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数学のわかりやすいのつくり方 ( I )
――数学を算数にしてみる「数学×算数＝わかりやすい」――
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１．算数と数学の違い
つい先日、小学校での算数について非常に驚きの話を耳にした。それは、
先生 「〇〇くんは 1,000 円を持ってお買い物に行きました。そこで、100 円の
お菓子を 3 つ買いました。〇〇くんが受け取ったおつりはいくらかな？」
子ども「わかりません・・・」
先生 「どこがわからないのかな？100 円のお菓子が 3 つだから 300 円だよね。」
子ども「先生、おつりってなんですか？」
先生 「・・・・・」
これは、算数とは一体何なのか、算数の特徴を鮮やかに浮き彫りにしている話のた
めとても印象深い。それは、算数は常に具体的であるということ。その算数の具体性
を皮肉にも如実に表している。算数では、具体的に想像しやすいものを用いて計算を
行い、図形についても具体的に想像しやすい形を対象にする。上の話も、購買という
具象物に準拠し、算数の計算を問うているのだが、その子どもにとって「おつり」と
いうものが具体的ではない知らないものであるために、結果、計算ができない。
「1000
－(100×3)＝」と問われたら、おそらくこの子どもはこの“計算”はできたのであろ
う。この子どもにとっては、計算自体ができないのではなく、問い自体がわかりづら
いのである。この実例を待たずとも、算数とは具象的なモノに立脚している学びであ
ることは明白である。
クレジットカード等を使いキャッシュレスで日々購買を目にしているようで、日常の
購買の中で「おつり」というものを見たことも聞いたこともないため、
「おつり」を知
らない子どもがいるそうだ。
では、算数と“似ている”と誤解されやすい数学とは一体何なのであろうか。素朴
な捉えられ方は、難易度の差と思われるだろうか。算数はやさしく、数学は難解。算
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数にも難度が高いものもあれば、数学にも易なものもあるので、難易度の差で算数と
数学を定義するのは単純過ぎる嫌いがある。難易度の差で容易に片付けるのではなく、
算数は常に具体的であると認識すると、その対比において数学は抽象的であると捉え
られる。算数と数学を、具体性と抽象性の差という一点において大きく異なる似て非
なる学びと捉えてみる。小学校は算数で中学・高校は数学と学習年齢で捉えるのでは
なく、算数は具体的・数学は抽象的と捉えると「3－1＝」は、3 つの何かから 1 つ取
ったら、いくつ残るかをイメージできるので、その点これは算数的と言えるが、
「3－5＝」は、3 つの何かから 5 つ取ることはできないし、取ったとしても残りは
0（無）であると具体的に想像しがたいので負の計算は数学的と言える。事実、インド
数学や中国算術では古くから受け入れられていた負の数は、ヨーロッパ数学では長い
間受け入れられることなく、17 世紀になってようやく受け入れられたそうだ。しばら
く負の数が受け入れられなかったのも、負の概念は想像しにくいものだったからであ
ろう。数学には、二乗したら－1 となる虚数や、平面の 2 次元、空間の 3 次元を超え
る（何をもって実在とするかにも依るが）実在の議論となる 4 次元や 5 次元というも
の、極度に抽象的で想像を遥かに超えるものだらけで、それこそが数学なのである。
２．数学をデザインする－数学のわかりやすいのつくりかた
数学はそのはじめより抽象性を大事にしている故に、数の世界を探究できているの
であるから、
「数学は抽象的」はその学問の本質上致し方ないことである。しかし、学
問の本質的特徴とは別に、これが学習となってくると、致し方ないでは終えられない。
繰り返すが、数学を定義するのは難易度ではなく抽象度である。この抽象的というこ
とが、学習にとってのわかりやすさ、そして学習者にとってのわかりやすいに影響を
及ぼすことは間違いない。この事は、どの学びにも当てはまる普遍的なことであろう。
算数は得意・好きだったが数学は苦手・嫌いという声をよく耳にする。それは、数学
