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高等学校数学の｢集合と論理」

－真理表の教材化について－

小田切忠人
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らい（数学，）にあった｡(注２）(注3）
ところで、学習指副醸領の改正によって内容領域「集

合・鶴理」が「数学Ｉ」に新しく加えられたとき、この

内容の展開のしかたについて２つの案があった。「甲案」

と「乙案」である。甲案とは「築合・論理」を一括して

取り扱おうという考えで､乙案とは｢代数.幾何」「解析」

および、擢率」の３領域の各所に分散させようという考

えであるPJk1理表は甲案に現れるl注4)そして､学習
指導要領改正時には．甲案をとり、真理表にまで言及す

るというムードができ上がっていた（注5)それは､多く
の教科書が「真理表」を教材としてとり上げろというこ

とに結果していろ。ところが、高等学校学習指導要領の

改正に先行した中学校学習指導要領の昭和52年の改正

で「従来ともすれば、内容との関連を離れて集合や鎗理

そのものの指導に深入りし、形式的に取り扱われ過ぎる

傾向にあったことを改めるため、今回の6h.汀では、中学

校錐学科の内容を、『数と式』、『関数』、『図形』、

『確率・統計』の４領域によって示し、「集合今論理」

の領域を設け｣①ないという判断がなされ､昭和53年の
高等学校学習指導要領の改正でも同椴な判断がなされ

たＰ即ち､この改正は、「真理表｣を含む甲案の採択
を否定したことになる蝉6）
ここに「集合・論理」を、特に「真理表」を含んだそ

の展開を数学教育研究上どう８W'価するかという課題があ

る。例えば、「興浬表」をどの程度まで扱うかというこ

とはもともと問題であったＰまた､既成の展開のしか

たにとらわれることなく、卿埋表の教材としての可能性

について考察することも教材開発という点から不可欠で

ある。つまり、ここでの可能性の展開は、価値を教材化

する際の一般的な展開形式を与えろ。

Ｉはじめに

Ⅱ教科書では（その１）

Ⅲ教科書では（その２）

Ⅳ厩【理表」教材化の基本方針

Ｖ検肘

Ⅵおわりに

Ｉはじめに

昭和53年８月３０日、高等学校学習指導要領（昭和

４５年文部省告示281号）力改正された（文部省告示

１６３号）。従来の昭和４５年改正高等学校学習指導要領

と昭和５３年改正の高等学校学習指導要領を見比べてみ

ろと、同違に関し「目標」「科目編成」「内容柵成」にわ

たっていろいろな点が目につく。従来の学習指導要領で

は｢数学,」の内容領域として明記されていろ⑩↑集合．
論理」が昭和53年改正のものには明記されていなし、
ということはその中の１つである。

「集合．論理」は昭和４５年改正の学習指司り要領によ

って数学教育に｢新しく加え?④もれた内容領域である。
そして、それは、新しく教育内容を加えることによって

内容領域｢集合｡i総理｣がつくられたということではなく

既に導入されていた教育内容をまとめて１つの内容領域

を作ったということであった（注1)ところが､昭和45年
の高等学校学習指導要領の改正を契機に教科轡には新

しい教材（教育内容）が導入されていった。それは「真

理表」である。昭和45年改正高等学校学習指導要領

（第２章、第３節）の中には「真理表」ということばは

現れていないが、「真理表」が教材としてとり上げられ

･たその根魎ま、「集合および命題とその合成、相互関係

についての理解を深めろ｡(…は筆者)という指導のね

Ｍａｔｈ・Ｅｄｕｃ.，ＣｏｌＬｏｆＥｄｕｃ.，Univ、ｏｆｔｈｅＲｙｕｌｑ'ｕｓ
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力>」あるいは「どうしてそうであるのか」ということに

