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１．研究の意図・目的
証明に関する生徒の学習状況は望ましくない
状況にあるということが多く報告されている。
筆者は証明を命題が真であることを示す役割だ
けであるという偏った捉え方をしていることが，
この原因ではないかと考える。そこで，証明の
機能を明らかにし，他の機能に着目した指導を
することが生徒の学習状況を改善する一つの方
法であると考える。
そこで，本研究では，現状を改善するために，
実際に他の証明の機能を使うことができるよう
にするための方法を提示し，証明指導の改善の
示唆を与えることを目的とする。本研究では，
以上のような目的を達成するために，以下のよ
うに３つの研究課題を設定する。
【研究課題１】：数学における証明の機能につ
いて考察する。
【研究課題２】：数学における証明の機能をも
とに，学校数学において証明の機能を活かすた
めに，学校数学における証明の機能をどのよう
に捉えるかを考察する。
【研究課題３】：学校数学における証明の機能
について実際に証明問題から，それぞれの機能
を具体的に分析し，これらの機能を活かすため
の方法を考察し，指導への示唆を与える。
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３．論文概要
【第１章】De Villiers は数学者の活動をもと
に，証明の機能を分析し，次のような５つの機
能を示した。

ができる機能。
そして，これらの機能を学校数学で活かす意
義を明らかにした。
また，立証に留まらない証明の機能を引き出

＜立証(verification)＞…命題の真に関係する機

し，これらの証明の機能を活かすために，証明

能。

を振り返る活動が有効であることを示した。

＜ 説 明(explanation) ＞…なぜその命題が真で

【第３章】本章において，第一に，学校数学

あるのかの洞察を与える機能。

における５つの証明の機能が具体的にどのよう

＜体系化(systematisation)＞…公理，主な概念，

なものであるかを証明問題を用いて示した。第

そして定理の演繹的な体系の中に多様な結果を

二に，証明問題を用いて，証明を振り返る活動

位置づける機能。

が，他の証明の機能を引き出すきっかけになる

＜発見(discovery)＞…新しい結果を発見・発明

ことを明らかにした。第三に，証明を振り返る

する機能。

ことによって得られる新しい命題の発見は，も

＜コミュニケーション(communication)＞…数

との命題の構造に依存することを明らかにした。

学的な知識を伝達する。
この５つの機能の提案は，証明に対する偏っ

４．今後の課題

た見方を改善するための視点を示していると考

筆者は今後，本研究で示した５つの証明の機

えられる。しかし，De Villiers が示した証明

能やそれらの機能を実際に使えるようになるた

の機能にはいくつか不十分な点がある。従って，

めの方法である証明を振り返る活動をもとに，

De Villiers が示した数学における証明の機能

証明を探究活動の中に位置づけて，証明は探究

を捉え直して，学校数学にこれらの証明の機能

活動における方法であるという見方を生徒に身

を活かすために修正が必要であるということを

につけるための証明指導を考えていきたいと考

指摘した。

える。

【第２章】本章においては，De Villiers の数
学における証明の機能を，学校数学にこれらの
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