が極度に抽象的で想像しにくく、その結果まったくわからない、というのがもっとも
当たり前の苦手の理由であろう。この様な学びやすい・学びにくいという観点から、
算数及び数学をデザインし直す（リデザイン）ことは大変興味深い。もちろん算数を
どうデザインしたらもっともっと楽しくわかりやすくなるか、その工夫やアイデアは
教える側はいくらでも考え続ける必要はあるが、その本質故に極度に抽象的である数
学ではどのような工夫によりわかりやすさ（分かりやすさ・解かりやすさ）が創り出
され、数学は想像しにくいから苦手・嫌いという学習者に対してどうしたらわかりや
すい（分かりやすい・解かりやすい）という経験・実感が得られるか、は非常に工夫
し甲斐があって、常識を打ち破るような独創的なアイデアが求められる挑戦し甲斐の
ある企みと言えるであろう。
科学研究費助成事業 挑戦的研究 (萌芽)「学習障害児への身体感覚及び体感を活用
した外国語教育の教材作成とその実践」を受け開始した有路・山本・百瀬（2020）並
びに有路・百瀬（2021）では、学びを助ける教材「教科書」の“わかりやすさ・わか
りやすい”についてデザインの観点から論じたが、本稿は数学という抽象的で難解な
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学びに、どのような工夫やアイデアにより数学の“わかりやすさ・わかりやすい”を
創り出せるかの挑戦とも言える（小学生を対象にしたここでの「数学をデザインする」
案の実践は 2022 年 3 月からを予定している）。1 デザインには、難しいモノやコトを、
やさしいモノやコトに変える力がある－デザインは“にくい”を“やすい”にする。
本稿４節での企みは、「数学をデザインする」案であり、デザインと教育・学びに関
する有路・百瀬の一連の研究の中に位置づけられるものである。―「数学の“にくい”
をデザインにより“やすい”にする」
３．アクチュアリティーというミカタ
抽象度が極めて高い数学を学習者に噛み砕いて提供する工夫のひとつとして、“身
近感”を醸し出すというものがある。
“身近感”というのは、数学って何のため、何の
役に立つのか、という疑問（疑念）に対して、あなたの身の回りで見えないところで
活躍しているということを示す工夫である。例えば、微分は“変化”の量であり積分
は変化量の積み重ね、謂わば変化の“総量”と説明し、微分積分は、天気予報で活躍
していると伝える（微分によって気温などの気象事象の状態のその瞬間瞬間の変化を
算定し、そこで得られた変化量を積分によって解析することでこれからの天象の変化
の予測が実施される）。この様に、身近感を付加することで数学をより具体的にするこ
とは可能かもしれないが、実際のところ微分積分とは何なのかは分からずじまいの可
能性もある。つまり、数学が見えないところで役立っていることを知っても、数学そ
のものがわかったという保証は得られない。役立つ事例は「ありがとう」という印象
にはなるが、「わかった」は創り出せないのではないか。
やはり、数学そのものが「わかった」となるには、活躍の事例を紹介するのではな
く、数学そのものを何とか工夫により学習者がわかりやすいという実感を得るように
“料理”するより他ないと思われる。微分積分を「わかった」とするには、微分積分
そのものを噛み砕き、“にくい”を“やすい”に変える工夫が必要である。
数学そのもののわかりやすさ（分かりやすさ・解かりやすさ）を創り出す、そして
学習者視点からは数学がわかりやすい・学びやすいという実感を得る時のひとつの鍵
となるのはアクチュアリティー（actuality）というミカタ（見方・味方）である（cf. 佐
藤・大島・廣瀬 (2021) 『解きたくなる数学』）。アクチュアリティーとは、手でつか
めるほどにしっかりはっきりとした実感を得るということである。ただし、そのアク
チュアリティーとは、上の“身近感”とは異なる。アクチュアリティーとは、あくま
でも数学の極度に抽象的な概念そのものを実感を持ってつかみとるという意味である。
アクチュアリティーと本質的にとても近しいミカタに、ビジュアライズ（visualize）
－見える化－という工夫もある。見えない抽象的なものを見えるカタチにすることで、
学習者にとってつかみやすいようにしようという試みである。ビジュアライズは、ア
クチュアリティーの中のひとつとも言えるかもしれない。