言及しているものとそうでないものとの２つの範畷をさ

らに考えることができる。しかし、この２つの範鴎で上

述の11冊の教科密を二分することはできない。なぜな

ら、同じ教科笹でも、「～Ｐ」の真9堅表については当然

そうなろものとしていても「ＰかつＱ」については「そ

うなる」ワケ（この「ワケ」は論理的な根拠ではなく、

認識する上の根拠である。だから「そう定めろ」ワケと

言う万が正確である。）が言及されていたりするからで

ある。ここでさらに２つに分類する意竣は、認識する上

で「そうなる」ワケが言及されていない真偽判断や関係

判断は「自然にそう思える」ことであると考えられてい

るところにある。教材展開（学習内容の展開＝教育内容

の展開）における鏡理的関係において「最初」である事
●●●

柄が「自然lこそう思えろ」ことであるか、そうでないか

は、その後「わかる」授業が組織できるかどうかという

ことにかかわってくる。

そこで、はじめに、論理的な関係（脈絡）において

「最初の判断」とされていろ「～Ｐ」や「ＰかつＱ」、

「ＰまたはＱ」、「ＰならばＱ」などの真偽判断および

上記の「ならば」と「かつ」・「または」の関係判断に

ついて昭識する上で自然な判断であるのかどうかを一つ

一つ調べ、「そう定める」ワケが必要であるのかどうか

また「必要」ならば教科轡で述べられているワケは認識

する上で有効であるかどうかについて考察する。そして、

次に、これらの結果をまとめて、第１、第２の教材の展

開を評価する。

(1)「～Ｐ」および「ＰかつＱ」の瓦浬表について（表

そこで、本４輪では、はじめに、何冊かの（甲案の）

教科香を調べることによって「集合・論理」の中で真理

表がどう教材化されているかについて述べ、考察を加え

ろ。ここでは、その教材を知的関心の対象として捉え、

評価する。なお、この場合、真理表をその脈絡の中に含

む教材展開が教科轡ではどこからどのようにはじまるの

かということ（Ⅱ、教科聾では（その１））と「真理表

が教科密では他の教育内容（教材）にどう結びつけられ

て展開しているのか」ということ（Ⅲ、教科聾では（そ

の２））に注目する。次に、上記の考察を踏えた「真理

表の教材化」の可能性について考察し、検討する。ここ

では、どうしたら真理表を含む教材展開が生徒に知的に

絡むかという点に関心をおいた上で、その展開に総理の

脈絡があるかどうかを調べる。

Ⅱ教科谷では（その１）

８社にわにb甲案｢数学I｣教科書11m注7)(改訂
版があるから８冊以上になる。）について調べたところ、

麺厘表をその脈絡の中に含む教材展開は次の３つに大別

される。

第１は.、「～Ｐ（Ｐ、＞Ｐ、Ｐでない）」、「Ｐかつ

Ｑ」、「ＰまたはＱ」および「Ｐ→Ｑ（ＰならばＱ）」

の真理表を輪理的には最初の判断（その後の展開の論理

的な根拠となる判新）とする展開である。

第２は、「～Ｐ」、「ＰかつＱ」、「ＰまたはＱ」の

真理表と、「Ｐ→Ｑ＝～（Ｐかつ～Ｑ）」か「Ｐ→Ｑ＝

～ＰまたはＱ」を最初の判断とする展開である。（「…

＝…」は、左辺と右辺の真偽がＰ、Ｑのすべての付値に

対して一致するという意味で「同値」を表す。）

第３は、「～Ｐ」、「ＰかつＱ」、「ＰまたはＱ」の

真理表を紹介する程度に留めたものである。ここでは

「Ｐ→Ｑ」の真偽判断（真理表）は現れない。

第１と第２の違いは、第１では「Ｐ→Ｑ＝～（Ｐ/Y～

Ｑ）」あるいは「Ｐ→Ｑ＝～ＰまたはＱ」が導き出され

るのに対して、第２では「Ｐ→Ｑ」の真理表力廻き出さ

れるというところにある。また、第３では、「～（Ｐか

つＱ）＝～Ｐまたは～Ｑ」などの一般的な法則を導き出

すという意図は見られないが、「～（ＰかつＱ）」の真

理表の作り方は言及されている。つまり、第３は、第１

および第２の部分であると考えられる。従って、第１、

第２について考察すれば十分である。

ところで、教材展開における論理的関係において「最

初の判断」である「～Ｐ」や「ＰかつＱ」、「Ｐまたは

Ｑ」、「Ｐ→Ｑ」の真理表および「～（Ｐかつ～Ｑ）＝

～ＰまたはＱ」という関係の「持ち出し方」に注目する

と、「最初の判断」について「どうしてそう定めるの

灘附
も真と偽のみを表1．表

問題にしている２．

ＰかつＱ

lliilil
かぎり「～Ｐ」の真理表は表lのようになるし、また、

「かつ」の使い方についても日常的に別な使い方がある

というわけではないので、表１と表２に示されている真
●●●

鶴ﾘ断は「自然であると思える」。

(11）「ＰまたはＱ」の真理表について（表３）

ＰまたはＱ
「または」には２４種類ある。

排他的な「または」と数学

的な「または」である。前者

は、日常的な使い方で、推論

の型で述べればＰ、ＰｖＱト

ーＱとなり、表にすると表４

のようになる。因みに、駒林 表３．

－１２－

Ｐ Ｑ ＰかつＱ

真
真
偽
偽

真
偽
真
偽

真
偽
偽
偽

Ｐ Ｑ ＰまたはＱ

真
真
偽
偽

真
偽
真
偽

真
其
真
偽
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'よ現行中学校学習指導要領の

