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今，子どもたちに求められている「学力とは」

「学力」を考える
証明の意味と必要性

　中学校2年生で指導されている証明は，図形の性質
を演繹的な推論を用いて確かめていく学習で導入され，
事柄の成り立つ理由を，根拠を明らかにして説明する
表現として指導されます。証明は，学問としての数学
の発展を支えてきた重要なものであるとともに，今後
の数学の学習を進めていくためにも重要な指導内容で
す。また，筋道を立てて考えたり，考えたことを論理
的に説明できるようにしたり，証明を振り返って発展
的に考えられるようにするなど，生徒の思考をより豊
かなものにしていくためにも，数学としては大切にし
たい指導内容です。
　しかし，証明は小学校の算数では学習しておらず，
中学生らしい数学らしい内容である反面，多くの生徒
が困難を抱えている内容となっています。昨年度（平
成26年度）に実施された全国学力・学習状況調査の
数学B4においては，2つの線分の長さが等しいこと
を2つの三角形の合同から証明する問題が出題され，
正答率は40.2％，無解答が21.9％でした。また，典型
的な誤答に分類できない解答も22.8％あり，無解答と

合わせて40％以上に大きな困難が見られます。正答
が4割，もう一歩が2割，ほとんどできていないもの
が4割という，4：2：4という比率が現状のようです。
　さらに，従来から指摘されていることとして，生徒
は証明の意味や必要性を理解していないことがありま
す。小学校で既に学習した二等辺三角形の底角が等し
いことを証明したり，正しいと分かっている平行四辺
形の性質を証明したりすることは，何のためにやって
いるのかが分からないという指摘です。算数，数学で
やってきたことは，ほとんどが答えを求める求答問題
です。問題の答えを求めることを数学と思っている生
徒にとっては，正しい答えが分かっている問題に対し
て，これ以上，何かをする必要性が感じられないので
す。
　こうした課題に対して，教科書はどのように取り組
んできたのでしょうか。こうした点を戦後のいくつか
の教科書から振り返りながら，現在の教科書に込めら
れた学力への思いを考えてみましょう。
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　図形の性質と証明
　6－3－3制の学校教育制度が始まり，義務教育が9
年間に延長された昭和20年代の中学校数学では「証
明」という用語は使われていませんでした。当時の学
校数学では，証明は高等学校の幾何の指導内容とされ

ていました。中学校の数学では，図形の性質の学習に
おいて，性質の成り立つわけを「説明」する内容が3
年生にありました。
　「証明」という用語が，戦後の中学校の教科書に登
場したのは，昭和30年代です。証明の学習は，中学
校2年生で指導することになった図形の性質の学習で
取り上げられています。
　1年生では平行線の同位角と錯角の性質から三角形
の内角の和が180°であることを「説明」しており，こ
のように基本となる性質を基に，新しい性質を推論し
ていくことを「図形の性質の研究のしかた」としてい
ます。
　2年生では，これを基にして，仮定から出発し，基
本性質や，これから明らかにされた性質を根拠としな
がら，結論を導き出すことを「証明」としています。「定

昭和36年　新しい数学　2

▲昭和28年 新しい数学 三年上
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義」「仮定」「結論」という用語も登場し，仮定や結論
が示す事柄をしっかり書いてから，仮定から結論を導
く道筋を示す証明の書き方を見ることができます。
　証明して正しいと分かった図形の性質のうち，重要
なものは「定理」としてまとめられていきます。この
ように証明することで定理を作り，また，その定理を
根拠にして新しい定理を作っていくことを積み重ねて
いくことで図形の性質を探究していく方法は，証明す
ることを通した図形の探究となっています。

　ことがらの正しいわけの説明
　昭和33年の学習指導要領改訂以来，今日まで中学
校2年生の指導内容として，証明は位置づけられてい
ます。この間，学習指導要領改訂における指導内容の
削減が何度かありましたが，証明自体は削減されるこ
となく，続いてきました。
　昭和40年代の数学教育現代化においても，昭和30
年代と同様に，図形の性質の調べ方の中で証明は指導

されています。数学教育現代化においては，集合の考
えなど進んだ数学の内容が取り入れられ，数学の論理
や構造が学校数学においても重要視されていました。
証明でも従来の定義，仮定，結論，定理に加えて，「命
題」が取り上げられました。命題が正しいことを確か
めるには，仮定を明らかにし，この仮定から，既に明
らかにされた性質をよりどころにしながら，結論を導
き出すことが必要です。これが証明であり，今まで学
んできた図形の基本的な性質から様々な図形の性質を
調べ，推論を正しく進める方法を身に付けることが求
められました。
　昭和50年代になると，数学教育現代化に対する批
判から高度な数学の内容の多くが削除され，基礎的・
基本的な事項に指導内容は精選されました。「命題」
という用語は使われなくなりましたが，ことがらの正
しいわけを説明することとして証明は位置づけられま
した。既に正しいと認められていることを根拠として，
仮定から結論を導くことは昭和30年代から一貫した
指導内容となっています。

