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RIMS Kôkyûroku Bessatsu
B69 (2018), 33−48

昭和の日本において教えられ,学ばれた幾何学

Teaching and Learning of Geometry in Japan
in the Showa Era

公田 藏
Osamu Kota *

Abstract

This paper is a brief survey of a history of teaching and learning of geometry in secondary
education in Japan in the Showa era  (1926 - 1989) . In the Showa era, drastic changes of
the school curriculum were made several times to cope with the situation at that time, and
school mathematics, especially teaching and learning of geomety was greatly affected by these
changes.

§1. はじめに

昭和期の日本は激動の時代であり,情勢の変化や時代の要請に応えて教育課程は何回も

全面的に改められ,これに伴って数学教育,特に幾何教育は大きな影 を受けたのであ

る.本稿では,わが国の中等教育において明治以来行われてきた 「体系的」 なユークリッ

ド幾何の教育の,昭和期における消長の歴史を概観する.本稿は本冊掲載の [10] に続く
もので,[9] の幾何の部分を少し詳しく述べたものである.

§2. 昭和初期の数学教育の状況

昭和6 (1931) 年1月,中学校令施行規則が改正された.中学校教育の規模の拡大と卒

業者の進路の多様化に伴い,学科課程は第四学年以上では2種類に分けられ,また,全

国画一ではなく,各学校である程度の裁量ができるようにされた.これに伴って,同年2

月,中学校教授要目が改められた.従前の数学教授要目は明治44 (1911) 年制定のもの
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であったから,20年ぶりの改正である.新しい数学教授要目は各学年での教授内容の概

略を記しただけの簡単なもので,冒頭には 「本要目ハ算術・代数・幾何・三角法ノ区別ヲ

ナサズ単ニ教授内容ヲ列挙スルニ止メタリ而シテ其取扱ハ或ハ之ヲ分科シ或ハ之ヲ綜合ス

ル等教授者ニ於テ任意工夫スベキモノ トス」 と記されている.教授内容は従前と大きくは

変わっていないが,教授要目の 「注意」 の一項目に 「教授ノ際常ニ函数観念ノ養成ニ留意

スベシ」 とある.したがって,20世紀初頭以来の数学教育改造運動を取り入れた形での

教育もできれば,従前のような形での教育も可能であった.そのため,教授要目は改めら

れても,全体としては中学校の数学教育は従前と大きく変わることはなかった.幾何に関

しては,第一学年の内容に 「幾何図形」 が取り入れられ,論証幾何学は従前よりは1年早

く,第二学年から教授され,平面幾何の一通りの内容 (基本的な事項) は第三学年までに

教授されることになった.立体幾何,三角法は従前通り第五学年の内容であるが,第三学

年の教材の中に 「鋭角三角函数」 が含められたことは注目してよいと考える.

ついで小学校の国定算術教科書が新しく編纂され,新しい教科書 『尋常小学算術』 (表

紙の色から 「緑表紙教科書」 と呼ばれている) は昭和10 (1935) 年入学の児童から学年

進行で使用された.教師用書の凡例には 「尋常小学算術は,児童の数理思想を開発し,日

常生活を数理的に正しくするやうに指導することに主意を置いて編纂してある」 と記され

ている.数量関係が重視され.低学年から統計や函数にかかわる内容が積極的に取り上げ

られるとともに,図形に関連した内容も大きく取り扱われている.第六学年の内容には,

今日の用語を用いるならば,「数学を中核とした総合的な学習」 が多く取り上げられ,最

後には,極限にかかわる内容も扱われている.

昭和16 (1941) 年3月,「小学校令」 が 「国民学校令」 に改められ,ついで 「小学校令

施行規則」 が 「国民学校令施行規則」 に改められて,いずれも同年4月1日から施行され

た.こうして,昭和16 (1941) 年4月,「小学校」 が 「国民学校」 に改められた.国民学

校令第一条には,「国民学校ハ皇国ノ道ニ則リテ初等普通教育ヲ施シ国民ノ基礎的錬成ヲ

為スヲ以テ目的トス」 とある.これ以降,昭和20年の終戦にいたるまでの教育に関する

法令等には,冒頭に 「皇国ノ道ニ則リテ」 のような文言が記されたのである.国民学校令

第八条により義務教育の年限も従前の六年から八年に延長されたが,義務教育年限の延長

については施行期日が先送りされ,結局実施されなかった.

国民学校では大教科制が採用され,従来の 「算術」 は 「理科」 とあわせて 「理数科」 と

なり,「算術」 は 「理数科算数」 となった.国民学校令施行規則第七条には 「理数科ハ通常

ノ事物現象ヲ正確ニ考察シ処理スルノ能ヲ得シメ之ヲ生活上ノ実践ニ導キ合理創造ノ精神

ヲ涵養シ国運ノ発展ニ貢献スルノ素地ニ培フヲ以テ要旨トス」 と記されている.

