PISA 型読解力など大きな
影響力がある。4 月に行われた全国学力・学習状況調査の活用の問題などもそう。この科研のテー
マが数学教育全体としてリテラシーということであるが，焦点を広げると大変なことになるので，
今回は PISA についてまとめてみた。
数学的リテラシーの内包・外延を押さえなければならず，それ自体が非常に大きな問題。TIMSS
や PISA が出ると，すぐストレートに語られることになるが，その前に語られることは何なのか，
というのがある。またかつて，数学者の目で見た数学的リテラシーというのがあったが，それを批
判的にみる必要があるのでは，というのがある。
東大の佐藤学教授がリテラシー概念の歴史的変遷をまとめている。そこで説明されているが，教
養という部分と読み書き算というのがある。科学技術の智として，将来の成人が身につけるべき，
社会・将来ありきで問いの立て方があり，先に決められる。OECD などもリテラシーが先にあって，
つまり上から今日的なリテラシー概念が定義されている。科学の智では，ものの見方という中身に
1 つの焦点があると思う。ものの見方というのは時代に左右されないものもあると思う。数理科学
部会では，数学的な見方から分析していて，1 つは言語として，もう 1 つは文化として。言語とし
て，それを学校へというのが１つで，もう一方で企業などが求めている一般教養というのがあり，
数量的なスキルというのがある。個別の能力が込められている。規範的な目標が示し続けられてい
て，それに対し教育ではどうか，というのは楽なことではなく，いろいろな準備をしなければなら
ない。
2 節の数学的リテラシーでは，ニューメラシーや統計リテラシーや，ユネスコ，あと高等学校の
藤田氏の数学的リテラシー，ヤブロンカなどの文化という立場からのリテラシーなどあり，それら
自体が研究対象となる。ただ，PISA は学校数学の外を問題としている。人的資本を確保するため
には，という形で，さらにペーパーで評価可能で，という形で妥協的。その意味で，PISA 自体を
見直さなければならないと思う。学校数学の文脈でどうかということを書いてある。
3 節は PISA のまとめなので省略するが，PISA では自らの置かれた状況に関することを反省的に
考察することまで含まれている。単なる知識・技能だけではない。それから，プロセスというのが
ある。いわゆるコンピテンシー。このようなことを広い立場から見直す必要があると思う。この枠
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組みの斬新さについて，能力群，アイディア，数学の立場からではなく，現象側から使われるアイ
ディアから分けたということ，あと状況が斬新。この 3 次元で分けたことがインパクトにつながっ
たと思う。日本の今までの数学教育を広い立場で捉え直すいい機会だと思う。
それらを踏まえて，５頁からが今回みてもらいたいところ。社会や将来からの要請ありきのリテ
ラシー像が示されたとき学校教育ではどうするか，ということ。現行の指導をどうするか，という
議論がまずあると思う。またカリキュラム自体を変える，というのもあると思う。今回の学習指導
要領では数学的活動など，プロセスが明示されている。今回は付加的であるが，PISA は独立して
いる。また日数教ではクロス案が提案されている。数学的活動ということを大がかりにすると，ど
の程度それぞれが意識されるかが問題となる。実際に目標論やカリキュラム論で能力を明示的にす
るのは藤田氏がいっていた「ユーザーとしての数学」
。理念的にユーザー，マジョリティといってい
るから，具体的な内容としてどうなのか，というのが見えにくくなる。昭和 30 年の指導要領の中
心概念をみると，数学的方法が記述されている。文脈は違うが，過去にもあったということ。教育
課程の構成に，内容の他に能力をどうするか，ということを書いた。過去の指導要領を見直すこと
は意味があると思う。
2 つめは，学力調査の問題例をあげているが，評価においてプロセスと文脈に着目するのが新し
い。活用に関する問題は次のように規定されている（資料参照）
。これは PISA の枠組みの次元と一
致していて，表１にあるような知識技能の実生活での活用のように具体的に「何々の力」が上げら
れている。このように評価の場面で，評価の観点や数学の内容から作られて，プロセスに着目する
枠組みがあげられている。あとはアプローチの仕方の問題などがある。
3 つめは，PISA の枠組み自体を見直したらどうか，ということ。その根底にはフロイデンタール
の考えがある。この立場から学習指導は authentic，あるいは実際から，ということが指摘される。
ヤブロンカなどは PISA のピザの問題を批判している。そこでは数学の教科の枠を超えて，クロス
カリキュラムなどの話が出てくる。PISA は 1 問が数学で，数学の数学化というところ，数学の世
界での考察，
というのが弱いかもしれない。
リテラシーの育成の場面でそのようなことを積極的に，
とも思う。ある事柄を発展的に考えたり，といった従来普通にやってきたことも，ということ。だ
から，応用や現実世界とすぐに考えがちだが，数学教育という立場からみれば，従来のことも考え
る必要がある。そう考えれば，藤田氏のは二分法ではなく，という見方もできるかもしれない。
あと 4 節は学習・指導の話にしようと思っている。
「探求として」と「言葉として」といった学
習指導に踏み込んでいく。9 頁に書いてあるのは，言語活動としてと探求型の学習の PDCA サイク
ルの中に位置づけて，というのが大切だろう，ということ。
数学的リテラシーの概念自体が多様であり，
学校教育において論じるためには十分な検討が必要。
学校の部分は無しにして，ということをしたうえで交通整理をし，その中で教育の場面で何か考え
られないか，逆に PISA は小さくなっていないか，といった具合に，全体を見ると，指導要領なん
かでもプロセスが明記され，といった流れがあったり，中心概念なんかもあったり，言語の大切さ
なんかも注目されていたりする。結局，現在の点検，メガネということになる。
（今回の内容は）変
わり具合を数学的リテラシーということから見てみるとどうか，という提案になっている。
（２）質疑応答
①藤田氏のリテラシーは二分法であるのか。
→学習指導要領では見えないが，解説では「数学的思考」と「数学的リテラシー」が二分されて
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いると思う。
→当時関わっていた寺田文行氏から雑談で，コア・オプションの理論武装として数学的リテラシ
ーがでてきた，ということを聞いた。
→コア・オプションは島田茂氏が考えた。島田氏は「学習者の概念」でと聞いている。それは中
心概念からあったのかもしれない。
②リテラシーをどうやって授業で，ということを考えれば，そんなに変わったことではないのかと
思う。いわゆる今まで言われてきた「よい授業」が目指されているのかと思う。それが，これま
でも目指されていて，今また注目されている。よい授業は人によって違う部分もあるが，共通も
あるのではないかと思う。
→あるとは思うが，よい授業とは何か，をまず決めなければならない。
「よい」の中身が民主主義
の意味での「よい」や，現象的な「よい」
，もあると思う。
→大きく変化を感じるのは，内容ではなく，方法の部分。その意味でのよい授業ということです。
→リテラシーという視点からみるよい授業とはどのようなものか。
③新しい学習指導要領の「活用」はリテラシーとつながっていると思うが，今までの利用や応用は
どうなったのか。今回の「活用」はどこから出てきたのか。
→習得・活用・探求から出てきた活用だが，PISA が大きかったと思う。活用は教科で，探求は
教科外で。ただ理科はそれが難しい。活用もきちんと議論されたのではなく，理科では幅広い。
数学では，数学を使ってということ。
→応用は新しいものを生み出すというイメージがある。ただし，活用の定義や概念規定はなされ
ていない。
④ドイツは PISA の結果がよくない。ドイツではどのような対応をしているか。ドイツではコンピ
テンシーという言葉がでてきて，能力的なものがまずでてきた，そのあとに内容に関連したコン
ピテンシーとなっている。PISA のリテラシーの場合は，１つの側面しか見ていないと思うのは，
応用指向だけで構造指向をみていないと思う。その意味で PISA のリテラシーはどうなのか。構
造指向を入れないのはどうなのかといつも思っている。
→調査問題からは数学的なものがどんどん抜けている。数学教育の目からみれば，ということ。
→確かに，応用指向の場面は，authentic となる。
→ヤブロンカはかなり過激で，そのような authentic の評価は無理だという意見。ヤブロンカた
ち，PISA に反対な人は国際比較自体に批判的。根本的に違う。ただし，PISA によって見えて
くることはいろいろあると思う。
⑤リテラシーとなると，今までの教科で考えていいのか，というのが出てくると思う。リテラシー
によってカリキュラムが変わるというのは，教科の構成はどうなるのか。
→数学的，というときの数学は教科とは関係ない。それを学校教育でというのは，今回の発表で
は考えていない。PISA の話を遠い所においた上で，話をどうするのかという話。
⑥結局，学校現場が変わらなければ，と思う。現場にいる人間は，数学的リテラシーがでる前の段
階で，
「よい授業」というのがある。だから数学的リテラシーを考えるということと，どのような
授業というのは違うのかと思う。
→今まで「よい授業」というのがあって，それは共通点があって，一方でリテラシーという視点
で新しく見える部分があると思う。
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⑦清水先生の話は，数学的リテラシーを宙づりにして，それをメガネにしながら数学教育の過去，
現在，未来を見るということか。
→数学的リテラシーという概念自体を宙づりにした上でということ。
→やみくもに地上に降ろしはしないということか。
→今回は，ということです。それまでにやるべきことはたくさんある。PISA が悪かったので，
という言い方はできると思うが，直にもってくるのはどうかと思う。
⑧全国学力調査で A 問題，B 問題と分けること自体に議論は無かったのか。
→教科の委員会があったときは既に 2 つになっていた。
PISA ショックにどのように対応するか，
と行政官が危機感をもったときに出てきたのではないか。研究があって，ということではない
ようだ。
４．日本・アメリカ・PISA の数学的リテラシーの比較（長崎，阿部）
（１）発表（阿部；資料７）
科学技術の智プロジェクト，AAAS/Project2061，OECD/PISA のそれぞれの数学的リテラシー
の内容等の比較をおこなった。
まず，科学技術の智プロジェクト，AAAS/Project2061 の専門部会（パネル）報告書の比較をお
こなった。それをまとめたものが表１である。比較の観点は，
「領域構成」
，
「数学の方法」
，
「内容：
数量・数式」
，
「内容：図形・幾何」
，
「内容：関数・解析」
，
「内容：確率」
，
「内容：統計」
，
「内容：
集合・論理」
，
「内容：その他」であり，本稿においては構成，数学の方法，数学の内容の３つの観
点からの比較を述べる（資料参照）
。なお，それぞれの内容領域の比較・考察は次回とする。
次に，科学技術の智プロジェクト，AAAS/Project2061，OECD/PISA の総合報告書の比較をお
こなった。それをまとめたものが表 2 である。比較の観点は，
「定義」
，
「対象」
，
「内容選択の基準」
，
「数学の本質」
，
「構成」
，
「数学の方法」
，
「内容：数量・数式」
，
「内容：図形・幾何」，
「内容：関数・
解析」
，
「内容：確率」
，
「内容：統計」
，
「内容：集合・論理」であり，本稿においては対象，内容選
択の基準，数学の本質，構成，数学の方法，数学の内容の６つの観点からの比較を述べた。なお，
それぞれの内容領域の比較・考察は次回とする。
今後の課題として，それぞれの内容領域についての比較・考察をおこない，その上で，総合的な
考察を述べたい。
（２）質疑応答
①PISA の数学の本質は「評価の枠組み」の方をみた方がよいだろう。
②PISA では，数学の本質はどのように述べられているのか。
→パターンの科学とかが記述されている。
③2000 年のときに，ピザの問題があって，批判されているとのことだが，PISA の問題は，いろん
なアプローチができるはず。しかし，それが薄まってきているのが残念。それは PISA 調査全体
として，ということ。
④PISA は，最近は，
「知識と技能」ということで，リテラシーという考え方が後退して，数学にな
ってきている。
⑤科学技術の智プロジェクトでは，数学の名称が数理科学となった時点で，その内容は変わるべき
であったが，できあがってみるとそうでもなかった。
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５．その他
・次回は 2 月 21 日，13:00 から。
（文責：長崎，阿部）
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数学教育におけるリテラシーについてのシステミック・アプローチによる総合的研究

第 1 年次第 5 回会合
議事要録
日時 2009 年 2 月 21 日（土）13:00～17:00
場所 国立教育政策研究所 第１特別会議室
出席者
長崎栄三，瀬沼花子，長尾篤志，岩崎秀樹，太田伸也，國宗進，國本景亀，清水美憲，
相馬一彦，日野圭子，山口武志，阿部好貴，牛場正則，上田雅也，小田友美，久保良宏，
熊倉啓之，近藤裕，清水壽典，滝井章，西村圭一，藤森章弘。
配付資料
（１）第５回会合議事次第
（２）
「フィンランドの数学教育」
（熊倉，長尾，國宗ほか）
（３）
「フィンランドの算数・数学教科書について」
（山口）
（４）
「数学的リテラシー育成のために教師がもつべき教授学的内容知識（PCK）
」
（岩崎，阿部）
（５）第 2 年次に向けて
①リテラシーについての私見（上田）
②数学的リテラシーについて（牛場）
③数学的リテラシーについて（メモ）
（太田）
④これまでの研究でわかったことと疑問について（小田）
⑤数学的リテラシーのイメージ・疑問点等々について（久保）
⑥数学的リテラシーについて（熊倉）
⑦数学的リテラシーについて（近藤）
⑧義務教育段階で身につけおくべき？リテラシーとは（島﨑）
⑨数学的リテラシーの内容は，時代とともに増えていくのか（島田）
⑩数学的リテラシー（清水）
⑪数学的リテラシーについて（相馬）
⑫数学的リテラシー（滝井）
⑬数学的リテラシー（長尾）
⑭数学的リテラシー（西村）
⑮数学的リテラシーについての所感（二宮）
⑯数学的リテラシー（日野）
⑰数学的リテラシーとは（藤森）
⑱数学的リテラシーについて（ 柗元）
⑲数学的リテラシーについて（望月）
⑳数学的リテラシーに関する検討課題（山口）
（６）
「生命論に立つ算数・数学学習－教授原理に基づく算数・数学学習」
（國本）
（７）
「日本・アメリカ・PISA の数学的リテラシーの比較」
（阿部，長崎）
（８）
「科学的リテラシー年表（第 2 次案）
」
（長崎，斉藤，阿部）
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主な討議事項
１．代表挨拶
年度末でお忙しく，また，風邪も流行っているところ，お集まりいただきありがとうございました。
２．フィンランドの算数・数学教育の全体像（熊倉）
（１）発表（熊倉；資料２）
フィンランドの算数・数学教育の全体像を発表することにし，教科書の詳しい内容については，
次の山口先生にお譲りする。なお，フィンランドの算数・数学教育について全部を熟知しているわ
けではないが，現段階で分かっていることを話す。
教育制度については，プレスクール（1 年）
，基礎学校（9 年）
，高等学校または職業学校（3 年）
，
総合大学（3 年または 5 年）または職業専門大学（3 年または 4 年）となっており，年齢も日本と
大体同じである。義務教育は基礎学校の９年間。基礎学校の後の進学率は高校が 50％で，残りは職
業学校であり，これは日本の専門学校のイメージに近い。
教員養成については，基本的には日本と同じで，小・中・高に分かれている。期間は 5 年間で修
士号が得られるが，内容的には日本の学士号の 4 年間分と同じ印象である。教員は人気が高い。
国家カリキュラムは，日本と同じように 10 年毎に変えている。1994 年の大改革のおりに，それ
までは詳細であったものが，大枠で決めるようになった。2004 年には微修正が行われ，もう少し細
かくなった。カリキュラムは，各学年毎ではなく，学年の固まり（現在は，1～2 年，3～5 年，6
～9 年）で書かれている。
2004 年の小学校・中学校の国家カリキュラムは，指導時間数が書かれているが，これは最低の時
間数である。算数・数学教育の役割・目標についても記述されている。かなり踏み込んで書かれて
いる。指導内容には，内容と並列して「思考スキルと思考メソッド」がある。あとは日本と同じで
内容が箇条書き風に書いてある。
高校には，
「長い数学」
・
「短い数学」がある。これは直訳で，理系と文系と思っていただければよ
い。理系は 2 割である。長い数学は，職業や大学の準備となり，短い数学は，日常的な内容などで
ある。指導内容については，長い数学と短い数学のそれぞれに必修項目と選択項目があるが，その
項目は日本と同じようである。ただし，短い数学の必修項目には数学的モデル化がある。フィンラ
ンドには卒業資格試験がある。その中には「数論と論理」
，
「数と代数的方法」
，
「発展的な微分・積
分」も入っている。科目ごとに合否がきまる。センター試験ぐらい。
数学の授業は，8 回見た。教科書は，シンプルなつくりであり，数学的活動を誘発するようなも
のはない。授業の流れは，最初に宿題の答え合わせ，学習する事柄の説明，例題・問題の説明，あ
とは練習問題，最後に宿題を出して終わり。教科書の流れにそって忠実だった。
「PISA の成功」と
いうホームページがあって，そこにフィンランドの教育は社会的構成主義だとあったが，実際の授
業ではそのように感じなかった。最近そのホームページを見たらそのことが無くなっていた。ディ
スカッションはほとんど無かった。生徒同士の関わり合いもホームページに要因として挙がってい
たが，それが授業で扱われていたかは疑問である。また高校では宿題を重視している。生徒はほと
んどの授業で真剣に受けていた。結局，日本からみると面白くない授業であるが，生徒のモチベー
ションが高い。数学の道具的な動機付けは高い。日本はこの動機付けが低い。数学に限らず，他教
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科でもそのようである。生徒は，自分がやりたいことに一生懸命という印象である。日常と結びつ
いた興味深い問題は多く扱っていた。そういうところでも動機付けしていると思った。最後に，面
白いと思ったのは，証明は扱わず，結果だけを扱っている。証明の扱いが薄いことを大学の教師に
聞いたら，見て分かることは証明の必要はない，とのことであった。証明は，理系の長い数学をと
った人がやればよい，という考えであった。その大学の人の考えとしては，日常と結びつけて活用
することが大切，とのことであった。
教育環境として，
「競争」がない。高校受験は中学校の内申点だけで決まる。内申点のための競争
もなく，普通に勉強している。塾などもない。本屋にも問題集などはない。教育費は一切かからな
い。一方で，できない子どもに対する手当が，放課後に特別に勉強するなど，充実している。
（２）質疑応答
①高校進学率は 53％であとは職業専門学校ということだが，中学校は単線か複線か。
→単線。ただし，できない子に対しては 10 年目もある。
②フランスのように落第させる制度はあるのか
→基礎学校にはない。
③「数学的モデル化」は項目としては，短い数学の必修項目だけだが，実際は長い数学にも入って
いるということだが，項目に入れずに内容に入っているということか。
→いろいろなところに入っている。
④教科書の中に日常との関連が多い，とあったが，授業ではどのように扱われるのか。
→教科書の問題は面白い問題であるが，授業では，それを解説する，書かれた問題を解説すると
いう，通常の問題と同じスタイルになっている。
⑤思考スキルと思考メソッドとは何か。
→例えば，6－9 年の指導内容の「思考スキルと思考メソッド」には，次のような項目が挙げられ
ている。
（資料参照）
・分類，比較，組織化，測定，構成，モデル化，規則や相互関係の探究と表現等の論理的思考
を必要とする関数
・比較や相互関係を表現するのに必要な概念の理解と活用
・数学的な文章の解釈と作成
・証明の導入：根拠のある推測と試行，系統だった試行錯誤，反例を示すこと，直接的な証明
・組合せの問題を異なる方法により解決すること
・思考を援助する道具と図の活用
・数学史
⑥グラフ電卓はあったが，コンピュータは無かったと思うが。
→確かに見なかった。
→あるところもあった。
⑦学力が低い子が多い学校と少ない学校ということがあるのか。
→具体的には分からないが，あると思う。
→卒業資格試験で学校毎の平均点を出して序列化して報道するらしい。競争をあおっているとも
思われるが，社会はあまり気にしない。さらに順位が低いところに予算を多く出している。
⑧目標に「数学に自信を持つ」とあるが，日本にはない。他にもこのようなものが何かあるか。
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→なるほど。ほかには分からない。
⑨高校の格差はないのか。
→人気のあるなし，というのはあるらしい。
⑩浪人生はどこで勉強するのか。
→予備校はないので，アルバイトをするとかそういうことだと思う。
⑪卒業資格試験について，レベル分けはあるのか。
→受かったかどうかだけ。
⑫卒業資格試験の通過率は発表されるのか。
→それは分からない。
⑬1 学級の人数はどれくらいか。
→多いところでも 30 名，大体 19 名ぐらい。
３．フィンランドの算数・数学の教科書（山口）
（１）発表（山口；資料３）
本日の資料（資料 3）は，教科書研究センターで行われている教科書の国際比較においてフィン
ランドについてまとめた未発表の原稿であり，現在教科書研究センターで報告書にまとめられつつ
ある。この国際比較では，教科書の分析とともに現地調査を行って教科書の使い方なども実際に調
べた。なお，教科書の分析においては，指導内容を共通にして，各国での取り上げ方を記述して比
較している。
フィンランドの算数・数学の教科書の特徴としては，練習問題，宿題のページが多くある。WSOY
（フィンランドの教科書出版社の一つ）の教科書は 30％がそれに当たる。日本と違うのは，難易度
を分けて，個に応じた指導が徹底されている。子どもの雰囲気は，簡単な問題は恥ずかしいという
のではなく，少しでも分かりたいという印象である。子どもは，できれば理解する方を選ぶという
学習観である。高校の短い数学の中には，必修科目として数学的モデル化があったが，教科書を見
る限り，指数などの内容が並んでいる。短い数学では，あとは，経済や商業が扱われている。
授業は，以前フィンランドに行ったときには，どんどん教え込む，というスタイルだった。去年
行ったときには，教科書に特化していた。とにかく先生は教科書を大事にしている。
授業では，電卓を多く使っていた。グラフ電卓を使ってどんどん計算させていた。また，内容は
日常生活で数学を使うようなものであった。資料にも載せてあるが，これはオプショナルテーマと
いわれるもので，日本流にいえば「活用」用のページ。習ったことを使う。フィンランドでは 4 年
生に負の数があるが，その加減はない。温度計を使って説明する。マイナスは温度計で接したこと
について学年を前倒しして扱っているという印象であった。数学的モデル化も実生活と関わるもの
が積極的に扱われている。WSOY の教科書はインターネットを重視していた。
補充クラスの授業も見たが，図形が分からなければそこだけやってまた普通に戻る，というのも
あるらしい。教科書は，通常のクラスで使うのと同じだが，WSOY の教科書には難易度が 2 つある。
学級人数は大体 20 人くらいで，1 人 1 人にアドバイスしながら授業をしている。社会的構成主義と
あったので興味を持っていたが，そういったことは残念ながらなかった。概念の説明はないし，先
生があっさりとやり方を説明するというスタイルだった。
先生へのインタビューで，PISA について 6 人に聞いたが，その中の 3 人は PISA を意識してい
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ないとのことだった。なお，小中接続が話題になっていた。
日本への示唆という視点から見ると，日本は個に応じたというところで工夫の余地があり，フィ
ンランドは先生のサポートが徹底していた。教科書はほとんど現場の先生が編集しており，先生が
使いやすいようになっており，だから教科書を使うとのことであった。日本的な意味では教材研究
していない。教科書指導に徹底している。中高の教師は学校に授業だけしにくる，といった具合で
フレックスな体制である。学校の先生はゆったりしていた。
（２）質疑応答
①教科書に書き込みするとあるが，ノートについてはどうなのか。
→小学校は教科書に書きこんでおり，ノートは，B5 の半分ぐらいの小さいノートを持っていた。
ただし，ノート指導は見られなかった。中高はノートを使っていた。高校の長い数学では，教
科書を使わずに，大学と連携して線形代数みたいなことをやっていた。高校は落第があり，単
位制である。大学みたいであった。
②日本の授業研究会みたいなものはあるのか。
→現地の先生の話によると，日本がやっているよう授業研究会はない。指導の仕方についてどう
するかといった議論はなかった。
③教科書の問題数が多いということについてはどう思うか。
→印象では，問題数はかなり多くて，1 年間では全部やるのは無理。練習問題を多くやらせると
いうよりは，子どもに応じてということだと思う。難易度がそれぞれの問題に書かれていて，
解きたい問題を解きなさい，というスタイルになっている。
④問題数が多くなった経緯は分かるか。
→経緯は分からないが，伝統的ではないか。
→問題集がないために，教科書が問題集の機能を含んでいるということではないか。
→日本の教科書が薄いのは，教科書無償法で教科書経費が制限されているからである。
⑤教師は評価をどのように行っているのか。
→子どもの様子を見ながら問題を選択していると思う。日本のように中心問題を取り上げてとい
うことはない。
→授業の流れの中でということか。
⑥フィンランドは，なぜ PISA で得点が高かったのか。フィンランドに実際に算数・数学教育を見
に行って来た方はどのように思っているのか。
→私は，フィンランドで TIMSS に参加していた学校に行った。そのときに分かったこととして，
次のようなことがある。
・1990 年代の改革で問題解決を重視することにしたが，それが PISA の方向と一致した。
・教師の自由度が高く，教師がやりたいことができる。学校の独自性が大きい。
・調査結果を学校に戻して，それをもとに手当をしている。
・できない子がいたら，その子だけを別に移して徹底的に指導している。だから，国際的には
PISA 調査の得点の高いレベル 6 の子どもはあまり多くないが，下のレベル 1 未満の子も少
ない。
（PISA2003 年調査報告書，41 頁，表 2.2.1 参照）
→私もフィンランドに授業を見に行ったが，発表者と大体同じ感想である。付言すると，次のよ
うなことがある。
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・職業学校への進学率は 40 数％だが，それも社会的にステータスがある。
・特別支援用についても補助教材だけではなく，きちんとした教科書がある。
・フィンランドの国を造ったという民族神話「カワレラ」の主人公が教師であり，教師が尊敬
されている。
・教師は午前 9 時から午後 3 時までは忙しい。
・PISA で得点がどうして高いかを聞いたら「わからない」とのこと。自分たちも知りたいと。
・教科書には，文章が長い，日常に関する問題が一杯載っている。それと同じことが PISA で
あったに過ぎない。
・イギリスにもよく行くが，ファインランドはイギリスと似ている。
→教科書は，身近な話題で，文章が長い。
→数学的モデル化を教科書でやろうとすると長い文章になる。そこで，
「短い数学」が面白いもの
となっている。
→子どもが，教師の説明をよく聞いている。それが子どもの学習観となっている。
⑦我々はフィンランドから何を学べばよいのか。
→日本は導入が丁寧すぎるのではないかと思った。
→授業について学ぶことはないのではないか。
→オプショナルのテーマなんかは日本ではあまりないと思う。だから，導入では学ぶことはない
が，
「活用」ではあるかも知れない。
→面白かったのは，子どもの学習観。先生は講義調だが，子どもはちゃんと聞いている。目的を
もって授業に望んでいる。どこからこういうことがきているのかは分からないが。
⑧今日の発表からは途上国の数学教育という印象を受けた。40 年前はヨーロッパの中のお荷物だ
ったが，これだけ伸びたと。我々の子どもの頃の日本という印象がする。雰囲気として習熟度の
ように受け取れたが，それでは学力が固定する。
→習熟度ではない。
⑨いじめや学級崩壊はあるのか。
→いじめはあるが，学級崩壊はない。学級人数が少ないからかもしれない。
⑩モデル化について，本当はオープンにやるべきだと思うが，そうではなく，ペーパーにするとど
うしても長い問題になる。PISA もそうなっていると思う。
⑪高校の教科書については，日本の教科書と「短い数学」を比べると，面白いと思う。
⑫到達目標基準はあるのか。
→ある
⑬卒業資格試験があるから一生懸命やっているのではないか。
→基本的には卒業資格試験が必要である。イギリスは，資格が取れなくても卒業する。多分，イ
ギリスと同じでは。
⑭算数・数学の授業のほかの学級経営はどうか。
→子どもと接するのは授業だけ。
→ドイツもそう。
→アメリカなんかもそう。
⑮算数の授業の中でコミュニケーションはどうだったか。
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→コミュニケーションは感じられなかった。
４．数学的リテラシー育成のために教師がもつべき教授学的内容知識（岩崎，阿部）
（１）発表（阿部；資料４）
本発表は，
数学的リテラシー育成という視点から教師の在り方を述べるものである。
そのために，
まず「授業」について改めて問い直す。授業とは，
「児童・生徒」
，
「教師」が存在し，その間に「教
材」があり，さらにそれらを貫く「目標」がある，と構造化されうると思う。授業をその 4 つを頂
点とする１つの正四面体（プリズム）と見るなら，それぞれの頂点からの光の入れ方でそれぞれの
面に現れうる像は異なることになる。
本発表の主題である「教授学的内容知識（PCK）
」は，シュルマン（Shulman）が 1986 年に導
入したもので，ヒル（Hill）らがそれを構造化する試みを行っている。この PCK は「内容と生徒に
関する知識（KCS）
」や「内容と教授に関する知識（KCT）
」を包含するが，これは先程のプリズム
と重ねることができる。このようにみれば，教師はいわゆる「何々法」といった教授方法を知って
いればよいということではなく，また，授業のそれぞれの要素について知っていればよい，という
ことではないことになる。つまり，授業の構成要素の構造的な理解が求められる。
100 年前と今では目標が変化している。つまり，授業の構成要素の１つである「目標」が変化し
ている。これに伴い，その他の要素も質的に変容することとなる。OECD・PISA では「数学化サ
イクル」が鍵概念とされるが，数学的リテラシーを目標と位置づければ，教材は数学化サイクルの
ような方法的な知識が強調され，そこでの子どもの活動も数学的概念の形成から問題解決へ，さら
に，教師の役割も技術的実践から反省的実践へと変化すると思われる。また，それぞれの構成要素
の質的変容は，PCK への反省も要求すると思われる。
（２）質疑応答
①100 年前とこれからの PCK については述べているが，今の PCK はどうなのか。
→教師が「教える」ということ。
→昭和 40 年頃の数学教育現代化の時期は，
「教える」ことのピークであったと思う。プログラム
学習などが典型。
「教える」が徹底されると教師はいらなくなる。
→現代化の頃は，教師教育がまずかった。
→世の中が変わればリテラシーも変わる。かってのソロバンと同じではだめだ。
②PCK の中身を考えなければならない。
③フィンランドの PCK はどうか。
→目標はリテラシーだが，KCS はどうか。
→フィンランドから何を学ぶのかということになる。それが教え方であれば学ぶことは無いが，
そうではない。
教科書通りというのは教師が窮屈。
教科書にすべてを詰め込むことはできない。
→フィンランドの PISA の成績がよいからフィンランドに求めるが，それは何回も練習している
からであって，そういう意味では学ぶことは無いに等しい。
→IEA で日本がトップのときに，日本は国際的に随分と調べられた。そのときには負の面と正の
面が見出された。負の面は例えば塾であり，正の面は教師の自発的な授業研究であった。その
意味で PISA は１つの視点と考えればよい。
→フィンランドに学ぶことは，数学教育という個々の教科教育についてではなく，教育または社
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会の全体のシステムだと思う。学ぶことは多くある。
④教授学的内容知識（PCK）は，数学的リテラシーから入ると，その内容はどう変わるのか。
→これまでは具体から抽象へと進んでいくが，それだけでは不十分というのがリテラシーだと思
う。現実と数学との往還が大切だと思う。
→ドイツの「構造志向」と「応用志向」もそれに応えている。
⑤PCK を持っていれば実際の指導はうまくいくのか。
⑥ハネス・キューネルの言葉を引用して，教え込むこと，提示すること，伝達することは，過去の
授業文化の概念として否定しているが，PCK として現在でもそれらは必要ではないか。
⑦教室とか授業，そして教師教育といった視点を抜きにしてリテラシーを考えることはできない。
今後，このプロジェクトでも教師教育についても話をしていきたい。
５．第 2 年次に向けて
（１）発表（資料５）
「第 2 年次に向けて」として，メンバーが自由に各自の考えをまとめた。お互いの現時点でのイ
メージ等を出し合って，それをもとに来年度の議論をさらに深めることにした。発表資料は，原則
として，分量は，A4 で 1 枚以内で，次のことについて，箇条書きでまとめた。
１．現在持っている数学的リテラシーのイメージ
２．これまでの会合を通して数学的リテラシーに関して疑問に思っていること，議論が不足して
いること
３．なんでも
これらについて時間の関係で数分で報告がなされた。以下では，その報告等を簡潔にまとめる。
【上田】
疑問に思ったこととして，リテラシーをどこまでというのがある。今の世の中を見てみても，人
間の存在自体が曖昧である。リテラシーと算数の授業の関連として，学ぶということが強調されて
いたと思う。学ぶということについて考えなければならないかと思った。一般的な社会の中で数学
的な思考力がどんなところで，というのを書いてあったものを書いた。算数の授業の中でやってい
るのでは，とも思った。
【牛場】
自分なりに数学的リテラシーを定義した。疑問に思っていることとして，文化によって変わって
くるリテラシー，指導法，評価はどうか，ということ。個々の教師が「どのようなリテラシーを育
てるためにどのような指導をするか」認識しておくことは重要だと思う。そこで，
「必要なリテラシ
ー」と「数学的リテラシーと数学の授業の関わり」を書いた。数学でもできるものと，数学以外で
もできるものがあるのかな，と思った。
【太田】
「現在もっている数学的リテラシーのイメージ」と「これまでの会合を通して数学的リテラシー
に関して考えていること」は同じようなことを書いた。リテラシーのイメージについて，すべての
人，生涯にわたってということからすると，今は数学と関わりを持ちたくない人が多いと思う。数
学が親しみやすい，ということが必要かと思う。あと文化的価値，実用的価値をもっと。個人的に
は，具体的な教材で考えてみたい。
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【久保】
イメージは，他の学問と関わりつつも，数学固有と考えたい。教養，社会的有用性，人間形成と
いう面から書いた。疑問としては，学習指導要領やカリキュラムと数学的リテラシーとはどう関わ
るのかということや，全国学力・学習状況調査の B 問題なんかとどう関わるのか，とか。授業をつ
くっていくわけだが，そこで教師教育がかかわる。それが今後の視点だと思う。教師が，実際に数
学的リテラシーについて，どのようなイメージかということ。
【熊倉】
リテラシーの捉え方としては，第 1 回目に研究代表者から述べられたイメージをまとめた。リテ
ラシーは時代とともに変わるのだから，現在の数学的リテラシーを考える必要があると思う。今後
について，具体的に考えるに際し，それぞれの人で違うと思うが，それを出し合ったらおもしろい
とも思う。基礎的・基本的な知識・技能，思考力（構え）など，箇条書きであげたものがあると思
う。こういうのが具体的に出て，議論していったらいいと思った。
【近藤】
数学的リテラシーのイメージとしては，自分や社会のために，数学を役立てられるようにするこ
とをねらいとして考えられているなどなど。疑問として，どのように育成されるのか，これまでの
「よい授業」との関わり，現場にはどのようにメッセージ送るのかということがある。算数・数学
の専門外の人もいるが，工夫している人もいる。何が新しくなるのか，ということが不安だと思う。
目標を明確にすることへの変化であるというように現場がとらえられるようにすることが大切。
【相馬】
数学的リテラシーを「これからの社会ですべての人が身につけたい，数学に関する知識や能力」
と考えた。数学ならでは，ということを考える必要がある。知識と能力を具体的に挙げた。大人に
なって数学を直接使うことはない人でも，
「数学を学んでよかった」
「数学は大切だ」
「数学で学んだ
ことは役に立っている」と思えるような数学教育をしていくことが，結果として数学的リテラシー
の育成につながるように思う。
【滝井】
リテラシーとは何かということが言葉遊びになってはだめ。算数の授業を通した知識と能力の両
方が大事だと思う。目的・目標が違うとかみ合わないので，きちんと決めなければと思う。
「社会に
参画するために求められる知識・情報・技能を組み合わせて使いこなす力」という面からの数学的
リテラシーに立ったとき，その力を育てる授業の具体像のイメージについて議論すべき。リテラシ
ーとは何かと，逆に日々の授業から，という双方向からの２つのグループに分けたらどうか。
【長尾】
リテラシーというのは「さまざまな事柄に数学を活用し問題を解決する」ことだとイメージして
いる。それには学び方が重要。何とかリテラシーという具合に，リテラシーという使われ方がずれ
てきていると思う。リテラシーの議論の背景には，複雑系があるのでは。数学化された社会を探究
するのも重要では。数学的リテラシーは学習指導要領とも重なるところがあるが，教師の意識の転
換が難しい。あと，研究の内容は面白いが，この研究の意図をもっと明確にして欲しい。
【西村】
統計的リテラシーから逆に見てみると，数学的リテラシーが分かりやすい。例えば，統計にない
構造思考をどうするか，統計で強調されている読みの文脈にどう対処するか。気をつけないと読み
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の文脈ばかりになってしまう。社会の変化が早く多様な時にリテラシーが同定できるのだろうか。
数学的リテラシーは授業の中だけで育成できるか。現在のカリキュラムとは異なるリテラシーの系
統性というのがあるのではないか。教科独立だけではなく，プロジェクト型も必要ではないか。
【日野】
イメージは OECD・PISA。識字より智というイメージだが，識字も必要だとも思う。疑問とし
て，識字と智の違い，学校教育だけで捉えられないということ，数学的リテラシーの枠組みと学校
教育との関係。教師の信念から探っていくのも必要かと思う。あとは実践の中で見つけていく作業
も必要かと思う。
「すべての人」が強調されているが，どこまで考えているのか。ローカルなところ
をどこまで。日本独自ということ。
【山口】
関心があるのは，リテラシーという言葉が使われ出した要因。社会構造というのがリテラシーを
要求している。個人の多様性が重要と思う。いろいろな集団があって，それぞれの価値観を考える
必要があると思う。リテラシーを切るものがいくらかあると思うが，モデル化なんかは従来からあ
るが，その意味合いが変わってくると思う。いろいろと関連する研究があり，それらをどのように
解釈・位置づけるのか，ということを議論できればと思う。
【小田】
数学的リテラシーのイメージは，
共通教養でＬ３のレベル。
数学と社会をつなげる力ということ。
実感をともなうことが大事だと思う。実際にどのように迫るか，ということで，
「子どもの意識」
，
「教科書」
，
「授業」から書いた。授業をどうやって作っていくかを考えると，リテラシーの構成要
素を議論する必要があると思う。算数の力が頭にあって，目的が大事。さらに，いままでの授業を
どう変えるか，何を変えるのか。教師の見方か，指導法か，カリキュラムか。
【清水】
授業の中から数学的リテラシーを考えようとしたら，算数の力と読み替えてもよいいのかなと思
った。授業で割合の問題やきまりの発見の問題のときの子どもの様子を見ていると，いろいろな反
応があり，それらからすると数学的リテラシーにも階層かまたはカテゴリーがあるようだがどうで
あろうか。数学的リテラシーの評価はどうするのであろうか，現在使われている市販の評価問題で
も可能なのだろうか。
【藤森】
授業をどうするのか，ということを考えた。一つ目に，考える方法というのが大事かなと思う。
数学的活動が近いのかな。二つ目に，すべての人々ということから考えたことは，筋道立てて考え
ることが重要，というのが日々の授業で心がけているのだが，そこらが数学の有用性につながるの
ではないか。三つ目に，
「数学化―脱数学化」について。数学のよさ，おもしろさ，ということを生
徒が感じることが重要かと思った。
【岩崎】
数学教育は，次のように変わると思われる。
・状況自由（context-free）から，状況依存（context-band）へ
・問題解決から，問題設定へ
・3 人称から，1 人称へ
数学的リテラシーを「てこ」に，数学教育をこのように組み替えるべきだと思う。
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（２）質疑応答
時間が少なくなり，質疑応答の時間は取れず，研究代表者から数学的リテラシーの研究方向等に
ついて次のことが述べられた。
①研究の意図や方向性という面からすると，数学的リテラシーに必要不可欠な大きなものとして，
「持続可能性」と「民主主義」を意識したい。
②「後期中等教育」以降も含めて「すべての人々にとっての」数学教育を考えたい。
③学校だけではなく，学校を含めたより大きな社会の元で考えたい。
④リテラシーを，
一方の極を文化的知識とし，
他方の極を批判的能力とする広がりの中で考えたい。
⑤すべての人が大人になってもと考えると，文化的知識は中心的なものとなろう。
⑥数学的リテラシーの研究を数学教育学の発展の中に位置づけたい。
なお，
「第 2 年次に向けて」に関わる本日のメンバーの発表等を後日まとめて，改めて資料とし
たい。
６．今後について
（１）3 月 11 日に滝井先生が実験授業を行う。内容はマッチ棒の正方形。授業のあとで反省会があ
る。お時間のある方はぜひご参観を。
（２）来年度については，決まり次第連絡する。
（３）研究代表者の長崎は，本年 3 月 31 日をもって国立教育政策研究所を退職することになった。
ただし，長尾先生のご協力を得て，今後も会合は東京で行いたい。
（文責：長崎，阿部）
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数学教育におけるリテラシーについてのシステミック・アプローチによる総合的研究