改正時の調査で中学生の過半

数以上が｢または｣を排他的に

捉えていることを明らかにし

ていろ』Ｄ

そして、「または」の排他

的な使い方は日常的であるの

されていない。つまり、＜ｱ＞の説明では、表４も選択

され得ることになる。

次にくｲ＞について見てみる。＜ｲ＞は、数学では

「『また1.mをこういうふうに使いますよ、またとうい

うふうに使ってきたでしょう」という反省である。これ

は、「あした、ピクニックに行くか、または、映画を見

に行く」という種の文を想起しすれば表４のようになる

ところをそれを「押え」て、数学的な脈絡に一時的に話

題を限っていろという意味では有効である。しかし、依

然として、日常的な文脈の中では排他的な「または」は

存在し、かつ、「『ＰまたはＱ』のJ2U理表として表４を

選択してはいけないのだろうか」という疑問が残ってい

る。

従って、＜ｱ＞、＜ｲ＞とも「そうなる（そう定め

る）」ワケを説きながら、日常的（排他的)な「または」

と数学的な「または」の対立が明らかであるにもかかわ

らずそれを姐上にのせようとしていない。

以上より、数学的な「または」は自然な判断の結果多

くの生徒において実現するものとは考えられない｡また、

教科轡にあるような説明では「または」の中に排他的な

意味と数学的な意味を混入させることになって、「生き

て働く『またHu｣を期待することはできない。

Oil）「Ｐ→Ｑ」の真理表について（表５）

ＰまたはＱ

ｌ｜
其
真
偽
偽
－
１

’一
真
偽
真
偽

‐
Ｉ

ロソグJ、ﾇこしソ」Ｕ▲ｐｆｎロソビロワＣｖＪ 表４．

で、数学的な「または」の使

い方を学習した後でもどちらの意味を選択するのかとい

う問題は常にある。つまり、「ＰまたはＱ」の真理表を

作ろうとすれば、何故表４を選択してはいけないのかと

いう疑問が生じ得ろ。

従って、「集合・瞼理」において「ＰまたはＱ」の真

理表（表３）を「最初の判断」としているが、それは決

して「そうするとと（そう定めること）が自然であると

思える」ことではないのである。なるほど、中学校１年

で「または」については学習している。しかし、それは

有限集合Ａ、Ｂを与え、Ｕを「合併する」操作で意味づ

け、でき上がった染合ＡＵＢの要素は「Ａの要素または

Ｂの要素である」と説明するもので、「または」はこう

便うよと知らせることによって日常的（排他的）「また

は」の中に数学的「または」の意味を注入しているに過

ぎない。

ところで、教科笹に述べられている「そうなる（そう

定める）」ワケは２つに分類されろ。そして、それらは

下のくア＞､＜イ＞によって代表される。

＜アメ注8）

「､/T＝２または､/『=－２」と｢V『＝３または河

=－３」について調べてみよう。ＶＪ=－２は偽である

が､、/J＝2は真であるから複合命題｢VJ＝２または

、/J＝－２」は真である。また､河＝3も、/J=－３も

偽であるから、複合命題｢〃＝３またはVJ＝－３｣は
偽である。このように、「ａまたはｂ」が偽となるの

は、二つの命鬮ａ、ｂがともに偽のときだけである。一

般に、次のように定める。…

＜ィ＞(注９）
ａ＝ｏが真であり、ｂ＝ｏが典であれば、…「ａ＝ｏ

またはｂ＝ｏ」は真である。ａ＝ｏが典であり、ｂ＝ｏ

が偽であれば、…「ａ＝ｏまたはｂ＝ｏ」は真である。

このような真偽の関係を明らかにするために、真である

ことをＴ（true）、偽であることをＦ（faIse）で表わ

すと次のような表が得られる。…

はじめにくア＞について見てみると、具体的にあげら
●●●

れている例の真偽判断は「尤ものように思えろ」。それ

は、表３と表４の第２、第３、第４段が一致しているか

らである。しかし、肝心の第１段目については何も言及

「Ｐ→Ｑ」の真理表は表５であ

る。しかし、児童、生徒の中に表

６，表７が示す判断が自然な形で

形成されるｐ⑫従って､｢そうで
あること（そう定めること）」が

自然に思えるなどということは期

待できない。

ところで、表６を推鶴の型で述

べれば、それは、Ｐ，Ｐ→Ｑ卜Ｑ

；～Ｑ，Ｐ→ＱトーＰ；～Ｐ，Ｐ

→ＱトーＱ；Ｑ，Ｐ→Ｑ卜Ｐの４

つの推論の組に対応する。この４

つの描蛎の組を０，Brien,松尾ら

はChild'sLogicと呼び駒林は生

活一輪理的思考という範鬮で捉え

児童・生徒の集団の中に上記の推

論の組が自然に形成されているこ

とを明らかにしてい課⑭⑯⑮こ
のことから、自然な反省において

は表６が否定されるというよりも

むしろ肯定されてしまう可能性が

ある。

以上から、表５のように真・偽

表５．

表6．

|ili
表7．

-１３－

Ｐ Ｑ ＰまたはＱ

其
真
偽
偽

真
偽
真
偽

偽
真
真
偽

Ｐ Ｑ P→Ｑ

真
真
偽
偽

真
偽
真
偽

真
偽
真
真

Ｐ Ｑ Ｐ→Ｑ

真
真
偽
偽

真
偽
真
偽

真
偽
偽
真

Ｐ Ｑ Ｐ→Ｑ

其
真
偽
偽

真
偽
真
偽

真
偽
偽
偽
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スとして表現されてない意味が含まれやすい。このこと

