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フランス前期中等学校平面幾何領域における証明の生態'

一教科書分析から-

宮川 健“

要約

本研究は，教授人間学理論にもとづいた証明の生態についての研究の一環で，フランス前期中等学校

数学で証明が主に扱われる平面幾何領域における，証明の生態を明らかにすることを目的とする.この

目的を達するため，証明の生息地の全体像である平面幾何の体系，証明そのものの形態，証明の生息地

の詳細，証明の機能の 4 つの視点からフランスの教科書を分析したその結果，線対称と点対称を中心

に基本的な図形性質を導くなど，平面幾何の体系がわが国の学校数学のものと大きく異なること，証明

に相当するものに「正当化j と「論証」があり 後者は 3段階の構造(所与一性質一結論)で文章として

記述されること，一般性を示すことが主たる証明の機能とはなっていないことなどが明らかになった.
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1.はじめに

これまで証明の指導と学習に関する数学教育学

研究が内外で活発に進められてきた (cf.Hanna.

2000 : Boero (Ed.). 2007). 例えば，証明自体の

本性から見た証明の異なる種類 (cf.Balacheff. 

1987 : Hanna. 1990: Harel & Sowder. 1998). 数

学における証明の役割・機能 (cf.De Villiers. 

1990) .証明の機能の仕方 (cf.Duval. 2002). 証明

に対する子どもたちの考え (cf.Healy & Hoyles. 

2∞0) などが明らかになってきた.

このような研究成果をもとに，証明学習のあり

方や指導の方法が提案され議論されてきた しか

し証明の指導・学習における問題が解決された

とは言い難い. 日本では「全国学力・学習状況調

査」をはじめとする全国的な学力調査の結果から，

子どもが論証の意義を感得していないことや証明

の方針が与えられでも証明できないことなど，証

明学習の課題が今日も指摘されている(文部科学

省. 2009. 2010など). 

一方，筆者は，証明学習の困難性の要因が，指
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導方法にのみではなく，証明が指導される数学領

域の構成とそこでの証明の扱いにもあると考え

る.実際，いくら指導方法を改善しでも，指導内

容である数学が証明を必要としない限り，証明が

学校数学において確固とした存在意義をもつこと

はできない.

そこで筆者は. I教授人間学理論」の視座から，

学校数学において証明を存在させている条件(証

明が必要とされる理由)は何か，証明の今日の形

態を形づくっているものは何か，といったカリ

キュラム研究の基礎的な聞いに至った.そして，

教科書や固定カリキュラム等の分析により，証明

が扱われる数学領域(特に平面幾何領域)の構成，

証明の位置づけ.実際の機能などの証明の実態を

明らかにし，それらを形づくる様々なレベルの制

約と条件を探る研究を始めた. I教授人間学理論」

の言葉で換言すれば，この研究は証明の異なる生

態とその制約.条件の解明を目的とするものであ

る.現在，この研究を進める手掛りとして，諸外

国の学校数学における証明の生態の解明に取り組

んでいる これにより，日本の証明指導の特徴を



フランス前期中等学校平面幾何領域における証明の生態

浮き彫りにし，かつ証明指導の別の可能性を示す

ことができるのではないかと考える.

本稿は，この研究の一環で，教科書分析から知

りうるフランス前期中等学校の平面幾何領域にお

ける証明の生態を明らかにすることを目的とす

る.具体的には，証明が扱われる平面幾何領域の

構成，証明の形態，証明の位置づけ，実際の機能

を明らかにする.

なお，フランスに注目する理由は，証明がわが

国同様，前期中等学校数学の平面幾何領域で導入

され中心的に扱われること，平面幾何自体がわが

国や英米で扱われている平面幾何と趣が異なるこ

とにある.指導内容を概観すれば，合同や相似は

扱われず，異なる平面幾何を扱っている印象を受

ける.そうしたやや毛色の異なる平面幾何領域に

おける証明の生態を探ることにより，証明の生態

の異なった様相や証明指導の異なる可能性を示す

ことができるのではないかと期待する.

2. 研究の理論枠組み:人間学理論の知の生態

本研究は. Chevallard (1992; 2006) による「教

授人間学理論 (Anthropological 出eory of 出.e diｭ

dactic) J (以下「人間学理論J) にもとづく 1) つ

まり人間学理論は，本研究の研究課題を与えると

ともに，研究の位置づけを示し.研究の対象と方

針を決定するものである.実際，本研究の課題は，

人間学理論の視座があったからこそ生じたもので

ある.そこで以下では，人間学理論の主たるアイ

デアを示すとともに，そこから導かれる今回の教

科書分析の方針を述べる.

人間学理論では，種々の異なる数学の知 2)が存

在すると考える.例えば，現代数学，中世の数学，

物理数学，工学の数学，学校数学，さらにより局

所的にはある中学校のある数学の授業での数学，

などである.それぞれの数学の性格は，その体系

や厳密性をはじめとし，様々な側面で異なるであ

ろう. Chevallardは，これらの数学を特徴づける

根源的な要素が「知的集合体 (institution) J であ

るとする (Chevallard. 1992) .人間学理論では，

いかなる知も知的集合体なしには存在できないと

の前提を置き (Chevallard. 1989. p. 213). それぞ

れの数学はそれぞれが属する知的集合体がもっ制
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約や要求に応じて形づくられるとするのである.