針」とされていたのもので，あることがらを示すのに，
何を根拠にすればよいか，また，根拠をどのように使
えばよいか，考えるものです。証明のすじ道を，根拠
となることがらが分かるように整理すると，証明を書
くことができます。
　証明は仮定から結論を導く説明ですが，この仮定と
結論の関係こそが，調べている図形の性質を表してい
ます。そして，本来，数学の学習において考えるべき
対象であります。このことが見失われてしまうと，証
明のための証明の指導になってしまい，生徒にとって
は何のための証明なのかが分からなくなってしまいま
す。

　証明は，仮定と結論で示された命題がいつでも例外
なしに成り立つことを明らかにする方法であるという
意味の他に，図形の性質を明らかにし，数学を作って
いく方法であることを伝えることが重要です。単に，
数学という世界の中でのきまりとして，天下り式に押
し付けるのではなく，その意味と必要性の理解を伴っ
た証明の学習が，真の意味での生徒の学力につながる
と考えられています。

平成28年　新しい数学　2昭和56年　新しい数学　2
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　特に，この時代の教科書においては，三角形の単元
では，ことがらの正しいわけを「説明」するとしてい
ましたが，平行四辺形の単元で「証明」として，その
形式を指導することになっています。これは，ことが
らが正しいわけを説明することに対して，その意味や
説明の仕方について，生徒が理解できるように指導し
た後に，仮定，結論，定理などとともに，証明として
指導していく配慮が見られます。

　図形の性質の指導の系統
　平成期の教科書においても，図形の性質を調べると
きに証明を導入することや，ことがらの正しいわけを
説明することを証明としていることには変わりはあり
ません。しかし，最近の教科書では，図形の性質を取
り上げる指導の系統に特徴が見られます。これは，図
形の性質を調べる上で，どの段階で証明を導入するか，
という問題の他に，証明を図形の性質を調べることと
どのように関係づけるか，という問題を含んでいます。

　まず，従来の昭和56年の教科書では，平行線と角
の後に，三角形の内角と外角，また，その後に多角形
の内角と外角と展開していました。これは，平行線の
同位角や錯角が等しいことから三角形の内角の和が
180°であることが導かれ，三角形の内角の和から多角
形の内角の和が導かれるという，数学的なつながりを
反映したものです。この後も，三角形の合同条件を基
にして二等辺三角形の性質や直角三角形の合同を導き，
三角形の性質を基に，平行四辺形の性質を導くという
ように，数学的なつながりを見ることができます。そ

して，三角形と平行四辺形に挟まれる形で，定理と証
明という第１節において証明が導入されます。
　これに対して，来年度から使用される教科書では，
三角形の内角の和から多角形の角の性質を導くことか
ら，図形の性質を調べる単元が始まっています。その
次に，平行線と角の性質を扱い，平行線の同位角と錯
角の性質から三角形の内角の和が180°になることを説
明しています。昭和期の教科書とは反対の展開になっ
ています。そして，三角形の内角の和が180°になる説
明において，証明の導入がされます。

平成28年　新しい数学　2 平成28年　新しい数学　2

図形の性質の指導の系統（新しい数学 2（昭和56年））
５章　平行と合同
　１節　平行線と角
　　１　角
　　２　平行線と角
　　３　三角形の内角と外角
　　４　多角形の内角と外角
　２節　合同な図形
　　１　合同な図形
　　２　三角形の合同条件
　　３　二等辺三角形の性質
　　４　直角三角形の合同

６章　平行四辺形
　１節　定理と証明
　　１　定理と証明
　　２　定理の逆
　２節　平行四辺形
　　１　平行四辺形の性質
　　２　平行四辺形になるための条件
　　３　特別な平行四辺形
　　４　平行線と面積
７章　相似な図形

（当時は「相似な図形」も2年生の指導内容でした）

図形の性質の指導の系統（新しい数学 2（平成28年））

４章　平行と合同
　１節　説明のしくみ
　　１　多角形の角の和の説明
　２節　平行線と角
　　１　平行線と角
　３節　合同な図形
　　１　合同な図形の性質と表し方
　　２　三角形の合同条件
　　３　証明のすすめ方