第 2 年次第 1 回会合（通算第 6 回会合）
議事要録
日時 2009 年 7 月 11 日（土）13:00～18:00
場所 国立教育政策研究所 第１特別会議室
出席者

長崎栄三，瀬沼花子，岩崎秀樹，國宗進，國本景亀，重松敬一，相馬一彦，二宮裕之，
日野圭子，山口武志，阿部好貴，牛場正則，上田雅也，小田友美，久保良宏，熊倉啓之，
近藤裕，島崎晃，島田功，清水壽典，滝井章，西村圭一，柗元新一郎，望月美樹。
配付資料
（０）第６回会合議事次第
（１）数学的リテラシー構築に向けて－概念理解と能力形成－（國宗）
（１－２）生涯学習社会における数学的リテラシー構築のための開発研究－概念理解と能力形成－
（國宗）
（２）
「予想」や「比較」を取り入れることを通して（相馬）
（３）算数科において子どもの意思決定力の育成を目指す授業に関する研究（島田）
（４）数学的リテラシー（と思われる力）を育てる（つもりの）算数授業（滝井）
（５）数学教育におけるリテラシーについてのシステミック・アプローチによる総合的研究 平成
21 年度の研究（長崎）
（６）数学教育におけるリテラシーについてのシステミック・アプローチによる総合的研究 第 2
年次に向けて 数学的リテラシー研究の課題（長崎）
（７）数学教育におけるリテラシーについてのシステミック・アプローチによる総合的研究 第 2
年次に向けて 数学的リテラシーとは（長崎）
（８）数学教育におけるリテラシーについてのシステミック・アプローチによる総合的研究（第 1
年次）第 2 年次に向けて（長崎）
（９）人間・社会にとっての算数・数学：何のための数学的リテラシー論か（長崎）
（10）人間と社会にとっての算数・数学－何のための数学的リテラシー論か－〈日本科学教育学会
年会原稿のためのメモ＋その発展＋…〉
（長崎）
主な討議事項
１．代表挨拶
第 2 年次の第 1 回ということで，代表者の挨拶に代えて，現在私が遭遇していることを 3 つほど
話したい。
1 つ目は，科学技術の智プロジェクトの現状。昨年度は，報告書を出して，その後はほとんど個
人的な動きしかなかったが，
今年度はまた運営会議のメンバーで新しい方向性を議論し始めている。
この中で興味深いのは，
「科学技術の智」に，人文・社会学的な智ももっと取り込んで，総合的に，
持続可能な社会を考えていこうと話し合っている。そして，それを一言で，
「科学の智」としようと
している。この場合の「科学」は，自然科学という狭い意味ではなく，学問という広い意味にとっ
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ている。私たちが持っている智というものをより広げより総合していこうとしている。
2 つ目は，1 つ目の議論の中で話題になったことであるが，それではそのような総合的な智を持
っている日本の人間は誰かということ。科学が細分化していくと，科学全体を見る人がいなくなる
ということ。100 年ほど前にポアンカレ（1854～1912）という科学者であり数学者が，
『科学の方
法』
『科学の価値』などを書いたのを思い出した。彼は最後の総合的な視点を持っている科学者と言
われた。それでは現在では，というので話題になったのが，加藤周一という人であった。私はこの
方の文章を朝日新聞で時々は読んでいたが，著作を真剣に読んだことはなかった。6 月ぐらいから
文庫本で読み始めたが，なかなか面白い。その一つとして，日本文化の特徴を，日本文学の歴史を
もとに次のように言っている。
「日本の文化の争うべからざる傾向は，抽象的・体系的・理性的な言
葉の秩序を建設することよりも，具体的・非体系的・感情的な人生の特殊な場面に即して，言葉を
用いることにあったようです。
」これを読んでいて，日本の和算と同じだと思うとともに，日本の教
育の底力がこの辺にあるのではと思った。
3 つ目は，最近，
『揺れる世界の学力マップ』
（明石書店）というのを読んだことに関連して。佐
藤学先生たちが執筆編集している。世界の状況を PISA，TIMSS を切り口にまとめたもの。この本
のあとがきを澤野先生という元国研の研究者で 40 代の方が書いているのですが，これを読んでい
てはっとした。彼女は，現在は，国際的な教育改革の第 3 の波の中にいるのではないかという。第
1 の波が，大正時代の新教育運動，第 2 が戦後の現代化，そして，現在だというのです。考えてみ
ると，1989 年に日本，イギリス，アメリカで新しい教育課程ができた。日本では「生きる力」
，英
米では，問題解決などのスキルが強調された。その後もその他の国々で，カリキュラムを内容だけ
ではなく能力でも記述する傾向が続いた。これを束ねたのが PISA だったのではないか。そして，
これらを私なりにその発端を特徴付けると，第 1 の波が教育から，第 2 の波は学問から，第 3 の波
は経済からとなると思う。今後どのようになっていくのか，またはどのようにしていくのかという
ことが問われていると思う。
なお，今年度の研究方向については，資料 5 にも簡単に書いたが，あと数回は自由な話し合いを
したいと思う。
２．数学的リテラシー構築に向けて－概念理解と能力形成－（國宗）
（１）発表（國宗；資料１，1－2）
数学的リテラシーを，概念形成と能力形成の 2 次元で考える提案である。
資料１の「はじめに」にあるのは岩崎先生が主催の企画で，そのときと考えはあまり変わってい
ないので，その話をする。タイトルは，
「生涯学習社会における数学的リテラシー構築のための開発
研究」だった。資料１－２でまず「問題の所在」そして次に先行研究を私なりにまとめている。そ
んな前提をおいて，次にイギリスの国家カリキュラムについてまとめた。イギリスでは学校での数
学学習の存在意義を明確に述べている。それから義務教育終了時までに達成すべき基礎項目が挙げ
られている。あと言葉遣いについて，イギリスではニューメラシーでリテラシーは国語の読み書き
のこととされる。1999 年版では，問題解決・コミュニケーション・数学的推論が柱になっている。
次にアメリカのプロジェクト 2061 について。そこではすべてのアメリカ人がもつべき科学的リテ
ラシーが述べられている。数学に関しては，7 項目が挙げられている（資料参照）
。
それらを前提として日本について述べている。日数教会誌の数学的リテラシー特集（第 1 年次第
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1 回配布資料）は前提とする。まず数学的探究活動について。次に指導内容の重要性に関する調査
について。あと算数・数学の力の話。これは能力形成という点からうまくまとまっているかと思う。
いつも思うが，算数・数学の力の批判がなく，議論にならない，というのがある。批判的に検討し
ていただきたいと思う。科学技術の智プロジェクトの数理科学専門部会については，対象と方法の
両方で記述している。これについて，資料１を見てください。興味深いのは，
「数学とは」というこ
とで特色づけている。
「数学者の立場から」ということを強調して書かれている。第 2・3 章では対
象と方法で書かれている。方法のほうがリテラシーと関係するかなと思う。数学語の特徴を挙げて
いる。もう 1 つの柱として問題解決・知識体系の構築として，というのがありこれは数学教育との
関わりも大きいかと思う。あとトピックがあり，第 5 章では数学と人間の関わりが書いてある。こ
の報告書の作成の中にいて印象的だったのは，
統計は数学ではないといった発言など。
「数学と何か」
を共有するのは難しいかと思う。ただし，13 名の数学者の合意でできているのである程度は参考に
なるかな，と思う。ここまでが先行研究をまとめた。
その上で，リテラシーの形成に関する議論では学校教育を除いた場での方策が声高に語られる，
といわれているが，学校教育，算数・数学の授業を抜きにしては語れないと思う。構築に向けた基
本的な考え方についてだが，目標・内容を概念理解と能力形成の両面をクロスして示すように，と
いうのがある。今年の 11 月の日数教論文発表会の課題別分科会で数学的リテラシーがあり長崎先
生，岩崎先生，清水先生の 3 人が発表する。そういった場で合意形成をしながら進んでいったらよ
いと思う。あと，目指す授業については，関数，確率・統計に力を入れるべきかと思う。
次に，資料 1 の４。限定詞（例えば，知識基盤社会における，民主主義社会における）がつけら
れるが，よりいっそう議論する必要かと思う。あと中心概念が書かれたときに，実際どうだったの
かといえば指導は変わっていない。緑表紙は素晴らしいといわれるが，実施状況はどうかといえば
現場には受けなかった，ともある。出たということと，それがどうだったのかという解釈が難しい
な，と感じる。あと，教員養成については欠かせないと思う。あと資料１－２の p.４については数
学者についての資料として出した。
（２）質疑応答
①「数学的リテラシー構築に向けて」
（資料 1－2，p.3）について。概念理解と能力形成について，
これまでは概念理解をすれば能力形成になるとあったと思う。そうではない，ということで内容
リストと能力リストが必要になろうかと思うが，どうなるか。
→両方あげてそれらがクロスさせて 2 次元の表にする。
→コミュニケーション，推論などがあると思うが，例えば「数と式」とし，それらの項目が並ぶ
ということか
→そうです。
②概念理解と能力形成にして，授業は具体的にどう変わるのか。
→これまでは内容だったが，両者を挙げることで意識は大分変わると思う。
→小と中高では違うのでは。中高は内容重視だが，小は能力が強い。そんな２分法のような考え
でいいかどうか。
③「数学は美しい」ということについて，小学校教員は低い。教員養成において数学は美しい，と
いうことを大事にしなければということか。
→そのとおり。小学校でもそのような体験をしなければだめだと思う。
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→大学で誰がやるのか
→数学者はできないと思う。
→そうですね。例えば統計などは，
「それは数学ではない」で終わってしまう。
→教員養成は大きな問題だと思う。
④内容はすでに位置づけられている。能力もきちんと位置づけて 2 次元の一覧表を作るということ
か。
→極論を言えば，能力が先にあり，内容をつけていく，としたほうが逃げやすいと思う。
→たとえば，コミュニケーションなんかを考えると，研究的にうまくいかないと思う。
→単元を通して何々の力ということならわかる。
⑤マトリックス（2 次元の一覧表）の話は分析的だと思うが，それでは大事な部分が落ちる。総合
的にみることも大事だと思う。モデリングなんかが図で示されているが，私たちは数学の世界だ
けをみているが，現実はとても広い。そこのところで，数学に乗せる時，何が大事なのか，数学
から現実に戻った時にそれが現実でどのような価値があるのか，ということを学校の中で経験さ
せなければならないと思う。その意味で，マトリックスでは数学だけみている，と思う。
→この時間はこれだけ，という分析的ではだめ。マトリックスだと，どうしてもそれだけとな
る。
→方法と内容と分けるとマトリックスになるが，実際やるときに，これを意図して，いろんな
方法がでてくることがよりよい学習ではないか。
→表をつくるということからは能力形成なんかはできないと思う。この単元ででてくる能力，
ということではないか。
→マトリックスはリテラシーの構造化の一つの方策だと思うが，それが授業をつくるという話
に跳んだからおかしくなってくる。
→昔，学習目標の分類学というのがあったがそれと同じになるのではないか。
→先程のマトリックスをつくったときにそこに入らないのが出てきて，というそれがリテラシ
ーとして大事だと思う。
⑥前提としてのリテラシーがみんな違うから，一覧表についてもいろいろな意見が出てくる。
→リテラシーの具体的な内容をまとめるのを急がずに，
「すべての成人が」を共通項として，さ
らに，みんなで意見を出していきたい。
３．
「予想」や「比較」を取り入れることを通して（相馬）
（１）発表（相馬；資料２）
数学的リテラシーを，予想や比較を取り入れた数学の授業を通して育てるという提案である。
自分がこれまでやってきた「予想」や「比較」とリテラシーとどうつながるかを考えたい。数学
的リテラシーを育てるための授業のあり方について提案したい。授業を通してこそ，と思う。そこ
での焦点として予想・比較，それを有効に取り入れるべき，ということ。
「三角形の外角の和と五角
形の和は，どちらが大きいだろう」の授業は中２が対象。まず，問題を提示して予想させた。子ど
もの予想は割れた。それぞれの予想を調べようとなった。これは一般化へ向かう授業。この授業は，
別の本の『数学的活動の実践プラン集』の一つ。このような授業例をイメージして，予想を取り入
れる授業がリテラシーにつながるのではないかと思う。筑波大附属中学校で教えていて，授業でま
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ず予想させていた。予想の大切さについては，日常生活の中では，我々が考えようとしたときは予
想をする。日常の思考と授業が離れてはいけないと思う。予想は数学の問題解決でも大切。予想（前
もって見当をつけること）
，仮説（事実を合理的に説明するための仮定）
，見通し（見通すこと）が
大切だと思う。基本的には決定問題に対して予想して，確認，証明というプロセスがリテラシーを
育てる上で大切かなと思う。予想の意義は，次の 3 点である。学習意欲を高める，考え方の追求を
促す，思考の幅を広げる。目標や必要観を持たせることが学習を持続させると思う。ポリアがいう
決定問題が証明問題に変わることが大切。
次に比較について。比べる，比較するということが学習意欲を高めると思う。高校であっても，
比較を取り入れた授業は有効である。そのような学習指導は，主体的な学習意欲と，確かな理解や
納得を得る上で有効としている。考え方の比較が大事。まとめると，生徒が主体的な学習意欲を高
める，確かな理解や納得を得る，それらがリテラシーを育てる上で大事だと思う。あと，授業では，
多様な考え方を比較して，考えあうことが大切だと思う。
最後に，教師の指導力でも比較が重要である。算数・数学でよい授業とは，考え続けている授業
がよい授業のポイントだと思う。それだけではダメで，本時の目標の達成も大事。その 2 つを最近
強調している。授業観の比較，授業研究での比較，教科書の比較について書いてある。社会に出た
時に，何を身につけるべきか，と考えたとき，予想したことを確かめること，そういうことが大事
だと思う。比較してよりよいものを見いだす，ということについて数学は適している。それらを取
り入れればと思う。
（２）質疑応答
①予想・比較を使ってリテラシーの育成，ということだが，予想すること，比較すること自体をリ
テラシーに位置づけるのか。予想する能力，比較する能力についてのことなのか。予想や比較は，
目的か方法か。
→今の質問はされるまで考えていなかった。それを通して，数学的リテラシーの育成をと考え
ていた。数学的リテラシーに入るかどうか
→先生の関心が，それを使って概念理解ということなのでしょう。
→「算数・数学の力」の中には予想や比較は入っている。
②「算数・数学の力」の予想と先生がいう予想は同じか。
→もっと直観的で違うと思う。
→直観的でも，授業を続けると予測になっていくのではないか。
→当てずっぽうの子もいれば論理が入る子もいる。だから，論理がはいったり，予測する。
→問題作りも似ている。問題作りも，最初は直観的でも，それを繰り返していくと，論理的に
も考えていく。
③比較する力は，コミュニケーションにも関係し，リテラシーとつながると思う。
④「予想」はきっかけで，
「比較」も行動をきめるきっかけとなる。そういう意味で，予想や比較は
リテラシーの大事なところだと思う。大切だが難しいスキルだと思う。
⑤比較では価値は入るのか。
→入ると思う。
→多様な考えを出させても，
考えを沢山出させて終わることがある。
価値のある考えが大切だ。
⑥予想・比較について授業を想定すると，これがリテラシーとどうリンクするか。予想しようとす
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る態度の育成は大事だと思う。ただ比較する力というのは，漠然としてよくわからない。
⑦確かランパートが言っていたが，学習においては，どのように学習したかも学習している。予想
させるというのは，学習する知識のプロセスがどのように仕組まれているかに依存する。教え方
はいくらでもあるが，どのように学ぶか，という学び方ということで組織していくか。知識は忘
れる，忘れないという話。単なる項目ではなく，学びに関する大切な部分になると思う。
→似たことが，教授項目を教えればいいのか，という議論である。予想・比較がそれ自身も学
んでいる，ということ。過程自体をやることもリテラシー。
→予想・比較は，スキルとかコンピテンシーとしてリテラシーと考えてもよいのではないか。
４．算数科において子どもの意思決定力の育成を目指す授業に関する研究（島田）
（１）発表（島田；資料３）
数学的リテラシーとして，意思決定力というものを考えたいという提案である。
本研究の目的は，意思決定力を育成するための授業を構想すること。これからの複雑で変化する
社会では，数学的リテラシーをもつ市民を育成することが重要となってくると言われる。PISA で
は数学的リテラシーを持つ市民の育成とりわけ判断力や意思決定をする力の重要性を指摘している。
そして，私たちの行為は，価値や価値観に基づく。本研究では価値観を「ある場面での子どもがよ
いと思う信念や考えとは「平等，思いやり，いたわり，公共性，関心，中庸」などをさす」と規定
する。先行研究を踏まえた上で，先行研究を４つに分類した。そこに本研究を位置づけると，
「価値
「人間的」
・数学的モデル化あり」に位置づく。数学的な価値観は大事であるが，人間的な価値がこ
れまで取り上げられていなかったのではと思う。現実場面のオープンエンドな問題では人間的な価
値が重視されると思う。
本研究では，人間的な価値を重視した社会の問題のタイプを 3 つ，
「①分配の問題場面」
，
「②ル
ール作りの問題場面」
，
「③選択の問題場面」を特定した。①については「ケーキの分配の問題」
，②
については「的当て問題」
，③については「乗り物に乗る順番を決める問題」がある。仮定重視型の
授業とは，社会の問題に，仮定をおいて算数的な問題場面を構成することに焦点を当てる授業であ
る。子どもの人間的な価値観による仮定とは，
「ある状態に定める」ことと規定する。この子どもの
人間的な価値観に基づき，数学化が変わってくる。
実践においては人間的な価値観が現れていた。また，問題の中の仮定についても考えた。３つの
授業とも子どもの人間的な価値観に基づく数学化が見られ，お互いの価値観を知る授業を展開する
ことができた。また，どのような仮定を置くのか，についても検討できた。意思決定力という視点
からは，どのような価値観に基づくのか，また評価をどうするのか，価値観のレベル，価値観の組
み合わせ，などの問題がでてきた。それらを考え，カリキュラム化を図っていくことが大切である。
（２）質疑応答
①意思決定力とは，広く捉えて，身の回りの社会とすると個人がどのように価値を見いだして，分
析するか，というプロセスということになると思う。計算のやり方と意味を追求することにとど
まっていたが，それをある意味で「語用論」まで拡張している可能性があると思う。聞きたいこ
とは，価値を見いだすこととリテラシーの関係はどうか。ノイズは様々な価値観であり，数学的
に価値の無いものもあるが，そのノイズが数学的な意味を高める，という可能性があると思う。
→リテラシーについてよく分かってはいないが，自分で意思決定をするということをリテラシ
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ーとして捉えた。そうだとすると，価値観が含まれる。現実にはいろいろな価値観があり，
子どもがそれに気づき，どのような仮定を置くのか，ということを子どもに知って欲しいと
思った。そして，価値観には人間的と数学的があり，今回は人間的に焦点をあてた。
→人間的でも，数学に直結するものと，排除されるものの 2 種類があると思う。価値観とリテ
ラシーが社会をどうみるのかにつながると思う。
②意思決定力は大事だと思う。そのときに，オープンエンドは数学的で人間的ではないとあるが，
数学的な価値観だけではだめで，社会の問題を出さなければならないとするのか。
→両方大事だと思う。いままでは数学的な価値観が表にでて，人間的が表に出てこなかった。
日常に近づくほどに人間的な価値観というのが出てくると思う。だから数学的な価値観を決
して否定はしていない。
→「日常」を使わなくても，数学の問題だけで意思決定力は育成できるのではないか。数学に
は数学の素晴らしさというのがあると思う。
→むしろ日常的なものを扱うと，数学的なアイデアの合理性などがクローズアップされると思
う。数学と人間と社会の関わりで，価値観の問題が出てくると思う。
③先程「ノイズ」とあったが，島田先生はノイズと考えていないのではないか。
→ノイズというのは通常の数学の授業ではという意味で，ここでは両方だと思う。
④本稿の問題は 3 年生ぐらいでできると思う。5 年生ではしらけると思う。
⑤ディズニーの問題が典型だと思うが，仮定を置く力の重要性が表れていると思う。ところで，人
間の意思決定力が高まる，というのはどういう状態か。
→多様な価値観を認められるようになるということではないか。
→そうすると逆に意思決定できなくなる，
ということが出てくると思う。
だから難しいと思う。
→「高まる」という状態を考えるには，意思決定力のいくつかの水準を考えたらどうか。
→PISA の大統領の支持率の問題（PISA 報告書②325 頁）は，意思決定力がなければ解けない
問題。
⑥ケーキの分割は，6 個だったらどうか。人間の健康状態なんかも考慮しないのか。
→６だったら六分のでしょうね。数値に依存する。
→わざと価値判断が出る場面を設けたということだろう。
→（後半の問題は）子どもの状態に依存する。
⑦平等は人間的か。不平等は非人間的か。例えばグリム童話は残酷で，その意味で人間的ではない。
「人間的」という言葉でよいか考える必要がある。
⑧「人間的な価値観」という言葉を出す必要性があるのか。判断のための，基準，方針，優先事項
ということぐらいでもいいのかなと思う。
「人間的な価値観」という言葉は非常に重い。
→「人間的」に対立させて「数学的」を置いている。そうすると数学は非人間的となってしま
う。ただし，数学の人間化，ということが言われたこともあったが，どうかなとも思う。
⑨オープンエンドの価値認識の先行文献で触れられている「メロンの問題」は，様々なものの見方
ができる，ということをわからせるために作った問題。
「ホテル割りの問題」も，ものごとを決め
るには様々な視点がある，ということをわからせるために作った問題。だから，もともとは価値
というより多様な考えの問題であった。
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５．数学的リテラシー（と思われる力）を育てる（つもりの）算数授業（滝井）
（１）発表（滝井；資料４）
数学的リテラシー（と思われるもの）として，
「自分の考えをもつ力」
「多様に考える力」
「場面や
考えを式や図や言葉などに表す力」
「考えを表した式や図などの意味を説明する力」
「計算の仕方や
きまりなどを見つける力」
「式などから考えを読み取る力」
「話し合いながら考え合う力」と考えた
という提案である。
今年の 3 月に前任校で行った実験授業をもとにまとめたものである。
この学級の指導においては，
自分の考えをもつ活動，少人数で話し合う活動，友達の考えを理解し読み取る活動などを重視する
ことにより，
「できるようになりたい」という意識，
「頑張っている子を応援したい」という気持ち
が共有できるようになり，最後には「数学的リテラシー」と思われる力が「学びの意欲」につなが
り，計算力の向上にもつながるという感触が得られた。
この実験授業の主題は，第 3 学年の「正方形とマッチ棒の数」である。まずイメージが十分可能
な「正方形を 2 個つなげたときのマッチ棒の数」
，その次に「正方形を 3 個つなげたときのマッチ
棒の数」を問題として設定し，その予想を全員に発表させ「自分の考えをもつ力」の育成を図った。
その後のそれぞれの学習活動の場面でも，それぞれの力の育成につながると考えた。
「正方形を６個
つなげたときに使うマッチ棒の数」を考える場面で「根拠をもとに予想する力」，予想の発表の後，
発表された予想本数の根拠を考えさて「考えを読み取る力」，その際に隣同士などの少人数で話し
合いの場で「話し合いながら考え合う力」，その後の発表を通して「どうやら 19 本が正解らしい」
という共通認識を成立させた後，
「正方形を６個つなげたときに使うマッチ棒の数は本当に 19 本か」
を個人解決し，その後，発表の場面で「考えを読み取る力」，発表の後，式にある数が何を指して
いるかを考えさせて「きまりを見つける力」，最後に，正方形を 10 個つなぐように並べたときのマ
ッチ棒の数を求めさせて「自分の考えをもつ力」，その上でマッチ棒の総数を求めさせて「見つけ
たきまりを活用する力」の育成を図った。そして，感想文を書かせた。
（２）質疑応答
①能力形成を通して概念理解を目指しているとあったが。
→思考力は大事だが，まず知識というのが強い。思考力は形として見ることができない。そう
いう意味で，結果として知識が先でとまでは思っていないが，そういう言い方になった。た
だ，計算練習はしている。計算練習も意欲がないと進まない。
→論点を明確にしたい，能力形成で概念形成ができるということか。
→そうではない。
②活動そのものの中に，能力と概念の両方が入っている。
→その場合は内容依存か
→両方。
→よい課題の設定が大事だ
→場面から問題をつくることが大事である。問題が成立するまでが大事。最初の 10 分を大事
にすると，一見時間は少なくなるが，結果的に有効になる。
③リテラシーを何でも力と結びつけるのはどうか。力ということはできるということ，
「知る」と「で
きる」ということ。知るというのは内容がなければできない。
「教養としてのリテラシー」は「知
る」ということだったと思う。
「識字としてのリテラシー」は書ける，読めるということだから「で
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きる」ということ。いま我々がどういうリテラシーなのか。知識基盤社会なら知ると言うことに
なる。違う条件ならば変わる。
「知る」と「できる」の統合を考えると活動や場面が大きな意味を
持つ。
「できる」から見るのか「知る」から見るのか。
「知る」は行き着くと学問になり，
「できる」
は術になる。どこを目指すのか。学なのか術なのか学術なのか。
→京大の加藤文元の本（
『数学する精神』中公新書）にあるが，体系，理論そのものを理解しよ
うというのがヨーロッパにある。日本にはない。和算は理論になってない。
→ヨーロッパ的な体系の方が優れているのだろうか。生きていく上ではどちらともいえないの
ではないか。2 者択一ではないと思う。学も術の大切ではないか。
→2 分法を統合する方法が重要。ただし，統合という言葉は簡単だが難しい。
→学と術については，
「科学技術の智」の総合報告書をつくっているときいつもその議論になっ
た。科学の人は真理，技術の人は価値と。でもリテラシーとしては，それらを統合すること
が必要なのではないか。
④授業では決まりを見つけるということだが，子どもが見つけるというのが大事ではないか。そう
いう場面を作るべきだと思う。
→その前に，まず，2 個，3 個，というものの見方をどこで学ぶのかということ。そのものの
見方をここで経験させるという意図。その問題を自分で考えるというのは，学習として経験
しておく必要がある。
→いろんなアプローチの仕方があるからベストという話ではない。ベースになるものから予想
する，という発想をしている。どんな力を育てたいか，に依存する。
⑤最後に感想文があるが，
「学んだことがどんな場面？」とあるが，いいなと思った。生きていく中
で，どんな場面で役立つかという問いが自分の生き方とつなげられる。このようなことを数学の
授業に入れるというのが大事になってくると思う。
子どもなりに考えるということを共有したり，
考えたりすることは重要だと思う
→感想は返したか。返すことで共有されると思う。
→返した。
⑥数学的リテラシーの育成という提案だが，今までの授業と何が違うのか。このようなことは前か
らやっていたと思う。
→数学的リテラシーという点で自分を見直し強調することはあるが，まったくやっていなかっ
たということはない。
→そうですよね。
→「大人になっても身に付いている」という今回の数学的リテラシーの考え方は，これまでは
意識の下にあって当たり前としていたのではないであろうか。しかし，そうではなくなって
いるというのが前提にある。そうだとすると仮に指導法としては同じように見えても，より
大きな新しい概念のもとに考え直していく必要があると思う。それがこの研究プロジェクト
の使命だと思う。
５．今後について
（１）今後について（長崎：資料６，７，８，９，１０）
今後について，資料６，７，８，９，１０をもとに説明された。時間がなくなってしまったので，
－371－

各資料について簡単に説明がなされた。後で，時間があるときに目を通して欲しいとのこと。
①資料６：数学教育におけるリテラシーについてのシステミック・アプローチによる総合的研究
第 2 年次に向けて 数学的リテラシー研究の課題
昨年度末に研究メンバーが書いたレポートを課題ごとに整理してまとめたもの。現時点での，本
プロジェクトの問題意識が把握できる。今後の参考にしたい。
１．数学的リテラシーの必要性
（１）根拠を明らかにして自分の言葉で表現する－PISA から－
（２）子ども意識や教科書のあり方－TIMSS・教科書研究－
（３）科学での複雑系の研究の進展
（４）日本の社会を踏まえた数学的リテラシー
（５）日本の文化的背景を考えて日本独自の部分
（６）日本の大人が「実感している」数学的リテラシー
２．数学的リテラシーの特徴
（１）時代によって変わらないリテラシー，変わるリテラシーは？
（２）我が国のカリキュラムでは数学的リテラシーがどのように捉えられているのか
３．数学的リテラシーの捉え方
（１）リテラシーの定義の必要性
（２）
「識字」と「智」の違い
（３）すべての人
（４）数学的リテラシーの構成要素
（５）数学的リテラシーの階層化・分類
（６）算数・数学に関わる知識・技能・能力等を具体化
４．数学的リテラシーと諸要因
（１）数学化された社会
（２）
「社会が数学化されるほど，個人は脱数学化される」
（３）知識基盤社会の構造とその特徴
５．数学的リテラシーと学校の算数・数学教育
（１）学校教育の目的と数学的リテラシー
（２）数学的リテラシーと算数・数学教育
（３）数学的リテラシーとカリキュラム
（４）カリキュラムにおける数学的リテラシーの系統性
（５）数学を親しみやすい文化としてとらえ，関わりをもとうとする子どもを育てる数学教育
（６）数学の文化的価値が身近なところにあるような文化的素地をつくる
（７）数学の方法を認められるようにする
（７）数学を学んでよかったと思えるような数学教育
６．数学的リテラシーと算数・数学の授業
（１）数学的リテラシーを育てるために必要な指導
（２）生徒にリテラシーを持たせられる教材・指導法・評価
（３）
「智」を前面に出した新しい実践
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（４）数学的リテラシーを培う具体的な授業
（５）数学的リテラシーを授業との関連で検討
（６）
（算数的）数学的リテラシーに立ったときの授業の具体像のイメージ
（７）数学的リテラシーと算数の授業の関連
（８）数学的リテラシーを育成する授業とこれまでに蓄積されてきた「よい授業」との関連
（９）数学的なリテラシーを具体的な教材や授業を例として議論
７．数学的リテラシーと評価
（１）達成目標や評価規準
（２）数学的リテラシーを達成したかどうかを判断する方法
（３）数学的リテラシーの評価をする調査問題
（４）評価する能力もリテラシー
８．リテラシー育成における他教科との関連
（１）数学的リテラシーは教科横断的な探究で
９．数学的リテラシーと教師教育
（１）教師の意識の変化の必要性
（２）数学科の目標に対する教師の考え方
（３）教師の信念や指導実践から数学的リテラシーを探る
10．生涯教育における数学的リテラシーの枠組み
（１）学校教育の焦点化
11．数学的リテラシーの研究方法論
（１）数学カリキュラムなどの国際比較
（２）理論を研究するグループと授業を具体的に研究するグループで
②資料７：数学教育におけるリテラシーについてのシステミック・アプローチによる総合的研究
第 2 年次に向けて 数学的リテラシーとは
昨年度末に研究メンバー書いたレポートの中での数学的リテラシーの規定をまとめたもの。
１．智恵
２．必要最小限の能力
３．数学の価値や役割
４．数学と社会をつなげる力
５．生きていく上で必要な数学に関係する力
６．すべての人が身につけてほしい
７．実際の場で役立てることができる力
８．各発達段階において身につけておくべきもの
９．算数科の学習指導要領の総括的目標
10．構造を問題から読み解く力・一般化
11．これからの社会ですべての人が身につけたい，数学に関する知識や能力
12．社会に参画するために求められる知識・情報・技能を組み合わせて使いこなす力
13．さまざまな事柄に数学を活用し問題を解決する。
14．すべての数学的概念
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15．
「内容」に関わる側面と「方法」に関わる側面
16．智と識字
17．考える方法・数学の本質
18．数学を意識あるいは無意識に使いこなせる力
19．数学の基本的な知識や概念と能力
20．数学的な能力
③資料８：数学教育におけるリテラシーについてのシステミック・アプローチによる総合的研究（第
1 年次）第 2 年次に向けて
平成 21 年度の研究として，当面は，各自の数学的リテラシーについての問題意識に基づいて研
究を進める。できるだけ，全員が 1 回は発表できるようにする。
なお，昨年度の研究。今年度の計画の正式な書類も参考までにつけてある。
④資料９：人間・社会にとっての算数・数学：何のための数学的リテラシー論か（長崎）
日本科学教育学会年会のためのレポート
⑤資料 10：人間と社会にとっての算数・数学－何のための数学的リテラシー論か－〈日本科学教育
学会年会原稿のためのメモ＋その発展＋…〉
」
（長崎）
数学的リテラシーについての問題意識を原点に戻って考えて書き始めたもの。さらに書き進めて
いくとのことである。
（２）次回会合予定
第２年次第２回は，９月ごろを予定。
（文責：長崎，阿部）
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数学教育におけるリテラシーについてのシステミック・アプローチによる総合的研究

第 2 年次第 2 回会合（通算第 7 回会合）
議事要録
日時 2009 年 10 月 31 日（土）13:00～18:00
場所 国立教育政策研究所 ５Ｆ２会議室
出席者