ここで「知的集合体」とは，無定義用語であるが，

それぞれの数学の母体となっている社会的集団を

通常意味する (Chevallard. 1992. pp.144-145). 

例えば，数学者社会，技術者社会，教えるべき学

校数学を策定する者の社会，より局所的には学校，

さらに局所的にはある中学校の某クラス，などで

ある.また，数学の知となるある数学的対象は異

なる複数の知的集合体に属することが多く，その

場合，通常，それぞれの知的集合体おける働きは

異なり，他の対象と異なった関わりをもっ.

こうした数学の知の存在を，人間学理論では，生

態学と同様に捉える.生態学では，生物はそれを

取り巻く環境に，そこに生息する生物群集と互い

に何らかの機能をもって生息し，生物がある生態

系に生息するためには，環境の制約に従い，生息す

るための条件を満たさなければならない，とする.

これと同様に，数学的対象もそれを取り巻く知の

体系の中に他の数学的対象と互いに何らかの機能

をもって存在しており，ある数学的対象が学校数

学の指導内容となるためには，数学の内的な整合

性や教育の目標，社会の要求など，様々な制約に

従い，指導内容となるための条件を満たさなけれ

ばならない，と考える.人間学理論において，

Chevallard (1994) は数学の知の生態を「知の教授

学的生態 (écologiedidactique des savoirs) J (以下

「知の生態J) と呼ぴ，その分析を「生態学的分析

(analyse 馗ologique) J と呼ぶ 3) 生態学から知の

生態学的分析に援用される主たる概念は. í生息地

(habitat) J と「ニッチ(凶che)J である.前者は，

ある知の体系においである知の対象が存在する場

所や領域を表わし，後者は，その生息地の知の体

系においてその対象が果たす機能を意味する.

Chevallard (1994) は，前者を「住所のようなものJ.

後者を「職業のようなもの」と述べている.例えば，

わが国の中学校数学における証明の生息地は，主

たるものが第 2. 3 学年の平面図形領域4)である.

さらに，第 3 学年の数と式領域も生息地となって

いる.そして，そこでの主たる機能は，何らかの結

論が正しいこと，つまりその妥当性を示すことであ

ろう.本稿では. í生態」といった場合，生息地と

機能(ニッチ)の両者を指し，それらを主たる研究
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対象とする.また，生態学で様々な「生態系

(馗osyst駑e) J が存在するのと同様に，知の生態

についても数学的対象や概念が生息する様々な生

態系が考えられる (cf.Artaud. 1998). 特に，異

なった国においてはそれぞ、れに異なった学校数学

が存在することから，異なった生態系があると言え

る.そのため，たとえ同ーの数学的対象が異なっ

た複数の生態系に見られでも，その生息の仕方は

それぞれ大きく異なる可能性があるのである.

筆者は，これらの人間学理論の知の生態の枠組

みから，証明の生態の解明という本研究の着想に

至った.つまり，人間学理論により，種々の異な

る学校数学が存在する可能性，各々の学校数学に

おける証明の生態の異なる可能性.その生態を生

じさせている条件と制約の異なる可能性が示唆さ

れたのである.そこで本稿では，証明の異なった

生態を明らかにする第一歩として，フランスの学

校数学，特に教科書に見られる前期中等学校の数

学という生態系に焦点を当て，証明という対象が

いかに生息しているか，その生態(生息地と機能)

の解明を試みる.証明の生態を生じさせる制約と

条件については，今後の研究課題とする.

3. 分析の準備と方法

証明の生態を探るにあたり，分析に利用する教

科書，並びに分析の視点と方法を以下に示す.

(1) 分析に利用する教科書

フランスは 5-4-3 の学校制度を採用してい

るため， 日本の中学校にあたる前期中等学校(コ

レージュ)は，第 6 学年から第 9 学年までの 4 年

間である.証明はこの前期中等学校における指

導内容である.本稿では，前期中等学校の全学年

の教科書を分析する.教科書は，大手出版社であ

る Hachette社の Phare シリーズ (Brault et al. . 

2005-2008) を採用したフランスでは，教科書

検定がないため様々な教科書が発行されており.

教科書のシェアを示した統計などもない.その

ため，教科書の選択においては，大手出版社のも

ので.筆者の目から見て内容が豊富なものを選ん

だ教科書は，すべて2005年以降に発行されたも

のであり，発行年の時点で最新の固定カリキュラ

ムにもとづいたものである.
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Phareシリーズの教科書の構成は全学年すべて

類似したものとなっている.各学年とも 15章前後

からなか各章は「数と計算J や「幾何」などの

領域ごとにまとめられている.さらに各章は，授

業で利用される「活動J. 数学の概念をまとめた「講

義J. 問題の解決方法を解説した「例題J. 宿題に

も利用され非常に多くの問題を含む「演習問題」

の，それぞれの節から構成されている.フランス

の数学教科書については，このPhareシリーズを

含め，拙稿 (2009a) に詳しい.

(2) 分析の視点と方法

教科書分析では. Phareシリーズ全学年の教科

書の平面幾何領域，つまり，証明の主たる生息地

を分析する.今回の分析では，証明の生態に影響

を与えると想定される知の体系の要素を，より大

局的な視点からより局所的な視点まで分析する

具体的には，以下の 4 つの分析を行なう.

