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研究成果の概要（和文）：　本研究では，スパイラルを重視した数学的活動による中高連携の代数カリキュラム
を開発すると共に，そのカリキュラムでの学習効果を質的に考察した。開発した教授単元として，数の拡張に関
する正負の数や複素数平面単元，整式の因数分解に関する単元，√２に限りなく接近する有理数列を探究する単
元，円や球の求積公式を導出し解釈する単元などがある。開発した代数カリキュラムにおける，生徒の数学的探
究の質的な分析から，多様な学習効果を見いだすことができた。

研究成果の概要（英文）：This research develop the algebraic curriculum emphasized spiral 
mathematical activities cooperated with junior and senior high school algebra, consider student's 
mathematical inquiry about school algebra and its effect by qualitative method. In this research we 
develop several teaching units such as possitive and negaive integer and complex plane emphasized 
number expanding, factorizing the polynomial, discovering and proving algebraic property of rational
 number sequence to come nearer infinite to square root 2, producing and interpreting the 
mensuration formula about circle and sphere. Various effects find out by student's learning process 
in these algebraic curriculum emphasized spiral mathematical activities.

研究分野： 数学教育学

キーワード： スパイラル　中高連携　数学的探究　代数カリキュラム　つながりのある単元　例で考える　質的研究

  ２版



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景  
 生徒が今まで学んだ事柄について「なる
ほど，そういうことだったのか」と新たな
意味形成をしたり，「さらにこんなことがい
えそうだ」とこれからの学びに向けた洞察
をしたりすることを通して，生徒の事象に
対する捉えが変容し，その理解が深まる。 
 例えば，面積２の正方形の１辺の長さと
して平方根√２が導入されることが多い。  
ここで，反比例ｙ＝２／ｘと比例ｙ＝ｘ

のグラフを利用して，面積２の正方形につ
いて考えたり，様々な規則性をもつ有理数
列の極限として√２について考えたりする
ことから，√２の存在を実感することがで
きる。また，等積の長方形から正方形に接
近する過程と，√２に接近していく有理数
列の様子を比較したり，その限りなく接近
していく様子を式やグラフなどの数学的な
表現を用いて解釈したりすることにより，
実数としての√２の理解を漸次的に深める
ことが期待できる。 
 そこで，「新たな意味形成と数学的な洞察
との循環」を促す数学的活動によって，中
高連携の代数領域の単元を開発すると共に，
その単元の授業実践と授業での生徒の学習
活動の分析を通して，代数カリキュラムの
開発とその効果の特定ができないだろうか
と考えた。 
 
２．研究の目的 
 本研究の目的は，「新たな意味形成と数学
的な洞察との循環」を促す，スパイラルを重
視した数学的活動による中高連携の代数カ
リキュラムを開発し，そのカリキュラムでの
学習効果を考察することである。 
  
３．研究の方法 
 研究の目的に向けて，次の３つの方法によ
り考察を進める。 
(1) 中学校・高等学校の代数領域でのスパ
イラルを重視した数学的活動に基づく単
元を開発する。さらに，単元どうしのつな
がりに着目して，中高連携の代数カリキュ
ラムを開発する。 

(2) (1)で開発した単元について，研究協力
者との協働により，中学校および高等学校
で授業実践を行い，授業における質的なデ
ータを収集する。質的研究法を用いて，一
連の授業における生徒の学習過程を分析
し，学習効果や特徴的な生徒の学習状況を
考察する。 

(3) 学校代数や数学的活動論に関する先行
研究等をもとに，中学校・高等学校の代数
領域でのスパイラルを重視した数学的活
動に関する理論的な考察を進める。 

  また，開発したカリキュラムの改善を通
して，「新たな意味形成と数学的な洞察と
の循環」を促すための効果的な学習方法の
あり方について考察を進める。 

 