長崎栄三，大谷実，國宗進，國本景亀，重松敬一，日野圭子，阿部好貴，上田雅也，
牛場正則，小田友美，久保良宏，熊倉啓之，近藤裕，清水壽典，滝井章，西村圭一，

柗元新一郎。
配付資料
（０）第７回会合議事次第
（１）数学教育におけるメタ認知（重松）
（２）メタ認知と算数・数学教育（パワーポイント資料）
（重松）
（３）科学的リテラシーとメタ認知の一考察（重松）
（４）算数・数学の力（2008 年改定第２版）
（長崎）
（５）人間と社会にとっての算数・数学，人間の生涯を視野においた算数・数学教育（長崎）
（６）数学の本質（長崎）
（７－１）科学技術の智プロジェクトが創りだしたもの（パワーポイント資料）
（長崎）
（７－２）科学技術の智プロジェクトが創りだしたもの（主な参考文献）
（長崎）
（８）科学教育の危機はどこへ（長崎）
（９）平成 21 年度の研究（長崎）
主な討議事項
１．代表挨拶
２．数学教育におけるメタ認知・リテラシーにおけるメタ認知・能力的な側面のまとめ（重松）
（１）発表（重松；資料１，２，３）
資料１は日数教のハンドブック。資料２はパワーポイント資料。資料３はリテラシーのアンケー
トについての PISA 質問紙の項目。
メタ認知とは，学習や問題解決上で自分をみるもう一人の自分を総称したものである。例えば，
うっかりミスについて，自分に言い聞かせることが大事，というようなアドバイスもメタ認知。一
番身近なのがメタ記憶である。もしも記憶力が落ちたときメモをするが，そういう行為をさせるの
がメタ記憶であり，記憶をするという認知行為ではなく，記憶が落ちたなど記憶について自分で判
断することである。そういうものを総称してメタ認知という。最近の PISA 読解力のコツを意識す
ること，などはメタ認知だと思う。算数の文章題で，
「頭の中で考えたことを全部書いてごらん」
，
ということがある。その文章の中で「うーん」や「えー」などの部分が解明できない。このあたり
がメタ認知とメタ認知行為が起こったということであろう。
メタ認知とは何か。図はかけるし計算もできるが問題が解けない子がいる。でも指示をすると解
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ける。認知行為が原因ではなく，うまく式を書くところや図をかくところが分からない。つまり認
知的とメタ認知的な 2 種類がある，ということで学習状況を解明しようというもの。学習上の例え
ば問題解決がスムーズにいく，というモデルをつくるというのが私の手法。そのメタ認知的な行為
は認知についての認知。記憶についての記憶などを総称している。
メタ認知には，メタ知識とメタ技能の 2 つのカテゴリーがある。一般的には「課題に関するメタ
知識」
，
「自己に関するメタ知識」
，
「方略に関するメタ知識」というのがある。メタ認知的知識は，
「課題」
，
「自己」
，
「方略」が一般的であるが，
「環境に関するメタ知識」を加えた。メタ認知的技能
には，
「モニターに関するメタ技能」
，
「自己評価に関するメタ技能」
，
「コントロールに関するメタ技
能」がある。大きな 2 つのカテゴリーが図（資料 p.2 参照）に表現される。これが私の子どもの認
知行為を見るモデル。このプロセスが頭の中でどのように働くか，組織されるか，ということで子
どもの頭の中の判断をしている。メタ認知的知識に関して，
「環境」は環境がどのように作用するか，
「課題」は課題の本性が，
「自己」は自己の技能・能力が，
「方略」は認知作用をよくするための方
略に関する知識。
人間はこのようなメタ認知的知識を小さい頃からいろいろと貯めて修正している。
メタ認知的技能に関して，
「モニター」は認知作用の進行状態を直接的にチェックし，
「自己評価」
は認知作用の結果をメタ知識と照合して直接的に評価し，
「コントロール」は自己評価にもとづいて
認知作用を直接的に制御する技能。このように７つの要素が関わって作用している。
小学校などではメタ認知の育成ということがよくみられる。算数・数学は 1 つのところだけでは
なく，あらゆるところで「一般的に」ということが重要である。そのように考えることが，メタ認
知的知識が十全であるということ。こういった全体を簡略化した図で表すと資料の図になる（資料
p.3 参照）
。こういったことを推論過程で説明できないか，ということで三段論法で示している（資
料 p.3 参照）
。このように頭の中に認知とメタ認知があると想定して，インタビュー・観察して子ど
もの頭の中を再構成している。
メタ認知研究は 1970 年代に起こった。フラベルが最初に考えた。もっと以前に，ピアジェなど，
メタ認知という言葉は使っていないが，メタ認知に該当するものに言及しているというのはある。
1980 年代がもっともクリティカルな時期だった。それは特にメタ記憶を手がかりにしていた。これ
をやったのがシルバーで，心理学的にやっていた。1980 年にはアメリカの教育資源情報センター
（ERIC）の検索語に「メタ記憶」が載って公的に認められた。最近では構成主義や民族数学でも，
メタ認知の研究がなされている。ただ最近はメタ認知研究が少なくなっている。しかし研究テーマ
では少なくなっているが，実践では議論されている。1985 年に私自身はレスターの論文ではじめて
メタ認知に触れた。あとは高澤先生（滋賀大学）
，平林先生なんかと研究を始めた。実践的な意味で，
現在の４つの観点（関心・見方・表現・知識）とメタ認知と関わりを説明している（資料 p.4 参照）
。
人間の行為では認知とメタ認知と情意は同時に起こる。日本では，メタ認知は学習指導要領には入
らなかったが，シンガポールではナショナル・カリキュラムの目標の 5 つの観点の１つにメタ認知
が入っている。以上が，メタ認知の基本的な枠組みと歴史的背景である。
実践的・研究的にどんな性質を持っているか。1 つは，メタ認知的知識には肯定的なものと否定
的なものがある。子どもの学習改善を図るには「肯定」をできるだけ多く持たせることが必要。２
つ目として，そのためには７つの段階で内面化すると考えている（資料 p.5 参照）
。基本的には先生
が子どもにアドバイスするわけだが，それを受け入れる体制になっていることが第一。私は内面化
に，
「内なる教師」が必要だと思う。３つ目は，算数・数学の知識は子ども自身が形成していくとい
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うこと。先生ではない，子ども自身が内面化し，自分自身の知識を作ることが大事。子どもが自分
自身の知識を作っていく，ということにメタ認知が関わっている。子どもは 5 段階で知識を変えて
いく（資料 p.5 参照）
。ここまでがメタ認知の性質。
実践的なものとして，マグネーム法がある。社会科などで使っている。これを使って子どもの知
識の変容について調べたことがある。最近では，子どもがなぜ自分の知識を変えたのか，というこ
とについて３つのことが抽出できた。
「直接的支援による変容」
，
「他者の影響による変容」
，
「間接的
支援による変容」
。あと算数・数学作文というのもメタ認知である。このように日々の中で学習を変
えるためにはメタ認知を変える必要がある。
さらに，科学的リテラシーとの関わりについて問題提起したい（資料３）
。私はアンケート法でも
メタ認知の状況を調べている。これと同じようにリテラシーに関して聞けないか，ということで調
べてみた。PIAS2006 の質問紙をみてみた。質問 12 には，
「課題」あるいは「自己」はあるが，
「方
略」に関わるものは無かった。アンケート法で聞くなら，これまでに自分が考えたり経験したりし
たことがある事柄を回答するように子どもに促す必要があるかなと思っている。こういったものが
リテラシーに関係していると思う。また，メタ認知的知識は個人だが，リテラシーは社会的なメタ
認知的知識ではないかと考えている。
（２）質疑応答
①なぜメタ認知という考えが必要なのか。現場のどこに問題点を感じたのか。
→フラベル・ブラウンが「作文なんかで文章をうまく読む」という状況を解明しようとしていた
のがスタート。私はレスターの論文。あとはある子どもを見ていて，認知的な行為に対して，
それだけではないのか，と思ったこと。
②肯定的なメタ認知について。それは情意ではないのか。
→最終的には情意かもしれない。認知が起こると，認知・メタ認知・情意が同時に起こる。
③シンガポールではメタ認知を重松先生の意味で使っているのか。
→そうですね。
④モニタリングは日本語では何というのか。
→恒常的評価とも言われている。
⑤インナーティーチャーとあるが，
「教師」でなければいけないのか。
→そうではないが，先生に言いやすいかなと思って。もう 1 人の自分でもいい。
⑥メタ知識とメタ技能を区分しているが，メタ認知はメタ技能のイメージがあり，メタ知識は，他
の人が信念と考えているものみたいなものか。
→信念でも違うとは思わないが，信念は個人的であり，もっと公共にしたいという意味で。
⑦先生の「支援」というのに対して，日本では，
「発問」というのを使うが，先生の観点では発問は
どのように捉えられるのか。
→プロセスを作ることが大事だと思う。そのつなぎに発問がある。過去に使ったことを使うとこ
うなるよ，というときに発問してつなぐ。認知だけではなく。支援は発問だけではない。
⑧関連図の中で，モニターなどのメタ認知的技能がサイクルしているが，指導の中でやられている
ということか。
→改善はこのサイクルがうまくいくように介入するということ。
→子どもでモニターはできるが，コントロールできない。
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⑨チューニングは発問か。
→どれが子どもに，
ということはわからない。
とくにチューニングを意識してほしいということ。
⑩ポリアとの関連は。
→基本的な枠組みはポリアなんかの問題解決の枠組みを使っている。
⑪質問紙すべてがメタ認知ということか。
→質問紙を通してメタ認知を高めることができないかということ。
⑫変容のプロセスが A から E まであるが，途中で下がることもあるか。
→あります。
⑬算数・数学というのはなぜですか。
→一般的な授業で支援になるようなものを考えている。評価から指導へとあるが，授業の最後に
子どもにこんな作文を書いてもらおう，という授業を，と私はいっている。
⑭教師がメタ認知を意識して支援するというのはわかるが，子どもが意識するのをねらっているの
か。
→自分で意識するのは高学年でなければ難しいが期待している。子どもに価値を示す。
⑮例えば，独り言はメタ認知的なものだと思う。そういう意味で，言葉はメタ認知と関係あると思
う。研究方法では，言語表現を証拠にすると思う。言葉と認知の関係について，どのように考え
ればいいのか。
→基本的には言語的表現などはかなり脚色される。客観的にいえること，ということでひとまず
書かれているものをみている。
⑯モデルの中で，判断なんかはないがなぜか。
→参照して判断する。
⑰数学に固有なメタ認知はないのか。
→教科の固有性はあると思う。
→学習一般ではなく，数学に固有の，ということか。
→成功的経験の中に数学は関わる，など。
⑱否定的なメタ認知を蓄積するとどうなるか，という研究はあるのか。
→ない。
⑲メタ認知研究が少なくなってきているとあるが，なぜか。
→確かに，研究が難しいのだと思う。
⑳メタ認知能力というものは，数学的リテラシーの重要な候補だと思われる。メタ認知能力で，算
数・数学を通して育成できて，しかも成人になっていても持っていて欲しいものを明確にしてい
く必要がある。
３．人間と社会にとっての算数・数学（長崎）
（１）発表（長崎；資料４～８）
資料４～８のうち，最後に紹介する資料５が今日のメインの発表である。
資料４は数学的リテラシーの一部として考えている「算数・数学の力」に関したものである。現
在，最初に作ったものを改訂している。ただし，算数・数学を生み出す力，使う力，表わす力，考
え合う力という４つの大きな柱は変わらない。今日は，先ほどの重松先生のメタ認知能力と合わせ
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て，数学的リテラシーの能力的な側面の議論の資料として提出したが，時間の関係でまた改めて発
表する。
資料６はやはり数学的リテラシーの一部と考えている「数学の本質」についての資料を整理し始
めていることの紹介である。今後，これを充実させながら，数学的リテラシーとしての「数学の本
質」について考えていきたい。
資料７－１・２は，先日，兵庫教育大学に呼ばれて科学技術リテラシーの話をしたときの資料で
ある。内容は「科学技術の智プロジェクト」の研究過程を，その原点である日本学術会議・若者の
理科離れ問題特別委員会，日米理数教育比較研究会に遡って振り返り，その成果をまとめたもので
ある。なお，最後に，科学技術の智が科学教育・数学教育に問いかけるものとして，第 1 に，学校
から社会への連続性：大人になっても学ぶ。
「受験数学」
「篩としての数学」からの転換，学ぶ意義
の確認，第 2 に，科学的リテラシーと数学的リテラシーの違い。学問と実世界との関わりと学問の
抽象性から，科学的リテラシーは，内容の継続的更新の必要性があるが，数学的リテラシーは，数
学の本質や能力や活用場面の重要性がある。第 3 に，価値への関わり。科学や数学の価値の中立性
からの脱却，トレードオフの考え方の重要性。第 4 に，学校教育の質の転換。大人になって何を身
に付けていて欲しいかを意識する，を挙げている。
資料 8 は日本科学教育学会誌の最近号の巻頭言である。科学教育の根源的な問題として「学ぶ意
義」の意識が希薄になってきていることを述べ，リテラシーの考えの重要性を述べた。
資料 5「人間と社会にとっての算数･数学，人間の生涯を視野においた算数・数学教育－何のため
の数学的リテラシー論か，数学的リテラシー論の展望－」は，8 月の日本科学教育学会，今月の日
本数学教育学会での発表のもととなっているものであり，全文が読み上げられた。主な内容は次の
通りである。
１．数学的リテラシーとその先行研究
２．学校で学んだこと－社会に出て何が残っているのか－
３．社会が求めていること－科学技術リテラシーの必要性から－
４．社会とリテラシーの関係－必要な知識の特性－
５．数学的リテラシーの必要性の再検討
６．科学的リテラシーと科学技術リテラシー再訪：記述の体系性を求めて
７．数学的リテラシーの体系化 －4 元モデルー
８．数学的リテラシーの 4 元モデル
９．数学的リテラシーという視点を持った算数・数学教育への変化
10．数学的リテラシー育成のための教師教育
11．数学的リテラシー育成を目指した学校外教育についての仮説
要約すると，数学的リテラシー，すなわち，
「すべての成人が身に付けていて欲しい算数･数学の
知識，技能，考え方，態度など」として期待できるのでは，学校で学んだ一部であり，しかも，そ
れには学校で学んだものに新しい何かを付加することが必要である。そして，人間や社会との関係
で見ると，数学的リテラシーとして必要なのは，数学の多くの知識ではなく，数学の本質に関する
知識や，数学が社会で使われている実例や，社会で使われる数学的な能力である。このような考え
方をもとに，数学的リテラシーの「数学的リテラシーにおける数学の本質」
「数学的リテラシーにお
ける概念」
「数学的リテラシーにおける能力」
「数学的リテラシーにおける活用事例」という 4 元か
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らなる 4 元モデルが提案された。なお，まだ，未完であり，今後も修正を続けていく。
（２）質疑応答
①p.19 の下 2 行の「社会の問題を数理的に解決する方法」の具体的な例は何か。
→例えば，西村先生の研究例に「自動車の死角」という実践がある。自動車事故に関する新聞記
事をもとに，その原因が自動車の運転手からの視野が及ばない死角があることを，実際的な場
面をモデル化して図形の内容を活用して示して，改善を提言したものである。
→数学の内容を活用しておこなう，ということですか。
→活用できるように社会の問題を数学の場面に置き換えている，すなわち，数学的モデルを作っ
て，そこで数学の内容を活用している。
②「数学の本質」をリテラシーに含めると，それをどうやって伝えるのか。どの程度伝わるのか。
→難しい問題であるが，2 つのやり方が考えられるのではないか。一つは，
「数学の本質」をきち
んと教科書に記述して，教科書を通して指導できるようにすること，もう一つは，明示的な教
科書の記述は無いが，指導の仕方として「数学の本質」が納得できるような指導を開発するこ
と。
③リテラシーの概念構成の中の 1 つが先ほどのモデル化だと思うが，もう１つは批判的能力ではな
いか。これに関するような社会の問題の例はないか。
→数学教育における批判的能力については，実践としては，今後の課題だと思う。いずれにして
も，数学的モデル化と批判的能力の両者を数学的リテラシーの面から，実践を研究していく必
要があると思う。
④数学教育の目的について書かれているが，文化的目的についてリテラシーとして必要な理由は，
どこにあるか。
→きちんとは書かれていない。今後充実させていきたい。
→数学のプロセスの楽しさ，数学をやることの楽しさをきちんと入れていく必要がある。
⑤数学的リテラシーの４元モデルの「数学の本質」とは何か。数学観のことか。
→個々人の数学観は，必ずしも「数学の本質」とはならない。以前，基礎学力調査というのを行
ったとき，数学とは何か，を聞いたとき，
「数学とは計算」であるというのが多かった。数学の
本質ではない数学観が形成されている。数学の本質に基づいた数学観を持てるようにしたい。
今回の科学技術リテラシーでは
「数学は言語」
と言われている。
「数学の命題は全称命題である」
というのも大切であると思う。
→「②数学的リテラシーにおける概念」と「③数学的リテラシーにおける能力」をしっかりやれ
ば，数学の本質の意識は育つと思う。
→数学的な考え方のときもそうで，数学をきちんとやればいいんだ，とあった。しかし，結果的
にはうまくいかなかった。絶対的なものではなくても明示的に出していくことが重要。
→数学教育に必要な「数学の本質」を探るのは，数学教育研究者の役割だと思う。
⑥「出来上った数学」を基準に数学の本質を捉えようとしているように思える。結果ではなく，過
程（方法）の方から見た数学をどう捉えるかが重要だと思う。
→その通りだと思う。
「数学の本質」や「数学の内容」を過程（方法）の方から見た数学という立
場で考えていきたい。
→数学の命題の真理性は時間とともに変化はないと思われるが，数学の見方は時代とともに変わ
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っていると思う。例えば，図形をユークリッド的に見るか，対称の観点からみるかによって図
形の扱いも変わってくると思う。
⑦内容があって活用があり，活用があって内容があると思う。
→4 元はあくまで，リテラシーを理解するためのものであり，教育の実際はそうだと思う。
⑧学校の役割の二重性について，
「未来の準備が欠如している」
，
「内的発展と外的発展や数学内外の
バランスがうまくできれば」とある。概念のところもある意味でそういう二重性があると思う。
→二重性をどのように表現するか，また実際の指導でどうあるべきか今後の大きな課題である。
⑨今後もまた適時，数学的リテラシーの全体論について提案し討議していきたい。
４．今後について
（１）今後について，資料９の説明（長崎）
資料 9 をもとに，当面は，各自の数学的リテラシーについての問題意識に基づいて研究を進める
という，今年度の研究方向が確認された。
（２）次回会合予定
第２年次第３回は，12 月ごろを予定。
（文責：長崎，阿部）
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数学教育におけるリテラシーについてのシステミック・アプローチによる総合的研究

第 2 年次第 3 回会合（通算第 8 回会合）
議事要録
日時 2009 年 12 月 19 日（土）13:00～18:00
場所 国立教育政策研究所 ６Ｆ１会議室
出席者

長崎栄三，瀬沼花子，太田伸也，國宗進，國本景亀，重松敬一，清水美憲，相馬一彦，
二宮裕之，日野圭子，山口武志，阿部好貴，上田雅也，小田友美，久保良宏，熊倉啓之，
近藤裕，島崎晃，清水嘉典，滝井章，西村圭一，藤森章弘，柗元新一郎，望月美樹。
【特別講演】長谷川寿一先生（東京大学大学院総合文化研究科教授）
配付資料
（０）第 8 回会合議事次第
（１）科学・人間・社会－人間科学・社会科学部会からのまとめ（長谷川寿一先生）
（２）図形の証明指導は何を育てているか（太田）
（３）数学的リテラシーについてのグループ討議案（長崎）
（４）今後の研究案（平成 21 年 12 月版）
（長崎）
（５）大学教育の分野別質保証に向けて（公開シンポジウム資料）
（６）科学技術と知の精神文化（公開シンポジウム資料）
主な討議事項
１．代表挨拶
２．
「人間とは：ヒトはどのように特別なチンパンジーか」
（１）研究代表による紹介
長谷川先生は科学技術の智プロジェクトで人間科学・社会科学専門部会長をなさっていた。私は
この部会会合に何度か出させていただき，その議論が興味深く，また，皆様にもお配りした『人間
科学・社会科学専門部会報告書』もとても面白かった。そこで，私たちが数学的リテラシーを考え
るときに，もう一度原点に戻って，
「人間とは」
，ということを考えたい。
（２）発表（長谷川先生；資料１）
科学技術の智プロジェクトにおける「人間科学・社会科学」は人文科学なので，非常に大きな領
域で，それを１つにまとめて，というのは無理難題でした。したがいまして広い見識の先生方に書
いてもらったが，うまくまとめられたかどうか。曼荼羅（資料 p.32）があるが，これは外側に行け
ばいくほど基礎的領域，真ん中が社会とのつながりということを示している。本日は生物としての
ヒト，社会的存在としての人ということを話したい。
現在は，心理学・認知科学と進化生物学・行動生態学を縦軸として，動物研究と人間研究を横軸
として研究をしている。タンザニアでチンパンジーの研究を行い，クジャク，ゾウの数的認識，霊
長類，人間についてやっている。人間に関する生物学的というのが珍しいと思う。心の進化が見え
てくるのでは，と思ってやっている。
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今日の話は，
「人間とは何か」ということで，パスカル，アダム・スミスなどの先人がいったこと
が現代の科学でも現代的に蘇って研究されている。ゴーギャンが言うように，我々はどこから来た
のか，我々は何者か。我々はどこへ行くのか。
「人間とは何か」という問いに対する私の答えは，
「人間とはチンパンジーである」
。これに対し
ては反論できない。生物学的にはヒトとチンパンジーは近い存在。
ダーウィンは，1838 年に彼が 29 歳のときに進化の系統樹のようなものを記しており，現在の自
然人類学の教科書とほとんど同じである。そこでは，人類は遺伝的には単一なものであった。
1970 年代までは，
「ヒトは特別な霊長類」であったが，現在は DNA 構造によって「ヒトは類人
猿の一員」となっている。類人猿には，ヒト，チンパンジー，ゴリラ，オランウータン，テナガザ
ルが入る。ヒトは一介のチンパンジーにすぎない，ヒトは特別なチンパンジーである。原点として
ヒトはチンパンジー。なお，
『人間はどこまでチンパンジーか？』を翻訳している。そこでは，チン
パンジー，ボノボ，ヒトとなっている。
ではどこが違うのか。京都大学霊長類研究所のチンパンジーの「アユム」を見ていると，瞬間記
憶が優れている。チンパンジーの瞬間記憶は人間よりも優れている。人間は，イメージ記憶，写真
記憶の能力が失われていった。言葉を持つことで失われたのかもしれない。ただし，子どもは持っ
ている。またチンパンジーは，アリを食べるのに棒を使うが，それを身につけるのに長い時間がか
かる。チンパンジーには文化の固有性みたいなものがある。そして社会的に学ぶのに非常に時間が
かかる。なぜなら年長の者が教育（アクティブ・ティーチング）を行わない。チンパンジーは個人
的世界に生きている。社会的な広がりに限界がある。なお，人とチンパンジーの共通なこととして
狩りをする。
チンパンジーの「人間らしさ」としては，次のことがある。
・道具を作り，道具を使う
・地域が違えば，生活が違う
・地域に固有な，世代を越えて伝達される行動パタンがある → 「文化」の萌芽
・シンボルを操作できる
・人の話し言葉を理解する → 「言語」の萌芽
類人猿の社会構造を見てみると，チンパンジー（ヒト）はオス同士が仲がいい，連合する。だか
ら戦争が起こる。
オランウータンは孤独である。
それは食べ物が果実に限定されているからである。
ゴリラは一夫多妻である。
ヒトとチンパンジーは，集団（共同）で狩猟を行う。ボノボは平和的であるが，その他のチンパ
ンジーは攻撃的である。ホッブスは外集団では人間は戦争をするとしている。
それでは，ヒトは他の類人猿とはどこが違うのか。
・雌同士の協力
・母親以外の子どもの世話＝協同繁殖
・父親の存在
・おばさんの存在 （チンパンジーは 40 歳中ごろまで子どもを産む）
類人猿社会では，雌同士の協力が希少であり，雌は果物を食べるが，これに雄の分布が重なる。
類人猿と他のサルの違いは，次のところにある。
シロテナガザル：ブラーケーション（ぶる下がり）
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オランウータン：子にべったりで，子を産むのに 7 年間かかる。
類人猿と人類（ヒト）を対比させると次のようになる。
（左：類人猿，右：ヒト）
・Apes（ヒト以外の類人猿）

Human（とくにサピエンス）

・果実に依存

雑食＝採集＋狩猟＋調理

・中新世環境への適応

更新世環境への適応

・個人生活

高度な社会生活

・母親の単独子育て

協同繁殖（母以外の世話）

・低い繁殖率

高い繁殖率

・少数の子どもを

手のかかる子どもを

・じっくりと育てる

集団で効率よく育てる

・大きな脳

最大の脳

ヒトの脳は体重の 2％で，エネルギーを 20％消費する。そこで，腸を短くして，脳に栄養がいく
ようにしている。ヒトは 100 万年前位に出てきて，ホモエレクトス（原人）は 20～30 万年前であ
る。
まとめとして，
・生物としての人類は大型類人猿の一員である。
・ヒトとチンパンジーの共通点は数多い。
－道具利用，文化，言語，分配，政治的駆け引き
－狩猟（殺戮）
，集団間の抗争（戦争）
・チンパンジーに欠けている人間の特質
－同情，共感，共同行為
－協力，共同体，分業。
ところで，人類は 22 世紀までもつであろうか。知識は累積されて，後戻りしないという，ラチ
ェット効果というのがある。ヒトは，文字や印刷で外部記憶の装置を持って，別のところに知識を
置いていく。自然環境と直接には向かい合わない。人類の叡智が期待される。
（３）質疑応答
①チンパンジーは人類にならないのか。
→確率 0 とはいわないが，ならない。過去と今のチンパンジーの置かれている環境が違うから。
②人間とチンパンジーの違いについて。チンパンジーにはメタ認知があるのか。自分のことはわか
るが，相手のことはわからない，という解釈でいいか。
→相手の考えを理解するが，複雑なものはできない。自分の利益に関することはわからない。色
の概念がない。明日のことや遠くのことを語れない。人間は言語を獲得してから一気に変わっ
た。
③学校現場を想像すると，集団行動ができない子が多い。人とチンパンジーとの違いの中で，父親
の存在などあったが，このような傾向は強くなるのか。
→結局，人間は社会抜きでは生きていけない。学校という場は，チンパンジーにはない。家族規
模の縮小，少子化などが進んでいる。人間のネットワークが切られていると思う。
④研究方法について，チンパンジーの事例はいくつぐらいで一般化はするのか。
→それは難しい問題。ただ特別な場合については研究者コミュニティの中で，ネットワークがあ
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り，コミュニケーションしている。
⑤積極的な教育は行わない，とあったが何らかの教育はあると思うが。
→人間が介入して教育もどきをしたチンパンジーが観測されている。ただ野生状態での事例は親
子，兄弟での教育は非常に乏しい。子どもが不適切なものを食べようとしたのを防いだ。
⑥チンパンジーとヒトにおける「ヒト」が 30 年前の人を想定しているのかと思った。そのときに
現代との比較がでてくる。今の新しい人間の変容なのか，それとも今の特有の現象なのか。
→私たちにとっては，ヒトというのはホモ・サピエンスのこと。ではそれが現在社会を考えると
きにどんな意味があるか。社会学者よりも，長い時間，1 万年と 10 万年のスパンで見るのが僕
らの仕事だと思う。大局的なことか局所的なことかは本質的だと思う。現在の進化環境は大き
く変わっている。日本は世界に先駆けて変な世界に入っていると思う。例えば，世界的に殺人
率が高いのは 20 歳台が頂点だが，日本の最近では頂点がなくて平らである。若者の覇気がな
い，内向きで，社会性がない。ニート先進国で，先進国ではセックス頻度も少ない。
⑦チンパンジーは何歳ぐらいまで子どもを産むのか。
→初産は 12 歳から 13 歳からぐらい。オスは 0 歳から交尾して，子どもができるのは 14 歳から
15 歳。子どもの行動のバリエーションは豊か。
⑧チンパンジーの親が子育てをしないとあるが，
ライオンはする。
狩猟種族が大きな要因だと思う。
人間においてヨーロッパは狩猟，日本はそうではない。教育も餌を待っている状況では育たない
のではと思う。
→狩猟というのはそうだと思う。ただ文化差はわからない。教育に関してはそのとおりと思う。
ある意味で餌を与える必要があると思う。
⑨先生のご経験から人間科学・社会科学のリテラシーをどのように考えるか。
→教養教育と通じると思うが，自然の理解と人間・社会の理解だと思う。リテラシーの理由は，
一般の人が視座を持てるようにすることだと思う。人間のこれまでたどってきた道のり，そう
いう一人ひとりが時間軸・座標軸をもつことだと思う。それが個人・社会・人類が持つ道の合
意形成ができる，それが核心だと思う。
３．図形の証明指導は何を育てているか（太田）
（１）発表（太田；資料２）
これまで図形指導の研究を重点的にやってきたが，それを数学教育におけるリテラシーを意識し
ながらまとめた。今日は証明の指導に焦点をあてた内容である。最近，大学生の状況から中学校の
証明指導について「何のため」ということを考えた。
教育学部で中学校教員を目指す学生（3，4 年次）が循環論法を指摘できない。次の 2 つの事例は
成功的に学んできた学生が対象である。
事例 1 は，中学校教員志望者の授業で，中学校の論証指導のあり方についての授業であり，二等
辺三角形の底角が等しいということを円周角の定理を使って証明することが，循環論法であるとい
ことに気づく学生がいないという例である。ここで 2 つの問題が提起される。1 つ目は，中・高校
で成功的であっても体系的論証の理解は不十分であり，2 つ目は，中学校で比較的初期に証明指導
がなされるが，それは命題の正しさを既知の事柄を使って証明することという捉え方なのではない
かということ。
－385－

事例 2 は，三平方の定理を三角比の性質を使って証明することが循環論法になっていることに気
がつかない例である。
中学校の証明指導は，局所的論証を学ぶ場だと思う。極論だが，二等辺三角形の底角定理に代表
される自明の性質を証明の対象とすることは避けるべきであるということを考えている。
そう考えたときに証明指導について，
これまでに指摘されている問題点やその解決への方策には，
局所的論証と大局的論証の思考が混在していると思う。
中学生の証明の意義の理解の現状を，平成 20 年，21 年の全国学力調査から見ると，演繹の意味
を理解できている生徒は 30％程度だとされているが，この現状は学習途上の実情と考えればよいで
あろう。
そこで，図形指導を考えるにあたっては，中学校は局所的論証の場と考えて，体系的に位置づけ
るというのは考えない方がいいのではないか。小学校で学んだことは公理とし，証明の対象としな
くてもいいと思う。あとは具体的な教材でどのような性質を扱うか，ということを考えたい。
最後に，図形に関して，大人としてもっていてほしい数学的リテラシーについて，陶冶的（人間
形成的）価値，実用的価値，文化的価値の側面から考えた。
陶冶的価値に関しては図形の内容に依存しない事柄が多くなる。大もとには公理主義があって，
証明の指導を通して養われる力として，
「前提や根拠を明確にすること」
「真理や正しい判断を求

めること」などが挙げられる。
実用的価値に関しては，空間の想像力として論じられている事柄が的確に説明していると思う。
また，小学校で扱う程度の基本図形の性質を理解していること，合同変換，相似変換などの見方が
できること，図をよんだりかいたりできることなどを視野に入れておくべきであろう。
文化的価値に関しては，図形の面白い性質，有用な性質に関心をもっていることが挙げられる。
陶冶的・実用的・文化的価値のそれぞれにかかわる能力については，
「算数・数学の力」で示され
ている項目をこの枠組みで具体的に考えることが必要である
（内容に即して明らかにする）
。
ただし，
これらと 4 元モデルとの関係はまだ明確ではない。
（２）質疑応答
①全国学力調査の証明の問題はどちらも中学生が対象である。平成 21 年の問題（三角形の内角の
和）
は証明に関するものだと思うが，
帰納的なものを小学校でやるのはどうか。
「説明できるもの」
を位置づけてどう教えるのか，ということを考えさせられた。ところで，小学校に合同が移行す
るが，そうなると中学校の中で論証力を養うところはあるのか。
→図形指導で合同をやる意味については，小学校の図形の合同の見方と，中学校で合同条件を使
うことは異なる。つまり，小学校は「証明」ではない。今までと変わらない。
「証明」はずっ
と中学校にある。本格的な論証のはじめ。
②小学校では，平成 21 年の問題（三角形の内角の和）は解答選択肢の「イ：たくさんの三角形で
確かめる」でやる。帰納的な証明をしっかりやることが求められていると思う。
→そうですね。
→小学校で三角形の内角の和を考えることについて，前田隆一氏は，
「帰納」ではなく，一つのこ
とから本質を見通すという「直観」であると言っている。子どもは，いくつかの具体例から 180
度と帰納するのではなく，一つの三角形を操作することで 180 度を見抜いている。
③三角形の内角の和を考えるのに，小学校では具体的な三角形でよかったのに，中学校ではだめ，
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ということを生徒に思わせたらだめだと思う。小学校でも合同を円の面積を考えるのに使ってい
る。
→同じ内容でも，焦点の当て方が違うということ。合同の位置づけの違いだ。
→小学校でやったことを中学校で否定ということではない。もっと奥に広がる。
④証明で扱っている力が育てば，循環論法は起こらないか。
→循環論法を見抜く場面が今の学校数学の中には無い。円周角の定理の先か。
→命題同士を結びつけることをやっていない。
⑤証明することはリテラシーか。
→「ある」図形の性質を証明することはリテラシーではない。図形を固定しない。
→三平方の定理は入るのか。
→「文化的価値」に入る。ただ，内容という観点では固定できないと思う。
⑥循環論法を見抜く力をリテラシーとすると，どうやって育成するのか。
→ある程度性質を学んで，関係づける。ただし，それがいつかは今は分らない。もっと，分りや
すい材料で早くできるのではないか。それはこれから考える。
→長い循環ではなく，短い循環の中で見つけたらよい。
⑦前田隆一氏の文章に，演繹には観照的・静思的と探求的・能動的とあるが，前者が大局的組織化，
後者が局所的組織化でよいか。これまでは後者がいわれてきたが，リテラシーという視点でみる
と前者が大事かとも思う。
→後者の局所的がリテラシーではないか。
→高校の数 A で平面図形を大局的に使えると思う。テクノロジーを入れると探究的になる。
→高校の目的には「体系的」はあるのか。
→あるが結局やってはいない。
→基本的に前者は幾何学的精神に関わることで，後者は局所的。リテラシーといえば前者ではな
いか。演繹をその 2 つで見るのは面白い。
→そのあたりは数学の本質かと思う。
⑧初期は局所的でよい。今は，局所的と大局的が混在している。局所的だけでは後に役立たない。
局所的をきちんと押さえると，大局的が意味を持つ。
→やはり，局所的なものに価値を置きたい。
→リテラシーとの関わりでは，むしろ大局的が大切だと思う。そのときに，局所をしっかりやっ
て，大局につなげる必要がある。
⑨「平行四辺形の対角が等しい」といったときに性質を結びつけるということが必要である。
→そのときに平行四辺形が適切な材料となる。
⑩中学生にとって，何をどこまでやるか，ということを議論しなくてはならない。どのあたりの年
齢に達したら，証明の価値が分るのか。
→大学生で卒論を書けない，企業に入ったら大変だ。
→ユークリッド原論のように長いことをする必要はない。本当に小さな部分で全体を予感される
ことができればいいと思う。現代化の頃に行われた「幾何の公理的構成」は生徒にとってはチ
ンプンカンプンであった。
→できあがったものより，プロセスが目的である。
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→リテラシーということを考えたときに，二等辺三角形の問題は自問自答する力の育成に適して
いると思う。矛盾点をついていくということで。
⑪今回の議論を図形指導を通した数学的リテラシーの育成の出発点としたい。その際に，証明にお
ける大局的，局所的な側面をどのように考えるかが一つの鍵となるようだ。
４．今後について
（１）今後について（長崎）
資料３をもとに，グループ討議の計画が示された。６つの課題への第１希望，第２希望をもとに
グループを作り検討をするとのことであった。６つの主題は次の通りである。
１．数学教育学の中に数学的リテラシー論を理論的に位置付けること。
２．数学教育学の立場から数学的リテラシーの構成要素を明らかにすること。
３．個人の生涯における数学的リテラシーの様相のモデルを考案すること。
４．学校において数学的リテラシーを育成するためのカリキュラムの枠組みを構成すること。
５．学校において数学的リテラシーを育成する教師のあり方を明らかにすること。
６．社会で一般人が数学的リテラシーを保持・発展させる枠組みを構成すること。
検討する視点は次のものが挙げられた。
（１）何が課題なのか。
（２）何を明らかにしなければならないのか。
（３）何が不明確か。
（４）問題の解決の上で何が障害となるか。
（５）その他何でも
しかしながら，時間も尽きてきたので，グループでの討議は次回に持ち越しとなった。
そして，資料４をもとに，今後の研究案が示された。本研究の目標の１つである「学校における
数学的リテラシーの育成のためのカリキュラムの構成（カリキュラム）
」に関連して，授業研究に基
いた研究を考える。その主題として，これまでの本研究で数学的リテラシーを構成するものであろ
うとして議論に上がってきている次の 3 つが提案された。
１．数学的モデル化能力
２．批判的思考・反省的思考（話し合うとか，コミュニケーションに関連して）
３．より一般的な意味で「算数・数学の力」
これらを研究協力者の方を中心に取り組んでいくことにしたいとのことであった。
資料５，６をもとに，日本学術会議におけるリテラシーに関わる公開シンポジウムについて説明
された。資料５は，11 月 23 日に東大安田講堂において日本学術会議主催で行われた「大学教育の
分野別質保証」の公開シンポジウムの配布資料である。この活動は北原先生が中心になって行われ
ている。パネリストは，広田照幸，小林傳司，本田由紀，籾井勝人，北原和夫らの諸氏。
，資料６は，
12 月 11 日に日本学術会議講堂で行われた「科学技術と知の精神文化」の公開シンポジウムの配布
資料である。科学技術と文化の関係についてのものである。講演者は，阿部博之，石井紫郎，和田
昭充，村上陽一郎らの諸氏。いずれも科学技術リテラシーの考え方が随所に見られる。
（２）次回会合予定
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第２年次第４回会合は，平成 22 年 2 月 20 日（土）午後 1 時～午後 6 時。
（文責：長崎，阿部）
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集合写真：第 8 回（2009 年 12 月 19 日）会合後
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数学教育におけるリテラシーについてのシステミック・アプローチによる総合的研究