第一に，証明が生息する生息地の全体像を把握

するため. 4 学年分の教科書の目次から平面幾何

領域の全体像を示す.そして，指導内容となる

様々な数学概念のつながり.つまり平面幾何の体

系を，教科書の「活動J と「講義」の節を分析す

ることにより示す.これにより，平面幾何領域の

証明に実際に用いられる(もしくは必要とされる)

概念や性質を明らかにできると期待する.

第二に，教科書に見られる証明の存在を明らか

にしその形態がいかなるものか.教科書に与え

られている証明の例題から示す.これは，生態学

で，ある生態系に生息する生物の形態を明らかに

するようなものである.近年，証明研究において

各国の研究者の証明観が異なることが指摘されて

いる (Balacheff. 2008; Reid & Knipping. 2010). 
このことからも，フランスで「証明」と呼ばれるも

のの形態がわが国のものと異なる可能性が十分期

待される.ここでは.証明をその主たる機能から

結論の妥当性を示す説明と捉え，異なった複数の

証明.特に明示的に「証明」という語が用いられて

いるもののみならず. r証明」の語は用いられてい

ないが結論の妥当性を示す説明をも特定する.

第三に，複数の証明それぞれの生息地の詳細を

明らかにする.フランスの学校数学という生態系

を大局的に見れば，証明の生息地は平面幾何領域
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だが，その詳細な生息地の分析により.証明がい

かなる幾何概念や性質と密接な関係にあるか示

す.その際，教科書の演習問題における証明の扱

いを主に分析する.

第四に，教科書から特定しうる証明の機能を明

らかにする.これまで，数学一般において証明が

もちうる機能 (cf.De Villiers. 1990) が明らかに

されてきた.しかし学校数学における証明がそ

れらすべての機能をもっとは限らない.ここで

は，特にわが国の視点から見て興味深い機能を取

り上げる.

また，本稿では証明の生態を特定するにあたっ

て.教科書で扱われている例題をはじめ，聞いを

主に分析する.その理由は.証明の・建前'の生態

ではなく‘実際'の生態を明らかにしたいからであ

る.つまり，生徒が実際の数学の活動を進める際

に，証明が，どこで，いかに，何のために用いら

来へひろがる数学」シリーズ)である.

4. フランスの教科書における証明の生態

以下，前節で示した 4 つの分析を順に示す.

(1) 証明の生息地の全体像:平面幾何領域

表 l に 4 学年分の教科書の目次から見られる平

面幾何領域の全体像を示した. Phareシリーズの

教科書の目次は，各章のタイトルと各章の学習内

容の記述からなるため，全体像を把握しやすい.

表 1 の各学年内の番号は，教科書の章番号である.

各章番号の右は，章タイトルの和訳であり，タイ

トルの下は，目次に見られた内容を筆者がまとめ

たものである.和訳にあたっては.意訳せず原文

に近い訳語を用いた.表 1 から，全体的には，日

本の中学校の平面図形領域と共通のものが少なく

ないことがわかる.大きな違いは，合同と相似が

ないこと，日本で「平行線と比の定理」と呼ばれ

れるか明らかにしたい.分析にあたっては，フラ るタレスの定理の扱いが多いこと，作図が多いこ

ンスの証明の生態を浮き彫りにするため しばし と.三角比が扱われること，などの諸点であろう.

ばわが国の学校数学に触れる.その際，主に参照 次に，教科書の内容の詳細を示すことも兼ね，

するのは，わが国の証明の生態を特定できる『中 表 l に見られる平面幾何の各概念が互いにいかな

学校学習指導要領解説数学編H文部科学省.2008) るつながりをもってフランス前期中等学校数学の

及び中学校数学の教科書(啓林館平成20年発行「未 平面幾何体系を構成しているのか探る.ここで

表 1 フランス教科書の平面幾何領域の全体像

第6学年 第7学年 第8学年 第9学年

9. 定規とコンパスの利用 9. 点対称 9. 三角形と平行線 12. タレスの定理と
点・直線・線分・半直線・長 点対称図形の作図. 平行四辺形・長方形・ひし形・正 その逆
さ・中点・円・中心・半径・ 保存される性質，対 方形の復習.三角形の中点連結 図形の拡大・縮小の
直径・三角形・二等辺三角 称の認識 定理 復習，より一般の場
形・正三角形・ひし形などの 10. 三角形 10. 置角三角形と外接円 合のタレスの定理
定義や作図 三角不等式，三角形 円に内接する直角三角形の性 13. 直角三角形にお
10. 垂線と平行線 の内角の和，正三角 質，その逆など ける三角法
割線・垂線・平行線・直角三 形や直角三角形・二 11.距離・接線・ニ等分線 鋭角の余弦，正弦.正
角形・長方形・正方形などの 等辺三角形などへの 点と直線との距離.円の接線の 接の定義など.余弦
定義や性質，作図 応用，三角形の外接 定義・作図，角の二等分線の距 等や鋭角の近似値を
11. 直線に対する対称 円の作図，三角形の 離による特徴付け.三角形の外 電卓で求める
線分の垂直二等分線・基本 垂線と中線の定義 接円の作図 14. 円周角・正多角
図形の対称・図形の対称軸 1 1.角 12. ピタゴラスの定理とその逆 形
の定義や保存される性質 対頂角.錯角.同位 直角三角形におけるピタゴラス 円周角と中心角の関
12. 対称と基本図形 角，隣接角，余角，補 の定理の利用.直角三角形の特 係，正多角形の定義
垂直二等分線・角の二等分 角の定義，平行線と 定 と作図