５章
　１節　三角形
　　１　二等辺三角形の性質
　　２　二等辺三角形になるための条件
　　３　直角三角形の合同
　２節　平行四辺形
　　１　平行四辺形の性質
　　２　平行四辺形になるための条件
　　３　特別な平行四辺形
　　４　平行線と面積
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角形の内角の和，多角形の内角の和，多角形の外角の
和，ということがらとその根拠となることがらとの数
学的なつながりができます。そして，このつながりを
作っていく過程で，ことがらが成り立つわけを，すで
に正しいと分かっていることがらを根拠にして示すこ
とを，証明として位置づけているのです。
　完成された数学を教えるという趣旨では，最初から
数学の系統に即した展開とするのが自然なのですが，
これは指導する側の論理です。生徒にとっては，三角
形の内角の和が180°になることは，既習事項であり，
この説明の必要性はないわけです。まして，この説明
を証明として指導することでは，なかなか生徒に証明
の必要性は伝わりにくいと思われます。
　新しいことがらを説明するのに，既習のことがらを
使うという自然な学習を通して，生徒は数学での説明
の仕組みを知るのです。そして，説明の仕組みを使っ
て，図形の性質に関する数学的なつながりを見出す過
程で，証明とは何かを理解するのです。つまり，この
単元全体が証明の意味と必要性を学ぶプロセスになっ

ているわけです。これは，数学を教え込むのではなく，
生徒が証明を通して，数学を作っていくための展開と
も言えます。

　仮定と結論
　最後に，生徒が証明を書けるようにするという点で
は，そのすじ道の立て方や証明の書き方の指導が必要
となります。証明には，数学に固有の書き方があり，
特に記号化して関係や論理を表すことは，他の分野で
は使われない表現方法です。線分の始点と終点を言葉
で表すよりも，記号を付けてOAやOBと表した方が，
簡潔で分かりやすいことや，2つの三角形の合同を示
すのに，△ABC≡△DEFと表すと辺や角の対応も示
せるなど，書き方を指導するとともに，そのよさに触
れるようにすることが大切です。
　仮定と結論を明らかにし，仮定や根拠となることが
らから結論を導くには，＜証明のすじ道＞を考えるこ
とも有用です。これは，昭和40年代には「証明の方

　証明の意味と必要性
　この展開は，次のことを意図しています。最初の多
角形の角の性質では，多角形を三角形に分割すること
で，分割でできた三角形の内角の和の総和から，多角
形の内角の和を求めています。既習の三角形の内角の
和が180°であることを根拠にして，多角形の内角の和
の性質を新しく導いています。数学では，あることが
らを説明するには，既に正しいと分かっていることが
らを根拠にして説明するという仕組みを示しているの
です。
　また，多角形の外角の和を考える際にも，直前に導

いた多角形の内角の和の性質を用いています。既知の
ことがらを根拠に，新しいことがらの説明をするとい
う同じ仕組みになっています。これが，第１節「説明
のしくみ」という節の意味です。
　このように説明の仕組みを理解すると，三角形の内
角の和の説明は，どうなっていたのかということが問
題になります。小学校の算数では，いくつかの三角形
を調べただけで，どんな三角形でも180°になることは，
説明できていませんでした。この問題に答えるには，
平行線の性質が必要となります。平行線の性質を根拠
にすることで，三角形の内角の和が180°であることが
説明できます。これによって，平行線の性質から，三
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角形の内角の和，多角形の内角の和，多角形の外角の
和，ということがらとその根拠となることがらとの数
学的なつながりができます。そして，このつながりを
作っていく過程で，ことがらが成り立つわけを，すで
に正しいと分かっていることがらを根拠にして示すこ
とを，証明として位置づけているのです。
　完成された数学を教えるという趣旨では，最初から
数学の系統に即した展開とするのが自然なのですが，
これは指導する側の論理です。生徒にとっては，三角
形の内角の和が180°になることは，既習事項であり，
この説明の必要性はないわけです。まして，この説明
を証明として指導することでは，なかなか生徒に証明
の必要性は伝わりにくいと思われます。
　新しいことがらを説明するのに，既習のことがらを
使うという自然な学習を通して，生徒は数学での説明
の仕組みを知るのです。そして，説明の仕組みを使っ
て，図形の性質に関する数学的なつながりを見出す過
程で，証明とは何かを理解するのです。つまり，この
単元全体が証明の意味と必要性を学ぶプロセスになっ