第 2 年次第 4 回会合（通算第 9 回会合）
議事要録
日時 2010 年 2 月 20 日（土）13:00～18:00
場所 国立教育政策研究所 第１特別会議室
出席者
長崎栄三，瀬沼花子，岩崎秀樹，太田伸也，大谷実，國宗進，國本景亀，重松敬一，
清水美憲，相馬一彦，二宮裕之，山口武志，阿部好貴，牛場正則，上田雅也，熊倉啓之，
近藤裕，清水壽典，西村圭一，藤森章弘，柗元新一郎，望月美樹。
配付資料
（０）第 9 回会合議事次第
（１）日本における「教養」とは何か－数学的リテラシーとの関係－（長崎）
（２）日本型「教養」の運命 歴史社会学的考察（筒井清忠，岩波現代文庫）
（３）
「教養」の語史（進藤咲子，言語生活，1973，No.265）
（４）数学的リテラシーに関する共同提案のための討議（1）
（長崎）
（５）数学的リテラシーに関する６つの課題についての検討資料素案（長崎）
（６）第 2 年次に向けて 数学的リテラシーとは（長崎）
（７）第 2 年次に向けて 数学的リテラシー研究の課題（長崎）
（８）議事要録から（長崎）
主な討議事項
１．代表挨拶
今年の日数教論文発表会（宮崎大学）の課題別分科会で「リテラシー部会」がまたあり，オーガ
ナイザーになった。昨年と同じメンバーで運営していきたい。ただし，今年は，昨年のリテラシー
論の整理を受けて，提案・発信などのメッセージ性のあるものにしたい。
２．
「教養」について（長崎）
（１）発表（長崎：資料１，２，３）
教養に関する 2 つの文献を読んで感じたことをまとめて紹介したい。
「日本型「教養」の運命 歴史社会学的考察」
（筒井清忠，岩波現代文庫：資料２）は，私たちに
とって参考になると思われ，
『教養の崩壊』の先駆けとなった本である。佐藤学氏のリテラシーの考
察にはこの本のことがはいっていない。佐藤論文では，リテラシーの語源については西洋的な語源
で完結していた。この本は社会学の分野である。今回は，この本を読んで考えたことをご紹介した
い。
そもそも教養とは何か。筒井は「文化の享受を通しての人格の完成」と定義している。これは大
学での教養である。
日本では教養は修養の一部として成り立ってきた。
明治時代に修養があったが，
その一部が「エリートとしての」ということでできてきた。エリート主義としての教養は，高等教
育進学率が低いときのもの。その後に高等教育進学率が高まるとともに崩壊する。
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高等教育における教養には，3 通りある。1 つ目は専門に対する基礎。数学リテラシーにあたる
（
「的」がない）
。2 つ目は幅広い知識。3 つ目は文化習得による人格完成。この 3 つ目が本来の意
味の教養である。文化習得の「文化」は人文的で科学的なものはいっていない。3 つ目が崩壊して
いるのが今の大学。2 つ目はいろいろ学んでいるが中核が無く瓦解している。今後の教養一般につ
いては，エリート主義だけでなく，教養主義的文化と大衆文化の関係を適正にしていくことだとし
ている。エリートと大衆を統合しなければならないとしている。私たちがやろうとしていることは
両方向からの統合だと思う。PISA は大衆文化に足をいれ過ぎていて，一方で「美」は教養主義的
文化の最たるものだと思う。
もう１つの「
「教養」の語史」
（進藤咲子，言語生活，1973，No.265：資料 3）を読むと，日本の
教養のもともとの英語は，culture で literacy ではないことが分かる。literacy には教養という意味
はなかった。literacy は日本の文脈では「読み・書き・そろばん」であった。英和辞典をみてみる
と 1980 年から 2000 年の間に literacy に「教養」の訳語が入ってきている。
数学教育においては，高等学校学習指導要領（昭和 31 年度改訂版）に「教養」という言葉が入
っている。その訳（ICME に出された報告書）は，和田氏・島田氏でなされているが，culture に
なっていた。
昭和 31 年度改訂版での教養は高い意味だった。
その後の藤田氏のリテラシーは culture
ではなく literacy であった。当時，アメリカでは，中等教育の進学率の増加で，中等教育の教養と
大学教育の統合に向かっていた。
「すべてのための，大人のための数学的リテラシー」を考えていると，それは，エリートの教養
と大衆文化，文科と理科，学校と社会など，いろいろな意味で統合概念ではないかと思った。
（２）質疑応答
①中心概念はイギリスの哲学者ホワイトヘッドの「あまりに多くのことを教えることなかれ。しか
し，教えることは徹底的に教えるべし」ということではないか。
→中心概念は数学の内容を通して教える数学的な考え方であり，ホワイトヘッドとの関係は分か
らない。
②教養の崩壊は，大学の教養部の解体と関係しているか。
→大学で教養を扱うことが難しくなったということではないか。また，内容を減らすときの拠り
所にされた。
→今大学ではまた教養を議論している。
③素養という言葉は出てこないのか。
→2 つの文献には出てきていない。教養と読み書きの間として作られたのではないか。
④リテラシーを教養としたら，おかしくなると思う。リテラシーは読み書きと思っていたから今ま
で抵抗があった。
→リテラシーというカタカナをつかっているのは，英語の literacy でもなく日本語の教養でもな
いものをということか。
⑤エリートと大衆を分けるものは何か。
→分けるには 2 つの立場があると思う。日本などは試験などで分ける。それは努力でなんとかな
るもの。それに対して，西洋では生まれながら決まっているというのがある。フランスは今で
もこれが強い。努力でなれる文化と生まれつきの身分による文化。
→ただし後者のエリートは大変。戦争では一番に先頭に立って行く。国のことを考えている。
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→何をもって優秀とするかが違うということ。
⑥大学ではっきりしないのはリベラルアーツだと思う。
→それが元来の教養。
⑦教育には，身分を固定するということと，社会を流動させるということの 2 つがあった。明治以
前の教育は身分を固定することであった。明治以降は教育に金をかけて，社会の流動性を高めて
いった。それがある程度成功して，今日は社会の流動性をいかに高めるかが問題になる。そこに
教養を重ねると，危険な感じがする。
→新しい教養の意味は，
固定性を高めることではなく，
一部ではなくすべてということであろう。
⑧エリートを大衆化するのか，大衆をエリート化するのか。
→両方だろう。この場合のエリートが試験に勝ち抜いた人たちというのであれば実質はない。
→エリートを固定化しないため。
⑨統合概念ということで，
「エリートの教養主義と大衆の一般的な教養の統合」よりも「理科の文化
と文科の文化の統合」がリテラシーにとって大きいと思う。それはスノーあたりが言っていて，
第二次世界大戦の悲劇を体験していて，理科の文化と文科の文化を主張している。
→生命科学をやっていくと倫理にいきつく。科学をやっていくと文科にいきつく。
→文科と理科は現実では統合されていて，
そこにアクセスすることが難しいということであろう。
そこで今までの文科，理科ではなく新しいリテラシーでということだと思う。例えば，インタ
ーネットや薬など。
→全体像としてそういうことを置いておいて，まずは理科と数学の統合ぐらいかな，とも思う。
３．数学的リテラシーについての検討（長崎）
資料４～８をもとに，今後の検討の方向が示されて検討した。
資料４は，数学的リテラシーについて，最終報告書において，参加者の討議による共同提案とし
て，まとめることを目指して，今回を出発点として，1 年間随時議論を重ねて作っていきたいとし
たものである。なお，当面は 6 つの検討課題を仮に立てているが，課題の数，内容はあくまでも仮
のものであり，必要に応じて加除修正をするものとする。そして，本日の計画として，まず資料５
～８をもとに個人で検討を行い，それをもとにグループで検討を行うことが提案され認められた。
資料５は，
数学的リテラシーに関する６つの課題についての検討資料素案として，
平叙文の形で，
思いついたものを挙げたものである。
１．数学教育学の中に数学的リテラシー論を理論的に位置付けること。
数学教育学の土台をシステミック・アプローチによって問い直すとともに，その目的・目
標論における数学的リテラシーの位置付けを理論的に考察する。
（１）システミック（systemic）の日本語訳には，全体論的，生命論的などの言葉がある。
（２）システムとは，それがいくつかの構成部分からできているときに，それぞれの構成部分が独
自な機能を持ちつつ，さらに，それぞれの構成部分が互いに関係していると考えられるもの
である。
（３）教育をシステミック・アプローチで考えようというのは，教育は，例えば，人間の成長・発
達という観点からすると，生涯教育，学校教育，社会教育，家庭教育などの構成部分を持つ。
さらに，意図的な教育を考えると，そこには，目的，目標，内容，方法，評価という構成部
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分がある。これらの構成部分をその独自性と関連性から捉えようとするものである。
（４）理論とは，体系的な知識であり，個々の事実を説明するとともに，未知の事柄について予測
ができるものである。
（５）数学教育学は，人間の生涯にわたる算数・数学の学習・指導にかかわるすべてのことを対象
とする学問である。
（６）数学教育学は，研究対象・研究方法の両者から，独自な学問として確立されている。
（７）数学教育学は，数学や教育学や心理学の単なる寄せ集めではなく，それ独自の内容と方法の
体系をもったものと考えられる。
（８）数学教育学は，科学としての人間科学・社会科学および技術の一分科と考えられる。なお，
科学としては，認知科学，社会学に，技術としては，デザイン科学に相当する。
（９）数学教育学の主たる対象である教師と子どもの自己表現に注目すると，数学教育学には芸術
的な側面も含まれる。
（10）数学教育学の研究対象には，教育という意図的作用の真理を追究する哲学的な部分と，教育
という現象における真理を追究する心理学的・認知科学的・社会学的・歴史学的な部分と，
教育という現象を創造・遂行するデザイン科学的（技術）な部分とがある。
（11）数学教育学の研究方法は，研究対象に対応して，思索によるものと，量的・質的の両面を含
む科学的な方法によるものとがある。
（12）数学教育学においては，哲学的な部分では，数学の持つ教育学的な意味，人間とはというこ
となどが追究され，科学的な部分では，個々の子どもや，教室社会における子ども集団とし
ての認識のあり方が追究され，技術的な部分では，教育課程の開発・運営が行われる。
（13）数学教育におけるリテラシーという言葉に込めたいこととして，学校を出た段階のすべての
人々に身につけてほしいものであること，それを身につけることで，文化・社会の発展に貢
献できるようになるとともに，
自分自身のよりよい自己実現を図ることができるものである。
２．数学教育学の立場から数学的リテラシーの構成要素を明らかにすること。
すべての人々が身につける数学の知識，能力，考え方等の概念の外延を数学教育学の立場
から導く。その際，個々の概念間の関連とともにその構成方法論を明確にする。
（１）
（1‐13）数学教育におけるリテラシーという言葉に込めたいこととして，学校を出た段階の
すべての人々に身につけてほしいものであること，それを身につけることで，文化・社会の
発展に貢献できるようになるとともに，自分自身のよりよい自己実現を図ることができるも
のである。
（２）数学的リテラシーの構成論として，それを論じる前提に，科学技術リテラシーを考えた前提
と同様なものを置く。すなわち，次の 7 項目である。
①現代社会における数学の意義を問う。②人間にとっての数学の意味を考える。③白紙の状
態から考え，先入観を入れない。④現在の教育の限界を考えず，理想型を求める。⑤本質的
な知識と能力の中核部分だけを明示する。⑥対象としてすべての成人を考える。⑦日本の科
学技術や数学の現状，伝統，感性，文化を踏まえる。
（３）数学的リテラシーは，
「数学的リテラシーにおける数学の本質」
「数学的リテラシーにおける
概念」
「数学的リテラシーにおける能力」
「数学的リテラシーにおける活用事例」という 4 元
からなる。
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（４）数学の本質は，数学の目的，数学の価値，数学の考え方からなる。
（５）数学の概念は，生活から数学に入った形式的な数学ぐらいまでであり，現在のわが国の中学
校の初期の形式的数学に相当する。そこでは，有理数，文字式，図形の論証的扱い，1 次関
数，が考えられる。
（６）数学の能力は，数学の方法や数学学習の方法を分析することから抽出され，数学の方法には，
数学の内的発展の方法と外的発展の方法がある。内的発展の方法は，発見的な推論である一
般化と確証的な推論である演繹に代表され，外的発展の方法は，数学的モデル化に代表され
るものである。数学の表現方法も，重要な方法である。また，より一般的に，コミュニケー
ション能力や批判的考察能力，メタ認知能力などが入る。
（７）現代の特徴的な活用事例を示していくことが必要であろう。その際には，当然ながら，数学
の考え方や方法が見えるようにするべきであろう。
３．個人の生涯における数学的リテラシーの様相のモデルを考案すること。
数学的リテラシーの育成の前提となる個々人の数学的リテラシーの様相を児童，生徒，学
生，成人の生涯にわたってモデル的に示す。そこでは多様性とともに一般性を求める。
（１）個人の生涯における数学的リテラシーの様相のモデルは，数学的リテラシーの構成要素その
ものの変化と，数学的リテラシーを持っていることから生じる現象面との変化からみること
ができる。
（２）数学的リテラシーの構成要素としては，2 で挙げた本質，内容，能力などを考えて，その成
長段階，少なくとも，小学校，中学校，高等学校，社会での大きな特徴をあげることができ，
現象面としては，例えば，どのような本を読むかなどがある。
（３）
数学の本質については，
小学校では数学の社会的有用性や数学の美について無意識に携わり，
中学校でそれらの具体的な意味を社会や文化との関連で知り，高等学校では数学の創造的な
側面をも含めて社会や文化との関連を体系的に把握する。そして，社会に出た時には，数学
が文化・社会で果たしている役割を納得し，子どもに数学の本質について否定的なことを言
わないようになっている。
（４）数学の内容については，小学校では数や図形を具体的に生活に即して知り，中学校では方程
式や図形の性質や関数について抽象的に発展させながら知り，高等学校では中学校程度の数
学が使えるようになる。社会に出たら，数を積極的に使い，文字が出ても驚かず，ときには
図形の性質を思い出す。
（５）一般化の能力については，小学校は具体物から数，1 つの数から複数のへの数へと一般化し，
中学校では，数から文字へと一般化することができることを知り，高等学校では，集合と論
理や関数の抽象化や数学的帰納法のように手続きが一般化できることを知る。
（６）演繹的に考えることについては，小学校では具体物で演繹を行い，中学校では文字や図形で
の演繹を知り，高等学校では形式的に演繹を行うようになる。
（７）数学的モデル化の能力については，具体的な場面から算数の問題を作って解き，中学校では
具体的な場面から方程式や関数を作って問題を解き，高校ではより複雑な実社会の場面から
程式や関数を作って問題を解く。
（８）幼児のうちは，数の絵本を読んで面白がり，小学校になると算数教科書で問題を解いて，算
数の読み物を読む。中学校になると，数学の歴史や数学の有名な問題に関する話や数学者の
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話の本を読み，高等学校になると数学者の考えなどや現代の科学技術における数学の活用の
本を読む。社会に出たら，新聞や雑誌の数学に関する記事に注目し，年を取ったら数のパズ
ルで遊ぶ。
数学に親しむ子は，小学校で算数自由自在を読み，小学校では数学難問集や「高校への数
学」の問題を解き，高校では大学入試問題集や「大学への数学」をせっせと解き，大学では
「数学セミナー」を読む。高校までの受験数学と大学の真正数学のギャップを，無意識に乗
り越えるか気がつかないか気がついてもあきらめると，大学や中高の数学の先生になる。た
だし，今は，こういう子には，数学オリンピックという道もある。
４．学校において数学的リテラシーを育成するためのカリキュラムの枠組みを構成すること。
学校で数学的リテラシーを育成するためのカリキュラム，すなわち，指導目標，指導内容，
指導方法，評価方法の持つ条件を考察し，その枠組みを作る。
（１）数学的リテラシーは人間の生涯を見通したものであるが，学校教育は，人生全体への準備を
包含するが，それぞれの学校段階である程度の完結性・自己充足性が求められる。
（２）学校教育における算数・数学教育の目的は，個人の自己実現と社会の発展にあり，それは，
人間形成的目的，実用的目的，文化的目的の 3 つの視点から語ることができる。そして，そ
れは「すべての成人」について考える場合も同様である。
（３）学校における算数・数学の目標は，それがやがて自動的にリテラシー目標になるのではない。
（４）数学的リテラシーを念頭に置くと，学校教育においては，従来のようにそれぞれの子どもの
発達段階に応じて，その段階で十分な対応を図ってその子どもなりに自己実現をさせるとと
もに，学校を出た後の社会において数学的リテラシーを持てるように準備するという二重の
目標を持つことになる。実現と準備である。この 2 つの役割は，実際のカリキュラムにおい
ては，渾然一体となっているが，この 2 つの面から指導を見ると，その意味がはっきりする。
（５）学校の算数・数学教育を現在における実現と未来のための準備によってその役割を多重化す
ることは，すべての成人のための算数・数学教育と，将来数学を使ったり数学を発展させた
りするために理工系に進む人々の算数・数学教育を総合させることになる。
（６）数学的リテラシーにおける概念や能力は，実世界や新しい概念との関わりでスパイラル的に
継続的に学習指導をする必要がある。
（７）現在において実現を目指す学習指導では，形成的評価が重要になり，未来のための準備を目
指す学習指導では，総括的評価のあり方がより形成的になる必要がある。
（８）数学的リテラシーを目指す算数・数学教科書は，数学の概念だけではなく，数学の本質や活
用に関する知識に加え，数学の能力を伸ばすような工夫をする必要がある。
５．学校において数学的リテラシーを育成する教師のあり方を明らかにすること。
教師は数学的リテラシーを育成する立場に立つとともに，自ら絶えず数学的リテラシーを
保持・発展させていく必要がある。教師の指導法・自己教育について明らかにする。
（１）学校教育が変われば，当然，教師のあり方も変わらなければならない。ここには，教師自身
の自己変革と，それを支えるための教員養成，現職教育の両者を包含する教師教育の変革が
含まれる。
（２）教師には，
「教授学的内容知識（PCK）
」が必要であり，それには，「内容と生徒に関する知
識（KCS）
」や「内容と教授に関する知識（KCT）
」が包含される。
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（３）数学的リテラシーの育成が，単なる知識の伝達から能力の習得へと重点が変わることによっ
て，教師の指導法や評価方法は変わる。つまり，教授学的内容知識は，絶えず更新されなけ
ればならない。
（４）教師は，算数・数学の概念や方法の理解だけではなく，数学の本質や活用に関する知識も理
解する必要がある。
（５）教師のための教科書には，数学的リテラシーの各構成要素に関する記述と，その指導法や評
価法に関する記述も必要である。
６．社会で一般人が数学的リテラシーを保持・発展させる枠組みを構成すること。
一般の人が学校を終えて社会や家庭において数学的リテラシーを保持・発展させていくた
めの現状を明らかにした上で，その新たな枠組みを構成する。
（１）社会で数学的リテラシーを保持・発展させていくには，個人の興味・関心に基づく努力や他
からの強制による必要観によってなされ，
そのためには社会でいろいろな機能が必要になる。
（２）社会の機関としては，博物館などの定型的（フォーマル）教育機関，サイエンスカフェなど
の非定型的（インフォーマル）教育機関，家庭などの無定型的（ノンフォーマル）教育機関
が必要になる。新聞・雑誌・テレビというメデイアなどは非定型的教育機関になるか。
（３）社会における科学技術に関する働きかけとしては，専門家から素人への一方的な情報の注ぎ
込みという「欠如モデル」から，サイエンス・コミュニケーションが重要であるという方向
に変わってきている。コミュニケーター，インタプリテーターなど。
（４）残念ながら，現在の日本では，一般人が目にすることができる科学雑誌が減少している。数
学に限ると，
「数学セミナー」
「数理科学」と，あとは受験雑誌か。
（５）数学的リテラシーの育成を目指した学校外教育の内容は，科学技術と数学の知識の特性の差
異を考慮すると，次のようなものが期待されるであろう。①社会や科学技術の発展における
数学の本質の役割，②社会や科学技術の発展に使われている数学の概念と方法。
資料６は，第 1 年次に研究メンバーが数学的リテラシーを規定したものをまとめて第 6 回会合に
提案したものである。
（第 6 回会合：資料７）
資料７は，第 1 年次に研究メンバーが数学的リテラシーに関する課題として挙げたものをまとめ
て第 6 回会合に提案したものである。
（第 6 回会合：資料６）
資料８は，これまでの８回の議事要録の内容を分類しまとめ直したものである。その構成は次の
通りである。
Ⅰ．数学教育学の中に数学的リテラシー論を理論的に位置付けること。
１．知識基盤社会における数学的リテラシーの課題と展望（岩崎）
（第 2 回会合）
２．数学的リテラシーの基盤としての 2 つの数学化（山口）
（第 2 回会合
３．
「人間とは：ヒトはどのように特別なチンパンジーか」
（長谷川）
（第 2 年次第 3 回会合）
４．数学教育の目的（國本）
（第１回会合）
５．数学教育における質的研究について（日野）
（第 3 回会合）
Ⅱ．数学教育学の立場から数学的リテラシーの構成要素を明らかにすること。
１．数学的リテラシーの先行研究（阿部，長崎）
（第１回会合）
２．日本・アメリカ・PISA の数学的リテラシーの比較（長崎・阿部）
（第４回会合）
３．数学的リテラシー論における科学・数学・技術の本質（長崎）
（第１回会合）
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４．数学的リテラシー構築に向けて－概念理解と能力形成－（國宗）
（第 2 年次第１回会合）
５．図形の証明指導は何を育てているか（太田）
（第 2 年次第 3 回会合）
６．数学教育におけるメタ認知・リテラシーにおけるメタ認知・能力的な側面のまとめ（重
松）
（第 2 年次第 2 回会合）
Ⅲ．個人の生涯における数学的リテラシーの様相のモデルを考案すること。
１．算数科において子どもの意思決定力の育成を目指す授業に関する研究（島田）
（第 2 年
次第１回会合）
２．数学的リテラシー（と思われる力）を育てる（つもりの）算数授業 （滝井）
（第 2 年次
第１回会合）
Ⅳ．学校において数学的リテラシーを育成するためのカリキュラムの枠組みを構成すること。
１．数学的リテラシー論からみた学校数学の現状と課題（清水）
（第４回会合）
２．
「予想」や「比較」を取り入れることを通して（相馬）
（第 2 年次第１回会合）
３．数学の学習評価をとらえ直す（二宮）
（第 2 回会合
４．オランダの中等教育段階における文系学生に対する数学コンテスト（大谷・瀬沼）
（第 3
回会合）
５．フィンランドの算数・数学教育の全体像（熊倉）
（第 5 回会合）
６．フィンランドの算数・数学の教科書（山口）
（第 5 回会合）
Ⅴ．学校において数学的リテラシーを育成する教師のあり方を明らかにすること。
１．数学的リテラシー育成のために教師がもつべき教授学的内容知識（岩崎，阿部） （第 5
回会合）
Ⅵ．社会で一般人が数学的リテラシーを保持・発展させる枠組みを構成すること。
１．科学系博物館における科学リテラシー涵養活動の創造（小川）
（第 3 回会合）
２．サイエンスコミュニケーションを通じて培われる科学リテラシー～バイオカフェからの
学び
Ⅹ．研究の方向
１．代表挨拶と自己紹介（第１回会合）
２．研究の方向の確認（長崎）
（第１回会合）
３．研究代表者から（第 5 回会合）
４．代表挨拶（第 2 年次第１回会合）
５．人間と社会にとっての算数・数学（長崎）
（第 2 年次第 2 回会合）
４．数学的リテラシーについての個人検討
資料４の検討方法の提案に基づき，資料５～資料８を参考にして，数学的リテラシーについての
本科研の 6 つの検討主題に対して，研究会参加者全員が約 45 分間で自分の考えと氏名を「付箋」
に記した。
「付箋」は総計で 129 枚になった。それらを主題と「付箋」の枚数でまとめると次のよ
うになった。
１．数学教育学の中に数学的リテラシー論を理論的に位置づけること：9 枚
２．数学教育学の立場から数学的リテラシーの構成要素を明らかにすること：37 枚
３．個人の障害における数学的リテラシーの様相のモデルを考察すること：8 枚
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４．学校において数学的リテラシーを育成するためのカリキュラムの枠組みを構成すること
：27 枚
５．学校において数学的リテラシーを育成する教師のあり方を明らかにすること：36 枚
６．社会で一般人が数学的リテラシーを保持・発展させる枠組みを構成すること：12 枚
５．数学的リテラシーについての討議（グループ別）
個人検討より提出された意見（付箋）
，そして資料５（数学的リテラシーに関する６つの課題につ
いての検討資料素案）に基づき，6 グループに分かれ，各検討主題に関してグループ討議をした。
A．主題ごとのメンバーの意見（
「付箋」
）の分類・整理
各グループでは，まず，それぞれの「付箋」を分類し整理した。
第 1 主題．数学教育学の中に数学的リテラシー論を理論的に位置づけること：9 枚
①．現代社会が必要とするＭＬ。今日のリテラシー（Ｍ）とは。
②．
「教養」の出発点として「無知」を自覚することがある（古代ギリシャ，ソクラテス）その確
認は。
③．数学の内と外を意識せざるを得ない。
④．
数学教育の目標論において先ず持ってリテラシーを位置づける作業を行う必要があると思う。
⑤．何のための算数・数学を学ぶのかという数学教育における目的の議論を再確認しておく必要
があるのではないか。
⑥．文科の文化といっても「文科」の範囲はあまりにも広すぎる。北原プロジェクトの人間科学・
社会科学部会でもある限られた範囲での議論という注釈つきだった。どうしたものか。
⑦．数学教育をどう捉えるのか。ドイツでも人によって「数学教育」の捉え方（構成要素）が違
う。
⑧．この区分（
（8）
）に従うと，リテラシーの構成は科学になるのか，技術になるのか。
⑨．リテラシーの概念規定が重要で，そのためにも本日のような日本語，英語などの含みについ
ての歴史的な用法の整理からはじめると良いと思う
第 2 主題．数学教育学の立場から数学的リテラシーの構成要素を明らかにすること：37 枚
（１）数学教育におけるリテラシーという言葉に込めたいこととして，学校を出た段階のすべての
人々に身につけてほしいものであること，それを身につけることで，文化・社会の発展に貢献
できるようになるとともに，自分自身のよりよい自己実現を図ることができるものである。
①．
「人格の完成」を目指すために。(1)学校教育で必要な内容（目的を含む）
，(2)(1)の中で数学
教育で指導すべき内容，(3)(2)の中で，数学的リテラシーを身につけさせる内容を明確にする必
要がある。
②．数学的リテラシーを，不易なものと時代により変化しうるものに分けて検討する。
③．社会の教養が高まることと個人の教養の向上とは違う。
④．他教科や他分野が数学で育成を期待するリテラシーとの関連（特定課題の技術の例）
。
⑤．数学的リテラシーについて，
「数学」に由来する特徴を明示できることが大切。
⑥．文科･理科の融合を必要とする現代社会における数学の意義や役割が，主要な構成部分になる
と思う。
（システミックからして，
「要素」はふさわしくないと思う。
）
⑦．構成するときの妥当性は何なのか。
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⑧．数学的リテラシーと他のリテラシー（例えば科学的リテラシー）との関係を検討する。
⑨．構成要素を抽出するための視点（枠組み）を設定してはどうかと思います。
個人

→アクセス→

社会
知識基盤社会

エンドユーザー

→

（

）

操作者

→

（

）

構成者

→

（

）

など
（２）数学的リテラシー構成論として，それを論じる前提に，科学技術リテラシーを考えた前提と
同様のものを置く。すなわち，次の⑦項目である。
①．
「数学を考えることは楽しい」
「数学の授業で考え合うことは楽しい」ということを実感させ
ることが構成要素のポイント。
②．全員に共通なリテラシーもあるが，その人の生活スタイルによって必要・不必要なものもあ
るのではないか。
③．
「すべての人」に求められるリテラシーをどのようにとらえ，抽出し，整理するのか。
例えば，①における「多様な」個人が持つべきリテラシーの共通部分と考えてよいのか。
④．リテラシーを身につけることによって，どんな変化があるのか。個と集団，社会にとって。
⑤．
「子ども生活」の中で活かされている，必要とされるリテラシーと，
「大人社会」で必要なリ
テラシーとがあるか。
⑥．③（白紙の状態から考え，先入観を入れない）は，気持ちはわかるが不可能。
（３）数学的リテラシーは，
「数学的リテラシーにおける数学の本質」
「数学的リテラシーにおける
概念」
「数学的リテラシーにおける能力」
「数学的リテラシーにおける活用事例」という 4 元か
らなる。
①．４元モデルの構造は。
②．情意面は含まないのか。
③．ML の構成要素としての柱。
「４つの柱」の検討。
④．リテラシーの構成要素とは？
⑤．学校数学のすべての内容はリテラシーなのか。リテラシーでないとすれば，どのようにすれ
ばリテラシーになるのか。リテラシーであるとすれば，どのような理由からリテラシーか。
（４）数学の本質は，数学の目的，数学の価値，数学の考え方からなる。
①．数学的リテラシーの内容を考える際には，その内容から外れるものの存在意義や価値につい
ても考えておく必要がある。
②．数学的リテラシーの知識・技能としては，四則計算の意味と，計算の仕方，図形の基本性質
（名称も含む）
，統計グラフの読み方（用語の意味など）
。
③．数学的リテラシーの内容と，学校で指導する内容の関連を明らかにする。
④．数学的リテラシーの考え方（思考力）としては，証明，関数的な考え，帰納・類比的推論，
数学的モデル化による方法などがある。
⑤．価値志向の部分をどうとらえるか。
「社会のため」
，
「人類のため」のような側面を位置づける
ことが必要。
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（５）数学の概念は，生活から数学に入った形式的な数学ぐらいまであり，現在のわが国の中学校
の初期の形式的数学に相当する。そこでは，有理数，文字式，図形の論証的扱い，一次関数，
が考えられる。
①．中学・高校の幾何教育で，初等幾何の重要性を主張する人が多いが（数学者を含めて）
，その
目的・ねらいが多様であるように思う。
（６）能力に関して
①．数学的リテラシーは，知識・技能と考え方（思考力）と態度などが考えられる。
②．自分のやっていることを，客観的にとらえることができる能力（自己評価を含めて）
。単に知
っているだけで不十分。
③．方法として言語の側面（表現，コミュニケーション）を主要な構成部分にしておきたい。
④．必要なときに数学的に考えることができる能力や態度。
「必要なとき」が決まれば，
「必要な
とき」を決めれば，決まる。
⑤．能力育成に関する数学的リテラシーの柱は。その指導段階は。
（７）活用事例の提示
①．ある文脈での問題（場面）とそこで必要となる能力をセットで取り上げるのは。
第 3 主題．個人の生涯における数学的リテラシーの様相のモデルを考察すること：8 枚
（１）大人がもっているべき数学的リテラシーを明らかにする必要がある。
①．現在（未来）の社会生活において，
「数学的リテラシーがないと困ること，あると一層幸せな
一生が送れる」ものは，あるでしょうか。
（1）絶対に必要なもの，
（2）ないよりあった方がよ
いもの，
（3）なくてもよいもの
②．数学的リテラシーが身についている大人は何ができるのか。そうでない大人と対比して示せ
ないか。同じ場面で。
③．大人になったとき，様々な現象が数学と結びついているのではないかと思える人になる。
④．自分のやっていることを客観的にふりかえって認識する能力をリテラシーに組み込むべきで
はないか。教養とは単に「知っている」だけのことではないと思う。
⑤．
（８）の後半は，日本（or 東洋）の特徴。
⑥．職業によって異なる。
「社会生活における」のような限定が必要ではないか。
（２）人間の成長過程で求められる（or 育てるべき）数学的リテラシーについて考える必要がある。
①．子どもにとっての教養とは何か。成長に依存するものと依存しないもの。
②．小学校教育においての数学的リテラシーはいかなものであるか。
第 4 主題．学校において数学的リテラシーを育成するためのカリキュラムの枠組みを構成するこ
と：27 枚
（１）学校で育成する数学的リテラシー
①．数学的リテラシーとは単元として組み込むものではなく理念として組み込むものだと思いま
す。
②．育成したいリテラシーのリストを提示する必要がある。すべてを学校で扱えるのかの検討も
必要。
③．自分がやっていることを客観的に振り返って認識する能力を組み込むべき。教養とは単に「知
っている」だけのことではないと思う。
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④．民主主義を実現する（？）ための数学の学習，という視点を明らかにする（ex．誰が何をい
おうとも答えは変わらないとか）
。
⑤．算数で，身につけられるリテラシーとは何か。
⑥．学校数学の枠組みを，この数学的リテラシーの議論をもとに再構築できるか。どこに根拠を
求めるか。
（２）カリキュラムの枠組み
①．リテラシーは，どの学校種で担当するのか。
②．リテラシーの視点で変わるのは，中２～高１が中心でないか。小学校（リテラシーの基礎，
現在も行われている）と数Ⅱ・数Ｂ（選択なので）以降は。
③．リテラシーがすべての人のものであるからといって，内容を減らすべき，という論にはなら
ないことが必要。
④．数学的リテラシーをより高めるために，他教科，他分野に求めたいこと。
（３）育成するための具体的提案
①．
「すべての人」のためとなると意図としては表明できても，実現できるかどうかは我々のかな
りの努力が必要。
②．従来中心であった「内容の理解」を図ることと「リテラシー育成」は，同時進行，両立可能
であることの納得をえること。
③．
「数学的リテラシー」という教科が必要では。科目ではない。単元，環境・金融など。
④．科学が進歩しているように，数学も日々進歩しているという数学観が身につく教材や授業を
考える。
⑤．教科書の記述で，社会や文化に数学が影響を与えている記事（コラム）を増やす。
⑥．この意見（
（８）
（教科書は内容だけでなく，能力を伸ばすような工夫が必要）
）に賛同する。
⑦．数学的リテラシーのカリキュラムを提示する場合には，指導事例も同時に提示することが大
切である。
（４）授業のあり方
①．個々の学習内容もさることながら，方法的側面をしっかり捉えたものにしたい。算数・数学
の学習を通して身につくものとは何か。
算数・数学の学習を通して身につけるべきものは何か。
きちんと押さえるべきでは。
②．数学を解いていくことだけでなく，数学を利用していく場面の工夫。現実の問題を協同で解
決していくことで，数学の能力とよばれるものを開花させる。
③．前回も話題に上がったが「演繹的に考えること」についての小中のギャップが大きい。中学
生でも，すべてのことについて言えることを示すのに，幾つかを取り出して調べれば十分と考
えている現実があり，指導法を具体的に考えていく必要があると思う。
④．数学の授業に「予想」を取り入れることが数学的リテラシーの育成にもつながる。
⑤．考えを「比較」しながら学ぶことができるような学習指導を重視する必要がある。
⑥．自分の考えをしっかり持たせられるよう，じっくり考えさせるとともに，コミュニケーショ
ンをとりながら，自分の考えを深めたり，広げたりするような授業が大切。
⑦．完結性，自己充足性はいらない。オープンな方がよい
⑧．多様な生徒がいる。個に応じた対応を考えることも必要
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⑨．エリートも大衆も，という話があったが，生徒も様々（まわりとうまくコミュニケーション
がとれない，感情のコントロールができない等）
。大まかな枠組みと共にきめ細かな対応も必要
になると思います。
⑩．リテラシーが身に付いたこと，高まったことは，誰が，どのように判断できるか。
第 5 主題．学校において数学的リテラシーを育成する教師のあり方を明らかにすること：36 枚
（１）一般
①．なぜリテラシーの育成が必要なのか，まずはその背景を心の底から知ることが必要。
（２）養成
①．育成が求められるリテラシーが，実は教師自身に身につけられていないことがある。
②．教師自身が数学的リテラシーを身につけていると共に人間的にも立派で（？）努力し前に進
んでいく姿を自然と見せられるような人でなければならないと思う。
③．カリキュラム・フレームワークに「リテラシー」を位置づける
④．数学教育の目的・目標を考え続ける（確認，見直し）教師であることが求められる。
（研修会
等でこのことを組み込んでいく。
）
⑤．生徒に「なぜ数学を勉強するのか」
「数学の勉強から得たものは何か」と問うと「買い物でお
つりの計算ができる」
「入試で役立つ」レベルの答えしか返ってこない。教師が「何のための数
学か」
「具体的に役立つ場面」を理解している必要がある。
⑥．数学教師は学校数学の体系と（純粋？一般的な？）数学の体系の両方を理解していなければ
ならない。
（子どもの自由な考えの価値をよみとれなくなる？）
⑦．
「考え合う」
「伝え合う」ことを通して数学をつくっていくことを大事にするという授業観を
教師がもつことが必要。
⑧．自分のやっていることを客観的にふりかえって認識する能力をリテラシーに組み込むべきで
はないか。教師がそのような自己評価能力を備えていることはもちろん，そのような能力を子
どもに培うことのできる教師を育成したい。
⑨．情報機器の有効利用については，今後研究されていかなければならない。
⑩．
（提案文の）
（１）は今後，特に重要となる側面。５については，すべての項目に賛成。
（３）評価
①．算数の力をどれだけ身につけられたかを評価する力も必要な視点になってくると思う。
（４）採用
①．教師採用試験に「リテラシー」を問う要素を入れる。
（５）研修
①．現職教育の中に「リテラシー」に関する研修を位置づける。
②．他校種の授業の進め方や子どもの考え方に触れる機会（研修）をたくさん設ける必要がある。
（PCK？）
③．今算数において，一般の先生に意識されていることはどんなことで，それを今研究で意識さ
せたいこととのギャップは何なのか。
④．算数において身につけられる能力はどのようなものであり，それを身につけるためには何が
必要か。
⑤．教科書における各単元の後半にある「～の利用」は「～」にあたる数学の利用であって，社
－403－