線の定義や作図，二等辺三 角の性質 13. タレスの定理
角形・凧型・ひし形・長方形・ 12. 平行四辺形 三角形におけるタレスの定理.
正方形の対称軸の特定，対 平行四辺形の定義と 図形の拡大・縮小
角線の性質 性質.作図 14. 直角三角形における鋭角の

13. 対称と基本図形 余弦
正方形・長方形・ひ 鋭角の余弦の定義余弦や鋭角
し形の性質，作図 の近似値を電卓で求める

5 
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は，紙面の都合上，主要な概念についてのみ述べ 学年の平面幾何の体系は主に線対称の性質を用い

る.そして，わが国と大きく異なる点は.随時指 て構築されていたが，第 7 学年では主に点対称の

摘することにする. 性質が用いられている.

第 6 学年の教科書では，まず第 9 章「定規とコ

ンパスの利用」で基本的な図形の定義が導入され，

第10章「垂線と平行線」で平行線の定義及び平行

線と垂線の性質が与えられる.平行線と垂線の性

質は作図に依拠したもので5) 具体的には. Iある

直線へ垂直な，ある点を通る直線が一意に描ける

ことHある直線に平行な，ある点を通る直線が一

意に描けること J Iある直線が 2 直線に垂直なら

ば 2 直線は平行であること J I平行な 2 直線のど

ちらかに垂直な直線は， もう一方にも垂直である

こと」の 4 つの性質である.わが国では，中学校

第 2 学年において，作図から平行線の同位角が等

しいことを基本性質(もしくは公理)とするが，

ここでは同位角の性質はまだ扱われない.続い

て，第11章で垂直二等分線と線対称，線対称の性

質が導入される.ここでの線対称の性質とは，長

さや角度，面積，共線を保存することなどである.

これらの性質は，線対称図形が対称軸で折れば

ひ。ったり重なることから主に認められる.わが国

では 2 つの図形がひ。ったり重なることを合同の概

念で主に扱うが，ここでは対称の概念を利用する

のである.そして，線対称と垂直二等分線を利用

して，二等辺三角形の底角についての定理を証明

する.証明は，底辺の垂直二等分線が頂点を通る

こと垂直二等分線が二等辺三角形の対称軸とな

ること，線対称が角を保存することから導かれる.

これと同様の方法で，凧型四角形，ひし形，長方

形，正方形の性質(対辺の長さの関係，対角線の

性質など)も導かれる

第 7 学年の教科書では，今度は，点対称を導入

し，線対称と同様に様々な性質を導く.そして点

対称の性質(角の保存，対称な直線が平行など)

を用いて三角形の内角の和が180度となることを

証明する.この段階では平行線の錯角がまだ扱わ

れていないため，わが国のように平行線の錯角を

証明に用いることはない(図 l に三角形の内角の

和の証明の概略を示した).この後.第11章で平

行線の錯角が等しいこと.第12章で平行四辺形の

性質と条件が.さらに点対称から示される.第 6

6 

E F 

B 

〔証明の概略〕上図において点E と Fは，それぞれ
中点I とJに対して頂点C と B と点対称な点とする.
まずζEAB=ζABC. LFAC= ζACB. BC�E. 
AF//BCを点対称の性質を用いて各々証明し.そ
こから点E. A. Eが共線であることを示す.する
と 3 角の和が180度となる.

図 1 三角形の内角の和の証明:第7学年第10章

の「活動」から (Braultet al. .2006. p. 182). 

第 8 学年では，まず第 9 章で三角形における中

点連結定理に関わる三角形と平行線についての性

質が点対称と平行四辺形を用いて証明される.こ

れは，わが国の証明とほぼ同様である.次に，第

10章で三角形の外接円.特に円に内接する直角三

角形の性質と条件が，中点連結定理と長方形の性

質.垂直二等分線などを利用して証明される.こ

れらは，わが国では円周角の定理を用いて示すも

のであるが，フランスでは円周角の定理は第 9 学

年で扱われる 第11章では，円の接線，その性質

と角の二等分線の性質が導入される.ここでは角

の二等分線が円の接線と親密な関係にある.この

つながりはわが国では明瞭ではない そして第12

章のピタゴラスの定理である.教科書では. 4 つ

の同ーの直角三角形の移動と正方形の面積を用い

る定理の証明が「活動」で想定されていたこの

後，第 9 学年でも扱われるタレスの定理(平行線

と比の定理)の三角形における場合が導入される.

第 9 学年ではこの定理のより一般の場合を扱う.

また，タレスの定理とともに，三角形の拡大・縮

小が扱われる.フランスの前期中等学校数学では

相似は扱わないが.拡大・縮小で類似の学習内容

を賄っている.体系の順序を考えれば，わが国で

は.相似から平行線と比の定理へと向かうが，こ

こでは全く逆の順序である. さらに，タレスの定

理の延長上で，余弦が導入される.