中等教育および高等教育の教育課程は,昭和17年,18年と改められたが,数学,理

科に関する科目については,改正はすべて国民学校理数科の要旨の延長上にあるもので
あった.
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§ 3. 数学教育の抜本的改革 — 昭和17 (1942) 年の教授要目改正

昭和17年3月5日,刻下の急務として中学校および高等女学校の数学と理科の教授要

目が全面的に改められ,4月1日から施行された.新しい数学教授要目は,小学校の算術・

国民学校の算数に続くものとして,数理思想の涵養によって時代の要請に応えたものであ

るが,内容も方法も抜本的に改められた.すなわち,生徒のさまざまな作業 (観察,測定,

実験,考察など) を通して (教師の適切な助言と指導により) 生徒に数理を発見させると

いう方法がとられ,創造性を養うとともに,実際に役立つ数学,数学の実用面と応用が重

視された.中学校では,微積分の考えや解析幾何の初歩など,新しい内容がいろいろと取

り入れられた.高等女学校でも取り扱われる内容が増加し,数学および理科教育のレベル
アップがなされたのである.中学校数学の各学年の内容のあらましは次の通りである.

第一類

第一学年 統計的処理

文字ノ使用 ト公式

正数,負数

一次方程式

第二学年 整式

分数式

平方ト平方根

第二類

測量,測定

図形ノ画キ方

図形ノ合同

図形ノ対称ト回転

平行ト相似

直角三角形

円ト球

二次方程式

第三学年 多項式 軌跡

不等式 円運動ト三角函数

対数 三角形ト三角函数

第四学年 箇数ノ処理 投影図及透視図

自然数ト級数 球面上ノ図形

系列ノ観察処理 図形ノ切断

連続的変化ノ考察処理

第五学年 函数ノ変化 円錐曲線

統計図表ノ考察 力ト運動ノ考察

新しい中学校数学教授要目は,昭和6年のものとは異なり,全国画一で,内容とともに

取扱いの方法についても指示されている (高等女学校でも同様) .

幾何については,作図 (定木とコンパスのみによる作図とは限らない) などの作業の重

視とともに,図形の動的な取扱いが大きく取り上げられた.軌跡は,旧来の定義によるの

ではなく,「条件に従って点が動いてできる図形」 として扱われるようになった.

この教授要目は,学問としての数学の体系にはとらわれていない.というより,それを

排除している.特に,幾何については,旧来のユークリ ッ ド幾何教授は意図的に排除され
たのである.
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『教授要目解説要項』 ([17] ) には,幾何について,「中等教育に於ける従来の幾何の行
き方は恰も論理的体系を衒った如き観を呈したのであるが、本要目に於ては真実に生徒の

心理状態に即応することに力め、図形に対する直観力を重視し、論理的体系を必ずしも踏

まぬことにした」 と記され,ついで次のように記されている ([17] , p. 121) .

図形の基本的性質に就いては生徒は極めて単純に何等の疑問をも抱かずに、こ

れを素直に受け容れるものであり又さうなるやうに指導すべきであって、分かり

切った事柄に対して論証と称して不必要な理屈をこね廻すやうに思はせる事は極

力避くべきである。

これは幾何学の公理や公理的に取り扱うことがらについての言明で,その背後には19

世紀後半以来の幾何教育の改良のためのさまざまな主張や試みと,幾何学の発展 (特に公

理的方法) がある.しかし,「当然と思われることがらについては,何らの疑問をもたせず

無条件で受け容れさせるように指導する」 という,今日から見れば 「危険な考え方」 の主

張とも読める.しかし,当時のわが国は戦時下であり,戦争を遂行するためには 「お上」

の指示には無条件で従うことが要求されていた.19世紀後半以降の数学や数学教育の歴

史の知識なしにこの部分をを読めば,当時の時局に合った 「危険な考え方」 のほうが大き

く close‐up されたと考える (そして,そのような読み方をする読者のほうが多かったの
ではないかと考える) .しかし,数学でも自然科学でも,自明と思われることがらに対す

る疑問から新しい考え方が生まれ,新しい学問が創造されてきたのであるから,「合理創

造の精神」 , 「数理思想の涵養」,「工夫創造」 を大きく取り上げるのならば,『教授要目解説

要項』 のこの部分の文言は,一考あって然るべきであったと考えるのである.

この教授要目では,ユークリッ ド幾何学の主要な定理は扱われているが,従前の幾何

の,順を追って定理を導き,一つの定理を証明した後には,その定理 (および既習事項)

からの論理的帰結 (定理の系) を考えるという方法を意図的に排除している.その結果,

既習事項を活用して (生徒にとっての) 未知の問題を解くことはできても,それまで学ん

だことからの論理的帰結を考えるという態度は希薄になった,もしくは消滅したと考え

る.従来教授されてきたユークリッド幾何は,実際の役に立たないと考えられ,加えて旧

体制や西欧思想の 「代表」 として排除されたと考えるが,論理の重視,論証の体系は戦争

遂行には不要である,もしくは障碍になると考えたとも思われる.

この教授要目と従前の教授要目との関連については,下村市郎 (文部省督学官) は昭和

6年の改正,従って数学教育改造運動の考え方との 「連続性」 を強調している ([17] , pp.
19—20).これは,文部省としての教育政策の一貫性・連続性を主張した面があると考え

るが,下村自身がそのように考えていたとも思われる.

昭和17年の数学教授要目は,20世紀初頭以来の数学教育改造運動の主張と,当時のわ

が国における政府主導の国民的運動であった新体制運動 (旧来の体制や価値観を打破して

新体制,新秩序を作る) ,およびそれに呼応しての数学教育再構成研究会 (昭和15年発

足) の研究成果とをふまえ,また,日本の伝統的なものの学び方である,修行によって体

得するという方法を取り入れて作成され,時代の要求に応えたものであるということがで

きる.この教授要目を,改造運動の成果と見るか,新体制運動に便乗して改造運動の主張
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を要目に取り入れたと見るか,あるいは,「皇国の道に則り」 数学教育を 「日本的なもの」

に改めようとして作成されたものであるが,結果として改造運動の主張を取り入れた形

になったと見るかについては,見解がわかれるところであろう.当時の関係者の間にも,

このような異なる立場や 「温度差」 があったと思われるのである.