会，日常生活への利用になっていない。教師もそのような意識を変える努力必要。
（６）実践
①．小・中学校での授業を行う上での数学の内容に関する ML はいかに。
②．今の学校数学で数学を学べば学ぶほど，数学ができない自分に否定的な自分を見つけている
現実がある。できるできないだけではない，わかる，感じるというような指導のあり方。
③．数学がどのように使われているか（活用に関する知識）を，もっともっと具体的に知ってい
ないと，高校数学を教えていく時に，ただ解くだけの数学になってしまう。
④．これまでの授業の中に普通に見られたリテラシー育成を例示するのが第一ステップ。
⑤．これまでの授業にはみられなかったが，これから求められる新しいリテラシー育成の具体的
な姿を例示するのが第２ステップ。
⑥．中学の「資料の活用」を手がかりにモデルを提案する。
⑦．数学的活動やモデリングの授業の開発を行う。
⑧．教師側のスタンスであり，教材や教える内容であり，子どもの構えのようなものである。
⑨．リテラシーは，PISA 型の問題を解くことに強く印象づけられている。
⑩．算数を使う力① 知識や技能の習得をし，それをどういう場面でどのように生かしていくと
それが有効なのかをもっと意識して指導し，子どもなりに有効性を感じながら使うことで，そ
の価値はより顕在化し，算数・数学を学ぶ意欲にもつながると考える。
⑪．今の授業の中で行われている内容の中で特にこれから視点をあてていかなければいけないこ
とは，算数を使う力と算数で考え合う力だと思う。
⑫．算数で考え合う力① コミュニケーションをとり，一人の考えをより広く深いものとしてい
くことや価値の高いものとしていくこと，又は，その経験，話し合う，表現する，解釈する，
より有効な価値を見い出す，最もその場面にふさわしい解決法を選択する，さらに課題を見つ
ける，というサイクルを続ける。
⑬．算数で考え合う力② 算数・数学であるが故の論理的な思考力は，それが他との交流する形
まで高められてこそ，それを生かせるものとなる。
⑭．授業の中で，子どもに発表させることを教師はいつも念頭においているが，
「なぜ発表させな
ければならないのか」
。コミュニケーション能力の観点から。
⑮．リテラシーの育成にあたって求められる教師の数学観や数学指導観はどのようなものか。
⑯．他教科（数学外）で用いられる数学とは何かを教師が理解し，横断的，クロスカリキュラム
的な指導ができるようにする。
⑰．数学的リテラシーを念頭においた（育成するための）授業の展開例。
⑱．数学的リテラシーを育成するための教材の吟味，開発。
第 6 主題．社会で一般人が数学的リテラシーを保持・発展させる枠組みを構成すること：12 枚
（１）
「社会の一般人」を考える立場を明確にする
①．我々はどの立場に立って数学的リテラシーを考えているのか。研究か，実践か，政策か，市
民か。
（２）社会や生活にとってのリテラシーの意味を明確にする
①．生活の維持や向上にとってのリテラシーの意味を明確にする。例：病気との関係
（３）一般人の特性を探究する
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①．
「数学的リテラシー」なんて自分には必要ない・関係ないと思っている「多くの人」がいる。
なぜ，どのようにしたら。
（４）リテラシーを保持するための学校のあり方を考える
①．学校の授業の中で「考えることが楽しい」という体験を大いにさせることが，社会で一般人
が数学的リテラシーを保持することにつながるのではないか。
（５）メディアの役割を考える
①．メディアの役割は大きい。馬鹿なコメディアンがもてはやされる社会では。
（６）社会における機関を活用する
①．体験・ふれる型の数学館（出前・出張サービスを含む）で，楽しみながら数学を感じるサー
ビスを整える。ボランティアが大量に必要か。
（７）意気込み
①．数学や科学をきちんと理解している「えらい人」
（≒エリート）を世の中に数多く輩出したい。
その他
（１）リテラシーの概念，特徴
①．リテラシーは歴史的所産，または，歴史はリテラシーの所産。
②．リテラシーは教育概念である。リテラシーは教育の目標。
（２）リテラシーに含まれるもの
①．
「知ること」は人間にとって有益である。欲望の制御に。
（３）リテラシーを考える上での論点
①．数学的リテラシーが高まる，伸びるとは何を意味するかを考える必要がある。
（3,6）
（４）主題の考え方
①．主題の分類の仕方
１＋２：数学教育，３＋６：個人，４＋５：学校
B．主題ごとの討議結果
各主題別グループの責任者が，その討議結果を発表した。
第 1 主題．数学教育学の中に数学的リテラシー論を理論的に位置づけること
今日のリテラシーとは何かについて議論した。結論として（5）
「数学教育学は，人間の生涯に
わたる算数・数学の学習・指導にかかわるすべてのことを対象とする学問である。
」
を定義として，
数学教育学とは何かがわからなければならない。その上で（13）
「数学教育におけるリテラシー
という言葉に込めたいこととして，学校を出た段階のすべての人々に身につけてほしいものであ
ること，それを身につけることで，文化・社会の発展に貢献できるようになるとともに，自分自
身のよりよい自己実現を図ることができるものである。
」をやっていく必要がある，
また，
（11）
「数学教育学の研究方法は，研究対象に対応して，思索によるものと，量的・質的
の両面を含む科学的な方法によるものとがある。
」の「思索」というのは「哲学的」としたほうが
いいのでは。
（1）
「システミック（systemic）の日本語訳には，全体論的，生命論的などの言葉
がある。」は「論」をつけるかつけないか。理論があれば論をつける。（9）
「数学教育学の主た
る対象である教師と子どもの自己表現に注目すると，数学教育学には芸術的な側面も含まれる。
」
は芸術というよりもアートとしてみよう。
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我々のところはテーマが抽象的，総括的なものなので，まだ明確ではない。他の主題について
具体化されないとできない。
第 2 主題．数学教育学の立場から数学的リテラシーの構成要素を明らかにすること
（1）
「数学教育におけるリテラシーという言葉に込めたいこととして，学校を出た段階のすべ
ての人々に身につけてほしいものであること，それを身につけることで，文化・社会の発展に貢
献できるようになるとともに，自分自身のよりよい自己実現を図ることができるものである。
」
はリテラシーとはについて。
（2）
「数学的リテラシーの構成論として，それを論じる前提に，科
学技術リテラシーを考えた前提と同様なものを置く。すなわち，次の 7 項目である。①現代社会
における数学の意義を問う。②人間にとっての数学の意味を考える。③白紙の状態から考え，先
入観を入れない。④現在の教育の限界を考えず，理想型を求める。⑤本質的な知識と能力の中核
部分だけを明示する。⑥対象としてすべての成人を考える。⑦日本の科学技術や数学の現状，伝
統，感性，文化を踏まえる。
」は前提。
（3）
「数学の本質は，数学の目的，数学の価値，数学の考
え方からなる。
」は 4 元モデル。
問題点として，次のことを明らかにした。人々は多様だが，多様性とすべての人々ということ
をどうするか。前提の再吟味。前提は分かるが，それからなぜ（3）
「数学の本質は，数学の目的，
数学の価値，数学の考え方からなる。
」が出てくるのか。
第 3 主題．個人の生涯における数学的リテラシーの様相のモデルを考察すること
成人のリテラシーを考えてみようということで，改めて KJ 法で整理した。実用性，文化性が
でてきた。具体的な場面を想定して，持っている場合とそうでない場合などエピソード的に考え
てみては，ということになった。これから具体的に文章化していきたい。
第 4 主題．学校において数学的リテラシーを育成するためのカリキュラムの枠組みを構成すること
それぞれの意見は，次の 4 つに分けられた。学校で育成する数学的リテラシー，カリキュラム
の枠組み，育成するための具体的提案，授業のあり方。
第 5 主題．学校において数学的リテラシーを育成する教師のあり方を明らかにすること
基本的には教師教育であり，養成，採用，研修，実践ということで分けた。
第 6 主題．社会で一般人が数学的リテラシーを保持・発展させる枠組みを構成すること
それぞれの意見は，次の 7 つに分けられた。１「社会の一般人」を考える立場を明確にする，
２社会や生活にとってのリテラシーを明確にする，３一般人の特性を探究する，４リテラシーを
保持するための学校のあり方を考える，５メディアの役割を考える，６社会における機関を活用
する，７意気込み。
６．今後について
（１）今後について（長崎）
①本日の主題別について，今後も適時検討会を行い，検討結果を整理しながら検討を重ねていく。
②内部，外部の方に，適時発表をお願いしていく。
③協力者の方に適時発表をお願いしたい。テーマは次の通りであった。
（昨年 12 月）
１．小中高の算数・数学科における数学的モデル化能力の育成に関する実践研究
２．中高の数学科における批判的思考・反省的思考の育成に関する実践研究
３．小学校算数科における算数の力の育成に関する実践研究
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④日数教論文発表会の課題別分科会「数学的リテラシー」について昨年のメンバーで発表する。
⑤日本科学教育学会年会の課題別分科会でもリテラシー関連で長尾先生，長崎先生が発表する。
（２）次回会合予定
第３年次第１回会合は，平成 22 年 5 月 22 日（土）
。
（文責：長崎，阿部）

－407－

数学教育におけるリテラシーについてのシステミック・アプローチによる総合的研究

第 3 年次第 1 回会合（通算第 10 回会合）
議事要録
日時 2010 年 5 月 22 日（土）13:00～17:00
場所 東京八重洲ホール 702 会議室
出席者
長崎栄三，瀬沼花子，岩崎秀樹，太田伸也，大谷実，國宗進，國本景亀，重松敬一，清水美憲，
二宮裕之，日野圭子，阿部好貴，上田雅也，久保良宏，熊倉啓之，清水壽典，滝井章，
西村圭一，藤森章弘，望月美樹，松島充（新しく今年度から入った）
。
【特別講演】戸田山和久先生（名古屋大学大学院）
配付資料
（０）第 10 回会合議事次第
（１）第 2 年次第 4 回会合議事要録
（２）平成 22 年度の研究案（第 3 年次：最終年度）
（長崎）
（３）数学科教師の数学教育に対する考え方・態度・課題（久保）
（４）数学を学ぶ意義を実感させる指導－「副読本」の開発と活用に焦点を当てて－（熊倉）
（５）第 1 回グループ討議報告
主な討議事項
１．代表挨拶
本年度は最終年度であり，第 2 年次の終わりにグループで行った課題についての討議をさらに深
め，それぞれを具体的に詰めていきたい。
なお，本日はそれぞれの課題に関連して，
「科学とは」ということで戸田山先生に特別講演をお願
いし，さらに内部から，数学的リテラシーとの関連で，教師教育について久保先生に，カリキュラ
ムについて熊倉先生に，それぞれご自分の研究成果をご紹介いただきます。
２．
「科学とは」
（１）研究代表による紹介
戸田山先生は，現在，名古屋大学大学院情報科学研究科教授で，専攻は科学哲学です。科学技術
の智プロジェクトでは，人間科学・社会科学専門部会に属しておられました。前前回にお話しいた
だきました長谷川先生と同じ部会です。今回お話しいただくのは「科学とは」ということについて
です。数学的リテラシーについて考えていくと，どうしても，「数学とは」というところに行きつ
き，さらに，それは「科学とは」ということに行きつきます。その最先端にいらっしゃる戸田山先
生にご無理をお願いしまして，お話をいただけることになりました。それではよろしくお願いいた
します。
（２）発表（戸田山先生）
科学哲学をやっていますが，まずはどんなことをやっているのかを紹介します。一番やっている
のは，科学的実在論の擁護です。2 番目は数学の哲学をやっています。論理主義という基礎論の一
－408－

分野，数学を論理に還元しようというもの。わざわざ論理学をつくりながら，そこに還元する，と
いうことを何故でということでやっている。最近はゲーデルなどをやっている。あとはいろいろ
（Evo-Devo の哲学など）やっている。今回は「科学とは」というお題をいただきました。
「
「科学とは？」とは？」をいいます。科学と非科学とを区別する基準は何か。これを「線引き問
題」
（Demarcation problem）という。ポパーがつくった。ポパーは経験科学とそれ以外を分ける
ことをやっていた。それによると数学は科学ではない。創造科学（進化論を認めない論）が科学か
どうかが争点になる。この論争には科学者グールド（
『ワンダフル・ライフ』ハヤカワ文庫など）な
どが関わっている。線引き問題は実社会にインパクトをもっている。
「線引き問題」を解くとはいかなることか。旧来の問題は解くことができないが，それはどうな
るのかを考えてみたい。われわれが科学とは何なのかを考えるということ。この問題を解くにはど
うすればいいのか。3 つの点が重要である。１番目は，科学が無いとき，はじめるときは線引き問
題にアプリオリに答えるしかなかった。しかし，今科学がしっかりした時代には，線引き問題は頭
ごなしではなく，科学と思ってきたものに対して，線が引かれなくてはならない。哲学が外に立っ
て命令するのではなく，これまでの科学をデータにしながら，線を引く。自然主義的態度である。
2 番目は，線引き基準は認識論的特徴によらなければならない。知識主張の仕方，探求方法，正当
化などの特徴を言い当てて線引きしなければならない。3 番目は，必要十分条件を与えなければな
らない。少なくても必要条件であって欲しい。このように 3 つの基準で科学かどうかを判断するこ
とが線引き問題。
このように定義した問題を解決できたかというとできていない。科学哲学者，科学者は成功して
いない。哲学はずっと線引き問題をやってきたといえる。本当の知識，実在と現象，エピステーメ
ーとドクサなど，2000 年以上やってきたが，合意にいたっていない。きっと線引きはない，という
ことになると思っている。おそらく解けない。
では失敗した歴史を振り返ってみたい。最初は，科学の産物（products）による基準で判断され
た。1 番は知識。アリストテレスは，①確実な第一原理から論理的に得られた必然的で確実な普遍
的真理（認識論的）
，②第一原因を把握しそれによる説明を行う（存在論的）
，という 2 つの基準を
持っていた。これが近代まで使われていた。ところが科学革命のころ，②が捨てられる。第一原因
は把握する必要はないとされた。そこまで考える必要はないとされた。それをしなくても①が言え
てさえいれば科学とされた。これがガリレオ，ホイヘンス，ニュートンの頃の 17 世紀。19 世紀に
なると，確率論などができてきて，確実なものはなく，可謬主義が常識になると，①も捨てられる。
すべての知識は確実ではなく，蓋然になる。産物としての知識では線引きできなくなった。
そこで，科学の過程（process）
，つまり，科学の方法論が線引きの基準となった。ところが，何
が科学方法論なのかについて合意がとれなかった。19 世紀のイギリスには大きな 2 つの派閥があっ
て，一方の，ジョン・ハーシェルとジョン・スチュアート・ミルは帰納法が大事だと言い，もう一
方の，ウィリアム・ヒューエルは仮説演繹法を押した。なお，ヒューエルは，科学者がそれまでは
「自然哲学者（national philosopher）
」と言われていたのを 1834 年に「サイエンティスト」とい
う言葉を作った人である。ミルやハーシェルとヒューエルとの 2 つの陣営で議論があった。現在も
続いているが，合意はできなかった。科学方法論は言われるが，多義的である。また，その方法が
本当に使われているのかも怪しい。また他分野でも使っている。さらに，科学方法論が合意できた
として，その方法を正当化できるか，といった問題は解決できていない。科学の１つの分野では簡
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単だが科学全体では難しい。こんなとき 19 世紀になると，疑似科学がいっぱい出てきた。心霊研
究，骨相学など。19 世紀末でも，レントゲンが X 線で夢が見えるかもしれないと考えたくらいで
あった。正統的な科学と疑似科学の垣根が低かった。
次に，科学の目的による基準で線引を行おうとした。科学の目的は何か。大きく分けて，実在論
（観察をこえた世界のありさまについての真理に至ること）と反実在論（真理に至るということは
達成不可能であり，現象を救うこと）がある。現在でもこれについてのコンセンサスはない。私は
実在論的だが，観察を超えた世界には解釈できないものも沢山あると思っている。哲学者だけでは
なく，科学者もこの 2 つの立場の人がいる。
「考えたことが無い」が大多数だが…。アラン・ソー
カルという物理学者が反実在論をからかったり（カーソル事件）
，ピエール・デュエロ，エルンスト・
マッハのような反実在論の物理学者もいた。また，実在論と反実在論の間で漸進的な（gradual）
ものがでてきてしまう。真理から，近似的真理，よく似たモデル，観察データの説明など，どんど
んひよってしまう。つまり，この 2 つの間の選択肢がいっぱいある。1 人の人をとっても揺れがあ
る，ということで目的では基準とするのが難しい。
20 世紀に入って浮かび上がってきたのが，検証可能性（testability）による基準で，実験や観察
で検証する。科学哲学という分科は 1930 年代にできたが，最初の科学哲学は論理実証主義であっ
た。シュリック，カルナップなど。もともと科学者がやりだした。科学の命題は検証することがで
きる，
つまり，
どういうことが観察されれば正しいのかがはっきりしているというのが検証可能性。
どういう結果が出たらいいのかが分かっている。彼らはそれを有意味・無意味の基準にもした。詩
や倫理，宗教なんかの命題は無意味となる。有意味は科学だけである。これは極端な考え方であり，
第 1 世代である。これを内在的に批判したのがポパーの反証主義である。今までは確かめられる，
という前提に立っており，一般命題を確かめるには帰納しなければならない。ところが，帰納は正
当化できないという立場に立つ。そこでポパーは，帰納が含まれないように科学とは何かについて
のモデルを作り直そうとした。反証には演繹しか使われない。そこで，科学の目的を，仮説の検証
としないで，
仮説を立てて反証しようとすることだとした
（推測と反駁）
。
科学と非科学との区別は，
検証可能ではなく，科学は間違っているかもしれない危険を冒しているが（反証可能）
，非科学はそ
うではないという点にあるとした。
ポパーは，
これによって何を非科学としたかったのかというと，
マルクス主義とフロイトであった。それらは何でも説明をして間違えない。科学の本質は間違いか
ら学ぶことであると。失敗から学んで直していく。真理に近づくのではなく，失敗から学んで間違
いを直すというのが科学であると。創造科学では洪水で一瞬にできたとするが，その反証には化石
がある。
反証可能性を科学と非科学の線引きの基準に使えるかどうかは別問題であり無理かと思う。反証
可能性を批判的に検討してみる。第 1 に，存在命題に使えない。第 2 に，反証可能性に科学も違反
している。例えば，1781 年に天王星から 1846 年の海王星の発見の間に反証があった。その場限り
の修正と良い修正の区別があり，それをやろうとしたのがラカトシュやウォーラルであったが，し
かしこの区別がうまくいかなかった。第 3 に，とんでもなく弱い基準である。創造科学でも反証可
能性が成り立ってしまうことがある。反証可能性基準は 20 世紀に入って結構よく使われた。しか
し，
反証可能性基準は批判される。
言明を 1 つとりあげて反証可能かを問題にしてもしょうがない。
創造科学のおかしいところは，
どんな不利な証拠に直面してもコアを絶対に捨てないという
「態度」
にある。反証例が蓄積しているのに自分を変えない態度が非科学的。これを方法論的反証主義とい
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う。これは多くの疑似科学のおかしさをうまくいっていると思う。でも線引きができるかどうかは
別問題。正統科学内でも，地向斜造山論のように，ある基本主張を変えないという方法論的決定が
なされ，それがかなり長期にわたって持続することもある。
このように見てくると，ある１つの分野を色分けすることに意味があるかとなる。線引き問題は
なぜ難しいのか。第 1 に，歴史は 1 回しかない。歴史を超えて科学とは何かに答えを出せると思う
のは本質主義を前提とする。そして，第 2 に，科学は進化し続けている。目的，内容，方法はどん
どん再定義される。固定化は害になると思う。
「科学的」というのは，おそらく自然種（natural kinds）ではなく，名義種（nominal kinds）
であろう。科学の典型例は物理だと思う。それは一番長い歴史を持っているから。実際，心理学な
んかは物理学らしくなろうとしている。
科学性ではなく歴史性であり，
どこで切っても約束となる。
ゲームが近い。物理学がもっている特徴を全部他分野がもっている必要はない。いくつかあればい
い。科学とはこんな種だと思う。
では最後に，線引き問題を解くとはどういうことか。私はローダン（Laudan）の結論にかなり
賛成している。つまり，線引き問題は不毛な疑似問題とはいえ，ある特定の科学分野と疑似科学と
の間に認識論的な優劣をつけられないというわけではない。
「疑似科学」とか「非科学」という語は
科学哲学の語彙から取り除くべきと。
我々はなぜ「科学的」という概念をもつのか，もつ必要があるのか。名義的な概念をもち，その
線引き基準を議論する，というのは実践（政治）の一部である。実は我々は政治をしているのであ
る。だから「何をしたいか」
，という目的に依存する。線引き基準が隠していた目的とは，①論理実
証主義はナチズム，②ポパーは自由社会の擁護，などにあった。
「科学」は「ユダヤ人」という概念
に似ている。ユダヤ人は政治が決める。ある目的のために線引きされる。どうとでも引ける線引き
に対して，
（１）
「科学的」
「疑似科学」という概念を捨てて，より証拠に支持されている，より単純
な仮説であるなどを考えて，かわりに（２）
「よくない科学」
「ずさんな科学」で十分だと思う。科
学らしさの基準の複数性は，科学がよくないものになる仕方もいろいろだということを意味する。
結論は，古典的な線引き問題をやってきたが結論はでていない。しかし，文脈に特定的なよい科
学・悪い科学の線引き問題は満ち溢れている。そこに科学的リテラシーが必要になる。
（３）質疑応答
①実在論・半実在論のところで「現象を救う」というのはどういうことか。
→その言葉は昔からある。本当にあるかないはどうでもよいが，その現象を説明，記述できるモ
デルなどを置いて，今までのすべてのデータを掬い取って説明すればよい。本当にあるかどう
かは科学では触れなくていい。それが現象を救うということ。
②今日的な科学の進化に対して取り組んでいる科学哲学はあるのか。
→今の科学哲学は，科学とは何か，ということを素手ではなく，現場にはいって一緒に考えると
いうことになっている。たとえば私の院生は，フィールドワークしている。
③似非科学とあるが，なぜ科学とつけるのか。
→自分で科学を名乗っているからだと思う。創造科学は自分で科学といっている。超心理学など
も。自分たちが名乗っているが，正統派から科学とみなされない。日本では，拡大解釈されて
いろんなものが含まれている。疑似科学のもともとの定義からすれば，疑似科学ではない。
→客観性を持たせたいということか。
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→疑似科学をやっている人は，科学になりたいから。
④ラカトシュは数学で有名だが，ラカトシュの 2 つの科学とは。
→ラカトシュは反証可能なことを受け入れた上で，良いものと悪いものを区別しようとした。何
が問題かは 2 つある。1 つは後にならないと分からない。今の段階では決められない。2 つ目
は駄目になったあとで復活することがみられる。結局ラカトシュは，歴史を合理的なプロセス
として再構成しようとした。
⑤「
「科学とは」とは？」という「とは？」の 2 乗は面白かった。科学という言葉が，社会的，歴
史的な意味をもっているということはとても面白かった。いつも「科学とは」話されていた。
そこで，いま私たちが「科学とは」というときに仮想敵国は何なのか。
→日本では科学が１人勝ちしている。しかし世界的にはそうではない。日本では「科学とは」と
いうことで戦うべき相手は自分たちが敵ではないかと思う。これだけ科学を教えていいんだ，
という状況で，科学嫌いになるのは，アメリカなら他に求めることができるが，日本はそうで
はない。自分たちのせい。だから自分に問いかけていると思う。
３．数学科教師の数学教育に対する考え方・態度・課題（久保）
（１）発表（久保；資料３）
今回の発表は，この科研の 6 つの検討課題の 1 つの教師教育に位置づくと思う。今回の発表は，
教師調査の結果からの「現状の把握」ということである。
私はこれまで大きく 3 つの教師調査をやっている。1 つ目は中高一貫教育で 2004 年に教師 1171
人。2 つ目は公立中学校数学で 2007 年に教師 468 人。3 つ目は北海道中学校数学で 2009 年に教師
354 人である。3 つ目の調査が今日の話題である。
この調査の目的は，経験年数が少ない先生方がどのような悩みを持っているのかを素朴に聞きた
かったことにある。調査用紙は 12 の大項目，96 の小項目で構成されている。悩みに関することや，
目的の重要性などを聞いている。回答方法は，自由記述以外は 4 肢選択。そして経験年数で分析し
ており，回答集団を 10 年以下，11～20 年，20 年以上という 3 つに分けている。
数学の指導上の悩みについて，6 つの視点から分析している。
①数学の指導上での生徒についての悩み
②数学の目標についての悩み
③数学の指導内容の難しさ
④数学の指導法についての悩み
⑤数学の評価についての悩み
⑥数学科の研究授業についての悩み
①生徒については，学力差，②目標については，数学的な考え方の身に付けさせ方がわからない，
数学的活動の身に付けさせ方がわからない，といったことで悩んでいる。③指導内容については，
文字の意味や文字を使った説明，図形の証明，関数の意味の指導など。④指導法については，若い
教師がいくらか悩んでいる。⑤評価については，関心・意欲・態度の評価。⑥研究授業について，
反省会のときどんな視点で発言してよいかわからない，といったことであった。
また，
「数学教育の目標を考える際に重視すること」
，「数学の授業を考える際におこなうこと」
，
「数学の授業タイプ」について聞いている。
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数学的リテラシーの研究では，特に学校現場において教師が数学教育の目標をどのように捉えて
いるかを検討することが重要だと思う。この調査結果から言えることは，中学校の数学教師は，数
学教育の目標として，
「数学の内容の理解」についての重要度は高いが，他は 5 割を下回っている。
数学教育の目標についての教師の捉え方は，数学そのものに限定されている傾向がある。
（２）質疑応答
①授業タイプの中に，解決方略を反省する授業が無いのは何故か。リテラシーには大切ではないの
か。
→本調査は数学的リテラシーという視点で考えたものではなかった。ただそれは，問題解決に入
っていると思う。
②悩みの中に，
「時間が足らない」という項目は無いのか。
→ない。ただ，理由を書いてもらっている中に，授業時間と自分に時間が無いというのがあった。
③数学教師の数学嫌いについての質問項目はないか。
→勉強不足はあったが，数学嫌いはなかった。
→小学校などでは特にそういう教師がいる。
→それは大学の責任ではないか。
→理科教師の調査をやっているが，大学以前に小学校から数学嫌いを引きずっている，という結
果がでている。だから大学では手に負えない。
④理想と現実について。理想を持っているかなというのも気になるが，理想を持って現場に出た時
にどうしたらいいか分からないというのがあると思う。それをどのように折り合いをつけている
のか知りたい。
→例えば，問題解決の授業を実際に見せる必要があると思う。自分を認めてくれる人がいない，
といった意見もあった。いろいろな点で変えることができると思う。
⑤理想の授業というのはどこで形成したのか。どこで持ったと想定したのか。
→それはわからない。
→ケースバイケースだと思いますが，そんな質問があったら面白いと思う。
⑦実際の授業のタイプで，
「問題提示，自力，個別」と「問題解決」との差が大きいのが問題である。
４．数学を学ぶ意義を実感させる指導～「副読本」の開発と活用に焦点を当てて～（熊倉）
（１）発表（熊倉；資料４）
数学を学ぶ意義を実感させる指導のための副読本を開発して活用した。問題意識として，学ぶ意
義にこだわっていて，生徒はあまり学ぶ意義を実感できていない。研究の目的は，数学を学ぶ意義
を実感させる指導のための教材を集めて，作って，実践して，考察することである。他の教科では
副読本が結構豊富にあるが，数学科は問題集，参考書だけである。数学の学習＝問題を解くことと
いう学習観がある。対象は，中学校全分野を考えていたが，とてもできないということで数の世界，
式の世界に限定した。
実際の活用場面は，授業中，読書課題，自主課題と大きく 3 つに分けられる。今回は読書課題と
して活用し，これでレポート課題をした。生徒の記述を分析した結果，興味関心，内容理解，意義
の実感，学習意欲，見方・接し方の変化といった 5 つの成果があったと思う。
本研究での知見として，次の 3 つがある。
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①「数学の学習＝問題を解く」という学習観を変えるためには，
「問題を解く」活動以外に，数学に
関する内容を「読む」活動を取り入れることが有効である。
②数学に対する興味・関心を高めるためには，数学の有効性や面白さを伝えるような話題を提供す
ることが有効である。
③数学を学ぶ意義を実感させるためには，数学の有用性や面白さを伝えるような話題を提供するこ
とが重要である。そのことが結果として，数学への学習意欲を増すことにもつながる。
なお，高校でやるには「有用性」だけではつらい。広く学ぶ意義ということで考えたい。実用，
人間形成，文化。あと単元を学ぶことにより，新たに可能になることを明らかにすることが重要。
リテラシーとの関連としては，意義を理解することがリテラシーの重要な要素だと思う。
（２）質疑応答
①『数の悪魔』
（晶文社）と比べると，既に数学がありそれを教える，という風に見える。自分で生
み出していく，という風にすればと思う。
②読み物ということと授業との住み分けはどうなっているのか。
→教科書と同じ記述ではなく，なぜ学ぶのかを意識している。
③参考にされているなかで，ロシア関係の文献があると思うが，ロシアでは学校が数学を学ぶとい
うことをサポートしている。だから必然的にそのように出ていると思う。日本でもそのような協
力体制ができればと思う。
④授業中，または授業後での使い方といった可能性が示せればいいのでは，というのが１点。また
『数学の泉』
（地域教材社）との違いは何なのか。
→１点目は，いろんな可能性があると思うが，今回はまだそこまでいっていない。２点目は，
「数
学の泉」はいいと思う。でもあれは資料集。読む，というのがあってもいいかと思った。
⑤他教科でもあるとのことだが，副読本の役割がいろいろあると思う。それで，有効と出たときに，
今の教科書への提言になったら別の話しになるかなとも思った。出版はしているのか。
→出版してしまった（
『なるほど！いっぱい中学数学』
（日本評論社）
）
。その結果，夏休みの課題
にはできなくなった
→一回勉強した人が読んでも面白いと思った。
→昔は東京図書で出していた。
→副読本だと買える子とそうでない子がいる。教科書を厚くして読む部分とそうでない部分とい
うことにするとよいと思う。
⑦対象を一般市民にしてもよい。
５．今後について
（１）今後について（長崎：資料２，５）
今年度の研究として，次の説明がなされた。
今年度は，全体会合を 5 回予定している（5 月，7 月，9 月，11 月，1 月）
。主たる内容は，6 つの
研究主題の検討であり，そして，研究メンバー内外の方々の講演・研究発表を随時行う。
秋には，数学的リテラシー育成方策調査（教師調査，科学館調査，メディア調査）を行いたい。
なお，今年度は本研究の最終年次なので来年 3 月までに 2 冊の報告書を作成することを考えてい
る。1 冊は，主として，研究会全体で行ったことで構成する。もう 1 冊は，主として，実践授業の
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記録と，参加メンバー全員によるエッセイで構成したい。
質疑応答の中で，次の 2 冊の本が紹介された。
戸田山和久『科学哲学の冒険』
（NHK ブックス）
（本日の講演者による本）
大前研一『
「知の衰退」からいかに脱出するか?』
（光文社）

（２）次回会合予定
第３年次第２回会合は，平成 22 年 7 月 10 日（土）午後 1 時～午後 6 時。
国立教育政策研究所第 1 特別会議室
（文責：長崎，阿部）
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数学教育におけるリテラシーについてのシステミック・アプローチによる総合的研究

第 3 年次第 2 回会合（通算第 11 回会合）
議事要録
日時 2010 年 7 月 10 日（土）13:00～17:20
場所 国立教育政策研究所 第１特別会議室
出席者
長崎栄三，長尾篤志，岩崎秀樹，太田伸也，國宗進，重松敬一，相馬一彦，二宮裕之，
日野圭子，阿部好貴，上田雅也，久保良宏，熊倉啓之，近藤裕，島崎晃，島田功，清水壽典，
滝井章，藤森章弘，松島充，柗元新一郎，望月美樹。
配付資料
（０）第 3 年次第 2 回（第 11 回）会合議事次第
（１）第 3 年次第 1 回会合議事要録
（２）
「数理科学専門部会報告書」の検討（長崎）
（３）数理科学専門部会報告書目次（長崎）
（４）日本における数学リテラシー像策定の試み（浪川幸彦）
（５）
「学習環境のデザイン」
（三宅なほみ，波多野他『教授学習過程論』放送大学教育振興会）
（６）
「協同して学ぶ学級」
（エリオット・アロンソン『ジグソー学級』原書房）
（７）数学的リテラシーの構成要素案(第２案)（長崎）
（８）数学的リテラシーの構成要素案(第２案) アンケート用紙（長崎）
（９）今後の研究案（平成 22 年 7 月版）
（長崎）
主な討議事項
１．代表挨拶
本日は，数学的リテラシーの構成要素を検討する予定をしていたが，その前に，「科学技術の智」
プロジェクトが作成した「数理科学専門部会報告書」を検討することにした。これは日本で初めて
数学的リテラシーの具体像を描いたものであり，貴重な資料なので，私たちもそれを踏まえて検討
を進めることにした。
２．
「数理科学専門部会報告書」の検討
（１）検討方法の説明（長崎：資料２～資料６参照）
資料２～資料６をもとに，
「数理科学専門部会報告書」の検討の仕方について説明された。
資料２をもとに，検討の目的として，
「数理科学専門部会報告書」に描かれている数学的リテラシ
ーから，数学的リテラシーのあり方や具体像についての示唆を得ることにあることが説明された。
資料３，４をもとに，この報告書の概要が説明された。この報告書は，2008 年に科学技術の智プ
ロジェクトで作成され，全体では A4 で約 100 頁である。各章は，次のようになっている。
第 1 章 数学とは：数学の基礎は数と図形である，数学は抽象化した概念を論理によって体系化
する，数学は抽象と論理を重視する記述言語である，数学は普遍的な構造（数理モデル）の学
として諸科学に開かれている
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第 2 章 数学の世界 A：数学の対象と主要概念：数量，図形，変化と関係，データと確からしさ
第 3 章 数学の世界 B：数学の方法：言語としての数学，問題解決・知識体系の構築としての数
学の方法
第 4 章 トピックス：論理的思考力，命数法・記数法，無限，円周率πと自然対数の底 e，対称
性・不変性，視聴率，正規分布，日本語と数学，江戸時代の数学・和算について
第 5 章 数学と人間との関わり：数学と個人との関わり，数学と社会の関わり，数学と自然科学
との関わり
資料２，５，６をもとに検討の方法が説明された。検討の方法は，
「ジグソー法」というものであ
り，グループ別で行う。この方法は，アメリカで競争主義と人種差別に反対する方法としての「協
同学習」として考案されたものと言われている。そこでは，目標とする大きな課題を，いくつかの
部分課題に分割してグループで討議し，その後に，それらを総合して討議する。
部分課題を深化して検討するグループをエキスパートグループといい，各エキスパートグループ
から 1 名ずつが集まって部分課題を総合して検討するグループをジグソーグループという。
エキスパートグループで部分課題を検討したのち，次にそのグループから各 1 名がジグソーグル
ープに移行して，ジグソーグループで検討する。本研究では，大きな目標を報告書の分析として，
部分課題として下記のような報告書の担当テーマ（章）とした。
A1：第 1 章 数学とは ＋ 第 5 章 数学と人間との関わり
A2：第 2 章 数学の世界 A：数学の対象と主要概念
A3：第 3 章 数学の世界 B：数学の方法
A4：第 4 章 トピックス 4.1～4.5
A5：第 4 章 トピックス 4.6～4.9
これらの部分課題を担当するエキスパートグループを，グループ A1～A5 とし，総合的に検討す
るジグソーグループを B1～B4 とした。そして，次のような表を作成した。
グループ
ジグソー
グループ