最終学年の平面幾何領域では，第 8 学年の内容
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をより深め，最後は，円周角の定理と正多角形の

性質が扱われる.円周角の定理の証明は，円に内

接する直角三角形の性質が既習であるため.それ

を用いて証明される.二等辺三角形の底角の性質

を使うこともできるであろうが. Phareの教科書

ではそのような証明は見られなかった

以上が. Phareシリーズの教科書から見出せる，

フランス前期中等学校数学における平面幾何の体

系である.線対称と点対称を中心に様々な図形性

質を導いていくことなど，合同や相似が中心的に

扱われる日本の中学校数学教科書に見られる平面

幾何の体系と非常に異なる.証明が生息する生態

系がこれだけ異なれば，証明の生態も大きく異な

るであろう.特に，合同や相似が扱われないこと

から. 1証明と言えば，三角形の合同や相似を用い

るJ といったことはない.

(2) 異なる複数の証明とその形態

次に，教科書において「証明J に該当するものを

明確にしさらにそれがいかなる形態か示す.

Phareシリーズの第 6 学年の教科書では，第 l 章に

入る前に，課題や演習等で用いられる言葉の定義

が与えられている (Braultet al. .2005. pp. 8 -9) . 

都合のよいことに，そこには扱われる聞いの種類が

示されており，証明に関わりうるものが，以下に示

す 3 つ記されている.

「説明する (expliquer) :口頭もしくは筆記で，

選択をわかるようにする.

正しいことを示す (justifier) :講義で見た性

質や定義を用いて答え (réponse) を説明する.

証明する (démontrer. prouver) 次の 3 段

階で記述しながら答えを説明する

一知っていること:演習の所与(データ)

ー講義で見たもの:性質定義

ーそこから導けるもの:結論J (ibid. .p.8) 

ここで. 1講義」とは各章の指導内容をまとめた

節を意味する.上記の 3 つの種類の説明の中から

結論や答えの妥当性にかかわると考えられるもの

は. 1正しいことを示す」と「証明する J である.

両者は「説明」の語を用いて定義されており. 1説

明する」に包含されている.一方「説明する」は，

作図方法の説明(例えば. ibid..p .153. 演習問題

75) なども含まれ，必ずしも結論の妥当性を示す

7 

ものとは限らない.また. 1正しいことを示すJ と

「証明する」の違いは，後者に 13 段階」と「記述J

が，求められている点である.

本稿では. 1正しいことを示す」を「正当化J.

「証明する」を「論証」と呼ぴ，両者をともに「証

明」と捉えてそれぞれの生態を探る.なお. 1説明

する」には結論の妥当性を示す説明に相当するも

のも含まれるが，教科書の平面幾何領域における

例題等で「説明する」の事例が示されておらず，

その形態を知ることができない.そのため，ここ

では「説明する」を「証明」に含めない

では，正当化と論証が実際にいかなるものか，

教科書の例題から，それらの形態を示そう.図 2

にあげた例題では，設問 2 と 3 で論証が，設問 4

で正当化が求められている 解答の記述の仕方を

見ると，論証では，上記の論証の説明のように，

3 段階(所与一性質一結論)がそれぞれ記述され，

それは，記号を主に用いるのではなく，文章になっ

ている.特に，論証に用いる性質は 1-の性質J

図 2 第6学年第10章「垂線と平行線」の例題

Ci bid. , p. 161) 6) 

直萱直圏
1) BT=4cm, BU=6cmとなるようにBが直角な
三角形BUTを作図しなさい. AE[BUl, UA=2, 
5cmとなるように点Aをとりなさい.

2) a) 点Aを通る直線(BU)に対する垂線を引きな
さい.垂線は直線(UT) と点Iで交わる

b) 直線(IA) と (BT)が平行であることを証明しな
さい.

3) a) 点Iを通る直線(BT)に対する垂線を引きな
さい.垂線は直線(BT)と点Eで交わる.
b) 直線(IA) と(IE)が垂直であることを証明しな
さい.

4) 四角形BAIEはどのような四角形ですか.答え
が正しいことを示しなさい.

直歪亙~
〔略〕

2) b) (AI)よ (BU)， (BT), (BT) よ (BU)であること
がわかっている.もし 2 直線がある共通の直
線に垂直であれば， 2 直線は平行である.よっ
て， (AI)グ (BT)である.

3) b) (AI)グ (BT). (IE)上 (BT)であることがわかっ
ている. もし 2 直線が平行で，第 3 の直線が一
方の直線に垂直であれば，その第 3 の直線はも
う一方の直線に垂直で、ある.よってある共通
の直線に垂直であれば， 2 直線は平行である.
よって， (AI)..l (IE)である.

4) 四角形BAIE は 4直角をもつので長方形であ
る.
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と名称ではなく，“SI … alors ….. (英語の百…

也en …"に相当)の形式で記述されている.この

ことは，他の例題も同様であった.それは，たと

え「中点連結定理」という名称のある定理を用い

る場合であっても. í定理より J ではなく，“si …

alors .....の形式で記述されていた (Brault et al. . 

2∞爪 p. 154). 

証」の語は通常の章の外で説明されている.さら

にいずれの章を見ても，例題等に正当化や論証の

際の注意事項が述べられていることはあっても，

それら自体についての節はなかった.これらのこ

とから，正当化や論証が特定の生息地を有してい

るわけではなく，平面幾何領域全体が生息地であ

ることがわかる.