この教授要目に準拠した教科書は,検定教科書であるが,昭和18年から19年にかけて

1種類だけ発行された (そのため,この教科書は,「一種検定教科書」 と呼ばれている) .

紙数の関係上,ここでは教科書については立ち入らないが,問題集のような体裁で作成さ

れ,読んだだけでは数学的内容の要点を把握し,理解することができない書物である.幾

何にかかわる内容で特徴のあるのは,第三学年および第四学年の第二類である.

昭和17年の数学理科教授要目改正は抜本的な大変革であったが,準備不十分のまま早

急に実施された.しかも,戦局は次第にきびしさを加え,翌昭和18年には 「中等学校令」

が制定・施行されて中等学校の修業年限が短縮され,教育課程が改められ,教科書は国定

化された.こうして,昭和17年の数学教授要目は完全には実施されることはなかった.

§ 4. 戦後の新しい教育制度のもとで

戦後の新しい教育制度は昭和22 (1947) 年に発足した.新しい教育制度のもとでは,新

制高等学校までのほとんどの教科で男女の性差による内容の相違がなくなった.数学につ

いては,昭和17 (1942 ) 年の中学校および高等女学校の教授要目改正の際に,高等女学

校について,授業時間数の制約はあったが,内容を増加し,ある程度水準を上げて中学校

の内容に近づけてあったので,この教授要目による授業は戦時中のため完全には行うこと

ができなかったが,戦後の新制度への移行が比較的スムーズに行われる一因となったとい
われている.

新制度の算数・数学教育は,小学校・中学校ではいわゆる 「生活単元」 による学習が行

われた.これは児童・生徒の生活経験と結びつくような主題 (単元) によって児童・生

徒の学習活動がなされ,それを通して数学の知識や技能を学ばせるもので,昭和10年代

(1930年代中頃) から行われた数理思想を涵養することを目標とする算数・数学教育とは

異なるものである.生活単元による学習については,当初は教育現場には戸惑いがあり,

多少の混乱はあったが,関係者の工夫と努力によって次第に定着した.

小学校の場合は,『尋常小学算術』 (特に第六学年) 以来の,数学を中核とした総合的な

学習の方法を少し手直しすれば,生活単元的なものを扱うことができるので,生活単元に

よる学習において取り扱われる数学の内容・程度や,学ばせる数学的内容の体系性には問

題があったが,教育現場での大変な苦心と努力によって,全体としては大きな混乱を招く
ことはなかったといってよいであろう.

これに対して,新制度による中学校はまったく新しい教育機関であり,教授内容,指導

法をはじめ,当初からいろいろと工夫し,解決すべき問題が多かった.発足当初の新制中

学校の数学では,連立二元一次方程式,平方根,三角比までが扱われた (大まかにいって,

旧制中学校の約1年半分程度の内容であった) .しかし,生活単元による学習のため,そ

れを通して生徒が学ぶ数学は,数学としての体系,順序に沿ったものではない.図形に関
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しては,基本的な図形は取り上げられているが,戦前の中学校におけるような論証主体の

「幾何」 ではなく,直観幾何や,図形に関連した量の計算の段階に止まっている.

新制度の小・中学校の算数・数学の学習指導要領は昭和22 (1947) 年に制定された.「学

習指導要領 算数科数学科編 (試案) 昭和二十二年版」 ([14] ) で,著作権,発行者は
文部省,翻刻印刷は昭和22年5月1日,翻刻発行は同月15日であるが,当時のわが国

は占領下で GHQ の承認が必要であり,奥付には 「Approved by Ministry of Education
(Date Apr. 16, 1947) 」 と記されている.しかし,この学習指導要領は翌昭和23年に改
められた ([15] ) .改訂の理由としては,[15] の冒頭に 「現在の学習指導要領に示された
指導内容は,新しい教育の方法に則った指導をするには,困難であるとされている」 と記

されている.そして昭和23年度の教材の学年配当が示されたのであるが,これは算数・

数学教育の水準の大幅な低下であった (約1学年分低下した) .

小・中学校の算数・数学科の学習指導要領は昭和26 (1951) 年にも改められたが,大き

な変化はなく,小・ 中学校の生活単元学習は昭和30年代の半ば頃まで続くのである.な

お,同年には高等学校の学習指導要領も制定された.