を上記の例について言えば、次のようになる。

確かに、天気がよくなければ、遠足に行っても行かな

くても、してない約束は破れないという意味で約束を破

ったとは言えないかもしれない。しかし、この約束を翻

って考えれば、日常生活の中で「天気がよければ連足に

行く」と富うときには「天気がよくなければ遠足に行か

ない」という含みがある。この含みを「ならば」に固有

の性格と考えれば、その璽鯉表は明らかに表６のように

なる。そして、つまるところ「どちらを選択すべきか」

ということが問題として残り、「Ｐ→Ｑ」の真理表とし

て表６や表７を選択してもよいのではないかということ

になりかねない６

従って、＜a＞のタイプでは、「Ｐ→Ｑ」と同時に

「～Ｐ→～Ｑ」などのその他の意味や判断が存在し、

「Ｐ→Ｑ」の郵里表彰表５のように定めなければならな

（,必然性は明らかにならない。

次にくb＞について見ろ。＜b＞は、「…Ｐ→Ｑを命

題として扱うためには、Ｐが偽の場合にもＰ→Ｑの真偽

を定めなければならない。そこで、…と定めろ。…」と

いう説明の栂造を見れば、表５を選択しなければならな

ＭＩＩ然性が明らかでないという意味でくa＞と同じであ

る。ところが、「任意の実数についてｘ＞３→ｘ＞０」

は、「α＞βかつβ＞７ならば００＞γ」に基づく数

学的事実として生徒の中に存在する（存在し得ろ）。そ

して、表６あるいは表７の選択は、この車実に矛盾する

即ち、＜b＞の方法によれば､表６，表７は「Ｐ→Ｑ」

の真理表としては採用され得ない。（だから、ｂの場合

はこの点が明らかになるような聾き方をすべきであろ

う。）従って、「Ｐ→Ｑ」の真偽の決定をＰおよびＱの

真偽のみによって決定するかぎり、「Ｐ→Ｑ」の真理表

は表５になる。ここに、「かぎり」と言ったのは、真偽

判断の判断根拠は前件と後件の真偽だけでなく、日常的

には前件と後件の内容的なつながり（relevance）も

判断の根拠になり得るからであるｐ

以上くa＞とくb＞から、次のことが言える。即ち、

「日常的な具体的事例→抽出→一般化」という図式

では、「ａ→ｂ」の真理表として表５を選択しなければ

ならないという必然性は明らかにならない｡しかし、「な
●●●

らば」の意味を反省するまでもなく明らかに思えて、前

件と後件の真偽がその命題の「正しさ」を判断する根拠
●●

になっていない関係（数学的な事実）を基にして、その

「正しい」という判断に前件と後件の真偽に注目した

「Ｐ→Ｑ」の真偽判断が矛盾しないようにすることによ

って、表６や表７を否定することができる。富い換えれ

ば、＜b＞のように、前件と後件の真偽に関係なく、そ

を定めるというとと自体力狗的な関心の的となり得る。

そして、その場合、表５のようには思えないのに「Ｐ→

Ｑ」の蕊鯉表は表６でも表７でもない表５なんだという

必然性を生徒の中に形成されているどんな判断に求める

ことができるのかということが問題になる。

そこで、教科画では、そこのところをどうしているの

かについて見てみる。すると、何故「そう定める（そう

である）」のかというワケは３つに分頚され、次の

くa＞､、＜b＞、＜c＞に代表されろ。

＜a＞(注１０）
床気がよければ遠足に行く」というのは「（天気が

よい）→（遺足に行く）」という命題と考えられろ。

「天気がよければ逮足に行く」という約束をした場合、

天気がよくなければ、遠足に行っても行かなくても、こ

の約束を破ったことにはならない。約束を破ったことに

なるのは、天気がよく、かつ遠足に行かなかったときだ

けである。「（天気がよい）→（遠足に行く）」という

命圃ま、この約束をまもったときに真であり、この約束

を破ったときには偽であると考えられるので、天気がよ

く、かつ遠足に行かなかったときだけ、この命題は偽と

なる。このことを－殻化して、Ｐ→Ｑという命題の真偽

を次のように考える。…

＜b>【注'1）
ｘを含む命gEI「x＞３ならばｘ＞０」を考えてみよ

う。ｘに４を代入すれば「４＞３ならば４＞０」となっ

て真であるが、ｘ＝ｌまたは－１を代入した「１＞３な

らば1＞０」および「－１＞３ならば－１＞０」は仮定

が偽であるから、「ｘ＞３ならばx＞０」は真とも偽と

も言えそうもない。しかし、Ｐ→Ｑを命題として扱うた

めには、Ｐが偽の場合にもＰ→Ｑの真偽を定めなければ

ならない。そこで、Ｐ→Ｑが偽であるのは、Ｐが真であ

ってＱが偽であるときに限ると定めろ。すなわち、真理

表は右のようになる。これによって、「ｘ＞３ならば

ｘ＞０」はすべてのｘの実数値に対して真であることが

わかる。

＜c＞(注12）
………「Ｐ→Ｑ＝～（Ｐかつ～Ｑ）＝～ＰまたはＱ」

となる。ところが「～ＰまたはＱの麹喫表は……のよう

になるので、「Ｐ→Ｑ」の真理表も……のように定め

ろ。

＜c＞についてはこのあと0Ⅵとして取り上げるので、

ここでIまくa＞とくb＞について見る。

はじめにくa＞について見ろ。＜a＞は、生徒にとっ

てなじみ深い「ならば」文を分析することによって「き

まり」を抽出し、一般化しようというものである。とこ

ろで、このようななじみ深い例をとった場合、ニュアン

－１４－
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の「正しさ」がわかっている駆柄に基づいて「Ｐ－，Ｑ」