一方，正当化は，図 2 の設問 4 を見ると非常に

簡略なもののように思われる. しかし.他の例題

を見ると必ずしもそうとは限らない.“si … alors

…"の形式は使われていないものの図 2 のものよ

り長い正当化や，論証とほぼ同様に 3段階で“SI

… alors …"の形式を用いたものも見られた.以上

のことから，論証は 3段階を踏むのに対し，正当

化は 3段階の形式にはこだわらないが，答えの妥

当性を示すものであることがわかる.

平面幾何領域において，正当化の聞いが最初に

見られるのは，第 6 学年第 9 章「定規とコンパス

の利用J においてであり，論証については，第10

章「垂線と平行線」においてである.図 2 は第10

章の例題であった図 2 の設問 4 で正当化が求め

られているように，論証が正当化にとって代わる

わけではなく，正当化と論証は，多くの章におい

て活動や演習問題で表出する.そこで，正当化と

論証の問題が，いずれの章でどの程度扱われるの

か，証明の詳細な生息地を探るために，演習問題(3) 証明の生息地の詳細

目次をまとめた表lには「論証J の語は見られな において正当化と論証が求められている問題の数

い.そして，前節で述べたように「正当化J や「論 をかぞえてみた.表 2 に第 6 学年から第 9 学年ま

表2 正当化と論証の演習問題数

学年 章番号・タイトル 問題数 証明 正当化 l 論証 特殊 :正当化; 検証

9. 定規とコンパスの利用 59 8 (14%) 8 。 7 (86%) : 7 。

10. 垂線と平行線 53 13 (25%) 11 2 3 (23%) : 2 
6 

1 1.直線に対する対称 50 10 (20%) 10 . 7 (70%) : 7 

12. 対称と基本図形 51 18 (35%) 17 . 2 11(61%): 11 。

9. 点対称 53 6 (11%) 5 2 (33%) : 2 。

10. ニ角形 58 16 (28%) 9 s 7 (44%) : 4 3 

7 1 1.角 46 21 (46%) 12 13 5 (24%) : 3 5 

12. 平行四辺形 55 25 (45%) 14 . 11 6 (24%) : 4 2 

13. 対称と基本図形 52 24 (46%) 7 . 18 11 (46%): 5 7 

9. ニ角形と平行線 40 34 (85%) 18 19 12 (35%): 12 2 

10. 直角ニ角形と外接円 42 33 (79%) 15 21 7 (21%) : 6 2 

1 1.距線・接線・二等分線 43 32 (74%) 16 16 12 (38%): 9 3 

8 12. ピタゴラスの定理とその逆 48 16 (33%) 5 12 15 (94%): 4 11 

13. タレスの定理 36 13 (36%) 4 10 8 (62%) ; 2 6 

14. 直角ニ角形における鋭角の余
42 6 (14%) 5 4 (67%) : 3 

弦

12. タレスの定理とその逆 53 35 (66%) 26 12 25 (71%): 20 7 

9 13. 直角ニ角形におけるニ角法 54 13 (24%) 5 10 8 (62%) ; 5 4 

14. 円周角・正多角形 51 34 (67%) 24 11 6 (18%) : 5 2 

注: í証明」は，正当化と論証のいずれか，もしくは両方を含む問題の数. í正当化J と「論証」は「証

明J の内数.両者を含む問題があるため. í正当化」と「論証」それぞれの数の和が「証明」の数にはな

らない. í特殊j も同様.証明の列の括弧内は問題数に対する証明問題数の割合，特殊の列の括弧内は

証明問題数に対する特殊な図形を用いた証明問題数の割合.

8 
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での各章末の演習問題(基本問題と応用問題)の

数と証明を含む問題の数，そのうちの正当化と論

証の数を示した.なお，この表では，口頭で答え

るものと一問一答のもの，併せて 2 ページ分の演

習問題は省いた この表から，章の学習内容に

よって若干ぱらつきがあるものの，第 6 学年では

論証の問題数が正当化の問題数より少ないこと，

第 7 学年以降は，正当化と論証の問題が両方とも

頻出することがわかる.また，表2は演習問題に

おける証明の詳細な生息地を表わしているが，演

習問題以外に，授業で用いられることの多い「活

動」の節にも証明がしばしば求められていた

(4) 証明の機能(ニツチ)

次に証明の機能を探る.主に教科書に載る例題

と解説から正当化と論証の働きを見ていく.

4(2)で証明の形態を示すために，図 2 に例題を

あげた図 2 を見ると，その主たる機能が結論の

妥当性を示すことであることがわかる.図 2 の設

問 2 と 3 では，それぞれ設問 a で作図した結果と

して得られる平行もしくは垂直の性質の妥当性を

示すために論証が求められ，設問 4 では最終的な

結果である長方形の正当化が求められている.ま

た，正当化については，第 6 学年第 9 章「定規と

コンパスの利用」の例題に「図での実測は正しい

ことを示すことには全くならないJ (Brault et 

al. ,2005 , p.145) との解説があり，正当化がいわ

ゆる実証とは異なる機能をもつこともわかる.こ

れらは，わが国の証明でも同様であろう.

しかしわが国とやや異なる点もある.日本で

は，帰納と演鐸の違いから，論証による一般性の

保証がしばしば強調され，論証の主たる機能とさ

れる(文部科学省， 2008 , p.96). そのため，わが

国の中学校数学教科書において，証明で扱われる

言明は，線分の長さが決まっている特殊な図形で

はなく，一般の図形についてのものある しかし，

図 2 にあげたフランスの事例はいずれも線分の長

さが具体的な数値で与えられた特殊な図形につい

てのものである.それゆえ，ここでの証明は，一

般性の保証という機能はもたない.