新制度の高等学校は小・ 中学校より1年遅れて昭和23 (1948 ) 年度に発足した.新制

度では,小学校入学から高等学校卒業までの修学年限は12年で,旧制度のもとでの中学

校卒業までの11年よりは1年長く,加えて,当時のわが国では,平和な文化国家の建設

の思いが強く,また,新制度の高等学校では,履修する科目について大幅な選択制が採用

されたこともあって,発足に際しては各科目とも旧制中学校よりは少し程度が高い内容ま

で教授するように計画された.高等学校では,生活単元による学習ではなく,各科目は体

系的に教授された.数学については,当初は三つの科目 「解析 I」 , 「解析 II」 , 「幾何」 が

設けられた.各科目は5単位で,数学は1科目が必修である.新制高等学校用の数学の教

科書としては,「解析編 (I)」,「解析編 (II)」,「幾何編 (1)」 「幾何編 (2)」 の4冊が発行

された (幾何だけ2分冊になっている.「幾何編 (2)」 は昭和23年6月,他は昭和22年

に発行) .検定教科書であるが,1種類しか発行されなかったので,実質的には国定教科

書である.「解析編 (I)」 の内容は一次函数,式の計算,二次函数,指数函数と対数函数,

三角函数である (昭和26年以降の 「解析 I」 や,その後の 「数学 I」 でも同様な内容が扱

われているが,それよりは程度が高い).「解析編 (II) 」 の内容は初等微積分と確率・統計
で,在来の微分積分学の教科書に近いような形で,1変数函数の初等微積分が本格的に取

り扱われた.指数函数,対数函数,三角函数,逆三角函数まで扱われ,収束性にはあまり

触れないが,マクローリン級数が扱われている.簡単な微分方程式も扱われている.「幾

何編 (1)」 は初等幾何 (平面,空間) である.「幾何編 (2) 」 は平面および空間の解析幾何
で,ベクトル (内積,外積まで扱う) や座標変換も扱われ,最後の章は二次曲面である.

しかし,この数学教科書は内容も分量も多く,程度も高かった (内容の取り扱いの深さ

は別にして項目だけ見れば,戦時中の昭和18年の (旧制) 高等学校高等科理科第一学年

の内容と比べて,そう遜色はない) .そのため,すぐに各科目とも内容が削減され,逆三

角函数やベクトルなどは扱わないことになった.「幾何」 5単位で初等幾何と解析幾何を学

習させることには無理があり,「幾何編 (2) 」 は,発行はされたが実際には使用されなかっ



Teaching and Learning of Geometry in the Showa Era 39

た.また,「解析 I」 をすべての高校生に課することには無理があり,将来あまり数学を必

要としない生徒に対しての科目として,昭和24年度から 「一般数学」 が新設された. こ

の科目は,中学校の数学と同様な趣旨の,生活単元的なものも取り入れられている.

§ 5. 高等学校学習指導要領の改訂 (昭和31年度入学者から適用)

小 ・ 中学校の学習指導要領は昭和26 (1951) 年に改訂されたが,数学に関しては,改

訂後間もない頃から,学習指導要領を改めるべきであるという主張が出てくる.また,高

等学校については,大幅な選択制による生徒の学習科目の偏り (従って,知識の偏り) が

問題になった.こうして,高等学校だけは教育課程が改められ,昭和31 (1956 ) 年の入

学者から新課程によることになり,新しい教育課程のあらましは昭和29年12月の文部

省通達で示され,ついで昭和30年に新しい学習指導要領が示された.この学習指導要領

は,最初の段階から占領下ではなく作成された最初のものである.数学は四つの科目 「数

学I」 (すべての生徒に履修させる,9単位または6単位),「数学 II( (3単位),「数学 III」

(5単位または3単位) および 「応用数学」 (工業課程向け,5単位または3単位) からな

り,いずれの科目もきちんとした数学を身につけさせるように編成されている.「応用数

学」 は 「数学 I」 または 「数学 II」 を履修した後に学ばせる科目で,専門とする学科に応

じた指導ができるように,取り扱う内容に自由度がある.

この学習指導要領は,高校の数学では,数学の各分野についての調和のとれた内容を体

系的に学習することが適当と考えて作成されている.特に 「数学 I」 は,代数および幾何

の初等的基本的な分野の学習を通じて,数学的考え方の基本を会得させ,あわせて,他教

科ならびに数学科の他の科目の学習に必要な基盤を作ることをねらいとするもので,内容

の概要は次の通りである.数学 Iを6単位として課す場合には,この内容を適当に取捨し

て履修させることになる.

代数的内容

 a 函数の概念

一次函数 二次函数 一般の比例

 b 数 ・ 式の取扱い

整式の四則,因数分解 簡単な分数式と無理式 平方根数の計算
 C 方程式

連立方程式 二次方程式,根の公式 不等式の解法 不等関係の証明
 d 対数

指数の拡張 対数の定義と性質 対数計算 計算尺の原理

 e 統計

資料の整理 代表値 ・ 標準偏差 相関関係 ・ 相関係数

幾何的内容

 a 直線図形の性質

三角形の合同 三角形 ・ 四辺形の性質 比例と相似形
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 b 円の性質

円周角 直線と円,円と円との関係 円と三角形 円と多角形
 c 軌跡および作図

基本的な作図 軌跡と しての直線 ・ 円 いろいろな曲線

 d 空間図形

直線 ・ 平面の結合関係 ・ 位置関係 正射影および投影図への応用

 e 三角函数

 180^{o} までの三角函数 三角函数の基本的な性質 正弦法則 ・ 余弦法則

三角形の面積公式

こうして,昭和31年度高校入学者から,すべての生徒が体系的に初等幾何を学ぶこと

になった.数学 Iにつづく数学 II (および応用数学) では解析幾何 (直線,円,二次曲線)

が扱われた.しかし,第7節以降に述べるように,その状態は長くは続かなかった.