の真偽を決定することができるようになっていなければ、

「ならば」を「かつ」や「または」などの他の関係に圃

き換えないかぎり、「同語反復」を繰り返すことになっ

てしまう。＜a＞はこの場合である。

(Ⅵ「Ｐ→Ｑ－～（Ｐかつ～Ｑ）」と「Ｐ→Ｑ＝～Ｐま

たはＱ」について

「Ｐ→Ｑ＝～（Ｐかつ～Ｑ）」と「Ｐ－，Ｑ＝～Ｐまた

はＱ」のそれぞれは生徒にとって既に成立している「最

初の判断」なのであろうか。こｵIは、「Ｐ→Ｑ＝～（Ｐ

かつ～Ｑ）」については「~，（ならば）」と「かつ」の

間に意味連関が成立しているかということであり、「Ｐ

→Ｑ＝～ＰまたはＱ」については「→（ならば)」と｢ま

たは」の間に意味連関が成立しているかということであ

る。

そして、意味連関が成立しているかどうかを確かめる

ためには次のような課題を用意すればよい。（α）「→

（ならば）」と「かつ」の意味連関に対しては、(1)Ｐか

つＱ、(2)～（ＰかつＱ）、(3)～ＰかつＱ、(4)～（～Ｐか

つＱ）、(5)Ｐかつ～Ｑ、(6)～（Ｐかつ～Ｑ）、(7)～Ｐか

つ～Ｑ、ｌ８ト（～Ｐかつ～Ｑ）、(9)(1)から(8)までの中で

どう選んでも同じ意味になるものはない、の中から「Ｐ

→Ｑ」と「同じ意味」になるものを選び出させる（同時

に２つ以上を選択することで「同じ意味」になるならば

そうさせる）課題を用意すればよい。また、（β）「－，

（ならば）」と「または」‘塘味連関に対しては、(1)Ｐ

またはＱ、(2)～（ＰまたはＱ）、(3)～ＰまたはＱ、(4)～

（～ＰまたはＱ）、(5)Ｐまたは～Ｑ、(6)～（Ｐまたは～

Ｑ）、(7)～Ｐまたは～Ｑ、(8)～（～Ｐまたは～Ｑ）、(9)

(1)から(8)までの中でどう選んでも同じ意味になるものは

ない、の中から「Ｐ→Ｑ」と「同じ意味」になるものを

選び出させろ（同時に２つ以上を選択することで「同じ

意味」になるならば、そうさせる）課題を用意すればよ

い｡

ところで､課題(00)に対して予想される多くの生徒の反

応として、(1)を選択するタイプと(1)と(7)を同時に選択す

るタイプの２つが考えられろ。このことの根拠は、既に

述べたところの⑤Child'sLogic”とか｢生活一論理的

思考」などと言及されている論理判断が生徒の中に自然

に形成されていることにある。そして、ここでは次のよ

うな根拠づけが予想されろ。「『Ｐ→Ｑ』が真になるの

はＰもＱも真のときと、ＰもＱも偽のときだ(表6参照）

だから、ＰかつＱで～Ｐかつ～Ｑなんだ」と。ま

た「『Ｐ→Ｑ』が真になるのはＰとＱが真のときだけだ

（表７参照）。だからＰかつＱ」と。従って､．「Ｐ－，Ｑ

＝～（Ｐかつ～Ｑ）」とすぐ判断するということを生徒

に期待することはできない。ところが、課題(β症は以外

と多くの生徒が「P→Ｑ」と「同じ意味」の式として

「～ＰまたはＱ」を選び出すのではないかと考えられ

る。と言ってもこのことは、教師の期待する判断規準を

生徒が持っているということではない。それは、

ｑChild，ＳＬｏｇｉｃ”とか「生活一論理的思考」などと

言及されている判断規準に基づいても「Ｐ→Ｑ」の真偽

と「～ＰまたはＱ」の真偽が一致するということなので

ある。実際、

表４と表６に

基づいて真理

表を作れば表

８のようにな

り、「Ｐ→Ｑ」

と「～Ｐまた

はＱ」の真偽

は一致する。

～ＰまたはＱ

扉

｜
偽
偽
其
真
Ｉ

真
偽
偽
真

表８

は一致する。ただし、この場合、「ＰまたはＱ」の麺里

表力淳習されれば「Ｐ→Ｑ＝～ＰまたはＱ」という関係

は崩壊する。従って、「ＰまたはＱ」の真偽関係につい

ての学習が先行する過程の中では「P→Ｑ＝～Ｐまたは

Ｑ」という関癬ﾘ断を責極的に利用することはできな

い。

以上から、「ＰまたはＱ」の真理表を知ったあと「Ｐ

→Ｑ＝～（Ｐかつ～Ｑ）」や「Ｐ→Ｑ＝～ＰまたはＱ」

を基にして「Ｐ→Ｑ」の真理表を作ろうとする場合､｢基

にする」上の２つが「→（ならば）」と「かつ」、ある

いは、「→（ならば）」と「または」の意味連関が生徒

の内に存在していろと決めてかかることはできない。つ

まり、上の意味連関が成立することを認識させるために

「そうなる（そうする）」ワケを準備する必要がある。

そこで、教科香の「そうなる（そうする）ワケについ

て見てみる。すると、教科害にある「そうなる（そうす

る）」ワケは次のく皮＞、＜＞によって代表される。

＜虎>(注'３）
「あす天気ならば遠足にいこう」という主張は、否定

を用いた次の文章と同じ意味をもっている。「（あす天

気であってしかも遠足に行かない）ことはない」いまこ

こで、「あす天気である」をＰ、「遠足に行く」をＱと

すると、前者は「Ｐ→Ｑ」､後者は「～（Ｐかつ～Ｑ）」

となるから、「Ｐ→Ｑ＝～（Ｐかつ～Ｑ」となる。そこ

で、一般に任意の命題Ｐ、Ｑに対しても「P→Ｑ＝～(Ｐ

かつ～Ｑ）」が成り立つものと考える。このとき、ド・

モルガンの法則で「～（Ｐかつ～Ｑ）＝～ＰまたはＱ」

となるから、「Ｐ→Ｑ＝～ＰまたはＱ」となる。（した

がって、「Ｐ→Ｑ」の爽理表は「～ＰまたはＱ」の真理

表と同じに定めろとよい。）

-１５－

Ｐ Ｑ ～Ｐ Ｐ→Ｑ ～ＰまたはＱ

真
真
偽
偽

真
偽
真
偽

偽
偽
其
真

真
偽
偽
真

真
偽
偽
真
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＜＞(注14）
「～ＰまたはＱ」を考えてみよう。これは、～ＰかＱ