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４．「数学×算数＝わかりやすい」－数学を算数にしてみる
アクチュアリティーというミカタもビジュアライズという工夫も、数学に潜む抽象
性が学習にとっては困難をもたらす主たる要因と捉え、数学の抽象性を取り除こうと
いう企みと言える。数学のわかりやすさをつくるコツも数学の学びやすいをつくるコ
ツも、困難をもたらす要因を取り除くことにあり、それがもっとも効果的となろう。
つまり、数学の抽象性をなるべく消し去ることが、数学の学びやすいにつながると考
えられるのである。
本稿では試案として、アクチュアリティーやビジュアライズの他に数学の学びにく
さに直結する抽象性を消し、想像し難い抽象的な数学を想像し易い具体的なものに変
える工夫として、「算数化」という工夫・アイデアを提起する。上述した様に、数学
は抽象的であるのに対して、算数は具体的である。ならば、数学という学習対象（学
ばれるもの）に対して、算数を方法手段として攻めることができるのではないか。有
路・百瀬が提案する「数学をデザインする：数学×算数＝わかりやすい」は、数学を
算数でほどく（解く）という試みである。このアイデアは、数学の「算数化」とも言
えるもので、数学を算数で用いる要素・概念や考えのみでほどくというものである。
まだすべてを種明かしすることができず概要のみとなるが、下記に数学の「算数化」
の試案を 3 点挙げる－離散幾何学・グラフ理論の「算数化」
（4.1.）と無限等比級数／
調和級数の極限（収束・発散）の「算数化」（4.2.及び 4.3.）。2
なお、下記に紹介する「数学を算数にしてみる」案は、小学校４～６年生を対象に
組み立てている。方法が算数であれば、小学生にでも（小学生にこそ）抽象的な数学
はその一部であっても十二分につかみとれる、ということが私たちのねらいである。
私たちは、小学生向けに数学を算数でデザインすることに挑んでいる。
４.１. 離散幾何学の算数化－美術館問題を算数でほどく
美術館問題（Art Gallery Problem）とは、任意の n 頂点の多角形 P（凹多角形でもよ
い）の美術館を監視するのに何人の警備員が必要か、という問いである（1973 年に
Victor Klee によって提起）。なお、警備員は動かず固定とし、360°見渡せるものとす
る（そのため、警備員とするよりも監視カメラとして捉えた方がわかりやすいので、
以下は警備員ではなく監視カメラと想定してみる）。この問いについて、1975 年に
Václav Chvátal は、「任意の n 頂点の多角形 P の美術館は、高々[n/3]人の警備員（監視
カメラ）で監視できる」と解いた（そのため、この問いは美術館定理（Art Gallery
Theorem）としても知られている）。この美術館問題・定理は、幾何学的（計算幾何学）
な見地より探究されており、数学の分野名で言うのなら点・直線・平面等を扱う幾何
学の中のひとつ離散幾何学に関係する。
この既に証明も与えられ定理となっている美術館問題ではあるが、この解法の導出
を算数的にできるのではないか、というのが私たちが考える美術館問題の「算数化」
である。使う道具立てはすべて算数に関するもののみで、美術館問題を小学生が解と
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なる定理[n/3]を導出できるかどうか。小学生がこの解の導出に成功したら、美術館問
題を算数化できていると言えるだろう。
まず、この美術館問題をわかりやすくするために、平面上での大きい模型を用意す
る。そのことで、美術館問題自体がイメージしやすく具体性を帯びる。この時に、二
十五角形の様な複雑な形の美術館であっても、実は監視カメラがせいぜい 8 台で十分
という驚きを与えておくと良いだろう。それは、直感に反した時の驚きというのは、
その問いを解く動機になりやすいからである。
“そりゃそうだよなぁ”よりも“そうな
んだ！？えっ！なんで！！？？”の方が解きたくなるものである。二十五角形もの複
雑な形だと死角も多そうなので、直感的には、15 台ぐらい監視カメラがないとすべて
を監視などできなさそうに思える。なのに、高々8 台で監視可能という真実は大変驚
きであろう。