４．研究成果 
(1) スパイラルを重視した数学的活動によ
る「数の拡張」に関する単元開発と，生徒
の学習過程の分析による学習効果の特定 

 本研究を進める上で，スパイラルを重視し
た数学的活動を「生徒に学んだ事柄に関する
新たな意味形成と,これからの学びに向けて
の数学的な洞察とを繰り返し促す数学的活
動」と捉えることとした。また，スパイラル
を重視した数学的活動による単元を設計す
る上で，「例で考えること」や「同じ例に焦
点をあてること」等の原理を提示した。 
 ここで，「例で考えること」には，次の３
つの段階があることを指摘した。 
 ａ．例について考える 
 ｂ．例を通して考える 
 ｃ．例を超えて考える 
 「例について考える」とは，例そのものや
例が何を表しているのかを知るとともに，例
に込められた数学的な知識やアイデアを知
る段階である。「例を通して考える」とは，
例に関わる数学的な知識やアイデアを抽象
化したり，一般化したりすることを通して，
例に込められた数学的構造を解読する段階
である。「例を超えて考える」とは，当初の
例に込められた数学的な知識やアイデア，数
学的構造の意味を，他の例や，例につながり
のある単元の内容との関わりで捉える段階
である。ここで，例とは，「生徒に掴ませた
いと意図させた数学的構造」が宿された教材，
場，活動である。また，生徒が新たな概念を
形成したり，既有の概念を変容したりするた
めの，思考のよりどころとしての具体，即ち，
生徒にとっての数学的経験，数学的知識，数
学に関わる事実も例となる。さらに，生徒が
ある学習の段階で生成した概念そのものも，
抽象化や一般化が進む数学学習の流れの中
で,さらなる概念形成のための例となり得る。   
 「例で考えること」等の単元設計の原理に
基づき，「数の拡張」に関わる単元として，
中学１年の単元「正の数・負の数」と，高校
２年の単元「複素数平面」を開発するととも
に，双方の授業実践を比較しながら，授業に
おける生徒の学習過程の分析を行った。ここ
で，整数の乗法においても，複素数の乗法に
おいても，「被乗数を１とみる解釈」が共通
に行われることに着目し，数学的なモデルで
「被乗数を１とみる解釈」を行う活動を大切
にしながら，乗法の仕方について考える活動
を取り入れた。なお，「被乗数を１とみる解
釈」そのものは，小学校算数の領域「数と計
算」で経験的に重視されている活動である。
その活動に，数学的な価値を与えることも意
図している。 
 単元「正の数・負の数」の授業では，２つ
の整数の乗法を２本の数直線を用いた操作
活動で考え，その行為を言葉で表現して対象
化することから，正負の数の乗法の意味を解
釈する数学的活動が行われた。２本の数直線
で「被乗数を１とみる解釈」を行う活動にお



ける生徒の学習過程を質的に分析すること
から，次のことが明らかになっている。 
・２本の数直線を用いた操作活動とその行為

の対象化が，正の数・負の数の乗法の意味
解釈を深める。 

・拡張された数の世界から乗法の意味解釈を
見直すことにより，乗法では被乗数を１と
みることが重要な役割を果たすことを改
めて実感し，統合的な見方を高めることが
できる。 

・２本の数直線を用いた操作活動を通して，
無限概念につながる洞察を行う可能性が
生まれる。 

 単元「複素数平面」の授業では，２つの複
素数の乗法を直角三角形のモデルを用いた
操作活動で考え，その行為を言葉で表現して
対象化することから，複素数の乗法の意味を
解釈する数学的活動が行われた。直角三角形
のモデルで「被乗数を１とみる解釈」を行う
活動における生徒の学習過程を分析するこ
とから，次のことが明らかになっている。 
・直角三角形のモデルを用いた操作活動とそ

の対象化が，複素数平面上での複素数どう
しの乗法の意味解釈を深める。 

・モデルを用いた操作や観察が，探究の推力
となり，これまでの学習を活用したり，関
連づけたりする活動につながる。 

・複素数どうしの加法や減法の図形的な意味
を解釈した生徒は，乗法の意味解釈におい
てもベクトルを意識して探究する。 

・被乗数を１とみることは生徒にとって容易
なことではない。 

・拡張された数の世界から乗法の意味解釈を
見直すことにより，乗法では被乗数を１と
みることが重要な役割を果たすことを改
めて実感し，統合的な見方を高めることが
できる。 

 
(2) スパイラルを重視した数学的活動によ
る「式の展開と因数分解」や「式と証明・
高次方程式」に関する単元開発と，生徒の
学習過程の分析による学習効果の特定 

 スパイラルを重視した数学的活動による，
中学校３年の単元「式の展開と因数分解」，
高等学校・数学Ⅱの単元「式と証明・高次方
程式」を開発するとともに，双方の授業実践
を比較しながら，授業における生徒の学習過
程の分析を行った。ここでは，単元「式と証
明・高次方程式」における，整式ｘｎ－１の
因数分解に関する数学的探究とその様相に
ついて述べる。 
 整式ｘｎ－１の因数分解に関する学習は，
単元「式と証明・高次方程式」後半の７時間
展開で，次の活動１～活動３のように行われ
ている。 
活動１：ｘ２－１，ｘ３－１，ｘ４－１，･･･，
ｘ８－１の因数分解を行うとともに，因数
分解の方法を振り返り，導出したｘｎ－１
（ｎ≦８）の規約多項式のもつ規則性を発
見する。紙と鉛筆による方法と Computer 