演習問題を見ると，特殊な図形を扱うことも少

なくないが，一般の図形を扱っているものもある.

そこで，演習問題において，実際にどの程度特殊

9 

な図形の場合の証明が求められているか，その問

題数をかぞえてみたその結果が表 2 の「特殊」

の欄である.この欄の数は，証明が求められてい

る問題のうち，線分の長さが具体的な数値で与え

られている図形を扱った問題数である.さらに

「正当化」と「論証」は，特殊な図形を扱った問題

のうち，それぞれが求められる問題数である.こ

の表の数は章で扱われる内容にもよるが， 4 学年

を通して，いずれの章においても特殊な図形を扱

う証明問題が見られ，その数は少なくない.全体

的な傾向としては，特殊な図形を用いる問題では

正当化が求められることがやや多いようである.

一方，教科書の「活動」部分において平面幾何体

系を構築する際 (4 (1)を参照)には.図 1 のように

一般の図形を主に扱っていた以上のことから，

証明がその機能のーっとして一般性の保証をもつ

ものの，それが主たるものではなく，あくまでも，

定義や定理，性質を用いて，結論の妥当性を示す

ことが主たる機能であることがわかる.

次に，図とのかかわりにおいて証明の機能を見

ていく.第 7 学年の教科書では，章が始まる前に

「論証入門」として，論証の方法や意義，論証に

必要となる語棄の解説が例とともに与えられてい

る (Brault et al. , 2006 , pp. 9-12). そこでは，

「図はときに誤りに導く」こと，そして「図にお

いて何かを見出すことは答えが正しいことを示す

には十分ではないJ ことが事例とともに示され，

それゆえ，図に頼らない正当化や論証が必要であ

ると明記されている.ここには，一般性の保証の

機能は記されていないが 図における視覚的情報

によらずに妥当性を示すという機能を特定でき

る.さらに，視覚的情報に頼ると誤ってしまう演

習問題が各章で少なからず与えられている.例え

ば，図 4 は，第 7 学年第10章「三角形」における演

習問題である.問題文は， r点P ， I ， Cは共線です

か?答えが正しいことを示しなさい」という正当

化を求めるものである.闘で与えられた図では，

点P ， 1 , Cは視覚的には共線だが，角度を計算す

ればLPIC=75。となり共線とならないー一方， ~倒

では， 30。の角が.視覚的には左の三角形で450ほ

どの角に，右の三角形では90。ほどの角として描

写されている.しかし角度を計算すれば
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ζPIC=180。となり共線となる.ここでは視覚的

情報に頼らずに，演鐸的に180。であること.もし

れま180。でないことを示し共線か否かを述べな

ければならない また，図 4 の場合は直線がきれ

いに描かれているものだが，教科書には手書き風

の図で，長さや角度が実測とは異なるものも. し

ばしば見られたこのように，証明が視覚的情報

に頼らず妥当性を示す方法としての機能を担って

いることが確認できる，この点は，わが国の論証

指導では強調されない点ではないだろうか. 日本

では一般性に焦点を当てるため，図が「すべての

代表J であることが論証指導の留意点となってい

る(文部科学省. 2008. p.96). 
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図 3 点P. 1. Cは共線ですか?

(Brault et al.. 2006. p. 182) 

最後に，数学の概念聞のつながりを構築すると

いう証明の機能 (systematization) (cf.De 

Villiers. 1990) も教科書から見出されたことを追

記しておく. 4(1)で平面幾何の体系がいかに構築

されているか示したその際，詳細には述べな

かったが，体系の構築には基本的に証明が求めら

れていた性質によっては，証明せずに認めるも

のもあったが，その数は少なく，たとえそうした場

合でも「この定理は認めるJ と明記されていた

この体系を構築するという証明の機能は，わが国

の証明も同様にもつものである.

5. おわりに

本研究は，人間学理論にもとづいた証明の生態

についての研究の一環で，教科書から知りうる，

フランス前期中等学校で証明が主に扱われる平面

幾何領域における証明の生態を明らかにすること

を目的としたそのため，証明の生息地の全体像

である平面幾何の体系，証明そのものの形態，証

明の生息地の詳細，証明の機能の 4 つの視点から

教科書を分析したその結果.フランスの学校数

学における証明の生態が，様々な点でわが国のも

のと異なること.証明の生態の別の可能性がある

ことが明らかになった.本稿は，こうしたフラン

スの証明の生態をわが国の学校数学へ導入すべき

と主張するわけではない. しかし. I論証」が 3 段

階の構造(所与一性質一結論)で文章として記述

されること，証明が特定の生息地を有さず，平面

幾何領域全体が生息地となっていること，一般性

よりも視覚的情報に頼らずに妥当性を示すことが

証明の機能となっていることなどは，わが国の視

点からも興味深いものであり.今後，その教育的

価値を検討する余地のあるものであろう.

また，本稿では教科書に見られる証明の生態を

中心に扱ったが，人間学理論の視点からすれば，

次は，その生態を生じさせている制約と条件が問

題となる.制約と条件の解明には，固定カリキユ

ラムをはじめとする教科書とは別の資料が必要と

なるため，今後取り組んでいきたい.