の少なくとも一方が真のとき真の合成命題である。した

がって「～ＰまたはＱ」が其のときは「～Ｐが偽なら

ばＱは真」、すなわち、「Ｐが真ならばＱも其」であ

る。この恵味で「～ＰまたはＱ」を「ＰならばＱ」とい

う。（したがって、「Ｐ→Ｑ」の真理表は「～Ｐまたは

Ｑ」の麺里表と同じになるように定めるとよい。）

＜皮＞も＜＞も「P→Ｑ＝～ＰまたはＱ」という関

係に「Ｐ→Ｑ」の郵浬表を表５のように定めなければな

らない必然性を求めていろ。しかし、＜皮＞では「P→

Ｑ＝～ＰまたはＱ」の前段の関係である「Ｐ→Ｑ＝～

（Ｐかつ～Ｑ）」は「具体的な例」からの「抽出（抽

象）」という方法によって得られているが、＜し＞では

「～ＰまたはＱ」が真で、「～Ｐ」が偽となる（従って

「Ｐ」は真となる）場合の「Ｑ」の真・偽を求めるとい

く｡；＞の場合、そう「思える」か「思えない」かという

ところで困難が生じる可能性がある。そこで困難が生じ

た場合、その生徒はその後の「一般化」に対しても確信

が持てなくなる。また、＜,＞のように既に導き出した

関係に基づくとき、しかも導き出した関係が「または」

のように日常的な捉え方と異なるとき、「こうしたらど

うなるだろうか」というように全ての可能性を尽くすよ

うな瞼がほしい。＜,＞の場合、「『との意味て:｣」の

前の部分と後の部分との間で可能性を尽くす論や、そう

いう鏡がどういう考え方に基づいているのかという

、活」がほしい。

さて、以上の(i)～Ｍについて以下にまとめよう。

1．「ＰまたはＱ」および「Ｐ→Ｑ」のｴﾋﾞ理表に述べら

れている判断規準は、日常的な脈絡における真偽の判

断規準とは別のものである。従って、「ＰまたはＱ」

や「Ｐ→Ｑ」の典麗表を作るときは、どうして「そう

である（そう定める）」のかということが問題になる。

そして、数学的（論理的）な真偽判断が日常的なそれ

と異なるということは、項鰹表を作ろこと自体が生徒

の知的関心の対象になり得ることを示唆する。また．

「ＰまたはＱ」や「Ｐ→Ｑ」の真理表について何故そ

う定めるのかということが一度関心の対象になれば、

そねま「～Ｐ」や「ＰかつＱ」の真理表にも及び得

ろ。

２．「Ｐ→Ｑ＝～（Ｐかつ～Ｑ）」および「Ｐ→Ｑ＝～

ＰまたはＱ」は、直感的に捉える対象としては複雑す

ぎろ。生徒が直感的に把握できるような単純な鎗理式

なり関係に還元できればよい。

３．「そうである（そう定める）」ワケの展開には次の

２つがある。

イ、具体的な例を分析したり、反省したりして得た真

偽の関係や規準を一般化するというもの。この場合

は、具体的な例の内容が数学的かそうでないかによ

ってさらに二つに分かれろ。

ロ、数学的、あるいは輪理的な原理や法則から得られ

た命題の真偽に矛盾しないように真偽の関係や規準

を定めろというもの。

そして、イの場合の判断規準や関係の選択において

は、例えば「Ｐ→Ｑ」の二値の真理表としては表５が

週択されなければならないのだが、こういう必然性が

震られない。また、ロについて言えば、ロの考え方は

部分的に取り入れられているに過ぎない。従って、以

上から「教材展開」ということについて言えば次のよ

うになる。

４．第１の教材展開は、日常的な会話の中に存在し、生

徒の中に形成されている「ならば」と「または」の意

う方法によって（表

９参照）、「Ｐなら

ばＱ」の前段として

「Ｐが真ならばＱも

真｣が得られている。

即ち、＜ah＞は具体

的な例を一般化する

という方法をとって

～Ｐ～ＰまたはＱ

真
偽
奥
臘

‐
闘
偽
真
真
・

Ｉ
１
１
１

表９

いるのに対し、＜,＞は「～ＰまたはＱ｣の真理表(表9）

を分析的に調べるという方法をとっている。

ところで、＜あ＞においては「（あす天気であってし

かも連足に行かない）ということはない」という文が

「あす天気ならば遠足に行こう」と同じ意味になると思
●●● ●●●

えないことが考えられろ。つまり、＜d＞には｢届(えろ」
●●■●

か「思えない」かという他（生徒）力本願がある。その

点、「または」の真理表が用意されているかぎり､＜,＞

にはそういう不確実さはない。しかし､＜,＞では､｢～

ＰまたはＱ」が真のとき「Ｐが真ならばＱも真」となる

ことが「～ＰまたはＱ」を「ＰならばＱ」と言わせるこ

とになるのかはっきりしない。つまり、「～ＰまたはＱ」

を「ＱならばＰ」と言うときの不都合が語られていない。

それでは、「～ＰまたはＱ」の真偽と「Ｐ→Ｑ」の真偽