Algebra System(CAS)を用いた方法との調
和を行い，同じｘｎ－１の因数分解の結果
にずれが発生した場合には，式の同値変形
（紙と鉛筆による方法）により，そのずれ
を解消する。 

活動２：指数ｎが８までのｘｎ－１の規約多
項式を比較し，ｘｎ－１の規約多項式のも
つ数学的性質を導く。導いた数学的性質が
一般的に成り立つものかどうか，さらなる
数学的性質が導けるかどうかについて，
CAS を用いて調べ，他者と議論を行い，探
究する。 

活動３：活動２で導いたｘｎ－１の規約多項
式のもつ性質に焦点をあて，可能な範囲で
その代数的な証明を行う。指数ｎと整式 
ｘｎ－１との関係に着目して，規約多項式
のもつ性質をさらに探究する。 
活動１～活動３からなる「整式ｘｎ－１の

因数分解に関する数学的探究」について，次
のことが明らかになっている。 
・帰納的にｘｎ－１の因数分解を行い，その
行為と所産を振り返ることを通して，整式
ｘｎ－１を整数ｎの特徴に関連づけた探究
が促される。 

・ｘ６－１の因数分解に対する多様な解釈が，
さらなるｘｎ－１の因数分解の探究を生む
と共に，探究を進めるための素地となる多
項式を次々と変えながら，規約多項式のも
つ性質の探究を進める。 

・ｘｎ－１の因数分解に関する思考を進める
ことにより，生徒が証明をしたくなる「証
明すべき事柄」の生成がなされる。その証
明活動に関しては多様な生徒の動きがみ
られる。 

 
(3) スパイラルを重視した数学的活動によ
る√２に限りなく接近する有理数列の特
徴を探究する学習とその効果の特定 

 「同じ例に着目すること」の単元設計の原
理に基づき，√２に限りなく接近する有理数
列の特徴を多様な視点から探究する単元を
設計し，授業実践を行った。√２に限りなく
接近する有理数列とは，次の数列｛Cｎ｝で表
される数列である。 
 
 

 
 この有理数列｛Cｎ｝は，隣接する二つの項
の分子および分母に着目すると，きれいな規
則を見いだすことができる。 
 
 

 
 例えば，3/2 の分子と 7/5 の分母，3/2 の
分母と 7/5 の分子をかけあわせると，３×５
－２×７＝１という式を得ることができる。
この式を３×５＋２×（－７）＝１と読むと，
３ｘ＋２ｙ＝１となる整数解（５，－７）が
存在することにより，３と２が互いに素であ
るということができる。このように，隣接す



る二つの項によって，有理数列｛Cｎ｝が既約
分数で構成されることを示すことができる。 
なお，有理数列｛Cｎ｝の初項を，4/6 のよ

うに可約分数にすると，同じ規則性をもって
つくられる有理数列の各項は可約分数とし
て表現される。 
 また，有理数列｛Cｎ｝の漸化式や一般項は，
次の式で表すことができる。 
 
 

 
 
 

 
 有理数列｛Cｎ｝は√２に収束する数列であ
るが，この漸化式の「式の形」に注目すると，
√３，√４，√５などに収束する有理数列を
つくり出すことができる。また，有理数列 
｛Cｎ｝には，ある項の分母と分子を足し合わ
せると隣接する項の分母と等しくなり，隣接
する２つの項の分母どうしの和は，一方の項
の分子と等しくなる等の性質がある。有理数
列｛Cｎ｝の各項を２乗した数列にも，興味深
い性質が存在する。有理数列｛Cｎ｝のもつ性
質を参考にして，自然数に接近する有理数列
を創り出すと，その中にきれいな数の性質を
もつ場合がみられる。 
 これらの「例」を用いた数学的活動を，数
学Ａの単元「整数の性質」，数学Ⅲの単元「数
列の極限」で行った。単元「整数の性質」の
学習では，次のことが明らかになっている。 
・生徒は√２に限りなく接近する有理数列の

中に，すべての項が既約分数で構成される
数列があることに驚きつつ，「すべて」を
示すための，証明すべき事柄の生成に当初
困惑していた。 

・有理数列の隣接二項の差を求める式を変形
して読むことと，互いに素に関する性質と
を関連づけることができたときに，「すべ
て」を証明するための，事柄の生成に至る
ことができていた。 