§ 6. 数学教育現代化運動

欧米では,第2次大戦後間もなく,新しい時代に対応すべく,数学や理科の教育の改善

が図られた.特に,1957年のソ連のスプートニク 1号の打ち上げの成功は,アメリカに

とっては大変なショックであり,科学・技術の振興と,それを支える数学・理科教育の充

実が急務とされ,数学教育を改めるためのいろいろなプロジェクトが作られ,新しい試み

がなされた.科学・技術振興のためには,ハイスクールの数学の教育課程に初等微積分を

取り入れるのが効果的であるが,当時の米国ではそれは困難であった.そのため,微積分

以外の内容でハイスクールの数学教育を強化・充実させることも研究され,ベクトルやい

わゆる 「有限数学」 を学校数学に取り入れるなどの試みがなされたのである.

1959年にフランスで開催されたO.E.E.C. のセミナー ([21] はその報告書である) にお
いて,米国のMarshall H. Stoneが基調講演 “Reform in School Mathematics” を行い,

新しい時代に対応すべく,数学教育を改めることの必要性を述べたが,このセミナーで

Jean Dieudonne は “New Thinking in School Mathematics” という表題で講演を行った.
Dieudonneの講演は大学の立場から学校教育,特に中等教育の数学について述べたもの

である.Dieudonneは,まず,近年における科学・技術の進歩と数学の発展に伴い,ユー

クリッドから脱却して数学教育をもっと新しいものにすべきであると主張する.そして,

自分が心に抱いている全体のプログラムをもし一つのスローガンに要約するならば,それ

は  \backslash \backslash Euclid must go!” (ユークリッドはくたばってしまえ) ということになるであろうと
述べた.そして,ギリシャ数学の偉大さは大きな賞賛に値するものであるが,幾何学の基

本概念は,特に19世紀中頃からの精査によって,ユークリッドよりも簡単で健全な基礎

の上に組み立てることが可能になった.すなわち,平面幾何学は実数の公理系と2次元の

ベクトル空間の公理系をもとにすればよいのであると述べた.ついで,ユークリッドに代
わるものとして

a) 2次,3次の行列と行列式
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b) ( 1変数函数の) 初等微積分
c) 函数のグラフ,および媒介変数表示された曲線をえがくこと (導函数を用いて)
d) 複素数の初等的性質
e) 極座標

をあげて,これらはどれも,その教え方が生徒の知的発達に適合すれば,古典的な幾何学

以上に抽象的なものも深い考察も含まないが, 論いくつかの大きな問題がある.その主

な一つは,これらの素材をどのように均衡のとれたカリキュラムに組織し,教授法を工夫

するかであると述べた.ついでDieudonneは,自分が基本的と信ずる二つの指導原理と

して,第一は,数学の理論を実りある方法で公理的に展開できるのは,実験的,あるいは

半実験的なものを十分長く行うことによって,生徒がそれに相当する素材にある程度慣れ

た後であるということ,第二は,論理的に推論を行う際には,いつでも絶対に正直でなけ

ればならない,すなわち,ギャップを隠したり,論点に欠陥があったりしてはならないと

いうこと,をあげ,不正直なのは証明を全く与えないのより悪いと述べたのである.そし

て例として,14才以前には公理化することを企てず,14才から公理化することを企てる

教育課程を提示したが,そこで示された教育課程は,たとえば幾何についてはベク トル

(および,2次元と3次元のベク トル空間の公理) を前面に出して展開するといった,ブ
ルバキの数学の色彩を強く出したものであった.

報告書 ([21] ) にはこのの講演に対しては賛否両論があったことが記されている.
なお,Dieudonneは,その著書 [3] において,この立場でユークリッ ド幾何学を展開し

ている.見方によっては,ユークリッド幾何学を線形代数学に隷属させてしまったように

思われる.Gustave Choquet の書物 ([2] ) も同様の立場である.この二著の背後には,数
学の発展とともに,英国流とは異なるフランス流の幾何学があると考える.

このようなことが契機となって,科学・技術の進歩と数学の発展をふまえて,新しい時

代に対処すべく,数学教育の近代化あるいは現代化 (modernization) ということが多く

の国々で叫ばれるようになり,1960年代から70年代へかけて,多くの国で,「新しい数学

(New Math)」 と呼ばれるものに,数学の教育課程が改められていったのである.なお,

“New Math” という用語は,ブルバキの考え方の上に立った学校数学の意味に用いられ
ることが多い.

Dieudonne は,公理的,形式的な展開をするのは,生徒が実験的,半実験的な方法に

よって十分な数学的経験を積んでからであると述べ,また,ユークリッドの価値を全面的

に否定したのではなかつたが,“Euclid must go!” というスローガンだけが強調されて,
「行き過ぎた現代化」 がいろいろな国や地域で行われてしまったと考える.

米国における 「新しい数学」 の代表的なものとしては,Edward G. Begle教授を中心
とした研究グループSchool Mathematics Study Group (SMSG) の活動がある.SMSG
は1950年代の終わりから1960年代の初めにかけて精力的に活動し,米国の数学教育界

に大きな影 を及ぼしたのである.SMSGの (実験用) 教科書は,ハイスクールの上位

の生徒を対象にしたものであったが,当時米国で広く用いられたといわれる (SMSG に

ついては,その教科書とともに,[24] が参考になる) .
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英国の研究グループSchool Mathematics Project (SMP ) でもいろいろ研究がなされ,
教科書も作成された.教科書は年を追って改訂されている.SMP の教科書の中学校用の

ものは,当時のわが国の中学校の教科書よりもページ数も多いが,わが国の教科書よりも

すぐれた点があったと考える.