ているわけです。これは，数学を教え込むのではなく，
生徒が証明を通して，数学を作っていくための展開と
も言えます。

　仮定と結論
　最後に，生徒が証明を書けるようにするという点で
は，そのすじ道の立て方や証明の書き方の指導が必要
となります。証明には，数学に固有の書き方があり，
特に記号化して関係や論理を表すことは，他の分野で
は使われない表現方法です。線分の始点と終点を言葉
で表すよりも，記号を付けてOAやOBと表した方が，
簡潔で分かりやすいことや，2つの三角形の合同を示
すのに，△ABC≡△DEFと表すと辺や角の対応も示
せるなど，書き方を指導するとともに，そのよさに触
れるようにすることが大切です。
　仮定と結論を明らかにし，仮定や根拠となることが
らから結論を導くには，＜証明のすじ道＞を考えるこ
とも有用です。これは，昭和40年代には「証明の方

　証明の意味と必要性
　この展開は，次のことを意図しています。最初の多
角形の角の性質では，多角形を三角形に分割すること
で，分割でできた三角形の内角の和の総和から，多角
形の内角の和を求めています。既習の三角形の内角の
和が180°であることを根拠にして，多角形の内角の和
の性質を新しく導いています。数学では，あることが
らを説明するには，既に正しいと分かっていることが
らを根拠にして説明するという仕組みを示しているの
です。
　また，多角形の外角の和を考える際にも，直前に導

いた多角形の内角の和の性質を用いています。既知の
ことがらを根拠に，新しいことがらの説明をするとい
う同じ仕組みになっています。これが，第１節「説明
のしくみ」という節の意味です。
　このように説明の仕組みを理解すると，三角形の内
角の和の説明は，どうなっていたのかということが問
題になります。小学校の算数では，いくつかの三角形
を調べただけで，どんな三角形でも180°になることは，
説明できていませんでした。この問題に答えるには，
平行線の性質が必要となります。平行線の性質を根拠
にすることで，三角形の内角の和が180°であることが
説明できます。これによって，平行線の性質から，三
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義」「仮定」「結論」という用語も登場し，仮定や結論
が示す事柄をしっかり書いてから，仮定から結論を導
く道筋を示す証明の書き方を見ることができます。
　証明して正しいと分かった図形の性質のうち，重要
なものは「定理」としてまとめられていきます。この
ように証明することで定理を作り，また，その定理を
根拠にして新しい定理を作っていくことを積み重ねて
いくことで図形の性質を探究していく方法は，証明す
ることを通した図形の探究となっています。

　ことがらの正しいわけの説明
　昭和33年の学習指導要領改訂以来，今日まで中学
校2年生の指導内容として，証明は位置づけられてい
ます。この間，学習指導要領改訂における指導内容の
削減が何度かありましたが，証明自体は削減されるこ
となく，続いてきました。
　昭和40年代の数学教育現代化においても，昭和30
年代と同様に，図形の性質の調べ方の中で証明は指導

されています。数学教育現代化においては，集合の考
えなど進んだ数学の内容が取り入れられ，数学の論理
や構造が学校数学においても重要視されていました。
証明でも従来の定義，仮定，結論，定理に加えて，「命
題」が取り上げられました。命題が正しいことを確か
めるには，仮定を明らかにし，この仮定から，既に明
らかにされた性質をよりどころにしながら，結論を導
き出すことが必要です。これが証明であり，今まで学
んできた図形の基本的な性質から様々な図形の性質を
調べ，推論を正しく進める方法を身に付けることが求
められました。
　昭和50年代になると，数学教育現代化に対する批
判から高度な数学の内容の多くが削除され，基礎的・
基本的な事項に指導内容は精選されました。「命題」
という用語は使われなくなりましたが，ことがらの正
しいわけを説明することとして証明は位置づけられま
した。既に正しいと認められていることを根拠として，
仮定から結論を導くことは昭和30年代から一貫した
指導内容となっています。

針」とされていたのもので，あることがらを示すのに，
何を根拠にすればよいか，また，根拠をどのように使
えばよいか，考えるものです。証明のすじ道を，根拠
となることがらが分かるように整理すると，証明を書
くことができます。
　証明は仮定から結論を導く説明ですが，この仮定と
結論の関係こそが，調べている図形の性質を表してい
ます。そして，本来，数学の学習において考えるべき
対象であります。このことが見失われてしまうと，証
明のための証明の指導になってしまい，生徒にとって
は何のための証明なのかが分からなくなってしまいま
す。

　証明は，仮定と結論で示された命題がいつでも例外
なしに成り立つことを明らかにする方法であるという
意味の他に，図形の性質を明らかにし，数学を作って
いく方法であることを伝えることが重要です。単に，
数学という世界の中でのきまりとして，天下り式に押
し付けるのではなく，その意味と必要性の理解を伴っ
た証明の学習が，真の意味での生徒の学力につながる
と考えられています。
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