・文字式を使って証明をする際に，文字式を
新たに文字でおいて，仮定の繰り返しとみ
て証明を試みること等が，代数的に証明す
ることの意味を問い直すきっかけとなっ
ていた。 

・文字式を使って証明する方法どうしを比較
したり，他者と証明の意味を議論すること
を通して，文字式を用いた証明の改善を図
っていた。 

 また，単元「数列の極限」の授業実践とそ
の分析を通して，次のことが明らかになって
いる。 
・異なる視点からの考察の過程を振り返り， 
 関連づけることを通して，数列の極限を調
べる方法を思考の対象とすることが促さ
れる。 

・同じ数に接近する複数の有理数列や漸化式
の比較から，その背景にある原理に迫った
り，数列の接近（収束）に関する本質的な

「問い」が生成される。 
 ここで，本質的な「問い」の例として，有
理数列｛Cｎ｝の特徴を調べるために，｛Cｎ｝
の各項を２乗した数列について探究してい
た生徒の「問い」がある。この生徒は，次の
「問い」をあげている。 
「でも，本当にその２という値を（√２）２

と捉えていいのかはまだ不安なところで
ある。（中略）が，収束する値自体大きく
なっているので，大して変わらないかもし
れないと思った。」 

 学校種や学年を超えて，つながりのある単
元で，繰り返し「同じ例に着目すること」に
よる授業実践を行うことを通して，生徒の中
には，数学の本質に迫る本質的な「問い」が
発生する可能性がみられている。同時に，生
徒の知識の成長や，数学の体系的な理解につ
ながる，今まで正しいと認めていた事柄への
「問い」の発生や，あたりまえと思っていた
ことの問い直しなどがみられている。  
 
(4) スパイラルを重視した数学的活動によ
る円と球の求積公式を導出する数学的活
動とその学習効果の特定 

  スパイラルを重視した数学的活動によ
る，高等学校・数学Ⅲの単元「積分法」を開
発するとともに，小学校算数で学習した「円
の面積公式」，中学校数学で学習した「球の
体積や表面積の公式」を，積分を用いて解釈
し直す学習を行い，その授業における生徒の
学習過程の分析を行った。 
 「円の面積公式」や「球の体積や表面積の
公式」に関する学習は，単元「積分法」の中
で，次の活動１～活動４のように行われる。 
活動１：算数教科書における円の面積公式に
関する記述を，数学的な背景を含めて読み
込みながら，公式導出の方法を数学的に表
現し直し，解釈する。 

活動２：円の面積公式を，極限や積分の概念
を用いて改めて導出し，解釈する。その解
釈の妥当性を議論すると共に，公式導出に
必要な数学的な考えを整理する。 

活動３：円から球への類比的推論を活かして，
球の体積公式を極限や積分の概念を用い
て導出する。球の体積公式と円の面積公式
とを比較し，公式導出に必要な数学的な考
えを整理する。 

活動４：活動２や活動３を踏まえ，球の表面
積の公式を導出する。また，そこで使われ
た数学的な考えを整理する。 
活動１～活動４からなる「円や球の求積公

式に関する数学的探究」について，次のこと
が明らかになっている。 
・円の面積公式導出における「対称性に着目

する，同心円の集積とみなす，内接する等
間隔の長方形の区分を増やす，内接する正
多角形の面積から近似する」というアイデ
アと，円と球との類似性に着目しながら，
２次元から３次元への次元の移行とを関
連づけて，球の体積公式を導く活動がみら



れる。 
・前提となる条件を明確にしないと，循環論

に陥る事実を知る体験をする。このことを
通して，既にわかっている事柄と導出した
い事柄とを区別して推論する姿勢が高め
られた。 

・球の体積公式を導く過程を数学的に表現し，
解釈する活動を促進したのは，円の面積に
関する算数教科書を読み込み，その背景に
ある数学に迫る数学的活動である。これは，
小学校算数の内容を，高等学校数学の立場
から積極的に学び直す，スパイラルを重視
した数学的活動そのものである。スパイラ
ルを重視した数学的活動は，学校種を超え
て学び直すことの可能性や価値を与える。 

・算数教科書の記述やその行間には，数学的
な背景を理解して納得することができる
内容が多く含まれる。それゆえ，算数教科
書の内容を学び直しながら，中学校数学や
高等学校数学の内容を関連づけて，一体的
な学習指導を組む可能性が豊かにある。 
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