しかし,「現代化」 に対しては,当初から批判もあった.たとえば,すでに1962年に

は,Lars Ahlfors をはじめとして45名の数学者が署名した,行き過ぎた現代化批判の覚

書  \backslash \backslash On the Mathematics Curriculum of the High School” ([1]) がある.しかし,それに
もかかわらず,大勢としては,世界のいろいろな国々で,ブルバキ的 New Mathに走っ
ていったのである.

しかしながら,数学教育の現代化,特にブルバキ的 New Mathを中心とした現代化は

実際には成功せず,1970年代になると,このような行き過ぎた現代化は次第に是正され

ていった.1979年にUNESCOから発行された [27] の第2章には,「現代化」 (ブルバキ的
方向) に対する批判の要点として,

(a) 集合論的思考形式の盲目的尊重
(b) その応用も正当化されず,また具体的な場面での具体化もしばしば誤って

いるということとのために非生産的な抽象化

(c) やたらにむずかしい記号や術語を数多く用いたペダンチックな言語
(d) 公理的方法の盲目的信仰
(e) このクラスの実態では無用な物知りぶりとなっている厳密性の盲目的信仰
(f) 数学的アイデアの源泉としての物理的実在の無視
(g) 形式的代数のアルゴリズム的思考がもつ利点の方に走って,空間知覚にも

とづく全視野的なビジョンの無視

があげられている (文言は [27] の邦訳書によった) .

§ 7. 生活単元学習から系統学習へ

わが国においては,昭和31 (1956) 年の高校の新教育課程の実施後間もない頃から,数

学教育の近代化,あるいは現代化ということがいわれるようになってきた.昭和33 (1958 )

年10月に小・ 中学校の学習指導要領が改められ (教科については移行措置がとられて小

学校は昭和36 (1961) 年,中学校は昭和37 (1962) 年完全実施) ,これによってようや

く小・中学校の教育は生活単元学習から系統学習にもどり,小学校の算数は戦前の程度に
もどったのである.

小学校算数のレベルアップに伴い,中学校数学の程度も上がった.中学校では,必修教

科のほかに選択教科の内容と授業時間数も示され,生徒の進路,特性等を十分に考慮し

て,個々の生徒に適した選択教科を選択させて履修させるようにされた.数学について

は,中学校第3学年に,必修教科の数学に加えて選択教科の数学が設けられた.選択教科

の数学は,高校へ進学し,数学をさらに深く学習しようとする生徒を対象にしたもので

あったが,実際には多くの中学校ですべての生徒に選択教科の数学まで履修させた.これ

は一つには義務教育段階で基本的な教科の教育内容に生徒によって差があることが嫌わ
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れたためであると考えるが,昭和30年代になってからの高校への進学率の上昇も影 し

ている.結果として,生徒に,数学は難しいもの,わからないものという印象を与えてし

まったことは否定できない.

この改訂によって,中学校第2学年から 「論証」 が取り扱われるようになった.数学の

第2学年の目標の中に 「論証の意義や方法について理解させ,論理的な筋道を立てて考え

る能力を養う」 という文言があり,内容の 「図形」 の項目に,次のように記されている.

図形についての研究方法として,論証を用いる意義や方法の理解を図り,論

理的に筋道を立てて考えることができるようにする。

ア 帰納や類推の方法によって,推測した図形の性質が正しいかどうかを確

かめるには,根拠とすることがらや用語の定義が明確であり,推論の筋道が論理

的に正しいことが必要であること。

イ 論証における仮定と結論の意味。

第3学年の数学 (必修教科) の図形に関連した内容は三平方の定理と円 (円と直線,

つの円に関する基本的な性質およびこれを用いることならびにこれから類推される球の性

質,円周角と中心角との関係およびその簡単な応用) ,そして三角比である (学習指導要

領では,三角比は 「図形」 ではなく 「計量」 の項目で取り扱われている) .選択教科の数

学の,図形にかかわる主要な内容は,学習指導要領の次の記述である.

(3) 平行線,角の二等分線,線分の垂直二等分線,円などが,ある条件を満
たす点の動いてできたものと見なすことができること,および点の運動によって,

新しい図形が生まれることを理解させる。

(4) (3) の場合において,条件がさらに一つ加われば,点の位置が決定する
ことを理解させる。また,このことを利用して作図ができるようにする。

なお,小 中学校とも,いわゆる現代化に直接つながる内容は取り入れられていない.

§ 8. 高等学校学習指導要領の改訂 (昭和38年度入学者から適用)

小・中学校の学習指導要領の改訂に伴い,高等学校の学習指導要領は再び改められ,昭

和35 (1960) 年10月に告示され,昭和38 (1963 ) 年の入学者から適用された.数学に関

しては,中学校までの学習内容の増加とレベルアップをうけて,基礎学力の向上と科学技

術教育の充実が図られ,また,高校への進学率の上昇に伴い,数学 II の段階で内容・程

度の異なる二つの科目  A,  B が設けられた.微積分については,高校教育の段階で1変数

函数の初等微積分についてのひととおりの知識・技能と運用能力とが目標とされている.

これは,科学技術の急速な進歩・発展に伴う社会 (特に産業界) の要請に応えたものであ

る.そして,新しい時代に対応するように,いくつかの新しい内容が取り入れられるとと

もに,旧来のいくつかの内容は軽減されたり削除されたのである.