が一致するように定めなければならないという必然性が

はっきりしないことになる。

以上くあ＞＜,＞をまとめろと次のようになる｡＜あ＞

のように、具体例からその中にある文脈を反省して１つ

の－股的な関係（原理、法則）を引き出そうとする場合

その櫛置が単純なものを選ぶ必要がある｡つまり、そう｢思

えろ」か囲えない」かということの対象になる関係(原理

法則)は、その栂造が単純であれば単純であるほどよい。

－１６－

Ｐ Ｑ ～Ｐ ～ＰまたはＱ

真
真
偽
偽

真
偽
真
偽

偽
偽
真
真

真
偽
真
其



小田切：高等学校数学の「集合と論理」

味にかかわることなく、数学的な「ならば」と「また

は」の意味をそれぞれ「ならば」と「または」という

形式に注入するという形になっている。だから、ここ

での生徒の学習は、「ならば」と「または」の日常的

な意味と数学的な意味との間の矛盾に基本的に絡むこ

となく、従ってその矛盾によって生じた知的な関心を

展開することなく、消極的なものになってしまう。こ

こでの学習で生徒が「おもしろさ」を体験するとすれ

ば、それは、記号を形式的に操作するというとと自体

についてである。

5．第２の教材展開は、第１の教材展開とは「P→Ｑ」

の真理表づくりのところで異なる。第２の教材展開で

は、「P→Ｑ」の真理表は、「→（ならば）」を「～

（……でない）」と「かつ」、あるいは「または」で

言い換え、証明論的に「同値」な式は意味論的にも

「同値｣になるように作られる(注15）なお､証明論
的な道具立てが生徒に受け入れられれば、第１の教材

展開における「Ｐ→Ｑ」の真理表づくりの問題点は解

決されよう。

なお、上の第１から第３までに述べた事柄が１冊の教

科書に全て取ｂ上げられていろというのではない。つま

り、上述の１１冊の教科轡に取り上げられている事柄の

全部を合わせて考えれば上のようになるということなの

である。

そして、「同値」「値Ｊ１Ｊｕｌ〕1K理築合」の関係は、真

理表を中心に図１のような関係にある。従って、ここで

は、「同値」を取り上げる前に「値

真」を取り上げなければならないな

どという順次性はない｡また、第１、

第２、第３に共通して言えることは

「Ⅱ、教科香では（その１）」から

わかるように、真理表を論理的な意

味で前提にしていることの認識上のシU￣－，０」砂ごＵ－Ｌ夕－Ｖ￣ワーー～ご夕幻EハロZ田b＝－す夕

図１
不自然さである。

さて、第１と第２に注目し、そこで取り上げられてい

る式の１つ１つについて見てみよう。そうすると、その

中には日常的な言語感覚を反省することによってすぐ得

られそうな式（命題および命題と命題の関係）がいくつ

もあることに気づくＰ⑲⑳これらを列挙すれば次のと
おりである。～～Ｐ＝Ｐ、Ｐ→Ｑ＝～Ｑ→～Ｐ、～（ｐ

またはＱ）＝～Ｐかつ～Ｑ、～（ＰかつＱ）＝～ｐまた

は～Ｑ、ＰまたはＱ＝ＱまたはＰ､ＰかつＱ＝ＱかつＰ、

Ｐまたは～Ｐ、（ＰかつＱ）→Ｐ、Ｐ→（ｐまたはＱ）、

（Ｐかつ（Ｐ→Ｑ））－，Ｑ【Ｐ－，Ｑである。そして、ｐ

である。ゆえに、Ｑである。】ここでおもしろいことは

「その１」で見たように「または」や「→（ならば）」

の鄭里表（上述の表３，表５）によって表される解釈と

日常生活の中で培われた意味輪的な判断（真か偽かとい

う判断）との間にはギャップがあるにもかかわらず、証

明論的な判断（「こういうことは言えそうだ」「そうで

あればこうであろう」という判断）の中には論理的に妥

当な判断が意外とたくさんあるということである。（勿

論、ここでは、「＝」が証明論的な同値のことか、意味

論的な同値のことか（注15参照）ということについて

は無関心である。）ここに、妥当な証明論的な判断をも

とにして「翼理表」を作れないだろうかという発想があ

る。

ところで、数学理論を展開する場合その論理的根拠と

認識していく上での根拠Iま基本的には元来一致してい

た｡ユークリッド原:i;⑳し)中に実現した幾何学の根拠が
「自明なこと」「人がそこからさらにさかのぼろうとは

しないようなも`lz21と長い間信じられてきた所以がここ
にある。ところが、「形式的公理主残」が普遍した今

日、体系化された理論において論理的根拠と認識してい

く上での根拠は必ずしも一致しなくなった。しかし、そ

Ⅲ教科轡では（その２）

「その１」と同じ８社１１冊の教科轡を、蕊n厘表が他

の教育内容（教材）にどう結びつけられているのかとい

う点について調べてみると、真理表の「その後の発展」