B1
B2
B3
B4

エキスパートグループ
A1 A2 A3 A4 A5

そして，
メンバーは，
各自でエキスパートグループのいずれかを選んで表の欄に氏名を書き込み，
最終的には学校段階等が散らばるように全体のバランスを考えてジグソーグループを調整しグルー
プ化を行った。
（３）第 1 段階：エキスパートグループ（テーマ別：グループ A）による討議
エキスパートグループで，5 つの検討テーマ別に検討を 1 時間半ほど行った。主な意見は，次の
通りである。
A1 グループ（第 1 章 数学とは ＋ 第 5 章 数学と人間との関わり）
①「すべての人」にとってのリテラシーとしているが，読者層がわからない。
②数学とは，というときの数学は誰にとっての数学なのか。数学者からみた純粋数学に偏っている
のではないか。いろんな立場の数学があると思う。
③数学者の数学的リテラシーと数学教育者の数学的リテラシーは違うのではないか。
④冒頭の北原先生の文章においては「数学が先にあるのではない」とあるが，実際には数学が先に
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あるような印象をうける。
⑤数学の本質として書いてある内容と，それ以降に書かれていることの関連がはっきりしない。
⑥「数学と個人との関わり」については，数学者の立場が強く出過ぎているようである。
「21 世紀
を豊かに生きるための智」ということが伝わってこないようだ。
A2 グループ（第 2 章 数学の世界 A：数学の対象と主要概念）
2.1～2.2.2 までで時間切れ。
①教科教育で指導するという視点から見直す必要がある。教科指導で基本的に大切なことが盛り込
まれているか。例えば，普遍単位の必要性，割合の重要性，記数法・命数法・3 ケタ・4 ケタ区
切り，分数の多様な意味，近似での数感覚など。
②人間が数学をつくってきたという視点からみれば，数量化する目的，負の数への拡張の必要性や
そのアイディアへの着目等もリテラシーとして位置づけられるのではないか。
③内容の話だけではなく，その背後にあるアイディアも欲しい。成果だけのようである。リテラシ
ーを考えるときは，その背景や気持ち，アイディアを味わうことを大切にした扱いや必要性を意
識することが大切ではないか。
A3 グループ（第 3 章 数学の世界 B：数学の方法）
①言語としての数学の特徴を踏まえることはリテラシーだが，それを活用することまではリテラシ
ーだろうか。
②日常言語から数学言語を消すとコミュニケーションは成り立たないのではないか，その視点から
リテラシーを考えたらどうか。
③記号の種類によっては，書けなくてもよいが，読めなくてはならないものがあるだろう。論理記
号は必要ないが演算記号は必要。
④文字の概念は日常で使用しているので，リテラシーとして必要だろう。いくつかの事象が同じ１
つの式で表されるという意味で式表現のよさは必要ではないか。
⑤方程式と恒等式の区別は要らないだろう。
⑥数式をかく力をリテラシーとしては求めないが，数式を見て，読んで解釈する力はリテラシーと
して必要だろう。少なくとも，式にだまされないことが大切だろう。
⑦リテラシーとして，論理的に説明する力は必要である。しかし，それを書き表す力までは要らな
いだろう。
⑧パソコンのプログラム等でもアルゴリズムの実態は見えなくなってきている。しかし，日常生活
の中でも，必ずアルゴリズムを使用しているので，どこかでアルゴリズムについて学習する必要
はあるだろう。
⑨図表現そのものが，実物を捨象して表現しているのだが，何かを主張しているという見方は必要
だろう。グラフ等も含めて。
⑩問題解決の言葉として，条件の明確化，数学化，一般化，拡張，類推などの言葉は要らないが，
その意味するところのものは，必要であり，問題解決のサイクルも必要である。
A4 グループ（第 4 章 トピックス 4.1～4.5）
①論理的思考力はリテラシーとして重要ではあるが，3 つの観点（①問題の構造を的確に捉える力
（論理的に読み解く力）
，②筋道を立てて考える力（論理的に考える力）
，③論理的整合性のある
表現をする力（論理的に表現する力）
）に分ける分け方は検討する必要があるだろう。
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②「現実問題を数学的に捉えるトレーニングを繰り返して行う」の「トレーニング」は「経験」の
が適しているだろう。
③n 進法の存在を知ることはリテラシーとしたい。2 進法や 5 進法を自由に使いこなすことを求め
るということは不要ではないか。
④筋道を立てて考える方法として，帰納的推論，演繹的推論に加え，類比的推論も入れる必要があ
るだろう。
⑤無限の概念はリテラシーには必要ないのではないか。
⑥円周率の値 3.14 はリテラシーであるが，その計算や導き方は不要であろう。
⑦指数関数についての具体事象にみる指数関数的変化の特徴を知る程度とし，分数の形で表現でき
ない数（＝無理数）が存在することを知る程度とする。自然対数の底は不要であろう。
⑧対称性については，図形のみで，対称式・不変式は不要。対称性・不変性は不要であろう。
⑨移動に，平行・回転・鏡映の 3 つがあることのみ必要であろう。
⑩「自然は対称性の高いものを選ぶ」は不要であろう。
A5 グループ（第 4 章 トピックス 4.6～4.9）
①トピックスはどういう位置づけか分からない。トピックの位置づけが難しい。
②数学の文化性は必要である。
③「視聴率」とあるが，これは標本調査の例と読み替えてよいか。実際，前章に標本調査について
述べられており，その実例になっている。トピックスという位置づけと 2 章や 3 章との関連がつ
かみにくい。統計がリテラシーとして必要であることはわかるが，視聴率という具体が出てくる
ことが分からない。具体に於ける適用やサンプリングの限界・妥当性を強調しているようにも読
める。
④「正規分布」では推定・検定まではよいが，正規分布はリテラシーということか。これも前章の
事例になっている。他節に合わせるとしたら「偏差値」がタイトルになるのかもしれない。正規
分布を前提としていることや，集団に依存するという前提を理解して偏差値を使うことが必要と
いう意味だろう。偏差値は標準化の方法として価値があるが，現実には誤った使い方がされてい
る。
⑤「日本語と数学」は前章にある「言語としての数学」との関連で考えられる。数学の言語性の価
値を示していると言える。これからの時代はグローバル化でコミュニケーションが大切であり言
語としての役割は重要と考える。多くの民族があり様々な言語があるが，どのような言語であっ
ても数学があるということは重要な視点である。ここでは，言語としての数学の価値を高めると
いう意味で考える。日本語には曖昧さがあるが，数学の言語性は必要なときにそれを明確にして
くれるとも言える。
⑥「江戸時代の数学，和算について」は他のトピックと異なり，本文でもこの後章の「数学を楽し
む」と関連している。和算は，すべての人達が数学を楽しんでいた，数学は楽しいものだったと
いうことを示してくれると同時に，それが役に立つものでならなければならなくなり，限られた
時間の中で多くの知識を教え込むというものへと変わってしまったことを示している。数学は庶
民のものであり実用性も庶民の生活の中にあったが，そうではなくなっているということか。リ
テラシーは実利的であるが面白さがなければやっていられない。これはリテラシーの 2 つの意味
のうち教養という意味に関係する。数学の文化性・庶民性という視点での話であり，民族数学（数
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学と数学教育の接点）を語っているとみることもできる。この意味で，このトピックは他とは位
置づけが異なる。
（４）第 2 段階：ジグソーグループ（総合：グループ B）による討議
4 つのジグソーグループで報告書全体について 1 時間半ほど検討した。そこでは，まず，それぞ
れのエキスパートグループでの検討結果を報告したのちに，それらの結果について討議した。例え
ば，A1～A5 のそれぞれの報告に対して，次のような議論がなされた。
A1 からの報告に対しての討議
①第 1 章は数学とは何かを純粋数学の立場から述べているのではないか。
②第 5 章で能動的に数学を用いるということが書かれているが，逆に受動的ということは何を意味
するか。
③第 5 章で挙げられている例を工夫する必要がある。例として統計が多く，代数が少ないという印
象を受ける。
A2 からの報告に対しての討議
①目的，アイディア，見方の多様性等についてもリテラシーとして考える必要がある。
②外延量，内包量のもつ性質の一般的に理解するということもリテラシーとして位置づけるか。個々
の量についての理解だけでなく，一般化する必要があるのか。
③複素数に拡張するアイディアはリテラシーとして考えたいが，複素数の扱いそのものまでは入れ
なくてよいのではないか。ただし，拡張のアイディアということであれば，負の数や平方根まで
の扱いで十分という考え方もできるのではないか。
A3 からの報告に対しての討議
①用語そのものはともかく，内容（見方）として大切なものがある。
②日常的によく用いる用語はリテラシーに入れた方がよい。
③日常用語と数学用語の違いの理解も必要ではないか。
④計算について，自分でできる，意味を理解するというところまで要求するか。確かめるところま
でできればよいという考え方もあるが，どうだろうか。例えば分数÷分数の手続きを例としたと
き，その方法の意味まで説明できることを求めるか。
⑤「すべて」と「ある」の違いの理解は騙されないようにするという点からも必要ではないか。
A4 からの報告に対する討議
①無限について，たとえば円周率の求め方でも限りなくたくさんに分割するという意味での無限は
登場するが，これはどうか。
②無限そのものを対象とするということまでは深く立ち入らないということで，例えば円の接線の
理解のように直観的に捉えられる程度の扱いについてはリテラシーとして考えてよいか。
A5 からの報告についての討議
①正規分布はリテラシーか。
②偏差値についても，標準偏差を求めたりすることまでできなくてもよい。一方，前提を理解して
いてその意味を正しく読み取れることは必要である。
（５）全体討議
最後に各ジグソーグループから，今後，数学的リテラシーを考える上でのこの報告書からの示唆
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として，次のことが発表された。
B1 グループ：数学的リテラシーを考える立場をどのように取るか。この報告書では数学者の立場
からが強いのではないか。
数学的リテラシーとしてこのままでは必要ないと思えるものがいくつかあった。
数学の内容面はあるが，
なぜ数学の概念を拡張するのかの必要性やアイディアも必要であろう。
数学の楽しさをどのように数学的リテラシーに取り込むかは大きな問題である。
B2 グループ：科学としての数学に対して，教育としての数学の立場からを考えたい。
数学的リテラシーとして不要か不要でないかの基準をどのように考えたらよいか。
和算の面白さは数学的リテラシーに入れたいが，もう少し簡潔明解にする必要があるだろう。
B3 グループ：教科教育の観点から数学的リテラシーを考える必要がある。
数学的リテラシーでは，プロダクトだけではなくプロセスも見えるようにしたい。授業展開を
どのようにするのか，学習者がどのように身に付けるのかを考えることが必要であろう。
トピックは，例えば「数学と人間との関わり」に組み込むとよいではないか。
B4 グループ：数学的リテラシーの対象を明確にして考える必要がある。
数学的リテラシーに，考え方や教育という視点を入れたい。
数学の用語は精選する必要がある。
本文中に数学的リテラシーという言葉を使いながら説明すると分かりやすいのではないか。
３．数学的リテラシーの構成要素（長崎）
資料７をもとに，数学的リテラシーの構成要素案について説明がなされ，資料８のアンケート用
紙に回答がなされた。資料７については，まず本会合に先立ち，代表者から，構成要素案（第 1 案）
が，6 月 18 日に研究メンバー全員に送付されコメントが求められた。それらの修正意見を併記した
構成要素案（第 2 案）が作成され，資料７として本会合で提案され説明された。
構成要素案は，16 の大項目からなっており，成人に持って欲しいものを可能な限り網羅的に挙げ
ようとしたものであり，構成要素案は認知的なものとその内容という組み合わせにしてあり，実際
の数学的リテラシーの構成要素としては，
この中から選択するようにしていきたい，
と説明された。
資料７は，次の通りである。
１．身に付けて欲しい「数学の知識や技能」：35 項目
（１）整数とその計算 （２）小数とその計算 （３）分数とその計算 （４）正の数・負の数と
その計算 （５）平方根とその計算 （６）複素数とその計算 （７）量と測定 （８）近似値・
概算，科学的表記法 （９）割合とその使い方 （10）文字式とその計算 （11）方程式とその使
い方①1 次方程式，連立 1 次方程式 （12）方程式とその使い方②2 次方程式 （13）基本的な図
形とその特徴 （14）基本的な立体図形とその特徴 （15）図形の調べ方①移動，拡大・縮小 （16）
図形の調べ方②合同条件，相似条件 （17）図形とその性質①三角形，四角形 （18）図形とその
性質②円 （19）三角比 （20）比例・反比例とその使い方 （21）関数とその使い方①1 次関数
（22）関数とその使い方②2 次関数 （23）関数とその使い方③三角関数 （24）関数とその使い
方④指数関数・対数関数 （25）微分・積分 （26）統計的なグラフや表 （27）代表値・散らば
り方 （28）個数の処理 （29）確率とその簡単な計算 （30）確率・統計（例えば，推測統計，
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確率分布など） （31）行列・ベクトル （32）集合・論理 （33）グラフ理論 （34）ゲーム理
論 （34）経済数学 （35）フラクタル
【意見】
１．項目の追加：(a)数の概念や性質に関連して，自然数とその性質（素数，素因数分解，約数，倍数 有理数，無
理数の意味 実数の意味） (b)整式や分数式に関連して，高次方程式 剰余定理，因数定理 (c)長さ 円周率 距
離 図形の面積や体積（(7)に入るか）(d)ピタゴラスの定理 (e)対称 作図（(15)に入るか） (f)平面図形における
直線の位置関係（平行や垂直），空間図形における直線や平面の位置関係（平行，垂直，2 直線のねじれの位置）
（(13)(14)に入るか） (g)空間図形の調べ方・見方，あるいは空間の平面への表現に関わるものとして，展開（展
開図），投影（投影図），切断 (h)解析幾何をどうするか（図形と方程式，二次曲線） (i)複素数平面 (j)指数とそ
の計算，対数とその計算 (k)関数の平行移動，ｘ軸方向，y 軸方向の拡大縮小 (l)相関と回帰，移動平均 (m)基本
的な数列
２．項目の削除：（６）複素数とその計算 （31）行列・ベクトル （33）グラフ理論 （34）ゲーム理論 （34）
経済数学 （35）フラクタル
３．項目の修正：（５）平方根とその計算→平方根 （13）基本的な図形とその特徴（三角形，四角形，正多角形，
円） （13）基本的な図形とその特徴→14 との区別で「平面図形」 （14）基本的な立体図形とその特徴（立方
体，直方体，角柱，円柱，角錐，円錐，正多面体） （15）図形の調べ方①移動，拡大・縮小→対称を追加 （22）
関数とその使い方②2 次関数→2 次関数，三角関数，指数・対数関数
４．項目の統合：（17）図形とその性質①三角形，四角形→13 （18）図形とその性質②円→13 （23）関数とそ
の使い方③三角関数→22 （24）関数とその使い方④指数関数・対数関数→22
５．用語，記号，技能を明示する必要がある。
６．内容のところについては，選択は難しいなと感じます。例えば経済数学が選択されていますが，経済数学を選
択すれば，ベクトルや行列，微分積分，ルベーグ積分，確率もすべて入ってくるので他と較べて桁が大きく異な
ってきます。また，経済数学を入れるのなら，近年，注目されている産業数学なども入れる必要が出てくるので
はないでしょうか。数学的リテラシーの内容については，大学初年級で学ぶ微分積分，線形代数程度まででいい
のではないかと考えています。要はその学び方の問題で，他のところで触れられていることと併せて考えれば，
微分積分や線形代数まで身に付けていると日常生活や社会生活だけでなく，職業生活まで含めより高度な数学的
な内容が必要になったときには必要に応じて学ぶことが可能だと私は考えます。
７．（32）集合・論理 （33）グラフ理論，（34）ゲーム理論，（34）経済数学，（35）フラクタルは，他と比べ
て，広い。これに関しては，アメリカの次の本が参考になる。‘For All Practical Purposes : Mathematical Literacy

in today’s World’ W.H. Freeman and Company, New York. （第 1 部 経営科学（都市サービス，商業効率，
計画と予定，線形計画） 第 2 部 統計：データの科学（データを探究する：分布・関係，意思決定用データ・・）
第 3 部 投票と社会的選択（社会的選択：不可能な夢，投票制度の操作性・・） 第 4 部 公平性とゲーム理論
（公平な意思決定，指名，ゲーム理論：競争の数学） 第 5 部 デジタル革命（数の識別，情報科学） 第 6 部
規模と成長について（成長と形態，対称とパターン，タイル貼り） 第 7 部 あなたのお金と資源（貯蓄モデル，
借金モデル，資源の経済）
）

２．身に付けて欲しい「数学の能力」：16 項目
（１）算数・数学できまりや方法などを見つけること （２）算数・数学で前提をもとに確かめる
こと （３）算数・数学で多様に考えること （４）算数・数学で関係づけて考えること （５）
算数・数学で発展的に考えること （６）現実の問題を算数・数学の問題に直すこと （７）算数・
数学のきまりに従って処理すること （８）算数・数学で処理した結果を振り返ること （９）算
数・数学で予測・推測すること （10）算数・数学で感覚的・概括的に判断すること （11）式・
表・グラフ・図などで表すこと （12）式・表・グラフ・図などを使うこと （13）式・表・グラ
フ・図などをよむこと （14）算数・数学で説明すること （15）算数・数学で解釈すること （16）
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算数・数学で話し合うこと
【意見】
１．項目の追加：算数・数学を使って解決しやすい問題に置き換えて考えること（(4)や(6)に入るか）
２．態度化が可能

３．身に付けて欲しい「数学についての感覚･知覚・認識」：6 項目
（１）数についての感覚 （２）量についての感覚 （３）式についての感覚 （４）空間的知覚
（５）関数に関する認識 （６）データに対する認識
【意見】
１．項目の追加：図形についての感覚 平面にかかれた図から空間を想像する感覚（空間図形や空間での位置を想
像すること；（4）に入るか） 集合に関する認識 論理性についての認識
２．（５），（６）の示す内容が今一つ分かりませんでした。

４．身に付けて欲しい「数学についての感情」：2 項目
（１）数学が楽しい （２）数学が好き
【意見】
１．項目の追加：数学は大切 数学は正しい（筋が通っている） 数学は便利である・役に立つ数学は美しい（う
まくできている） 数学がおもしろい 数学は簡明 数学は平等
２．項目の修正：数学が楽しい→数学が面白い

５．身に付けて欲しい「一般的な能力（ジェネリックスキル）」：16 項目
（１）コンピュータを扱うこと （２）インターネットを扱うこと （３）自分のやっていること
を客観的に認識すること （４）批判的思考 （５）自己評価 （６）メタ認知 （７）コミュニ
ケーション能力 （８）帰納的思考 （９）演繹的思考 （10）論理的思考 （11）数学的モデル
化 （12）創造力 （13）自律性 （14）責任感 （15）協調性 （16）根気強さ
【意見】
１．項目の追加：反省的思考 寛容性（算数で多様に考える（考え合う）経験との関係で）
２．項目の削除：コンピュータを扱うこと インターネットを扱うこと（能力というより技能か）
３．項目の統合：自分のやっていることを客観的に認識すること→（５）に統合
４．「（１）コンピュータを扱うこと」には，数学のツールを利用した問題解決能力は，ここに含まれますか？
５．身に付けて欲しい「一般的な能力（ジェネリックスキル）」と数学的リテラシーとの関連は？

６．言われたら思い出して欲しい「数学の構造」：9 項目
（１）公理 （２）定義 （３）証明 （４）定理 （５）集合 （６）演算 （７）関係 （８）
論理 （９）反例
【意見】
１．項目の追加：体系 関数（写像） 群（あるいは「体」）
２．構造の意味がよくわかりませんでした

７．言われたら思い出して欲しい「数学的活動」：9 項目
（１）数学化 （２）帰納 （３）類推 （４）演繹 （５）変換 （６）一般化 （７）拡張 （８）
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逆 （９）特殊化
【意見】
１．項目の追加：分類・整理（樹形図，表） 統合
２．（２）帰納→帰納的推論 （４）演繹→演繹的推論
３．数学を使う場面に対応する言葉をもう少し入れたいと思いましたが。
８．理解・感得して欲しい「数学の特徴」：15 項目
（１）真理性 （２）審美性 （３）不思議さ （４）人間性 （５）社会的有用性 （６）創造
性 （７）論理性 （８）発展性 （９）一般性 （10）抽象性 （11）形式性 （12）記号性 （13）
体系性 （14）近似性 （15）理想性
【意見】
１．項目の追加：普遍性 自由性
２．「言語性」という語を入れられないかと思いました。「１０．理解してほしい「数学の隠喩」」に「言語とし
ての数学」がありますが，言語としての側面は，隠喩というよりも，もっと直接的，本質的な数学の特徴だと感
じたからです。

９．理解して欲しい「数学の価値観」：12 項目
（１）正義 （２）節約 （３）自主的 （４）正確 （５）的確 （６）能率 （７）合理主義
（８）実物主義 （９）制御 （10）進歩 （11）開放さ （12）神秘さ
【意見】
１．項目の追加：有用性 自由性 簡潔さ 明瞭さ

10．理解して欲しい「数学の隠喩」：7 項目
（１）実在としての数学 （２）建築物としての数学 （３）言語としての数学 （４）コミュニ
ケーションとしての数学 （５）現実の問題解決としての数学 （６）パターンとしての科学
（７）数と図形の科学
【意見】
１．項目の追加：活動としての数学 道具としての数学

11．言われたら思い出して欲しい「数学の発展」：数学の誕生 6 項目，数学者 10 項目
（１）数学の誕生
①数学の誕生：文明と数学 ②幾何学の誕生 ③文字の使用 ④微積分の誕生 ⑤新しい数学：
離散数学の誕生 ⑥日本の数学：和算
（２）数学者
①ピタゴラス ②ユークリッド

③フェルマー

④ニュートン

⑤ライプニッツ ⑥オイラー

⑦ポアンカレ ⑧クライン ⑨ヒルベルト ⑩高木貞治
【意見】
１．項目の追加：（１）①数学の誕生：文明と数学→数（記数法）の誕生 ③文字の使用→代数学の誕生 （２）
ガウス デカルト ガロア
２．「数学教育の歴史」は独立した項目になるでしょうか？
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12．理解して欲しい「数学の教育目的」：3 項目
（１）人間形成的目的 （２）実用的目的 （３）文化的目的
13．理解して欲しい「数学の教育」：6 項目
（１）系統学習 （２）単元学習 （３）数学的問題解決学習 （４）受験数学 （５）○○式数
学：計算中心 （６）新しい試み
【意見】
１．項目の追加：現代化
２．「系統学習」，「単元学習」，「数学的問題解決学習」の３つの項目について，「一般の社会人」に求められ
るリテラシーとしては，少し高度な項目ではないか，という印象を持ちました（算数・数学の先生方には，勿論，
ご理解いただきたい項目であると思います。）

14．理解して欲しい「数学教育に対する社会の態度」：3 項目
（１）選抜としての数学 （２）職業準備としての数学 （３）文化としての数学
【意見】
１．項目の追加：人間形成としての数学 基礎・基本としての数学 リテラシーとしての数学 教養としての数学

15．言われたら思い出して欲しい「数学の文脈」：5 項目
（１）人間と数学 （２）社会と数学 （３）科学技術と数学 （４）芸術と数学 （５）文化と
数学
【意見】
１．項目の追加：自然と数学 生活と数学 個人の判断に含まれる数学 自然（現象）と数学 経済と数学 経済
と数学 政治と数学
２．数学で「騙されない」という面が強調できないかと思いました。
→「５．一般的な能力」にある「（４）批判的思考」が，これに該当する一つかと思いますが，さらに，具体的
なイメージとしては，「１５．数学の文脈」のようなところで，「トリックと数学，ペテンと数学」としたらイ
メージが悪いでしょうか。ここのところ，新聞記事などで，市民が数字でごまかされていることが多いなと感じ
ています。

16．理解して欲しい「数学の活用」：企業における活用 8 項目，研究における活用 14 項目，
地球の持続可能性への活用 2 項目
（１）企業における活用
①保険企業における活用 ②製薬企業における活用 ③自動車企業における活用 ④鉄道企業に
おける活用 ⑤コンピュータ企業における活用 ⑥エネルギー企業における活用 ⑦情報通信企
業における活用 ⑧医療企業における活用
（２）研究における活用
①哲学 ②心理学・社会学・教育学・文化人類学 ③史学 ④文学 ⑤法学 ⑥経済学 ⑦物理
学 ⑧地球科学 ⑨化学 ⑩生物学 ⑪人類学 ⑫農学 ⑬工学 ⑭医学
（３）地球の持続可能性への活用
①環境問題 ②貧困問題
【意見】
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１．項目の追加：（１）建築における活用 建設・構造物における活用 大工などの仕事における活用 生活（個
人の）における活用 学校教育における活用 金融業 建築業 土木業 （２）商学，政治学，言語学，薬学，
地球科学・宇宙科学 （３）人口問題
２．
（１）企業における経済活動における活用 （２）研究活動における活用

これらの説明をもとに，資料８のアンケート用紙に参加者は回答していった。アンケートは，構
成案のそれぞれの大項目を数学的リテラシーとするかどうかを問うものであり，選択肢は，
「1.入れ
る 2．入れない 3．どちらともいえない」である。

アンケートの集計結果は，次の通りである。なお，集計結果には，今回の会合の欠席者からの追
加の回答結果も含めてある。
表 数学的リテラシーの構成項目に対する意見
項目案

賛成率（1.入れる）

１．身に付けて欲しい「数学の知識や技能」

87%

２．身に付けて欲しい「数学の能力」

100%

３．身に付けて欲しい「数学についての感覚･知覚・認識」

87%

４．身に付けて欲しい「数学についての感情」

65%

５．身に付けて欲しい「一般的な能力（ジェネリックスキル）」

57%

６．言われたら思い出して欲しい「数学の構造」

48%

７．言われたら思い出して欲しい「数学的活動」

78%

８．理解・感得して欲しい「数学の特徴」

87%

９．理解して欲しい「数学の価値観」

87%

10．理解して欲しい「数学の隠喩」

35%

11．言われたら思い出して欲しい「数学の発展」

52%

12．理解して欲しい「数学の教育目的」

65%

13．理解して欲しい「数学の教育」

22%

14．理解して欲しい「数学教育に対する社会の態度」

35%

15．言われたら思い出して欲しい「数学の文脈」

74%

16．理解して欲しい「数学の活用」

78%

なお，アンケートの回答用紙には，項目ごとや全体に関して意見が記されていた。全体について
の主な意見は，次の通りである。
①項目を箇条書きで分類・整理することは「記述」では大切であるが，一方で「規範」の文脈では
分析的すぎるとも思える。
②レベルが不明である。例えば，身に付ければパフォーマンスを期待できるのか。
③それぞれの項目に重複が多い。精選することを考える必要がある。
④「身に付けて欲しい」，「言われたら思い出して欲しい」というのは「実験の理論依存性」が常
識になっている今日おかしい。
⑤でき上がった数学しか見ていないように感じられる。
４．今後の研究について （長崎）
今後の研究案について次の説明がなされた（資料９）
。
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（１）授業研究に基いた研究
①「数学的モデル化能力」については，当面，西村・阿部の両先生を中心に行いたい。
②「批判的思考・反省的思考」については，当面，久保先生を中心に行いたい。
③「算数の力」については，すでに，滝井・小田・佐藤・上田の各先生の授業が行われた。
（２）主題に基づく検討
6 つの主題のうち，当面，主題 1～3 を先に進める。
②主題 1 については，長崎を中心に進める。
①主題 2 については，本日の資料７，８及びアンケート結果をもとに検討を進める。なお，
「調査項
目」の検討資料ともする。
②主題 3 については，太田先生を中心に進める。
５．今後について
（１）次回会合予定
第３年次第３回会合は，平成 22 年 9 月の予定
（文責：長崎，阿部）
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数学教育におけるリテラシーについてのシステミック・アプローチによる総合研究

第 3 年次第 3 回会合（通算第 12 回会合）
議事要録
日時 2010 年 9 月 18 日（土）13:00～18:00
場所 文部科学省ビル ５Ｆ５会議室
出席者 長崎榮三，瀬沼花子，太田伸也，國本景亀，重松敬一，日野圭子，山口武志，
牛場正則，熊倉啓之，近藤裕，島田功，西村圭一，松島充。
配布資料
（０）第 3 年次第 3 回（第 12 回）会合議事次第
（１）第 3 年次第 2 回（第 11 回）議事要録
（２）数学的リテラシーに関する６つの課題についての検討案（第 2 版）
（長崎）
（３）数学観について（國本）
（４）社会で一般人が数学的リテラシーを保持・発展させる枠組みを構成する第２原案（重松）
（５）個人の生涯における数学的リテラシーの様相のモデルを考察すること（太田）
（６）
「個人の生涯における数学的リテラシーの様相モデル」について（西村）
（７）算数・数学で学ぶ知識や技能が役立つ具体的な場面＜実用性＞（熊倉）
（８）一筆書きでかける星型七角形の“とんがり”の部分の角の和について（久保）
（９）科学技術リテラシーの発展に向けた数学教育・理科教育・技術教育の協働（長崎）
（10）心豊かに生きるための 21 世紀の数学的リテラシー（長崎，日本語版・英語版）
（11）数学的リテラシーの構成要素案（第 3 案）
（長崎）
主な討議事項
１．代表挨拶
本日は，主として，
「６つの課題」
（資料２）のいくつかについて討議を深めたい。その前に，前
回の「数理科学専門部会報告書」の検討について振り返ってみたい。前回，個人々々の意見を言う
時間がなかったので，最初にそのことについて触れたい。
２．前回の「数理科学専門部会報告書」の検討について
前回ジグソー法を用いて「数理科学専門部会報告書」を検討した（資料１参照）
。エキスパートグ
ループに分かれて，章ごとに検討した。その後，章ごとの専門家になって，エキスパートグループ
として議論を進めた。約 1 時間，討議をした。その後，またグループごとで討議した。最後に，全
体討議を行った。また，構成要素案についてのアンケートについての結果も載せておいた。
この「数理科学専門部会報告書」についての，個人的な意見は次の通りである。
①この報告書を誰が見ることを想定しているのだろうか。文章自体のレベルも高いが，読む人のこ
とを考えたい。Web 上には up されているが。
②後半のトピックは特異的ではないか。前半の数学の方法というところが，どこまで他分野のこと
を考えているのであろうか。また教育という文脈で報告書を書いていく必要があると思った。
③他分野の報告書も視野に入れる必要があるのではないか。
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④数学が前面に出てきていすぎる気がする。リテラシーは万人が前提だと思うが，もう少し対象を
限定していってもよい気がする。
⑤数学を作っていくプロセス面の表現をもっと強めたい。
⑥数学と数学教育とはあまり違わないと思っていたが，これを読んでみて，数学と数学教育，数学
者と数学教育者は大きな違いがあると感じた。
⑦表紙には「for all Japanese」と書かれているが，数学が分かっている人でないと，分からない内
容になっていると感じた。内容の伝え方の工夫を考える必要がある。全ての人のためのリテラシ
ーであるが，読む人のターゲットを絞っていくことも必要ではないだろうか。効果的に伝えられ
る人を読者のターゲットにした冊子構成が必要だ。
⑧数学者の目から見た報告書だと感じた。数学教育者が大切にしている部分は，数学教育者が主張
していくことの大切さを感じた。
⑨数学教育者が考えているものを主張していく必要があると感じた。
「科学とは」
「数学とは」とい
うことを考えるときには，そのようなことを専門にしている哲学者の協力が必要であることも感
じた。
３．数学観（主題１）の検討（國本）
（１）発表（國本，資料３）
数学観について，スティーン，テュイリエをもとにまとめた。特に，テュイリエを中心にまとめ
た。
スティーン『世界は数理でできている』
（三輪辰郎訳，平成 12 年，丸善）によると，
「数と形，
つまり算術と幾何は，数学者が働く多くの媒体のうちの二つにすぎない。活動的な数学者は，パタ
ーンがどこで現れようとも，それを探し求める」として，パターンとしての数学について述べてい
る。スティーンのような立場に立たないと，リテラシー論の議論ができないのではないか。
ピエール・テュイリエ『ニュートンと魔術師たち 科学史の虚像と実像』
（高橋純訳，1990，工
作舎）によると，数学の発展には，内的要因，外的要因（応用）
，文化的要因がある。数学者は初め
から厳密な公理体系にしたがっていたわけではない。それは，19 世紀末から 20 世紀にかけて抽象
的構造を編み出してもかまわないと思うようになったということによるということを知っていなけ
ればならない。
私は，数学教育学における数学観というのは，ポパーやラカトシュなどの立場に立つことがよい
と考えている。ラカトシュはポパーの弟子なので，ポパーから始まることになる。ラカトシュは，
数学は「はじめは何らかの問題の解を求めようとするのであって，純粋イデアの世界を探って完璧
な公理を発見しようとするものではない」とし，無謬主義的数学観である「数学がたどってきた現
実の発展過程をありのままに考えることを許さない」ということを問い直す。つまり，
「多様性と試
行錯誤を通じて数学が実際に歩んできた経験をわからせてくれる」可謬的認識論を確立しようとし
ている。
ザイデルは証明そのものを研究していた。数学者コーシーの例を挙げて，証明そのものを研究す
ることによって，新たな理論をつくりだしていた。このような態度が重要であろう。
科学至上主義への批判。科学がいつも素晴らしいもので，それに頼ればいつも何とかなるのでは
ないかと考えることは，おかしいのではないか。このような態度から出発することが大切である。
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「分析の仕方が重要視されるあまり，全体的ビジョンや総合が忘れられてしまいがちである。
」
（２）質疑応答
①数学や，数理科学などが変貌しつつあるが，
「数学はまったく正しい」というイメージがある。そ
れは学校数学がつくりあげてしまったのだろうか。今の提案のように，数学観をとらえ直してみ
ることも大切だろう。
←科学者が政府と結託して何か悪いことをしていないか，科学者はそのようなことを突き付けら
れている。科学を支えているのは数学である。そこで我々は，数学の限界のようなものも知っ
ておくべき必要があるだろう。
②ラカトシュのところで「一方には「発見の経緯」があり，もう一方には「証明の道筋」があると
いう区別を取り払う必要があるのだ」の「取り払う」とは何か
←「証明と論駁」のなかで，多面体の定理自身を疑うという場面がある。
→ポリアのヒューリスティックスとの関連はどうか。
←ポリアはいつも数学的な問題から入る。だから外している。
←ラカトシュのところはポパーとの関連で，報告書に入れていきたい。
③われわれ数学教育学者は，数学が素晴らしいものであり，数学で教育するということは素晴らし
いものであると思っているが，それでよいのだろうか。
←ドイツの数学者は，哲学などをしっかりやらないといけない。
←大学の数学課程の研究はあるのだろうか。
←岡潔なんかは，すごい数学者だったが，家族から家族として認められていなかったと言われて
いる。
←理想的な数学者とは。
←たとえばヒルベルトはどうだろうか。社会とどのように関わっているかということで測れるの
ではないか。フォン・ノイマンなども参考になる。
④数学観によって教科書はどのように変わるのだろうか。数学的リテラシーを語るための教科書は
どのようなものになるだろう。
←まず能力だろう。数学するためには，どのような能力がほしいだろうかという観点で書くだろ
う。例えば，数学化する能力に焦点を当てるなど。
→能力を先に出していくと，内容はどうなるのか。
←それほど変わらないだろう。
←昭和 30 年の高校の学習指導要領の「中心概念」と同じ考えだ。
←PISA なんかはどうだろう。
→能力が先に書かれている。Big Idea も能力であろう。フロイデンタールも数学者だったが。
←テュイリエからみれば，フロイデンタールも分かりやすい。フランスでは有名な人である。
⑤能力で記述していくと，パターンや可謬主義との兼ね合いはどうなるのか。
←スティーンは，能力で見て書いている。Wittmann が「過程としての算術」というものを書い
ている。問題を解きながら数学が生まれてくるというものである。
←ビショップの考え方とも近いだろう。
⑥可能ならば，１ページだけでも数学的リテラシーとはこういうものであると，書けるとよい。
←「現実を数学化し，データを評価する」というテーマで中学校の先生と共同研究をしている。
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動物の脈拍と寿命を扱っている。反比例で近似できる直線が出てくる。能力形成を目指してい
る。
←資料２の中で，
「数学第一類」
「数学第二類」の問題から入ることについて触れてある。能力を
示しながら，私たちが主張したいことを書けないか。
←そのような物を書くときに，いつも気をつけなければいけないのは基準である。どのような配
列で記述していくのか。
←学問の体系とは別に，このような能力をイメージしているというような形式で記述できるので
はないか。
←数学的リテラシーを見ていると水平的数学化であろう。数学を数学化する垂直的数学化の議論
がないのではないか。
⑦数学的リテラシーの育成を能力から入っていくというのは重要な提案だと思う。
また，
その際に，
数学化の垂直方向の議論がないと薄い議論になってしまうということもきちんと考えていく必要
がある。
４．社会で一般人が数学的リテラシーを保持・発展させる枠組み（主題６）
（重松）
（１）発表（重松，資料４）
社会で一般人が数学的リテラシーを保持・発展させる枠組み（主題６）について，次の 10 の視
点から検討した。
(1)数学的リテラシーと個人の成長モデル，(2)第 1 案の検討，(3)科学系博物館における「科学的
リテラシー涵養活動」の体系，(4)数学教育的リテラシーアンケート結果，(5)数学を活用する職業，
(6)日数教会誌等調査，(7)アメリカの新しい Common Core State Standards for Mathematics，(8)
科学技術と社会に関する世論調査・調査票，(9)数学の振興や若手人材育成の具体策を提言，(10)イ
ンターネットでの質問。
(1)数学的リテラシーと個人の成長モデルでは，縦軸に人間の成長（胎児，幼児期，青年期，社会
人基礎，社会人実践，社会人成熟，人間人）を置き，横軸に数学的リテラシー（感性の涵養，知識
の習得・理解，数学的な思考習慣の涵養，状況対応力の涵養）を置き，その座標の中にいろいろな
モデル（社会人基礎では，車購入モデル，仕事モデル，興味関心モデル，子育てモデル）を入れて
みた。
(2)第 1 案の検討では，①基本的課題，②社会で数学的リテラシーを保持・発展させていくには，
社会でいろいろな機能が必要になる，
③社会と数学のインターフェイス，
④社会から学校への視点，
⑤具体的な提言対象，の 5 点から検討した。
(3)科学系博物館における「科学的リテラシー涵養活動」の体系では，4 つの目標（感性の涵養，
科学的な思考習慣の涵養，知識の習得・理解，社会の状況に適切に対応する能力の涵養）と 5 つの
世代（幼小期，小中期，高大期，子育て・壮年期，熟年・高齢期）から体系づけられている。
さらに，(4)数学教育的リテラシーアンケート結果では，本研究会メンバーの回答結果を挙げ，(5)
数学を活用する職業では，アメリカの数学ポスターが示され，(6)日数教会誌等調査では，企業が求
める数学教育，数学の社会的必要性，があることが示され，(7)アメリカの新しい Common Core
State Standards for Mathematics では，
「society」と言う言葉が注目され，(8)科学技術と社会に
関する世論調査・調査票では，平成 16 年 2 月の調査票が示され，(9)数学の振興や若手人材育成の
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具体策を提言では，日本数学会の対応指針 H22.7 が示され，(10)インターネットでの質問では，数
学が役立っているかなどへの回答が調べられた。
（２）質疑応答
①国立科学博物館の「世代別科学リテラシー涵養」はどうか。
←数学的リテラシーに合う新しいのを作る必要があるだろう。
②成人にとってどこまでの知識が必要か。
←三角関数と無理数は必要だと，よくいわれる。
←能力では難しい。やはり具体的に内容で示さないと難しい。
←本人は三角関数を使ってはいないと思っているけれども，
使っているという場合もあるだろう。
大工は意識せずに三角比をよく使っている。
←大人になって勉強し直したという場合もあるだろう。
←その勉強し直した場はどこか。社会教育か，職場での研修か。
③資料の「企業が求める数学教育」は一部上場企業約 2000 社に質問紙を送って得たデータである。
表 1 は縦軸のデータ以降が能力的なものであろう。質問紙に家庭等のデータを入れると，うまい
モデルとは言えないだろう。よりよい市民として生きていくためのリテラシーがアンケート項目
に入ってくるとよいだろう。
④会社で働いていない人が数学的リテラシーを持てるというのが大切だ。よりよい市民として生き
ていく，人として生きるということで。さらに，学んできたものを世の中に返していく，よりよ
い社会を築いていくということで。
⑤子育てモデルで，年代別の行動のモデルを示せる。子どもを博物館に連れていくということは，
そのよさを知っているということであろう。
←この主題６は，太田先生たちの主題４とつながる。
⑥「数学は役に立たない」と言っている人たちをどのように扱うかが問題であろう。年齢でくくれ
ない面もある。
⑦「数学ポスター」
（Mathematical poster）で検索すると，たくさんネット上で出てくる。
←諸外国は，数学は数学教室で学習することがあるから，よく掲示してあるのだろう。
←数学ポスターを作るというのは，数学的リテラシーの良い学習になる。
⑧アメリカで最近出された「Common Core」には，社会との関係で数学を学ぶということが強調
されている。
←このアメリカの文書から日本の名前が消え，韓国やシンガポールなどの名前が出ている。
⑨主題６と主題４がつながっていく。また，考えてみると，これまでやってきた社会を対象とする
調査研究の中に実は数学的リテラシーのことが入っていたということも分かった。主題６につい
ては，異なる角度からもう一度考えていく必要がある。
５．個人の生涯における数学的リテラシーの様相のモデル（主題３）
（太田，西村，熊倉）
前々回のグループ別の討議で主題 3 を担当した 3 名が発表した。まず，前々回のグループ討議の
様子が紹介された後で，次の発表がなされた。
（１）発表（太田，資料５）
「個人が生涯の時々において，当面する問題を解決し，民主的社会の一員としての役割を果たし
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（解決すべき問題を見出して取り組み）
，豊かに生活する」という状況の具体的場面として次の２つ
の事例を選んで分析した。事例１は，美術や音楽等に関する数学の本を読む（成人）
（牟田淳（2008）
『アートのための数学』
（オーム社）
）
，事例２は，ゴミ問題を考えるために資料を読む（例えば中高
生）
（東京都教育委員会「東京の環境問題」中高生向 web）である。分析する観点としては，数学的
リテラシーの構成要素案の「数学の能力」を用いた。
分析の観点として「数学の能力」を用いた理由は，次の通りである。生涯の様々な場面で当面す
る問題の解決や，社会の一員としての役割を果たすという場面では，課題の特質にかかわらず数学
的モデル化の力が必要である。一方，数学の内容項目（知識や技能）は必要に応じて調べることが
できればよいのであって，既習の知識だけで解決するというより，新しい知識を取り込みながら考
えることの方が多いかもしれない。このように考えると，
（内容に依存しない）数学の方法を柱に考
える必要がある。
分析は，縦軸に事例の中の各場面を取り，横軸に数学の能力を取った２次元の表の中に，それぞ
れの場面に即した能力を記入することで進めた。分析を通して，次のようなことを考えた。
①学校教育での算数・数学の内容は（特に中学校以降は）
，その内容を通して「数学の能力」を身に
つけるという役割をもっていると考えるのが妥当だろう。②「算数・数学の能力」に対応させて枠
を埋めながら，どうしても身に付け忘れてはならない知識技能は何かを考えると，あまり多くない
ことがわかる。内容を通して方法を学んでいると考えられる。③今回の方法で分析すると，想定す
る場面によって表のどの項目が多く埋まるかという特徴が表れることが予想される。それらを総合
すると，全ての項目が埋まることになるだろう。④小，中，高など成長のどの段階で考えるかによ
っても，表のどの項目が多く埋まるかという特徴が表れることが予想される。たとえば成人であれ
ば，
（場面にも依存するが）
「算数・数学で前提をもとに確かめる」
「現実の問題を算数・数学の問題
に直す」等の項目がほとんど埋まる。小学校であれば，
「算数・数学できまりや方法などを見つける」
「算数・数学で多様に考える」
「算数・数学のきまりに従って処理する」などの項目が多く埋まるの
ではないか。
（２）発表（西村，資料６）
数学的リテラシーの能力面の構成要素は，
「算数・数学の力」と「算数・数学と社会をつなげる力」
で網羅されていると考える。そこで，
「数学的リテラシーの様相のモデル」としては，それらを包括
する枠組みを考え，大枠として，発達段階に応じた発達の様相を示す必要があると考えた。そこで，
数学の本質，数学の構造，数学の体系，算数・数学を生み出すことに関わる「数学内のつながり」，
社会の事象を理解したり解決したりすることに関わる「数学と社会のつながり」
，文化に関わる「数
学と文化のつながり」の 3 つの軸を考えて，それぞれの軸に関わる構成要素（理解・能力・態度）
が小・中・高と高まっていく。その推進役となるのが，数学の学習内容である。
（その内容としては，
数学Ⅱ・数学 B まで，すなわち，指数・対数，三角関数や微積分の概念，ベクトル，統計的推論，
数列までを含めたい。
そして，この「数学的リテラシー」を身につけた人は，さまざまな場面において対処できると考
える。
（３）発表（熊倉，資料７）
算数・数学で学ぶ知識や技能が役立つ具体的な場面として，ラーメン屋での予想とタクシー料金
の支払いを事例として挙げた。
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ラーメン屋での予想は，
「開店２周年を迎える 12 月１日までの来客数の総数は何人でしょうか。
ヒント：開店日から 11 月 1 日までのお客さんの総数は 123441 人です。
」というクイズに算数・数
学を使っておよその総数を答えるものである。
タクシー料金の支払いは，
「2 人で 1 台のタクシーに乗り，順に家を周って遠い私がタクシー料金
3600 円（架空の数値）を払った。次の日にタクシー料金の一部を友人にいくら請求すればよいか。
ただし，タクシーに乗った総距離のおよそ半分行ったところで，友人が下りたことにする。
」という
問題に答えるものである。
（４）質疑応答
①リテラシーに，
「テキストを読む」ということが含まれる。比例という言葉を知らなくても，しっ
かり考えることができる。よって，能力が先であろう。
②分野は違うが，
「○○のための数学」という本が最近多い。
←とても多いが，きわめて数学的なものと，そうでないものとがある。
③太田先生の資料の著者が書いている「やさしい数学をちょこっと知っている」というものと，リ
テラシーとは違うものではないか。グラフの合成などは，グラフそのものの難易度によるのでは
ないか。
←ちょっと数学を知って，数学を使いながら，数学の目で見ると，新しいことができるようにな
るという主張だと思う。
←「やさしい数学」というと，世間では小学校の算数というイメージであるが，本書の「やさし
い数学」と世間のイメージにずれがあるだろう。
「やさしい数学」という言葉ではその意図が伝
わらない場合があるのではないか。
←「やさしい数学」
「難しい数学」とは知識の違いだろう。知識としてはそれほど必要ではないだ
ろう。
←太田先生の資料３ページの５章１のグラフは特別な知識がなくても，少し補足説明すれば，色
は比率で表されるということがどんな人にも理解できるだろう。
←このグラフは，本来 z 軸があり，３変数だが，分かりやすくするために２変数で表している。
ｘ+ｙ+ｚ＝１という関係式が本来存在している。しかし，グラフに点をプロットする等の数学
的活動は必要になる。
④日本では中学校ですぐに文字で表す。日常語を読むことが大切だ。能力を高めるもとは内容であ
る。
←内容と能力の関連付けを明確に行わないと，中学校以上の内容はいらないという議論になって
しまう。
←日本の教科書は難しい。概念が分かれば，式で書けなくても。
←日米比較の時，アリスモゴンの問題（格子状の交点に数を入れて，縦，横，斜めの合計が同じ
ようにする）を出すと，日本の子どもは方程式が立てて解けないと諦めてしまう。それに対し
て，アメリカの子どもは方程式が立てられなくても数値を入れたりして諦めない。日本は文字
化するのは早いが，文字化して駄目だと戻れなくなってしまう。
←知識は忘れてもよいというが，その忘却度合いのレベルがあるのではないか。先ほどの垂直化
との兼ね合いも難しい。
←関数の見方さえ分かっていればよいのではないか。
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←日本の指数関数の指導は，式，グラフありき。大切なことは本質である。身につけるべきは知
識の内容の質である。
←三角関数なども，周期的な関数があるということを知らせるだけなら，小学校でもやってもよ
いはずである。
←高校 2 年までの内容，指数関数は欲しい。数学的内容を低くしすぎるのはまずいだろう。
⑤「能力」と「推進力としての内容」というのが面白い。知識はやはり大切であろう。数学の知識
をあてはめながら解釈するのであるから。
←波多野宜余夫などは『人はいかに学ぶか』
（中公新書）で，
「知識が多いほど学びやすい」と言
っている。知識をどこのレベルで取ればいいかということは難しいが，低くしすぎることはま
ずいだろう。
⑥ベースになる概念を，
「活動的に」と「垂直的に」で知識の 2 面性を表せないか。
←「垂直的数学化」については，島田先生の「数学的活動」を思い出すとよい。
←「数学の内容は推進力」というのは興味あるが難しいので例が欲しい。
←報告書を出すときに，典型的な例が初めにあると現場に浸透しやすい。
⑦内容領域間のつながりをつけることも大切だ。
⑧タクシーの問題は，リテラシーという面からはどのように考えるか。
←単純化，理想化という部分が関連している。比で考えるという比例的推論も関係している。ま
た，２種類の説明を聞いて，他方の考え方を理解できるということも大切だろう。
←タクシーの料金は，相手によって変わることもあるだろう。その料金の変化は前提としての数
学だろう。
←Authentic（真の）な問題が大切である。架空の数値は使わない方がよいだろう。
←韓国に寄ってから日本に来るタンカーなどの輸送費の問題も面白いだろう。
←前提を決めるときに数学が使えるということが分かるということが，リテラシーであろう。そ
の料金の支払いを決めるのは，リテラシー以降の問題だろう。
⑨リテラシーにはゴールはあるのか。ゴールとはあるところへ達しようとしているのか。それとも
年代別のゴールなのか。
←時代によって変わるだろう。
←年代別に目指すリテラシーはあるだろうが，究極のリテラシーはないだろう。
←PISA などでグローバル化がもてはやされるが，日本は日本で独自のものを大切にしたい。
⑩場面が大切である。人生や社会の中で，個人や友人との関係で。
←いろいろな場面を共有できるということが大切だ。
11 今日の３つの提案は，主題が異なるのに，いずれも，内容と方法（能力）に関して，
○
「能力の推進