n=25
この複雑な形（二十五角形）の美術館であっても、監視カメラは 8 台で十分！

次に、任意の n 頂点の多角形 P とは、頂点の数を見て決まることを紹介しておく。
例えば、頂点が 3 つあれば、三角形。頂点が 4 つあれば四角形。こうすることで、凹
多角形も問いには含まれていることが伝えられる。ここでの任意の n 頂点の多角形 P
とは、初等幾何学の範囲内なので、まだまだ算数である。
これらの下準備を整えた上で、離散幾何学の美術館問題を算数で解くわけだが、意
気なり複雑な多頂点の多角形から考えるのは得策ではないので、問題を簡素化するた
めに、まずは n=3 から考え始めていく。n=3 の時、どの様な形の三角形であっても、
監視カメラは 1 台で死角なくすべてを監視できることを発見するのを待つ。

n=3
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後は、次数を上げていき、n=4 の時は、監視カメラは何台必要か、n=5 の時は、監
視カメラは何台必要かと、粘り強く見つけさせるよう仕向ける。ここでは、発見する
喜びを奪わないように留意したい。答えを与えることは目的ではなく、目的は答えを
見つけることにある。
n=3,4,5 の段階ではまだ 1 台で済むことに納得していることを確認し、次に n=6 を考
えさせてみる。Chvátal が解いた様に、高々[n/3]なので、n=6 の時に、[6/3]となり 2 台
必要となる。解を知っている以上、2 台どうしても必要となるような六角形が描ける
までとにかく待つことを心掛けたい。

n=6
ここまでで解けたことを整理すると、n=3,4,5 の時は監視カメラは 1 台必要というこ
とと n=6 になると監視カメラはどうしても 2 台必要になることがあるということが得
られる。この段階では、まだ n=3,4,5 の時の美術館問題と n=6 の時のそれを解いたに
過ぎない。解法と言えるアルゴリズムを抽出するには、更に次数を上げて検証し、更
に多くの情報を集め、それらの確証を基に一般化を抽出することが求められる。ここ
で n=7 と検証を進めていくのも良いが、ここまでに得られたことを基に推測を立て（帰
納法）、その検証を行っていくようにさせると、次数をただただ上げていく作業が意味
あるものだと理解してもらえるであろう。3 の倍数で監視カメラが 1 台ずつ増える等
いろいろな推測が出てくると思われる。その自分の推測の正しさを各自で確かめてい
く。その作業の中で、n=7,8,9…と進めていく。3 の倍数で 1 台ずつ増えるという推測
であれば、n=9 の時にどうしても 3 台は監視カメラが必要な九角形が出てきてしまう
かを考えさせる。高々[n/3]なので、n=9 の時にどうしても 3 台は監視カメラが必要な
九角形が出てくる。
（もちろん、他の推測も同じ様に検証を進めるが、推測が間違って
いたという検証も「そうではない」ことが得られた点で前進していることは強調する。）
まだ次数を上げ続けていっても良いが、n=9 の中で、より確かに 3 の倍数で 1 台ず
つ増えていることに手ごたえを得ている様子なら、次に、n=10 の時にはどうしても 3
台か、そして n=12 の時に 4 台必要となる十二角形が生じるかを確認させる。ここま
で辿り着けると、それはほぼ美術館問題を解き、任意の n 頂点の多角形 P の美術館は、
高々[n/3]人の監視カメラで監視できる、と美術館定理を自らの手で導出したと言って
も良い。ここまでの美術館問題を解く過程では、離散幾何学に関する説明や用語は一
切使わず、解く時に使っているのはすべて算数なのである。
美術館定理の証明となると多少難解になるかもしれないが（実は Chvátal の証明は
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非常に難解）、S.Fisk が与えた証明方法は算数的なので同時に以下の証明を考えさせて
みるのも良いだろう。美術館定理の解[n/3]や 3 の倍数で必要なカメラ台数が増えてい
くという点に証明方法の鍵が隠されているのだが、任意の n 頂点の多角形 P を三角形
に分割し（三角形の分割のあり方は一意とは限らない）、そのすべての三角形の頂点を
重ならない色で彩色してみる（三角形なので何色でも良いが、必要な色数は 3 色）。そ
うすると、3 色で彩色した頂点数の総和は、その頂点数と等しいことがわかる。そし
て、その 3 色で彩色した頂点数を 3 色ごとに整理すると、その中で一番少ない色の頂
点が必ずあり、その数がその任意の多角形内での必要な監視カメラの台数であり、且
つ、必要な箇所でもある。任意の多角形 P を一番単純な基本の三角形に分割し、重な
らい頂点を数えるだけである。下図では、3 色を
で表記。n=25 の時に三角形
分割すると、 が 9 つ、 と
がそれぞれ 8 つ。合計は n=25 と一致。
の内、
最も数が少ない 8 つが、必要な最小台数となり、 と
のどちらでも良いのでそこが
監視カメラ 8 台の設置場所と定まる。