「数学 I」 (5単位) はすべての生徒に修得させる科目で,その内容は次の通りである

(内容の (1) から (4) までについては,(3) イを除き,細部は省略した).
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(1) 式とその計算
ア 整式と分数式

イ 無理式

(2) 方程式と不等式
ア 二次方程式

イ いろいろな方程式

ウ 不等式

(3) 関数とそのグラフ
ア 二次関数,分数関数,無理関数

イ 三角関数

(ア) 一般角の三角関数
(イ) ある角の三角関数と,その角の符号を変えた角,余角および補角の

三角関数との関係

(ウ) 弧度法
ウ 指数関数

1 対数関数

(4) 平面図形と式
ア 点の座標

イ 直線の方程式

ウ 円の方程式

1 不等式と領域

(5) 空間図形
空間における直線,平面などの関係およびそのとらえ方について理解を深

めるとともに,空間座標を導入し,空間図形の概念を豊かにする。

ア 直線,平面などの関係

(ア) 直線・平面の結合関係・位置関係および二面角
(イ) 三垂線の定理
(ウ) 直線,平面および縁の投影図

イ 空間座標

点の座標,二点間の距離 (球の方程式にふれる) ,座標平面に平行な平面

(6) 数学と論証
体系的に論理を進めていく方法を,

ア 公理,定理,証明

イ 命題とその逆

ウ 証明の方法

直接証明法,間接証明法

図形や数・式を通して理解させる。

学習指導要領の,数学 Iの 「指導計画作成および指導上の留意事項」 には,(4) の平面
図形については,初等幾何学的な扱いを加えて指導してもよいことが記されている.また
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「数学と論証」 の内容については,図形と数・式を用いて指導しても,または両者のうちの

いずれかを用いて指導してもよいし,内容 (1) から (5) までの指導に際して,適宜のとこ
ろで扱ってもよいことが記され,さらに,論証の対象としては基本的で平易なものを取り

上げることとし,公理群の無矛盾性や独立性などは扱わないものとすると記されている.

中学校で学習する幾何の内容の増加に伴い,高校におけるユークリッド幾何の綜合的取

り扱い (初等幾何学) をどうするかについては,学習指導要領作成の際に,委員の間に,

中学校で基本的な定理は学び,論証についても学んでいるから,高校では必要がないとい

う意見と,中学校で学習するだけでは不十分であり,高校でもっと体系的に学ばせる必要

があるという意見の両論があってまとまらず,最終的に妥協案として数学 Iの内容の1項
目に 「数学と論証」 を入れることでようやくまとまったといわれている.学習指導要領に

は初等幾何学を扱うことについての配慮も見られるが,初等幾何学をあまり扱わないで

もすむようになっている.実際に発行された教科書も,初等幾何学をかなり扱ったものと

あまり大きく取り上げなかったものとがあった.初等幾何学を扱った場合でも,その内容

は,従前の学習指導要領に比べて大幅に軽減された.

他方で,この高校学習指導要領には,控えめながら,「現代化」 への方向が見られる.す

なわち,この改訂で集合の考えが高校数学に導入された.数学 Iの 「指導計画作成および

指導上の留意事項」 には,

数学的な考えの一つとして,集合の考えを,たとえば不等式と領域,軌跡など

のような内容と関連して,指導することが望ましい。また,集合の 「含む」 , 「含

まれる」 の関係を表わすのに,記号  \supset,  \subset を用いてもさしつかえない。

と記されている.

ここに記されているように,旧来の初等幾何における軌跡の定義と,それに基づく軌跡

の証明は,集合の考えを取り入れて説明すれば明快になるが,幾何の内容が削減され,他

方で数学 Iの内容が増加したため,多くの高校では実際にそのような指導をする余裕はあ

まりなく,加えて昭和17年の教授要目改正以来,軌跡は点の運動として扱われてきたた

め,旧来の定義を再登場させることにはあまり目が向けられなかったように思われる.

「数学 IIB 」 の内容のあらましは次の通りである (内容の (3), (4) 以外は細部は省略し
た.(5), (6) で扱われるのは簡単な整関数の範囲での微積分である) .

(1) 順列と組合わせ
(2) 数列と級数
(3) 三角関数とベク トル

正弦定理,余弦定理および加法定理を理解させ,これらを応用する能力を

養う。また,ベク トルの概念を理解させる。

ア 三角形への応用

正弦定理 ・ 余弦定理,三角形の面積

イ 加法定理

複素数の極形式 (  z  =  r(\cos\theta+i\sin\theta) ) を含む。
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ウ ベクトル

(ア) ベクトルの意味
(イ) 加法,減法,実数との乗法,内積

(4) 図形と座標
図形の解析的な研究方法を用いる能力を伸ばすとともに,座標変換の考え,

極座標などを導入し,座標の概念の理解を深める。

ア 二次曲線

だ円・双曲線・放物線の標準形の方程式

イ 座標軸の平行移動・ 回転

座標軸の回転については,曲線  xy=k を双曲線の標準形に直すことなど

簡単なものとする。

ウ 曲線の表わし方

(ア) 媒介変数による表わし方
(イ) 極座標による表わし方

曲線は,   r=k\theta など簡単なものとする。

(5) 微分法
(6) 積分法

この改訂により,ベクトルが高校普通科の数学に導入され,また,「集合の考え」 につい

ては,数学 IIB の段階では記号  \supset,  \subset,  \cup,  \cap を用いてもよいということになった.こうし

て,高校の数学学習指導要領は,「現代化」 の方向へ目が向けられたのである.