力として内容」というような考え方が示されていて興味深かった。数学的リテラシーを考えると
きの大きな柱になるのではないだろうか。
６．今後について
（１）今後について
①それぞれの主題については，今後も，適時関係者に連絡を取りながら検討を重ねていきたいとの
ことであった。
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②資料８は，発表者が参加できなかったので参考資料として配布するので，検討事項があったら，
直接連絡を取るということになった。
③資料９，10 は，夏の EARCOM5 の発表資料であるとの説明があった。
④資料 11 の構成要素案のアンケートは，時間もないし，さらに内容を修正するとのことで，配布
されただけであった。
（２）次回会合予定
次回は 11 月の予定。後ほどご連絡。
最終年度は，あと 11 月，1 月の定例の会合と，できたら，2 月か 3 月に土日に連続して，エッセ
イ編の読み合わせ会を行いたい。
（文責：長崎，松島）
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数学教育におけるリテラシーについてのシステミック・アプローチによる総合的研究

第 3 年次第 4 回会合（通算第 13 回会合）
議事要録
日時 2010 年 11 月 27 日（土）13:00～17：00
場所 文部科学省ビル ５Ｆ７会議室
出席者
長崎栄三，岩崎秀樹，太田伸也，大谷実，國本景亀，重松敬一，清水美憲，山口武志，
上田雅也，牛場正則，小田友美，熊倉啓之，近藤裕，清水壽典，滝井章，西村圭一，
柗元新一郎，望月美樹。
【特別講演】森田康夫先生（東北大学教養教育院 総長特命教授）
配付資料
（０）第 13 回会合議事次第
（１）数学とは（森田康夫先生）
（２）数学的リテラシー論の立場からの学校数学の目標の再考（清水）
（３）数学的リテラシーの提起する課題と展望（岩崎）
（４）数学教育学研究への問いかけ（長崎）
主な討議事項
１．代表挨拶
本日は，東北大学の森田康夫先生に「数学とは」ということでお話を伺う。森田先生は，日本数
学会理事長，科学技術の智プロジェクトの数理科学専門部会部会長，日本学術会議数学教育分科会
委員長などを務められるなど，数学，数学教育の両方に造詣が深い方である。今日は，
「数学とは」
ということでお話を伺う。
２．
「数学とは」
（１）発表（森田先生：資料 1）
昨年，東北大学を定年退職し，現在，再任用で教養教育を多く担当している。元は整数論が専門
だが，今は数学教育に近いところでやっている。
第一に，数学をその歴史から考えてみる。
最初は，
「定住生活と文明の成立」ということで，チンパンジーからホモサピエンスへ，狩猟生活
から農耕・定住生活へ，そして，人類サイズが大きくなることに伴い文明が生まれた。
次に，
「古代文明」が，メソポタミヤ，エジプト，インド，中国などに生まれた。そこでは，貨幣
が発明され，農地が管理され，暦が作られた。そして，貨幣を使うためには，自然数が必要となり，
測量のために長さの概念が必要になり，実数や図形が認識された。必要性があって数学は生まれて
きた。文明の誕生により，数学が誕生した。
「ギリシャの数学」
。ギリシャは，奴隷制社会であり，市民は働く必要がなく，哲学や科学を考え
る余裕があった。それは知的好奇心を満たすための研究であった。典型例としては，ユークリッド
の『原論』があり，それまでの数学を体系的にまとめた。そこには，初等幾何，自然数，正多面体
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などのことが書かれている。それ以降も，アポロニウスの円錐曲線，アルキメデスの求積法，ディ
オフォンタスの数論などの研究がなされ，レベルが高かった。
「代数の発達」
。０や負の数はギリシャの頃はなく，インドで発見されたと言われている。紀元後
700 年頃と言われている。中国にもそういった考えがあったようである。文字式の概念は，ディオ
ファンタスに由来する。インド－アラビアで長い時間をかけて進歩し，17 世紀にデカルトが現在の
形に整理した。これにより，幾何的な問題が数式の問題になり，解析幾何学が誕生した。そして，
ニュートンの物理法則の研究へとつながった。
「解析学の誕生」
。ギリシャ時代は，ゼノンの逆理に見られるように，無限や極限の概念が未熟で
あった。しかし，アルキメデスは定積分の考えに近い考えを使っていた。微分積分法は，17 世紀に，
ニュートンとライプニッツによって発見され，力学の研究に使われた。17 世紀にはまた，フェルマ
とパスカルによって確率の概念が発見された。
「数学は科学の基盤，科学は私たちの生活の基盤」である。解析学は，その後，オイラーによっ
て発展した。微分方程式などの数学が，自然界を研究する道具として定着する。科学の発展により，
技術が発展し，そして，産業が発達し，産業革命へとつながった。1600 年代にはガリレオの宗教裁
判があった。徐々に考え方が論理的になってきた。科学では，定性的にだけでなく，定量的に表現
することが大切にされてくる。
「無限と極限」
。
ギリシャのころは曖昧であった。
ニュートンやオイラーは，
直感的に考えていた。
極限の正確な理解のためには，実数の正しい理解が必要であり，実数論，イプシロン-デルタ論法な
どの概念が必要であり，これは 19 世紀に確立される。ただし，イプシロン・デルタ論法は，数学
科にのみ教えられているのが現状となっている。集合の概念は，19 世紀の後半のデデキンドによる
が，矛盾を抱えていた。解決は 20 世紀の数学基礎論ができてからであった。
「微分幾何と位相幾何」
。幾何学とは何かが検討され，非ユークリッド幾何が誕生した。19 世紀
中ごろ，ガウス，リーマンによって微分幾何学が建設された。そして，群と幾何学の関係が認識さ
れるようになり，リー群の概念も 19 世紀後半に発見された。長さとは関係のない幾何学である，
位相幾何学が，オイラーとポアンカレによって建設された。
これらの数学が「量子力学と相対性理論」にきいてくる。20 世紀になり，量子力学が作られ，そ
こでは，無限次元空間や確率が使われる。アインシュタインは，物理法則はどうかけるかを検討し
相対性理論を建設した。そこでは，重力は空間の曲がりと捉え，リーマン幾何学の記号を使って空
間が記述された。数学の概念は発見されてから役に立つまで時間がかかるということはよくあるこ
とである。
「計算機と情報科学」
。チューリングが計算機の理論を作った。その後，フォン・ノイマンが計算
機の原理を提案した。そして，真空管の計算機から，電子計算機を経て，半導体の発達で，パソコ
ンへと発展した。その結果，文書が紙媒体から電子媒体へと変わりつつある。携帯電話は第 2 次大
戦中のアメリカで発明された。そして，パソコンが発達し，インターネットとつながった。私たち
の文化が変わってきている。
20 世紀になり「数学基礎論」が，ヒルベルト，ゲーデル，コーエンらによって建設された。数学
で計算可能であることは，チューリングマシンで計算可能であるということが同じであった。情報
科学の計算可能性や計算量の理論は，数学基礎論は近い関係を持つ。私は，ヒルベルトの第 10 問
題
「任意の不定方程式が解を持つかどうかを決めるアルゴリズムを探せ」
を興味を持って研究した。
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結果的には，
数学基礎論を使って否定的に解決された。
無矛盾な公理系や正しい定理は無限にある。
その中で，人間が興味を持ったものが研究されている。その意味で人間が選択を行っている。
第二に，数学を最近の数学の応用から考える。
「通信の安全性」
。テープから CD へと変わり，大量のデータが扱えるようになった。そうする
とエラーが生じる。チェックサムなどのような余分なデータを追加する。この作業をより効率的に
するために，組合せ論（誤り訂正符号）が利用されている。データが大きくなっており，通信媒体
によりミスが生じる。それを回復したい時に使われるのが数学である。また，クレジットカードで
買い物をする場合，人から人へ情報が渡っていく。そのために RSA 暗号が使われる。そこでは，
10 進で 300 桁ぐらいの数の素因数分解は難しいということが使われる。これもどんどん進化して
いる。量子暗号に変わっていくかもしれない。
「画像診断」
。体の外から体の内の状態を調べるのに，X 線からコンピュータ断層撮影（CT）
，核
磁気共鳴画像法（MRI）へと変わっている。これらでは，各方向からの磁気の通過率を変換して画
像化している。フーリエ変換と密接な関係を持つラドン変換が使われている。
「金融工学」
。数理ファイナンスは，証券市場の数理モデルを作り，証券価格がいかに決定するか
に関する学問である。デリバティブでは，この数理ファイナンスが使われている。日本人の伊藤清
氏の確率過程の研究が役立っており，数学の他分野への寄与を顕彰するガウス賞を受賞した。しか
し，日本では，このことが正しく評価されていないようだ。
第三に，数学とは何かを考える。
「数を数える」
。物はいろいろな属性をもっている。それを無視してはじめて数えることが行われ
る。数える能力は，文明発達以前からある程度あったと思われる。定住生活・人類サイズの増大に
より，大きな数を数える必要が出る。
「抽象化と理想化」
。
現実世界の中には，
本当の意味での直線はないし，
空間は重力で歪んである。
また，現実世界には，属性を持たない数や，無限個の列は存在しない。これらは，抽象化・理想化
された，バーチャルな世界である。だから数学は難しいし，美しい。しかし，数学は，現実世界を
認識するための便利な物差しとして使っている。
「数学の世界」
。数学の基礎である集合の公理ですら，連続体仮説や選択公理を取るかどうかの自
由度がある。数学はかなり自由度がある世界であり，整数や実数にも non-standard model がある。
数学の世界は多様であり，必要な問題に応じて，必要な数学の世界を使うべきである。マクロな世
界もミクロな世界も，現実世界はかなり複雑なものである。
「数学を見る」
。数学の世界は，多様なバーチャルなものである。その中で人が興味を持つ対象を
選ぶことで，数学が実世界と関係を持っている。新しい数学の世界を見ることができるのは天才だ
けであり，そのために数学は数千年かけてゆっくり広がってきた。数学は，特殊な能力だから，数
学の世界を見るには訓練がいる。練習すると一部が見えるようになる。芸術と同様に，数学を見る
能力を伸ばすには若い時（5 歳から 10 歳）の訓練が大切。
「タイムスケールの長さ」
。ギリシャの 3 大問題である円積問題，角の 3 等分，倍積問題は解け
るまで 2000 年間を要した。フェルマの問題は 350 年間，ポアンカレ予想は 100 年間かかった。新
しい概念を使って解くことができた。一見やさしそうな問題の中に高度な数学が隠れているところ
がいいところである。200 年前のガウスの 2 元 2 次形式の本，150 年前のリーマン全集，今でも読
まれ，引用される。他の科学分野に比べ，数学は圧倒的にタイムスケールが長い。
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「数学の評価と数学への援助」
どの数学がどのような形で社会の役に立つかは誰も予想できない。
短期的な論文引用数も当てにならない。数学の評価は，数学者が見てよいと思うかを基本とすべき
である。社会に役立つ数学のみを政府が援助するというのは不可能なことである。
「数学の社会への応用」
。第一段階は，社会への応用を目指して，文明の成立と共に数学は生まれ
た。第二段階は，デカルト・ニュートン・ライプニッツらによって，数学が科学技術の基礎となり，
豊かな現代社会が作られた。第三段階は，20 世紀になり，電子計算機や生命科学が発達し，新しい
数学の応用が発見されている。儀我美一氏は，
「数学の海」にいろいろな科学の島が浮かんでいると
言っている。岡本龍明氏は，バーチャルな世界で基本になるのは数学であると言っている。バーチ
ャルな世界では，バーチャルな学問である数学が適している。
（２）質疑応答
①数学を見る，数学を見る能力を伸ばすというが，小中高ではどんな能力を指すのか。訓練とは何
を指すのか。
→数学の問題を考えるということ。円についての性質を考えるなど。答えが見つかり嬉しいとい
うことなど。考えることで考える力が育つと思う。数学オリンピックでは，中学生でトップク
ラスの子がいる。難しいことをやっているということとは限らない。日本はエリート教育につ
いてネガティブであった。今もそれが数学の力を伸ばすのに作用している。
②5 歳から 10 歳で効果的であるというが。具体的な取り組みとしては。
→例えば，芸術でバイオリンを習うように，数学でもできればよい。しかし，それができる人が
いない。数学に興味をもちそうな子どもを集めて教える。部活のようなものとしても考えられ
る。
③日本数学会は数学の飛び級は賛成していないというが。
→矛盾はしていないと思う。大学に入れるということをぶら下げるのではないということ。欧米
のように自然な形で，自分の力を伸ばすという形でやるべきだろう。大学だけでやるのは不自
然。
④自分の興味で数学が作れるのだというが，共通項はどう考えればいいのか。ここまでは共通に学
んで欲しいというのは。
→今の指導内容がベストとは思わない。将来どんな生き方をするかによって必要な数学は違う。
小学校の算数はすべての人の生活に必要だろう。中学校はそうではないと思う。文字式など。
将来使うかと言えば文学者は使わないだろう。しかし，文系に行った人でも，統計を使ってい
ることが多い。文系だから数学は不必要と言うのは間違っている。経済学部などは，本当は理
系というべきだろう。
⑤数学を見る能力とは，思考力，感性か。10 歳いうことだが，それを育てるというのは。
→10 歳というのは，数学が特殊な能力という意味で考えている。もう少しずれてよいと考えてい
る。数学としてどういうのがきれいだと思うか，その感性。また，正しいものを正しいと結論
を出していけるかということ。社会で生きていくためにはいろいろな数学が必要。その基礎は
身につけておかなければならない。そこから面白いものが見つかるかもしれない。
⑥小学校算数はすべての人にとって必要だが，中学数学はそうではないというが，中学数学もその
見方や考え方はすべての人に必要ではないか。
→どうであろうか。
数学を必要としない人にはあまり押し売りをしないほうがよいのではないか。
－440－

もう少し自由度があってよい。興味ある人にはもっと勉強して欲しい。2 次方程式の解の公式
はすべての人に必要であろうか。高校は生徒の質がそろっているので異なる。
⑦小学校では少人数指導をしているが，いろいろ意見が出てこなくて，楽しさ，美しさに気づくと
いうことではうまくいかないことが多い。
→人数が多いと生徒の顔が見えなくなってくる。20 人なら見えるのではないのか。少人数は効率
的であることは間違いないだろう。ただ，整備にお金がかかることが大きい。
⑧数学を見る能力と数学を通して社会を見るとは，違うのではないか。
→数学を見る能力だけではだめだろう。数学は科学の中で中立な存在。ものの価値を見るにはい
ろいろな能力が必要になる。上手に話す能力も必要である。ある程度，人間として成熟してこ
ないと伸びてこないというものもあると思う。
⑨基礎としての認識力の中で，コンピュータが入ってくることで，より高いところが見る能力が育
成できると思うがどうか。
→幾何的なものは，かなり高いものを見ることができると思う。いろいろなところに可能性はあ
る。しかし，高等学校の数式計算など，トレーニングを減らすという形でやると，その副作用
があると思う。いろいろな場面で概算をすることが必要だが，すべてパソコンでやると，その
概算する力はなくなってくると思う。
←現在の高校数学の教科書では数Ⅰ,Ⅱ,Ⅲという微積分に至る学習にはコンピュータの存在はな
いが，これはどうか。
→自分も PC を使う。筆算でやってできる自信があるから。数式のパッケージを，これらしいか
らというという感じで使っていくのでは，考える力は落ちるだろう。
⑩大学生は数学が役に立つとは思っていない。通信や金融で数学を使われているという話に，大学
生はポカンとしている。どうすればいいか。
→「数学を俯瞰する」ということを，今，勤務校でしている。
←最近の数学の使い方はレベルが高いのか。
→数学のレベルが高いし，新しい数学が使われている。
⑪数学そのものは進歩する中で，中高の数学は進歩しているわけではない。これはどうなのか。
→理数科については，
新しい内容も入っている。
一般向けの数学を増やすことは難しいであろう。
新しい数学は理数に向いている人に対して教えていくのでいいのではないか。
また，
微積分で，
置換積分，部分積分などは本当に必要なのか，大学でもよいのではないか。それを減らして，
もっと大切な部分を入れたらどうか。確率などは，本来あるべきものの中でもっと大切なこと
もあるのではないか。
⑫そう言えば，今日のお話で，統計が出てこなかったようだが。
→確率に含めていた。日本で統計を重視しないのは，東大の伝統だろう。統計は数学に含めてい
なかった。世界全体を見ていると統計は大切である。東北大学では文系の学生に対して数理統
計を教えている。受講者も多い。
⑬カリキュラムに関して，細かなテクニックではなく…という話があったが，小・中で何かあるか。
→小・中はよくわからないが，今回の高校の改訂で，線形代数をなくしたことには反対だ。
←線形代数は経済でも使う。行列式も難しくないと思うが。
→2 行 2 列では高校でやるより大学でという話ではなかったか。
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⑭バーチャルな数学は小学校でもある。小と中と質的な違いはあるのか。小学生にとってのバーチ
ャルな世界と，それ以降の中・高で作られるバーチャルな世界。その質的な違いとは。
→他の人が見つけたことを自分が再発見していることと，数学者が初めて作っているとの違いだ
と思う。小学校で写真を多用するのには反対。イラストならいい。抽象化されているから。イ
ラストの人を見て人間と認識する。それが大切。質的な違いはあまりないと思う。千年後には，
今の数学はやさしいと思われているかもしれない。
⑮写真はあまりよくないとのことであるが，MRI の例で，MRI の機械の写真を見てどれくらいの
大きさかを考えるのはいい問題ではないのか。
→本来は，物，写真，イラストとあるといい。
⑯小学校の先生がもつべき数学の力はどのようなものか。
→一番の問題は，小学校の先生になる希望を持つ人は文系の人であること。つまり，自分は数学
は嫌いということだが…。それ以上はよくわからない。教員採用試験も問題。数学に興味のあ
る人をとるということをしていかないといけない。
⑰数学とは，歴史的視点と応用的視点からまとめて，その後，数学とは何かについて，抽象化・理
想化，数学の世界の自由性と多様性，数学のタイム・スケールの長さ，数学の社会への応用の発
展段階などを述べられたのが印象的であった。また，数学を俯瞰する大切さもリテラシーに関わ
ると思った。
３．数学的リテラシー論の立場からの学校数学の目標の再考（清水美）
（１）発表（清水美：資料２，11 月 13 日（土）の日本数学教育学会数学教育論文発表会（宮崎大
会）での「数学的リテラシー分科会」での発表１）
学校数学の目標の再考に向けて，学校教育段階で身につけるべきリテラシーを，将来への準備と
いう面もあるが，子どもの時点で身につけておいてほしいものとして考えた。プレ・キー・コンピ
テンシーのようなものを考えた。そこで，数学的リテラシーを「小学生にこんな場面でこんな力を
発揮してほしい」という形で具体的に考えて，
「たつの子太郎」
「公園の写真」
「人口ピラミッド」な
どの問題をもとに小学生の調査を行った。その際に，数学化の視点（数学を数学化することも含め
て）
，OECD-DeSeCo の「道具を相互作用的に用いる」
，評価問題の 3 要素（内容，過程，状況）を
念頭において考えた。
「たつの子太郎」は，任意単位の意識とその利用，数量，制作の目的，数学外の知識が必要にな
る。PISA の低学年バージョンを考えている感じである。
「公園の写真」は，基本図形に還元されにくい空間情報の把握についての問題である。キー・コ
ンピテンシー，内容の整理，数学的活動，背後には教科間の連携という問題がある。
「人口ピラミッド」は，社会の変化について問う。数学の知識を使いながら。どうしても細かい
各論に意識が向いてしまうが，数学的解釈を現実世界に適用することを大きく扱っている。
（２）質疑応答
①「プレ」をつける必要があるか。違いはあるのか。
→OECD のいうものを出口のものと考えたときの，その前の小学校段階ということでプレと考え
た。
②このようなことを考えると教科間の境界がなくなるのは当然だ。理科，社会はよい算数の教科書
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である。算数はタコつぼなのである。
③調査からわかったことはどのようなことか。また，どこで身に付いているのか。
→子どもはコンピテントであるということ。学校教育で身に付いたものなのかどうかはわからな
い。ゲームで遊んでいる中で身に付けたのかもしれない。
←通常の教育との関係は見ていないのか。
→まだ少人数の調査なので，成績が高い子がよいかどうか，相関があるのかなどは，わからない。
←自然の中で遊ばせるといいといわれる。そういうこととの関連も知りたいところだ。
④すごろく，お手玉などは数，量の感覚として，とてもいい。
→体育系の人と一緒に研究しているが，遊びの中で，
「状況に応じて処する」力が落ちていると聞
く。数学でも同じように細っているということがあるのではないか。
←バーチャルな世界は子どもの方が得意かもしれない。
→物や人へのコミットメントについても。ネットですぐにつながれるが，正面からつながる力は
どうか。
⑤学年に応じての発達段階の違いをどう見るか。
学んでいる内容との関係なども関係がありそうだ。
→そのあたりも，まだよくわからない。
⑥現実現場でどうやって入れていくのかについてはどう考えているのか。
→今はまだ何も考えていない。全体的に PISA に踊らされているところがあると思う。まずは，
身につけさせるべき力の見極めをしたい。教科書の問題で何か工夫ができる問題があれば教え
てほしい。
←こういう問題は大切だが，現実にはこういう問題が学校には広まっていない。問題の開発と同
時に，どうやってそれを具現化するかも考えていかなければならないと思う。
←今回の数学的リテラシーの発表は，指導の問題としてより，それ以前の目的・目標の問題に焦
点を当てている。まずは，目標論をしっかりしなければいけない。長期的なものであり。指導
法の問題は今後の課題であろう。
←指導法に行く前に，どんな教材があるかがあろう。それは小学校の先生の仕事。先生が教材を
考えると変わっていく。
←そうするとまた，教材を考える資質を大学でどうつけていくかということに戻っていく。
→数学的活動というのが入ってきたのも大きな変化。そんなにすぐに変わらない。何に焦点を当
てるかということをまずははっきりさせたい。
⑦この問題を作った発想はどこにあるのか。
→発想というよりも，PISA の問題をみて，そういった身近なもので考えた。また，大仏の大き
さを考える授業などから。
←個々の内容ではなく，数学的なものの見方・考え方で見ているということであろうか。
←発想の根源には，本研究の最初の頃に國本先生が示した多くの原理があるとも考えられる，何
かしら持って考えているということだろう。
⑧数学的リテラシーは，社会を紐解く判断と思っており，今までの判断力と違うと思っているが，
どうか。
→今はよくわからない。数学の外のことが絡んでくる。判断は，数学教育の外からやってくるの
ではないか。
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⑨PISA は内容と方法はリンクしている。文脈と方法もリンクしていると思う。シチズンシップと
いう考えで見ると，判断，価値観というものと絡まったリテラシーを育成していかないと，将来
役立つリテラシーとはならないのではないか。難しいことではあるが。
→そうすると，テーマは大きく，平和，民主主義というものになってくるが，まずは算数・数学
でやっていこうと思う。
⑩課題学習と発想が同じであろう。
４．数学的リテラシーの提起する課題と展望（岩崎）
（１）発表（岩崎，資料３，11 月 13 日（土）の日本数学教育学会数学教育論文発表会（宮崎大会）
での「数学的リテラシー分科会」での発表２）
本研究会では，目的の妥当性を検討することをやってきたということだろう。後期中等教育に焦
点を当てて，広大附属福山中高においてリテラシーについて考えている。
学力と能力を対比させて考えてみる。学力とは，教育課程によって標準化される，測定できる力，
知識，技能，表現，処理，A 問題に加えて B 問題もということになる。能力とは，教育課程によっ
て標準化されない力，学力が内包される，コミュニケーション，対人関係能力，DeSeCo のいうコ
ンピテンシーズである。DeSeCo の 3 つのキー・コンピテンシーを，
「自助」
，
「自律」
，
「交流」とみ
ている。
アカデミズムとリアリズムの対比であり，
教育課程とは学力を保障するためのものである。
国が定める教育課程①と，学校が定める教育課程②とがある。総合的な学習の時間の扱いを考え
ると，小学校ではそれが英語に書き換えられている。高等学校でどういう能力を身につけさせるべ
きか，教育課程①と②でどう育成するかを考える。
科学教育の目標(DeBoer,1991)と日本の教科や活動の目標構成要素との関連(カリキュラム・マッ
プ)と，同様の分析を数学教育ですると，学校教育の数学教育化ということが考えられる。数学教育
では何を担当できるか。その一つとして「クリティカル・シンキング」を取り上げて福山中高で実
践を通して考えている。
「統計は数学ではない」ということについては，統計の中に数学が入るのではないか。統計とは
まず蓋然的，帰納的推論，そこを実証するのに演繹的推論をする。数学を演繹的推論のものとすれ
ば，統計の中に数学がある。統計は現実と接触面を広くもっている。リテラシーを考える上で，確
率や統計は大きな力をもってくるだろう。乱数の事例を扱うが，乱数の定義を学ぶのではなく，乱
数の特性を生徒自身が発見していくという実践である。
理科教育と数学教育の違いとは，理科教育の場合は最新のことが理科教育の中で話題になる。数
学の場合はせいぜい 18 世紀のこと。どうしてか。数学がいかに役に立つか。社会が数学化され，
一方で個人は脱数学化される。その中で，数学がどのように使われているかは知っておくべき（ガ
イダンスできるべき）である。しかし，それが 18 世紀までの数学でいいのか。
リテラシーから見た数学教育を考えるべき。そのためには他の分野，教育社会学，教育方法学の
分野との共通言語を持つべきではないか。
これまでの数学教育は，
「算数」
教育学ではなかったか。
いっても中学校数学教育ではなかったか。
高等学校の数学教育はそこから離れていなかったか。数学教育は，200 年 300 年先を考えるわけに
はいかないのではないか。
（２）質疑応答
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①数学と言うとき，過程としての数学と，結果としての数学とあるが，どう考えているか。フロイ
デンタールは，学校ですべきことは数学化であるということを言っている。
→過程に強調点を置くなら，話題はトピカルでよいことになる。体系はどうなるか。
←垂直的数学化は，そのプロセスを経て体系化するということである。既存の数学を頭に描いて
それを教えるとなると，がんじがらめになる。
②清水先生のご発表の時にもあったが，
「数学教育出口論」とは何か，どのように関係するのか。
→「数学教育出口論」とは，
「数学教育は数学は役に立つという出口さえ作っておけばよい」とい
う考え方を指しているようである。そこでは，
「数学の本質」がおろそかになるとの批判がこめ
られている。出口論を言う人は，数学についてプラトニストであるということがあろう。勝手
に出口だけ作っておけばプロセスは自由だという考えをもたれているところに対する指摘では
ないか。
←プラトン主義とは数学に対する一つの立場で，数学は絶対的な真理として存在するものと考え
るものである。絶対的な立場から見れば，数学が役に立つということを考えるのは無意味とい
うことであろう。その点で，リテラシーは「実用」とみられているから，反発されているので
あろう。数学的リテラシーを語るときには，数学観についても触れる必要があろう。
③数学的リテラシーは，キー・コンピテンシーの一部であるということに気をつけておかなければ
ならない。高校の数学の改善を考える際に新たな枠組みを考えるのか
→新たな枠組みを考えて行うというのは現実的でない。現実で何ができるかを考えるべきだと思
う。国定の他に，自前でどのようなものを持つかということを考えている。
←高校で他教科の先生を巻き込んで考えるとき，どちらが現実的かは一概に言えないところがあ
る。
→科学を支えるリテラシーになるか。本校では，養護教諭も巻き込んだ取り組みをして，そこが
うまくいっている。
④数学が社会で使われていくのは大切であるが，18 世紀までの数学でいいのか。
→数学者との連携も必要だろう。
⑤リテラシーというと役に立つということが頭に浮かぶ。ペリーが 1901 年の「数学の教育」の講
演で「数学教育の有用性」ということをいったが，その第 1 は「高い情操を養う」であった。そ
こを押さえることが大切。教育では人間形成ということを忘れてはいけない。
←そのとき，小倉金之助は「有用性」と「実用性」とは違うと述べていた。
５．数学教育学研究への問いかけ（長崎）
（１）発表（長崎，資料４，11 月 13 日（土）の日本数学教育学会数学教育論文発表会（宮崎大会）
での「数学的リテラシー分科会」での発表３）
数学的リテラシーの枠組みをきちんと考えようとした。まず，数学教育への現代社会への要請に
ついて述べた。学校教育で学んだことは保持されているのかということと，成人段階で必要な能力
を考える必要性である。
次に，数学的リテラシーを考える視点として，民主主義，高度情報化，生涯学習社会，地球の持
続可能性，学ぶ意味を共有した社会を挙げた。
その次に，リテラシーという視点を持った数学教育を考えた。第 1 に，学校ですべてを身につけ
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なければならないのかということを考え，人間の生涯を視野に置くことを述べた。しかし，そのた
めにはシステムを大きく変える必要が出てくる。第 2 に，学校教育には，現在の自己実現と未来の
ための準備があることを述べた。なお，EARCOM の原稿を作った時に，自己実現をアメリカ人に
理解してもらおうとすると「楽しむ」ということであったのが印象的である。第 3 に，多様な文化
を総合することであり，そこには協調がある。
次に，リテラシー育成のカリキュラム構成を考えた。第 1 に，人間・社会・文化における課題に
よる構成，第 2 に，数学的能力の可視化，第 3 に，全体的な関連付けと俯瞰（今やっていることに
ついて，全体の中での意味を知ること）を挙げた。先ほどの森田先生も俯瞰ということで数学で同
じことを考えているようだった。俯瞰の例としては，科学技術の智の「曼荼羅」
，島田茂先生の「数
学的活動」の図，秋山仁先生の「数学世界」の図（
『ILLUME』
）などがある。
数学的リテラシーの学校のカリキュラムを考えるには，時間がかかるということで，アメリカの
例が参考になる。1985 年にスタートしたアメリカの「プロジェクト 2061」は現在でも続いている。
時間がかかるということ。ひ孫ぐらいに財産が残せればいいのではないか。
日本では，新教育課程の「数学活用」が一つの例になるのではないか。
最後に，数学教育学への問いかけとして，数学教育学の研究とは何であるか，
「そもそも数学教育
とは何か」という問いにどう応えるかについて考えた。算数・数学教育は，社会や成人にどのよう
に貢献できるのか。このようなことに関連した最近の動きとして日本学術会議「大学教育の分野別
質保証の在り方」での議論があるが，そこには，数学教育学は入っていない。それならば，そうい
うものを，私たちが作りたいと思っている。私は，数学教育学は，哲学的・科学的・技術的・芸術
的な側を持った総合的な学問と捉えるようになってきている。つまり，数学教育の研究は必ず科学
的になさればならないのか。科学的にできないところに大切なことがあるのではないか。
このようなことを考える意味でも，数学的リテラシーの継続的な議論が求められる。
（２）質疑応答
時間がなくなってしまい，質疑応答は省略した。
６．今後について
（１）次回会合予定
・次回の第 3 年次第 5 回（最終回）は，12 月 25 日（土）
。そこでは，最終報告書に載せる各自の
エッセィの原案の紹介の会としたい。
・来年 1 月に，瀬沼先生の科研で海外の方を呼んで「表現力」のシンポジウムが予定されている。
本科研でもそれに出席できるように考えている。
（文責：長崎，近藤）
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数学教育におけるリテラシーについてのシステミック・アプローチによる総合的研究