美術館定理の証明
三角形分割と頂点彩色

三角形はどの頂点に監視カメラを置いても全方位を必ず監視できるので、任意の n 角
形の中に三角形がいくつあるかを描き出し、隣り合う三角形で重ならないように監視
カメラを設置すれば、監視カメラの必要最小台数と置くべき位置が求まる。この証明
方法・解法は離散幾何学で展開されるものではあるが、証明自体に使っているのは三
角形（と彩色）という極めて算数的なるものである。
この美術館問題は、きちんと手順を丁寧に踏んでいけば「あっ！そっか！！」と自
分で解を発見できる。一見複雑そうにみえる問いであっても、具体的な算数化（算数
的視点）によって簡単にほどける。このように定理を自分の手で見つけるということ
が、算数でできる。複雑そうにみえて実はものすごくシンプルということは、数学に
はよくあることで、算数で数学をほどくことにより、そのような数学との“つきあい
方”も味わえるであろう。

233

信州大学総合人間科学研究

第16号 (2022)

４.２. 無限等比級数の算数化－無限等比級数の収束を算数でほどく
並べた数の無限や極限は、数学の学習系統では高等数学Ⅲの「数列とその極限：数
列と極限・無限等比級数の和」として位置づけられている。学習の対象年齢だからと
いう理由で算数か数学かを定義するのは無意味であると上で論じたので、数学Ⅲで数
列や無限・極限を扱うため、これらは算数ではなく数学だとは考えない。数列そのも
のは数の並びなので想像の範疇に収まりやすい。しかし、無限や極限、中でも無限級
数の収束や発散となると、具象的に捉え難く直感に反することも手伝って想像を遥か
に超えてしまう。その意味で、数列の極限や無限は極めて数学的であると言える。
この数学的な無限・極限・収束・発散をどのように算数でほどくかを考えてみる。
ここ４.２.では、無限級数として無限等比級数を対象にしてみる。これも意気なり無
限等比級数は収束するか発散するかを考えてもらうのは余りにも無謀なので、当然の
ことながらより算数的にひとつひとつ段階を踏む必要がある。
まずは、数を並べたものを用意し、どんな並びかを考えてもらう。例えば、1, 3, 9, 27,
の並びだと、次に来るのは何か、を考えてもらうという類である。この場合は、かけ
る 3 ずつ増えているとわかれば十分である。数の数え上げ（1, 2, 3, 4, 5, 6, 7…）も、1
ずつ増えている数の並びであることを助けにしても良いであろう。次に、級数とは言
わずに、
その数の並びの項それぞれを足し算記号でつなぎ、
足し算問題に変えてみる。
例えば、「1＋3＋9＋27=」という足し算の問題を与えてみる。この導入により、並べ
た数を足していくことが、この後解く問題だということに慣れることができる。
ここで、「…」つまり無限∞を与えてみる。かける 3 ずつ増える数の並びは、27 の
先もその 3 倍の 81 も、その先も先もいくらでも続くだろうということを伝え、では、
その無限に続く数を足し算してみたら、その答えはいくつになるかを「絵」に描いて
もらう。
「絵」で表してもらうことで、どのように無限の足し算（無限級数）を捉えて
いるかが見て取れる。おそらく、左から足し算を始めていたら右肩上がりに永遠とつ
づくような絵や線を描くと思われる。数学的には、そのような「絵」を、無限級数の
発散と呼ぶ。
次に、少しひねって、分数の並びを同じ手順で与えてみる。例えば、1/2, 1/4, 1/8, 1/16
の並びだと次に来るのは何か。この並びでは 1/2 倍（公比 1/2）で増えている分数の並
びとなっている。そして、これらを足し算問題にして解いてもらう。その後、その分
数の並びが無限に続く場合の足し算の想像を「絵」にして図示してもらう。先ほどの
自然数の足し算を発散のイメージで捉えているのと同じく、分数とは言え数を足して
いるので永遠に大きく広がる発散のイメージで捉えるように思われる（ただ、中には
もしかしたら分数という 1 より小さい数を足しているので、大きくなるというよりも
1 を超えないところで“小さく”まとまっていくと捉える絵を描く小学生もいるかも
しれない）。数学的には初項 1/2、公比 1/2 の無限等比級数は 1 に収束することが証明
されているので、無限に大きくなるのではなく、小さく小さくある値（極限値：この
場合は 1）に限りなくまとまり近づいていく。この数学的事実は、やはり誰しもの直
感に反するであろう。分数という小さい数とは言え、無限に足しているのだから、ち
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ょっとずつであってもいくらでも大きく増えていくと思うのが、普通であろう。
この数学的な事実－無限等比級数は公比 r が－1＜ r ＜1 の時収束する－を、算数
化によりわかりやすくほどけないかを考えてみたい。この直感に反する数学的事実を
わかるためには、アクチュアリティーという観点が欠かせない。この分数を無限に足
していくと 1 に近づくということがしっかり実感できると、この直感に反する数学的
事実が腑に落ちるだろう。無限等比級数の収束を実感させるために、算数で用いられ
る初等的な幾何学的図形（三角形や四角形）を援用することで、無限等比級数の収束
を実感させることができる。例えば、1/2 倍の大きさごとのピースを、正方形マスに
収めていくと永遠に収め続けることができ、正方形マスを 1 とすると、1/2 倍ごと増
えていく足し算は、1 に落ち着く（極限値を 1 として 1 に近づいていく）ことが実感
できる。