幾何については,さきに述べたように,数学 Iでは従前の教育課程に比して初等幾何学

が軽く扱われるようになったが,数学 IIB まで学習すれば,ベクトルや解析幾何を学び,

図形を扱う多様な考え方と方法とを学ぶことになる.すなわち,初等幾何,解析幾何,極

座標,ベクトル,複素数の応用である.これは新しい時代に対応しての幾何教育の充実と

強化であり,また,昭和23年の新制高等学校発足当初の 「幾何」 の教科書で計画されて

いた学習内容の過多を,その趣旨を生かしながら軽減し,新しい時代に応じるように手を

加え,それほど多くない授業時間数で実行可能な形にまとめたものとみることができる.

他方,わが国では,明治以来,幾何は論理に関する教育の一端を担ってきたという実状が

ある.この学習指導要領の改訂で,数学 Iに 「数学と論証」 という項目が入れられたが,

実際には,このとき以来高校における論証の指導は次第に軽くなっていった (論証を学習

指導要領の内容の一項目にしてしまったことが一つの原因かもしれない) .数学の中での

論理に関する教育も軽くなっていったのである.

この学習指導要領は,従前のものに比して時間数の割に内容が多く,しかもいくつもの

新しい内容が取り入れられ (特に数学 IIB ) ,生徒にとっては数学は難しい教科になった.

加えて実施されたのがちょうど第一次ベビーブームによる高校生急増の時期であったこと

もあって,現場では苦労が多かったといわれている.
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§ 9. わが国における 「現代化」 とその後

昭和30年代のはじめ (1950年代後半) から,欧米諸国における数学教育現代化の動向

はわが国にもいろいろと紹介され,研究されるようになった.中でも,米国のSMSGの

研究・実践と,その実験教科書についてはいろいろと研究され,昭和39 (1964 ) 年には

米国から関係者を招いて東京と京都でセミナーが開催された.しかし,英国の SMP は,

わが国ではSMSG程には大きく注目されなかった.それは一つにはSMP では高校段階

で綜合的方法によるユークリッド幾何学を扱わず,ベクトルを用いて力学が取り扱われて

いたことにより,わが国の 「現代化」 推進者の関心を惹かなかったためと思われる.

次の学習指導要領の改訂は昭和40年代で (小学校は昭和43 (1968 ) 年告示,移行措置

を経て昭和46 (1971 ) 年度から施行,中学校は昭和44 (1969) 年告示,移行措置を経て

昭和47 (1972 ) 年度から施行,高校は昭和45 (1970 ) 年告示,昭和48 (1973 ) 年入学者

から適用) ,算数・数学は,「現代化」 の考えに従って改められた.すなわち,集合,写像,

数学的構造などの概念を基礎において学校数学が組み立てられたのである.集合,要素

という用語や,記号  \{  \},  \supset は小学校第4学年の学習指導要領に示されている.しかし,

このような早い段階からの形式化,抽象化は成功しなかった.集合,要素,あるいは一対

一対応などという用語は,小学生に教えるのではなく,小学校の先生がこれらの内容と,

それが数学において果たしている役割をを理解して授業をすればよいのである.この例と

は限らず,形式化,抽象化を急ぎすぎ,また,教師が素養として心得ておくべき現代数学

の内容・方法と,生徒に学ばせる数学の内容とを混同したきらいがある.

新しい高等学校の学習指導要領では,すべての生徒に履修させる数学の科目 (「数学一

般」 または 「数学 I」) の内容には,初等幾何学は含まれていないが,「数学 IIB 」 の内容に

は 「平面幾何の公理的構成」 がある.しかし,これは実際にはあまり機能しなかったと思

われる.なお,この時以来,高校で初等幾何がまとまった形で扱われたことはない.

この学習指導要領は9年で改められ,新しい学習指導要領は小・中学校は昭和52 (1977)

年告示,移行措置を経て小学校は昭和55 (1980) 年度から,中学校は昭和56 (1981) 年

度から施行され,高校は昭和53 (1978 ) 年告示,昭和57 (1982) 年度入学者から適用さ

れた.これによって行き過ぎた現代化は是正されることになったが,内容も削減された.

高校の数学では初等的方法による平面幾何は扱われず,初等幾何が取り上げられたのは,

必修の 「数学 I」 に続く 「代数・幾何」 の中の 「空間図形」 で平行,垂直などの位置関係

を中心に,三垂線の定理を導くところだけである.なお,この時以来,高校進学率の上昇

に伴う生徒の多様化に対処しうるように,科目が細分化されたが,その結果,数学を一つ

のまとまったものとして認識するということが欠如してきたように思われる.

その後も教育課程は約10年ごとに改められて今日に至っている.それらを概観してみ

ると,戦後のわが国において幾何教育が最も充実していたのは昭和30年代であった.高

校の幾何教育について,最も充実していた時期を,昭和31年度入学者からの教育課程と

みるか,その次の,昭和38年度入学者からのものとみるかは,立場によって異なるであ

ろう.いずれにせよ,その後は幾何教育は軽減 (衰退というほうがよいかもしれない) し

ていったのである.なお,大学初年次の数学も,昭和30年代後半から次第に 「代数と幾
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何」 が 「線形代数学」 に変わり,幾何に関する教育が行われなくなるのである.
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