註

1 )人間学理論は，教授学的転置理論が発展した

ものである.人間学理論の詳細については，

拙稿 (2011) を参照のこと.

2) ここで「知 (savoir) J とは，数学の理論面を

中心とする公的な知識を意味する.

3) 英米の教育学研究で「生態学」の語が用いら

れることがある.その場合.学校や教室など

の場所における子どもや教師の生態，つまり

人間の生態を研究対象とすることが多い (cf.

Barab & Ro出. 2006). しかし本稿では，数学

の知の生態系を問題とする.

4) 本稿で「平面幾何J の語は.数学一般におけ

る一領域もしくは一体系を意味する. しかし，

わが国の学校数学における平面幾何を意味す

る場合，学習指導要領に倣って「平面図形」の

語を用いる.

5) ここでの「作図J は，定規とコンパスのみで

なく，三角定規等を用いるものを含む

6) フランスでは，鍵括弧 ([AB]など)は線分を，

丸の括弧 ((AB)など)は直線を意味する.

10 



フランス前期中等学校平面幾何領域における証明の生態

参考文献

Artaud, M. (1998). Introduction � l' approche 

馗ologique du didactique , In M. Baille叫， et 

al. (Eds.) , Actes de la 1X鑪e 馗ole d'騁� de 

didactique des math駑atiques (pp .101-139) , 

Caen: ARDM & IUFM. 

Balache宜， N. (1987). Processus de preuve et 

situations de validation , Educational Studies 

in Mathematics, 18 , 147-176. 

Balacheff , N. (2008). The role of the research司

er's epistemology in mathematics education. 

ZDM , 40(3) , 501-512. 

Barab, S. A. &Roth, W. M. (2006). Curricuｭ

lum-based ecosystems. Educati 

searche7久'， 35(5) ， 3-13. 

Boero , P. (Ed.) (2007) . Theorems in school, 

Rotterdam: Sense Publishers. 

Brault. R. et al. (2005-2008). Math駑atiques 6", 

5",4",3", Collection Phare, Paris: Hachette. 

Chevallard , Y. (1989). Le concept de rapport au 

savoir-Rapport personnel, rapport instituｭ

tionnel, rapport official, S駑inaire de 

DidaTech, NO.108 ,211-235 , Grenoble: 

IMAG. 

Chevallard, Y. (1992). Fundamental concepts in 

didactics, In R. Douady & A. Mercier (Eds.) , 

Research in Didactique 01 Mathematics: 
Selected ρゅers (pp .131-168) , Grenoble: La 

Pens馥 Sauvage. 

Chevallard, Y. (1994). Les processus de 仕組spo・

sition didactique et leur 也éoris出on ， In G. 

Arsac et al. (Eds .) La trans�osition didacｭ

tique � l'φreuve (pp .135-180) , Grenoble: 

La Pens馥 Sauvage. 

Chevallard Y. (2006). Steps towards a new 

epistemology in mathematics education , In 

M. Bosch (Ed.) Proceedings 01 CERME 4 

(pp. 22-30) , Barcelona: Universitat Ramon 

11叫1 Editions. 

De Villiers M. (1990). The role and func討on of 

proof in mathematics , Pythagoras, 24 , 

17-24. 

11 

Duval, R. (2002). Proof understanding in ma由e・

matics: what ways for students? In Fou Lai 

Lin (Ed.) Proceedings 012002 1nternational 

Con.ルrence on Mathematics -Understanding 

ρrovingandρroving to understand (pp. 61-77) , 

Taipei: NSC and NTNU. 

Hanna, G. (1990). Some Pedagogical Aspects of 

Proof , 1nterchange, 21(1), 6-13. 

Hanna, G. (2000). Prooí, explanation and e却10・

ration: an overview , Educational Studies in 

Mathematics, 44 , 5-23. 

Harel, G. & Sowder, L. (1998). Students' proof 

schemes , In A. Schoenfeld et al. (Eds . ) , 

Research in collegiate mathematics education 

111 (pp.234-283) , WashingtonDC: MAA. 

Healy L. & Hoyles C. (2000). A study of proof 

conception in algebra, Journallor Research in 

Mathematics Education, 31(4) , 396-428. 

宮川健 (2009). íフランスJ ， r理数教科書に関す

る国際比較調査結果報告J (pp .125-136) ，国

立教育政策研究所.

宮川健 (2011). íフランスを起源とする数学教授

学の「学J としての性格J ， r数学教育学論究1

Vo1. 94, 37-邸.

文部科学省 (2∞8). 中学校学習指導要領解説数

学編，教育出版.

文部科学省 (2009). 平成21年度全国学力・学習状

況調査中学校報告書，国立教育政策研究所.

文部科学省 (2010). 平成22年度全国学力・学習状

況調査中学校報告書，国立教育政策研究所.

Reid, D. A. & Knipping, C. (2010). Prool in 

mathematics education. Rotterdam: Sense 

Publishers . 

付記:本稿は，日本数学教育学会第43回数学教育

論文発表会で発表したものに更なる分析を追加

し加筆・修正したものである.本研究は，部分

的に，平成21年度上越教育大学研究プロジ、エクト，

JSPS科研費 22330245， 23730826 の助成を受けて

推進された.また，平成20年度「理数教科書に関

する国際比較調査J (財団法人教科書研究セン

ター)の成果を一部利用した.