1/2＋1/4＋1/8＋1/16＋1/32＋1/64＋1/128＋1/256＋1/512＋1/1024＋…＝1

同様に、大きな三角形（面積を 1 とする）をその 1/2 ずつの小さい三角形で埋めつづ
けていくことで、面積 1 の大きな三角形に落ち着く（収束する）ことを示すこともで
きる。

1/2＋1/4＋1/8＋1/16＋1/32＋1/64＋1/128＋1/256＋1/512＋1/1024＋…＝1
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初項 1、公比 1/2 の数列 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32…はどうだろうか。下記の様に図形を
配置させていくと、縦 1×横 2 の長方形に限りなく近づいていくことから、この数列
は 2 に収束することが実感を伴って図形を通じて算数的に理解できる。

1＋1/2＋1/4＋1/8＋1/16＋1/32＋1/64＋1/128＋1/256＋1/512＋1/1024＋…＝2

いずれにしろ、算数で使われる初歩的な図形を道具にすることで、無限等比級数の収
束という数学Ⅲの学習事項をわかりやすく見せ、実感させることができる。この際に、
図形をただ見せるのではなく、図形そのものを手に取って、自分の手で埋めていくこ
とを大切にしたい。自分の手で図形を埋めていくことで、無限等比級数の収束が実感
されるからである。
初項 1/4、公比 1/4 の数列 1/4, 1/42, 1/43, 1/44, 1/45, 1/46…の足し算（級数）が 1/3 に収
束するということを図形を通じて実感させることも面白いであろう。あるものをずっ
と 4 分割し続けて、それらを足すと不思議と全体の 1/3 になってしまう。これは、1
つの大きな正方形を 1/4 ずつ分割し、またその内の 1 つの正方形を四等分して、また
その内の 1 つの正方形を四等分していく、という繰り返しが、1/4, 1/42, 1/43, 1/44, 1/45,
1/46…を図形的に行っていることであり、その四等分した内のどれでも 1 つ（下図で
は
）を合わせていくと、全体の 1/3 になっていることが見て取れる。