第 3 年次第 5 回会合（通算第 14 回会合）〈最終回〉
議事要録
日時 2010 年 12 月 25 日（土）13:00～17：00
場所 国立教育政策研究所第 1 特別会議室
出席者
長崎栄三，瀬沼花子，太田伸也，國宗進，重松敬一，清水美憲，相馬一彦，二宮裕之，
日野圭子，山口武志，阿部好貴，上田雅也，牛場正則，久保良宏，熊倉啓之，近藤裕，
島崎晃，清水壽典，西村圭一，松島充，柗元新一郎，望月美樹。
配付資料
（０）第 14 回会合議事次第
（１）研究メンバー一覧
（２）今後の諸調査案（長崎）
（３）研究成果報告書の作成（案）
（長崎）
（４）第 3 主題「個人の生涯における数学的リテラシーの様相のモデルを考案すること」の進め方
とまとめ方（太田）
（５）数学的リテラシーについての調査集計案（松島）
（６）入間地区算数数学教育研究会『算数数学科学力調査報告書平成 22 年度』
（島崎）
（７）各自のエッセイ案
①数学的リテラシー研究における学際性と独自性（仮題）
（阿部）
②教科教育学のよりよい構築のために‐2010 年の 3 つの実践を通して‐（上田）
③数学を指導する目的（牛場）
④考える過程にある数学の方法（その数学教育的価値）への着目（太田）
⑤本研究を通して考えたこと（國宗）
⑥数学的リテラシー（コンピテンシー！）育成のための教材例（國本）
⑦数学教育における統計指導の課題とリテラシー（久保）
⑧「数学」と「数学教育」と「数学的リテラシー」
（熊倉）
⑨「現在と将来にとって」
，
「すべての人にとって」の算数・数学教育という視点（近藤）
⑩本研究を通して算数・数学教育について考えたこと（重松）
⑪数学的リテラシー論の立場からの学校数学の目標の再考（清水美）
⑫「本研究を通して算数・数学教育について考えたこと」エッセイ案（相馬）
⑬批判的思考力の育成を（長尾）
⑭卓越した数学的リテラシーを育成するために（西村）
⑮自らの学習理解を的確に捉えることのできる能力の育成（二宮）
⑯本研究を通して数学的リテラシーについて考えたこと（山口）
⑰複合単位の小学校での扱いを考える（日野）
⑱数学的リテラシーの実現を図る算数・数学授業の実現（松島）
⑲調査結果から見える中学校数学科教師の統計のリテラシー（柗元）
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⑳本研究を通して算数・数学教育について考えたこと（望月）

主な討議事項
１．代表者挨拶と今後の研究のまとめ方（長崎）
代表者より，年末の 12 月 25 日という貴重なお忙しいときにお集まりいただきありがとうござい
ますとの挨拶があった。
資料２をもとに，本科研で今後行う予定の調査として次の 4 つが提案された。①科学博物館・科
学館における算数・数学に関する展示・事業・報告書等に関する調査，②メディア関係者の数学的
リテラシーまたは算数・数学教育に関する意見，③数学的リテラシーに関する教師用調査，④算数・
数学の力の調査（実施時期未定）
。当初の研究目的では，これらの 4 つの調査は，6 つの課題に絡め
たものであったが，もろもろの事情で遅れており，調査結果は，可能な限り最終報告書に含めるこ
ととするが，最終報告書に間に合わない場合には，適時，学会等で発表すると説明された。
資料３をもとに，研究成果報告書の構成，書式等が提案された。構成としては，①6 つの課題に
ついて，②論文発表会から，③リテラシーに関わる各論，④本研究を通して算数・数学教育につい
て考えたこと，⑤実践記録から見たリテラシーなど。原稿締め切りは，平成 23 年 1 月 24 日（月）
。
これらの提案をもとに今後の研究のまとめ方について検討され，了承された。
２．数学的リテラシーの様相のモデル（主題３）（太田）
（１）発表（太田：資料４）
資料４をもとに，第３主題の「個人の生涯における数学的リテラシーの様相のモデルを考案する
こと」の進め方とまとめ方について，これまでの分析結果を参考にして，説明された。これまでは，
第３主題のグループだけでやってきたが，メンバー全員で取り組みたいとのことであった。
方向性として，次の２点を考える。①就学以前，小学校，中学校，高等学校では，算数・数学の
適切な内容の学習を通して算数・数学の能力（方法）を身につけるとともに，算数・数学の学習以
外の場面で算数・数学の方法（内容も）を使う。また，大学や専門学校，卒業後については，多く
の場面で算数・数学の方法を使う。②算数・数学の方法を用いる場合と用いない場合とで，思考判
断や行動に違いが出る。
方法としては，それぞれの時期に対応する本や雑誌や新聞などを分析し，どのような算数・数学
の力（方法)を用いているかを調べる。モデルを考えるための数学的リテラシーの構成要素としては
「数学の能力」を用いる。(それぞれの能力の詳細は「算数・数学の力の構造化」『算数の力』東洋
館，pp.40-59)。
分析対象としては，就学前では「子ども向けの本」や「幼稚園や保育園・家庭での生活場面」な
ど，小中高等学校では「他教科の教科書」「特別活動」など，大学・専門学校では，OECD・P IAAC，
ベネッセ・ジェネリックスキル，リクルート・SPI2，ビジネス数学検定など，卒業後の社会生活・
日常生活では「地球の持続性」「民主主義」等に関連する書物や活動，新聞，雑誌など。
まとめ方については，就学前，小学校，中学校，高等学校，大学や専門学校，卒業後の「生活」
中で，…等の能力が求められている，その能力は…との関わりで求められている，などとできれば
よいと考えている。内容については何らかの順序性を付けたい。個々の分析結果は1月17日まで送っ
ていただいて，中間的でも成果報告書にまとめを載せるようにしたい。算数・数学の方法，力が用
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いられる場合とそうでない場合が明示的に示されればよいと考えている。
具体的な作業は，エクセル上で，一番上の横の行に，算数・数学の力の中項目が入っているので，
対象の資料をもとに，その左端の列に場面を書き込んで，それに対応する具体的な方法・力を，そ
れぞれのセル（欄）に記入するようにする。
（２）質疑応答
①分析対象の例が挙がっているが，自分で好きな本を選んで分析してみてよいのか。
←その通り。一応，リテラシーとして全員に必要なものとして，地球の持続可能性や民主主義に
関連したものをまず挙げた。また，本 1 冊すべてではなくて，その一部でもよい。
②社会における算数・数学というのは，これまでも憲法や税金や新聞などについて分析されてきた
が，それらは，数学の内容，例えば，分数などがどの位使われているかであった。今回は，それ
とは違い，数学の内容とともに方法や能力にも焦点を当てている。
③補足的な説明であるが，
これまでの分析では，
それぞれの方法について内容を入れようとしたが，
それが難しい。例えば，
「カテゴリーを作る」というのが多々あったが，それが数学的な分類にな
るかどうかの判断が難しかった。全体集合を意識しているかで見るようにしたが。
④まだ確立した方法ではないだろうが，このような分析から何か見えてくるようなものがあるので
はというようなところもあるが，新しく提案させてもらっている。隠れた算数・数学が何か出て
くるのではないかと期待している。これを作っていくと，集計表の入る欄と入らない欄がはっき
りしてきて，社会における数学が見えてくるのではないか。
⑤方向性に「用いる場合と用いない場合」とあるが，この区別は難しいのではないか。
←使っていることを意識している場合とそうでない場合を考えたが，
その判断はたしかに難しい。
←この難しさを乗り越える一つの方法として，同じ本を２，３人で分析して，その結果をつきあ
わせて行くということが考えられる。
←研究としては面白いが，はっきりしない部分がある。例えば，数学なのか科学的認識なのかな
ど。
⑥小説などは，入れやすいが，就学時前の絵本などは，集計表のエクセルの欄を特定するのが難し
そうである。
←今は何とも言えない。やった結果から考えたい。○を付けることも考えたが，後でのことを考
えて何らかの情報を残しておきたいということでキーワードや文章で入れるようにした。
⑦数学の力の 40 番台の項目（説明する，解釈する，話し合う）には，何か入るだろうか。
←子どもの活動場面などか。例えば，総合の時間にグループ活動であることを調べるなど。
⑧時間と関心がある方は，ぜひお願いしたい。なお，期日に間に合わない時にはご一報をいただけ
れば，適当に調整したい。
３．論文発表会時の調査結果（松島）
（１）発表（松島：資料５）
11 月 13 日の日数教論文発表会「課題別分科会：数学的リテラシー」の会場で，この主題の発表・
討議が終わった後に，数学的リテラシーに関する調査用紙を配布して回答を求めた結果の報告であ
る。
数学的リテラシーに関する調査用紙は，次の 10 大項目からなる。①基本情報，②数学的リテラ
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シーのイメージ，③成人にもって欲しい数学のイメージ，④教員の学習方法，⑤数学的リテラシー
育成の阻害要因，⑥数学的リテラシーの諸力の妥当性，⑦数学的リテラシーの程度，⑧数学的リテ
ラシーとしての数学の内容・方法，⑨算数・数学の教師がするとよいこと，⑩数学的リテラシーに
ついて自由意見。
論文発表会の会場では約 100 通を配布したが，その後の郵送分を含めて，回収できたのは 15 通
であった。主な結果は，次の通りである。
数学的リテラシーについて，知っているのは 14 名，興味・関心があるのは 15 名，重要であるの
は 15 名であった。
「数学的リテラシーのイメージ」としては，次のことが挙げられた。
・大事なことは分かるが，現
場では実践することが浸透していない，理想的なもの。
・明確な定義の見えない領域。
・日常生活で
数学を活用しようとする能力はとても大切で，生徒たちに身につけさせたい能力ですが，数学的リ
テラシーを身につけさせることができたか評価が難しい。
・生涯，数学と社会・文化との関わりなど
を学び続けていこうとする姿勢やそれを可能にする力に深く関わる能力。
・”リテラシー”という言
葉が”読み書きの能力”ということから，数学をやっていく中で必要とされる能力，という漠然と
したイメージしか持っていません。・すべての人間にとって豊かに生きていけるための数学的能
力。
・現実の問題を解決するための道具として用いる能力。
・概念などを解釈し，説明したり，活用
する能力。
・数学を活用する上での必要な能力，社会と数学との関連。
・さまざまな場面で数学（知
識・スキル・論理・数学的思考を含む）を使って，課題を分析し解決を導き出すこと。
・学習し，構
成された数学的概念を，社会や日常生活に活用していく能力。
・今後の数学教育の目標にして，考え
る視点！。
・社会的要請による数学的能力。
・読み・書き・ソロバン。
「成人」に持って欲しい数学のイメージとして，肯定した人数は次の通りである。①日常生活に
必要 15 名，②美しい 14 名，③すべての人にとって必要 14 名，④言語 11 名，⑤職業生活に必要
14 名，⑥楽しさ 11 名，⑦絶対的な真理 8 名，⑧大部分は計算 2 名，⑨論理的思考力を高める 13
名，⑩発展 13 名，⑪科学技術の発展に貢献 15 名，⑫批判的思考力を高める 11 名，⑬社会的な構
成物 11 名，⑭コミュニケーション能力を高める 13 名，⑮論理で体系化 13 名，⑯パターンの科学
11 名。
「数学的リテラシーの諸力」として，肯定した人数は次の通りである。①論理的に考える力 15
名，②帰納的に考える力 15 名，③類比的に考える力 15 名，④演繹的に考える力 15 名，⑤批判的
に考える力 13 名，⑥発展的に考える力 14 名，⑦関数的に考える力 14 名，⑧多面的に考える力 13
名，⑨近似的に考える力 15 名，⑩創造的に考える力 13 名，⑪グラフを活用する力 15 名，⑫文字
を活用する力 11 名，⑬協働で作業する力 10 名，⑭検証する力 15 名，⑮数学的モデル化する力 13
名，⑯コミュニケーション能力 9 名，⑰自己評価力 12 名，⑱数学的な問題解決力 15 名。
「数学的リテラシーについての意見」としては，次のことが挙げられた。
・科学・産業・社会から
の要請あるいは，社会への貢献と言う方向で議論されているが，どのような社会・文化を創造して
いくかという方向での議論も必要と考えています。
・数学的リテラシー研究の最終的到達地点はどこ
なのか知りたいものです。
・小中段階で，少なくとも「数学を嫌いにさせない」
（出来ないけれど好
き）
，
「数学は，ものごとを考えていく上で欠かせないもの」という認識を持たせたい。
・設問があい
まいであったりするため，答えにくいものが多数ありました。また，選択肢に限界を感じました。・
数学的リテラシーを生徒に身につけさせるために，大学入試の数学の問題に改善を求めたい。
・まだ
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まだ知らないことばかりなので，これから先，少しずつ知っていきたいと思います。
・８．の質問に
ついては，内容と方法は深く結び付いており，内容と方法の具体的なイメージがつかめませんでし
た。
・イメージでも回答しましたが，リテラシーの定義が明確でない面があると思います。それだけ
に研究すればするほど広がっていく領域と考えています。お手伝いできることがあれば，喜んでご
協力致します。
・現場でどのように実践すべきかを提案していただきたい。
・回答項目と質問項目の
ミスマッチがあるのでは。リテラシーを定義すべき。
（11/13 の課題別でも，それぞれがリテラシー
を考えており，統一されていなかった）
。
この結果を活かして，来年実施予定の教師用調査の項目を，改めて，検討することになった。
４．「エッセイ」案の発表
研究メンバーから出された「エッセイ」案を各自で発表した。出席したメンバーの氏名の 50 音
順に発表をしていった。欠席者については代表者が代読した。
「エッセイ」案は，
「本研究を通して算数・数学教育について考えたこと」をテーマとして，原則
として A4 で 2 頁として作成されたものである。発表が 20 件と多く，質疑応答の時間はあまり取れ
ず，ほとんどが発表だけになった。なお，この「エッセイ」案は，研究成果報告書に載せる希望者
は修正して載せることになった。それぞれの主な内容は，次の通りである。
（１）数学的リテラシー研究における学際性と独自性（仮題）
（阿部）
社会的な要請として，学際的な数学的リテラシー研究が求められている。これまでの数学教育学
では，内的必然性が主たる研究対象であった。リテラシーの学際性では，外的必然性が大きく拡張
されうる。その一方で，数学教育研究における独自性を強調する必要がある。その独自性とは，子
ども・数学・社会という 3 つの成分間の関係とその接続の重視である。その 3 つの関係からは，能
力という視点が顕在化される。
（２）教科教育学のよりよい構築のために‐2010 年の 3 つの実践を通して‐（上田）
教室における成員とそれぞれの人間関係，成員同士の相互作用は，授業に影響を与える。さらに
その成員同士の信頼感，あこがれを持って学習を進められる教師の存在，子どもたち自身の構えも
重要である。授業の成否は，子どもたちの構えと授業者の教材研究に向かう構えに拠っている。数
学の論証問題は，社会の中で使える問題にするとよいだろう。論理的な思考力と反省的思考を持っ
て，社会に出てから役立つ数学教育の構築を目指したい。
（３）数学を指導する目的（牛場）
義務教育を通して 2 つのことを身に付けて欲しい。1 つ目は，自分にとって楽しいから数学を勉
強しようとする意欲，知的好奇心である。そのためには，算数や数学を嫌いにさせない授業，教師
自身が算数・数学を好きなことが重要である。2 つ目は，人が現代社会を生きていく上で，なくて
はならない必要最低限の数学の力，つまり，数学的リテラシーである。考える楽しさを味わい，判
断力や表現力を伸ばす授業実践が望まれる。
（４）考える過程にある数学の方法（その数学教育的価値）への着目（太田）
これまで以上に数学の方法に光をあて，その価値を意識的に表に出す必要がある。例えば，空間
図形を見る視点の変更と決定，3 次元の問題を 2 次元の問題に帰着させること，結果を模型に照ら
し合わせて確かめることなどが挙げられる。解決のための問題の単純化，理想化，特殊化，試行錯
誤などの行為が数学の問題を解く本質的な 1 つの方法である。また，子どもが考えるプロセスの把
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握のできる教員養成も重要である。
（５）本研究を通して考えたこと（國宗）
リテラシーの形成に関する議論では，学校教育を抜きにしては語れない。算数・数学科の目標，
内容を，数学的概念の理解と能力形成との両者から示すようにする。それをいかに教育の場で展開
するかが問題になる。それなくして数学的リテラシーを身に付けることはできない。
「数学的活動」
を，学習の過程で育成される能力や意欲，態度の面から明らかにしておくことが重要である。これ
らの議論を一つ一つ確認して作り上げていくことが重要である。
（６）数学的リテラシー（コンピテンシー！）育成のための教材例（國本）
20 世紀初頭にペリーが講演した数学的有用性は，数学教育の目標の多様性に着目しており高く評
価できる。
このような，
広範で多様な立場からの数学教育の目標論を展開することが必要であろう。
数学的リテラシーが話題になるとき，
水平的数学化が想定されている場合が多いであろう。
しかし，
垂直的数学化が伴わなければ，数学化することが実現できるとは思えない。垂直的数学化は小学校
でも指導は十分可能である。
（７）数学教育における統計指導の課題とリテラシー（久保）
数学教育において統計学を位置づけるために，統計学の史的検討，統計学の捉え方について考察
した。その位置づけへの課題は，数学に含まれない統計学の領域の数学教育における捉え方，数学
教育の陶冶・実用・文化の 3 つの目的に照らして統計を検討することである。また，統計的な考え
方に慣れさせるということは大切な視点である。数学教育以外からも多くの示唆を得て，数学教育
における統計指導の意義について明確にしていく必要があろう。
（８）
「数学」と「数学教育」と「数学的リテラシー」
（熊倉）
数学は様々な側面を有しており，人類の発展に大きく関わっている。数学教育は，3 つの目的の
ために教えられ，子どもの発達段階，理解・能力の実態，進路希望などを考慮して，指導の内容，
時期，方法が決められる。数学的リテラシーには，算数・数学に関わる知識・技能，能力，態度な
どが挙げられ，基本的に義務教育段階で教えられるが，将来の可能性を広げる意味で，数学的リテ
ラシーから外れる内容を教えてもよいだろう。
（９）
「現在と将来にとって」
，
「すべての人にとって」の算数・数学教育という視点（近藤）
「現在における自己実現」と「将来のための準備」という視点から，算数・数学教育を見直すと，
数学の内容の理解，数学の能力の形成，数学への好感，の三者の調和が図られた授業のねらいの設
定，そして，そのための算数・数学的活動の計画が重要である。数学的リテラシーは，
「過程として
の数学」を自ら経験することによって身に付くものである。
「すべての生徒にとって」という視点を
もつことで，従来の授業が大きく改善するだろう。
（10）本研究を通して算数・数学教育について考えたこと（重松）
リテラシーに関わるメタ認知を育成する必要があるだろう。
メタ認知的知識は，
その構成過程で，
本人がメタ認知的経験を行うことが必要である。数学教育におけるリテラシーと個人の成長モデル
では，年齢によって，リテラシーを育成する場によって，リテラシーの内容が異なる。今後の検討
点として，リテラシーの視点から見たとき，数学教育はどう変わるのか，教育課程が方法を中心に
展開できるか等がある。
（11）数学的リテラシー論の立場からの学校数学の目標の再考（清水美）
数学的リテラシー及びその関連概念に関する近年の議論を，反省性と社会からの要請の観点から
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考察した。その結果，数学の方法をカリキュラムに明示的に位置づけること，反省性を要求する課
題を準備すること，学習過程全体を数学化の観点から再構成する必要があること，そして，数学に
固有な方法の観点からキー・コンピテンシーを整理して，目標に位置づけることが必要であること
が分かった。
（12）
「本研究を通して算数・数学教育について考えたこと」エッセイ案（相馬）
数学を学ばなかったらこれからの社会に生きる人間として困ることは何か，他教科にはない数学
ならではの知識や考え方は何か，という問いに答えることで，算数・数学の授業を通して身に付け
るべき力を考えたい。そのために，考えることを楽しむ授業を日常化したい。算数・数学の授業に，
予想や比較をこれまで以上に意図的に取り入れることが重要である。決定問題から授業を始め，証
明問題に変えていくことが重要である。
（13）批判的思考力の育成を（長尾）
すぐに取り組める高等学校数学科の指導の改善には，評価の改善と授業研究の推進がある。数学
の内容を確実に理解し，深めるための能力の中心は，批判的思考力であろう。生徒の学習の必然性
に配慮することで，生徒の思考にそって指導を考え，批判的思考力を育てる必要がある。数学的リ
テラシーについて考えるときは，内容より能力を中心に考えるべきである。それは，批判的思考力
だと考える。
（14）卓越した数学的リテラシーを育成するために（西村）
数学的リテラシーを育成するには，第一に内容の学習と並行すること，第二に既習事項を総合し
て用いること，第三に教科横断的に学習すること，のすべての段階が必要である。教科横断的に学
習するには，課題へのアプローチの仕方が重要である。このことについては，国際バカロレア中等
教育課程が先駆的である。数学的リテラシーを 1 つの軸としたリテラシーやコンピテンシーの育成
事例を開発していく必要があるだろう。
（15）自らの学習理解を的確に捉えることのできる能力の育成（二宮）
学習目的を志向する評価を行う場合に，評価結果が，直接的に児童の学習の進歩に役立つことが
最も重要であろう。学習の成果をありのままにとらえようとする試みが Authentic Assessment
である。学習の振り返りやメタ認知研究から，学習の成果は，不断の自己評価活動の集成として捉
えられる。そしてこの本当の意味での学習の成果を，知識・技能を獲得した自分を認識しているこ
ととしたい。
（16）本研究を通して数学的リテラシーについて考えたこと（山口）
教授原理としての数学化，暗黙的な数学，個人の脱数学化，社会的過程としての数学化，を基に，
なぜ今日において数学的リテラシーが強調されるのかについて考察した。それは，
「数学化された社
会に生きる脱数学化された個人」という特質を有する知識基盤社会だからである。個人の価値認識
に着目しながら，数学的リテラシーを捉え直し，その構造化を図っていくことは，算数・数学教育
に課せられた今日的な課題である。
（17）複合単位の小学校での扱いを考える（日野）
子どもの複合単位の構成やその利用については，発達を特徴づける観点の 1 つとして研究されて
きた。算数科においては，複合単位それ自体はあまり強調されていない。2 つの量を対応付けてみ
る考え方として，比例を前提に，複合単位を柔軟に作り出す，また柔軟に利用する力は，数学的リ
テラシーの構成要素となるだろう。その複合単位の学習を中心にした単元を，整数の乗除が一通り
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終わり，乗法の意味を拡張する前に組み入れてはどうだろうか。
（18）数学的リテラシーの実現を図る算数・数学授業の実現（松島）
数学的リテラシーを育成する算数・数学授業の実現のためには，
実践例を掲載した文書とともに，
その土台となる哲学も同時に周知することが重要である。実際の授業では，数学の有用性を感じさ
せるために水平的数学化を組み込むこと，数学的リテラシーの 1 つの要素となりうる創造的思考力
を育成するために垂直的数学化の過程をメタ的に理解させることが重要であろう。また，数学的リ
テラシー育成の学年段階別の系統表の作成が望まれるだろう。
（19）調査結果から見える中学校数学科教師の統計のリテラシー（柗元）
教師の統計に対する素養や統計に対する指導観は十分と言えるのかということから調査を行った。
教師の経験年数，過去の指導経験，統計の素養，コンピュータの素養，統計の授業観，意識の差に
ついて調査した。その結果，統計の知識が不十分な教師が多いことが分かった。統計的リテラシー
の前に，教師自身が統計やコンピュータのリテラシーをつけていくこと，また，つけるための研修
等のあり方を検討することが喫緊の課題である。
（20）本研究を通して算数・数学教育について考えたこと（望月）
批判的思考・反省的思考を育む授業について，角の 2 等分線の作図の実践から考察した。多様な
方法が考えられる問題の提示，解決方法の正誤やその修正方法の検討が重要であろう。また，自分
の考えを言いやすい，間違えても構わない，疑問点を出しやすい，というような雰囲気を作ること
が大切であろう。正誤の判断は，生徒自身に考えさせることが批判的思考につながるだろう。自分
の考えや本時の学びについての振り返りも大切であろう。
５．その他
資料６（島崎）をもとに，入間地区算数数学教育研究会で毎年行われている『算数数学科学力調
査』について紹介された。
６．終わりに当たって（長崎）
3 年間の研究を終えるに当り，代表者から終わりの言葉が述べられた。
これで本日の会合で議論したいことをすべて終わりました。本日は，最終回ですので，私の方か
ら研究代表者としてのお礼などのご挨拶をさせていただきたいと思います。
今回の研究は，3 年間の研究でしたが，実質は 2 年半ぐらいでしょうか，それでも今から思うと
あっという間です。
この研究会の最初に，私は，この研究会では，数学的リテラシーを課題としつつ，それをもとに
算数・数学教育について自由に考えていきたいとお話ししました。この 2 つについて，現時点での
私の考えを述べさせていただきたいと思います。
第一に，自由に考えるということに関しましては，私は，この研究を通して，思考の幅を広げる
ということと，思考を深めるということができたと思っています。思考の幅を広げるということに
関しましては，算数・数学教育をより広い文脈で捉えようとしました。これは，特別講演としてお
呼びした方々の内容に関わり，人間とは，科学とは，また他方で科学博物館，バイオカフェなど今
まで考えなかったことを考えてまいりました。また，皆様からご教示頂いた本などもリテラシーと
結びつけて考えていきました。例えば，この時期，加藤周一という方の本を随分と読みました。最
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近では『現代ヨーロッパの精神』というのは進歩とはということを考えることができて面白かった
です。思考を深めるということに関しましては，数学的リテラシーということから発展して，先日
の論文発表会で発表しましたように数学教育学とはということを考えました。数学教育学は，数学
のような科学だけを向いていてよいのかということです。実はこの科研を始める前からこのような
問題意識はあったのですが，それがより自分の中では明確になってきたと思います。これについて
は今後も考えていきたいと思っています。
私は，算数・数学教育が単にその時代に都合のよい知識や技能を伝えていくだけではなく，子ど
もや社会にとって本当に必要な算数・数学教育を考える必要があると思っています。
そのためには，
算数・数学教育に携わる私たちが，もっと自ら，なぜ，なに，いかになどを考え，そして発信して
いく必要があると思っております。さもないと，算数・数学教育は，教育行政の一手段になってし
まうと思います。特に最近は地方分権の名のもとに算数・数学教育にとって浅はかな動きが見られ
ます。そのようなものに対処していくには，私たちが，自由な思考ができることがより必要だと思
っております。
第二に，数学的リテラシーを課題とするということに関しましては，私の中でその具体化を図る
ということと，枠組みを考えるということで葛藤がありました。この研究会だけではなくいくつか
の学会などにおいても，多くの方々が貴重な発表や意見を述べており，そして話し合いが持たれま
した。さらに，幸いにも，私は，日本数学教育学会，日本科学教育学会の課題別分科会などで発表
させていただきました。お蔭で，いろいろと考えることができました。これらを通して，私は，個
人的には，数学的リテラシーに関する外堀は随分埋められたと思っております。つまり，その必要
性や意義や構造などです。そして，実は，昨年，3 次元モデルを出したときには，さらに一気にそ
の内堀も埋めてしまおうかと思いました。
つまり，
その具体像を提示してみようかということです。
でもお察しのように，思いとどまりました。というのは，そのような具体的なものは，今回の研究
では各自がある程度持てばよいのではないかと思うようになったからです。
多分，算数・数学教育の目的については，抽象的ですので，ほとんどみんなの合意が得られるで
しょう。しかし，教育目標や内容になると，各自の世界観・教育観・数学観が強く反映してきます。
そこで，
具体的なことについては，
今は無理な合意を目指さない方がよいと思うようになりました。
以前ハウスン先生と話した時に，10 人の人間が集まってカリキュラムを作ろうとすると，10 通り
のカリキュラムができるというようなお話しをされたことを思い出していました。
現時点では，具体的なことに踏み込むことよりも重要なことは，数学的リテラシーを考える，ま
たは，人間の生涯とか社会を意識した算数・数学の教育目標を考えるには，どのように考えればよ
いのか，何を考えなければいけないのか，また，何を基準に考えればよいのか，そのような点を明
確にすることが重要だと思うようになりました。多くの人が納得できる，数学的リテラシーを考え
る枠みたいなものが大事なものなのではないかと考えました。今回の 6 つの課題を通して，そんな
ことに応えられればと思っております。
ただし，先ほども言いましたように，研究メンバーの個人としては，自分なりの何らかの具体像
を明確にしたいと思っております。
数学的リテラシーに関連して現在考えている 2 つのことに触れておきたいと思います。
一つ目は，PISA についてです。先日の PISA2009 の結果の発表を見聞きしまして，率直に言っ
て，PISA に対する考え方をそろそろ冷静に見直した方がよいのではと考えました。それは上海が
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トップで，香港，韓国，台湾が上位となっております。上海がトップになったことについて，大き
く 2 つの解釈が可能です。１つは，上海は PISA が目指すような理想的な教育をやっているという
ものであり，もう 1 つは PISA は上海が行っているような猛烈な受験教育に正当な位置を与える測
定でしかないのだというものです。どちらが説得力があるかは言うまでもありません。日本が戦後
の高度成長期に目指していた他国に追いつくために必要な経済的な学力なのです。ところで，私た
ちが，PISA に注目していたのは，リテラシーは，3 つのキー・コンピテンシーの一つであり，あと
2 つは，自律的に活動する，異質な集団で交流する，であるということでした。数学的リテラシー
を考える際に，そういう人間とか社会とかにおける価値を考えて，新しいモデルを考えていく必要
があると思います。
二つ目は，科学技術の智プロジェクトについてです。私は今でもこのプロジェクトに事務局長の
ような形で関わっております。私どもの数学的リテラシーの研究にも，科学技術の智の多くの方々
がご協力いただいたことを皆様もご存じと思います。また，最近も，数学的リテラシーの研究会の
メンバーの何人かの方に，このプロジェクトに関して大変お世話になっております。ところで，こ
のプロジェクトがなぜ続いているのだろうと考えますと，いくつか理由があると思いますが，一つ
は大人としての私たちは，日本の社会や子どもを何とかしたいという高い理想があると思います。
それも日本の発想を大事にしてということがあります。もう一つは，対話によって互いに学ぶとい
うことを大事にする人が多いからではないかと思います。科学技術が大切だから，これに従えとい
うのではなく，共に考えようという姿勢です。私自身が，数学的リテラシーを考える上でも多くの
示唆を得ております。私は現在家庭の事情でいろいろな活動から身を引いておりますが，少なくと
も科学技術の智プロジェクトだけはずっと続けていきたいと思っております。
今後のことですが，今回の科研は 3 年間のプロジェクトですので，これで終止符を打ちます。そ
こで，今後，最終報告書を作ったあとに，ちょっと時間を掛けて，自分なりにきちんと振り返りた
いと思っております。もう一度，数学的リテラシーとは，ということを時間を掛けてまとめ直した
いと思っております。
最後になりましたが，この科研を進める上で，皆様に大変お世話になったことを心より感謝申し
上げます。特に，阿部先生には，研究と事務の両面でお手伝いいただきました。ある意味では，こ
の科研は阿部先生なくしてはできなかったとも思っております。また，今年は事務的な面で松島先
生に大変お世話になりました。さらに，研究所の会議室を使ったり資料の準備をしたりということ
で，長尾先生，西村先生にも大変お世話になりました。本当にありがとうございました。そして，
ご参加いただいた皆様，一緒にいろいろと考えて下さり，本当にありがとうございます。
今後とも，このメンバーがお互いに有意義なお付き合いができること期待しまして，私の挨拶を
終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
最後にせっかくですから集合写真の記念写真を撮りましょう。
なお，本日はクリスマスです。子どもやお相手の方がお待ちのことと思います。どうぞ，写真を
撮った後，すぐにお宅にお帰り下さい。
行き先のない方はどうぞお残りください。私どもで冴えないクリスマスをしたいと思います。
（文責：長崎，阿部，松島）
補遺
第 14 回会合の「今後の研究」で述べられた数学的リテラシーに関する 4 つの調査研究のうち 2
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つの調査結果が，その後，日本数学教育学会誌に掲載された。
１）長崎栄三・久保良宏（2012）「数学的リテラシーについての高等学校の数学科教師の考え方」

日本数学教育学会誌『数学教育』第 94 巻 1 号. pp.2-10.
２）長崎栄三・松島充（2012）「算数・数学に関する科学博物館・科学館における事業等」

日本数学教育学会誌『算数教育』第 94 巻 2 号. pp.2-7.
なお，メディア関係者の算数・数学教育に関する意見は報告書に掲載されたが，児童・生徒の算
数・数学の力の調査は今後の継続課題となっている。
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集合写真：第 14 回（2010 年 12 月 25 日：最終回）会合後
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数学教育におけるリテラシーについてのシステミック・アプローチによる総合的研究
≪人間の生涯を視野においた算数・数学教育≫
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