1/4＋1/42＋1/43＋1/44＋1/45＋1/46＋…＝1/3
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なお、この無限等比級数の収束（或る値に収まる）が直感的に理解できると、算数
で悩みやすい、循環小数（循環十進小数）0.999999999…を永遠に続けるといつになっ
ても 1 にならない“悩み”をほどくこともできる。0.999999999…は、初項 0.9(9/10)、
公比 0.1(1/10)の数列 0.9(9/10), 0.09(9/100), 0.009(9/1000), 0.0009(9/10000)…の無限等比
級数であり、これも図形を使うと、1 に近づいていくことがわかる（無限等比数列の
和の公式を使うと 1 が求められる）。ただこれを図形にする場合、公比が 0.1(1/10)のた
め、図形の大きさが極端に小さく小さくなっていくので、最初の図形は教室サイズ程
度の大きいものからはじめていく必要がある。それでもこのような図形を通じて、
0.999999999…がどんどんどん 1 に近づいていく様が実感できるであろう。
この様な方法はいずれも、無限等比級数の収束という数学の事象を算数の図形を用
いた算数化によりわかりやすくつかみとれる工夫である。
４.３. 調和級数の算数化－調和級数の発散を算数でほどく
数学の算数化の三例目は、４.１.と扱う数学と同じ数列だが、今度は、等比数列で
はなく等差数列を取り上げてみたい。中でも、各項の逆数を取り等差数列となる数列
「調和数列」を対象にした算数化による工夫・アイデアをここで提案する。
調和数列：或る数列の各項の逆数からなる数列が等差数列となるもの
1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 … （公差 1）
1, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12… （公差 2）
調和数列も、上記の分数の等比数列と似ていて各項はどんどんどんどん小さく小さ
くなっていくので、無限に足しつづけていくとあるひとつの値に和としてまとまり落
ち着きそうな気がする。しかし、調和数列の和（級数）は、発散する－つまり、1＋1/2
＋1/3＋1/4＋1/5＋…は、或る値に落ち着くことなく、いくらでも広がり大きくなって
いくのである。
これもまた、直感に大いに反する。先ほどの分数と然程違いが感じられず、方や小
さい値に落ち着く（収束）のに、その一方では 1＋1/2＋1/3＋1/4＋1/5＋…はいくらで
も大きくなる（発散）というのは中々飲み込み難い。
その驚きを、Julian Havil はこう記している。
「今日、私は微積分学の学生に『きっと皆さんはこの級数（＝調和級数）を見ています
が、私が注意していることは見えていないでしょう。これを見て“この級数を信用
する。こいつは大丈夫。一緒に車に乗ってもいい”と思う。でも私は注意しておき
ますが、この級数は虎視眈々、皆さんをねらっています。絶対忘れないでください。
調和級数は発散します。そのことを忘れないように』と言った。」
J. Havil (2008) IMPOSSIBLE? Surprising Solutions to Counterintuitive
Conundrums. (世界でもっとも奇妙な数学パズル)

これほど直感に反する驚きを放置するのは勿体無く、算数化により実感を伴うよう
にわかりやすく伝えることができないかを考えてみたい。いろいろな所で既に紹介さ
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れているが、調和級数の発散を実感する道具立てとして、初等算数で遊びの道具とし
て用いられる“積み木”を利用してみたい。
まず、下記の積み木の塔の積み方を見て、これは実現可能（倒れない）か、不可能
（倒れる）かを問うてみる。大方、倒れると言うだろう。

積み木の塔
倒れるか？倒れないか？

実際のところは、この積み方であれば、理論上は実現可能である。これが、調和数列
が無限大に発散することを絵的に表現しているのである。
いかにも倒れやすい様に感じる箇所は、傾きが急な上部であろう。（実現可能かど
うかは教えずに）そこに着目し、そこだけでも積めるかを問うてみる。その上部が不
安定ながらも積むことができているのは、算数により説明できるところであるため、
ここは積めるまで挑戦させたい。ここで単にこの積み方は倒れることなく実現可能だ
と言ってしまうと、ただただ絵を真似て積むことになるので種明かしは避ける。
または、倒れそうで倒れない積み木（上図）を見せずに、最下段の積み木から横幅
１つ分ずらした状態で積み木を積めるか、その時、どれだけ少ない積み木数で横幅１
つ分ずらせるかを積み木と格闘してもらうのも良いかもしれない（下図）。

1 つ分ずらして積むには積み木を何個積む？
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横幅１つ分ずらした状態で積めたら、次は横幅２つ分ずらしたもっと倒れそうな難度
の高い積み方に挑戦させるのも良いだろう。ここでも、１つずらして積めるか積めな
いかをなんとなくやってもらうのではなく、１つ分ずらして積むことは可能なので、
その積み方が完成するまでは終わらないようにしたい。つまり、その様に積むことは
できると言わないで、そう積めるまで終わらせない、ということである。
要するに、この活動の狙いとしては、無限大に発散する調和数列の積み方ができて
いることであり、その調和数列の積み方だと、いかにも倒れそうなのに倒れずに積め
る上、わずか積み木 5 つで積み木１つ分ずらした状態で積むことができることが自分
の手で実現できていることが大事となる。調和数列だと伝える前に、その積み方で積
めている実感が、次の解説に活きるため、積むことができたという実感は欠かせない。

わずか 4 個で 1 つ分ずらして積むことができる

その実感を得た上で、次に、わずか積み木 5 つで１つ分ずらした状態で積めている
積み木をじっくりと観察させてみる。重心をモーメントの観点から計算することもで
きるが、それは物理で算数ではなくなってしまう。ここでは、倒れずに積めているそ
の積み木の各積み木の出幅（重心からの積み木の端）に着目させたい。横からも真上
からも色々な角度からまじまじと観察させ、その各段の積み木の出幅が、上から 1/2,
1/4, 1/6, 1/8 になっていることに気づくまで待つ。

この数字を読み取ることができたら、それらの足し算問題を問うてみる。
「1/2＋1/4
＋1/6＋1/8＝」を問いかけ、和がおよそ 1.042 であることから、よって最下段の積み木
の端から 1 以上ずらして積むことができていることが算数（計算）により説明するこ

239

信州大学総合人間科学研究

第16号 (2022)

とができることを伝える。
そして、この足し算は、調和級数（調和数列の和）であって、図の様に倒れそうで
倒れない積み木の塔はいくらでも高く倒れずに積めることから調和級数はいくらでも
大きくなる（発散する）ことがなんとなくつかめるであろう。図（積み木の塔）の 32
個以上の積み木で倒れずにより高く積むことは理論上可能でもかなりの根気を要する
ため非常に大変ではあるため、実感として調和級数の発散を積み木の塔で実感するこ
とは難しい。それでも、わずかに１つ分でも２つ分でもずらして倒れそうなのに倒れ
ずに積むことができたという実感を通じて、
「調和級数の発散」の片鱗であってもつか
むことができると思う。
（他にも、積み木の重心を線でつなぐと、右肩上がりの曲線が
描ける。その右肩上がりの曲線を通じて、上で描いてもらった様に、調和数列はいく
らでも大きくなることを“見る”そして“実感する”こともできる。）
この算数化は、数学Ⅲで扱う調和級数の発散という想像を遥かに超える抽象的な事
象を、積み木という実感できる道具を用いて、仕組みの説明には算数における分数の
計算を用いている。これもまた数学を算数化している試案と言えよう。3

５．数学をわかりやすくほどく工夫とアイデア－算数で数学をほどく
高等数学の問いであっても、その本質的な部分のみを取り出し、それを算数で調理
し提供できる。いかに難解で抽象的な事柄であっても、工夫とアイデアにより具体的
なモノを通じて、わかりにくいことであってもわかりやすいことに変えることができ
る。
佐藤・大島・廣瀬 (2021)『解きたくなる数学』の“この本はこのようにして生まれ
た―あとがきにかえて”にて、このように述べている（一部のみ抜粋）
…
数学の文章は、概して、問題自体、何を言っているのか分からない。
数学の文章は、概して、義務的な気持ちにさせる。
この２つの難題が、数学教育には、ずっと横たわっていて、学ぶ者たちの行く手を
阻んでいた。数学の面白さを知る前に、壁があったのである。しかも、「問題の意味が
分からない」とは、声に出して言い出しにくい。そして、さらに、義務とはかけ離れて
「この数学の問題、解かせて解かせて！」という世界があることは、ほとんど想像も
されてこなかった。でも、このトイレのタイルの問題は、教えてくれたのだった。
現実の世界に数学の問題がデザインされると―
ひと目で問題の意味が分かる。
ひと目で問題を解きたくなる。
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この文章は、私たち有路・百瀬の試み「数学をデザインする：数学×算数＝わかり
やすい」の核心そのものを言い表している。大変おこがましいが、この文章をお借り
し私たちの試みをまとめて閉じるとする。
数学は、概して、とても抽象的でわかりにくい。
現実の世界に数学がデザインされると―
算数で数学はほどける。
「数学×算数＝わかりやすい」
小学生でも算数を使えば数学だってできる。
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