というか「その後の用」は、次の３つに大別されること

がわかる。

第１に、麺里表は命題の「同値」を規定するのに使わ

れる。ここでは、「～～Ｐ＝Ｐ」とか「Ｐ→Ｑ＝～Ｑ→

～Ｐ」、「～（ＰまたはＱ）＝～Ｐかつ～Ｑ」、｢～(Ｐ

かつＱ）＝～Ｐまたは～Ｑ」、「ＰまたはＱ＝Ｑまたは

Ｐ」、「ＰかつＱ＝ＱかつＰ」、「Ｐ→Ｑ＝～Ｐまたは

Ｑ」などが取り上げられろ。なお、真理表をその脈絡に

含む教材展鵬の「第２」（「その１」）においては、「Ｐ

→Ｑ＝～ＰまたはＱ」は除かれる。

第２に、真理表は命題の、亙刺を規定するのに使わ

れろ。ここでは、「Ｐまたは～Ｐ」や「（ＰかつＱ）→

Ｐ」、「Ｐ→（ＰまたはＱ）」、「Ｐ→（Ｑ→Ｐ）」、

「～Ｐ→（Ｐ→Ｑ)」、「（Ｐかつ（Ｐ→Ｑ））→Ｑ」な

どが取り上げられる。そして、教科轡によっては、「Ｐ

→Ｑである。そして、Ｐである。ゆえにＱである。」が

「有効な推論」であるということまで言い及んでいる。

第３に、真理表は麹国l集合を作るのに使われる。ここ

では、Ａ＝｛ｘＩＰ(x)}、Ｂ＝｛ｘｌＱ(x)}、そしてＡ

の補集合をＡで表すとき、（ｘＩ～P(x))＝Ａ、（ｘＩ

Ｐ(x)→Q(x)}＝ＰｕＱとなることなどが取り上げられ

ろ。
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る旺明論的な判断の中には論理的にも妥当なものがたく

さんある。従って、妥当な命題や推論規則が整合性定理

と完全性定理を成立させるという根本的要求とともに選

択されるのである。つまり、真理表は､作業目標である。

そして、そのための根本要求は、整合性に注目して、次

のように述べられる。根本要求１：妥当な命題（論理的

公]割りは真である。根本要求２：真な式（命題）から推

鎗の結果得られる式（命題）は真である。

根本要求３：矛盾は真でない。

以上から、第１および第２の「真理表の他の教育内容

（教材）への結びつき方」は、教材の展開の方向という

点から言えば「逆」である。つまり、ここでの教材展開

は「真理表づくり」という性格を持つべきなのである。

因みに、「教科轡では（その１）」で見たような真理表

の「持ち出し方」では、上の「根本的要求」に触れない

ため、「どうしてそう定めるのか」とい゛う必然性がない

のである。また、以上は第１と第２についての翻蝋であ

るが、証明論的な道具立て（「証明」の道具立て）がで

きれば、真理表を作らなくても真理集合についての一連

の教育内容が証明可能になることは明らかである。

の場合でも「こういうことを公理にしたい」とか「こう

いう噸柄が導出されるような公理を用意したい」という

ことが、全体的な見通しの中にある。つまり、文字どお

り自明な真理」と言わないだけで、数学的な事実はそこ

に既にある。例えば、公理的集合鯰（ＺＦ）について見

てみると、AxiomSchemaofReplacement（Ｖα）

〔（Ｖｚ）（ｖ沙）（ｖ・）〔｡（Ｌ、沙）八９（Ｌ，

｡）→沙＝。〕→（３ｂ）（ＶＪ）〔ＪＧｂ←（。ｚ）

〔諺`｡八,(諺､Ｊ)〕〕要は､｢われわれの直観あ
るいは思考の対象で、確定し、かつ明確に区別されるも

の｣⑳の全体(（露ＩＦ(壷)}）を｢集合｣として取り扱
いたい（（３ｂ）（Ｖ工）〔工‘ｂ一F(お)〕）という意

図態実現している。（３ｂ）（Ｖｚ）〔…ｂ一F(z)〕

とせずに、こんな形になったのはラッセルのパラドック

スなどを避けるためである。だから、他の工夫で集合論

の中からパラドックスを除くことができれば、単に（３

ｂ）（Ｖｚ）〔ｚｇｂ一F(")〕を公理にしてよいのであ

る②その他、命題論理の公理系（weakな体系ではな

い）を作ろうとする場合、肱卜ＪＣならばCFL→』し

(＆を仮定して推論をすすめたら､心が得られた。ゆえ

に0ｔ→ル)」を推瞼規則としてあらかじめ用意しない

ときは、このことを定理として導出できるように公理の

染合を作るＰこれが､演鐸定理である。ここで、以上
から、次のようにまとめてよかろう。数学の理瞼自体は

「公理から定理へ」と進むが、認識の過程は場合によっ

ては「定理から公理へ」と進む。これは、家を建てるの

に似ている。家を建てるためには材料が必要である.だ

から、はじめに材料を用意する。そして、それを組み合

わせて「家」にする。ところが、どういう材料をどれだ

け用意すればよいかは、あらかじめどんな旧家」鰭つく

るのかがわかっていなければ決められない。

そこで、以上の教馴を犀】理表の教材化」ということ

に適用してみよう。理論的な展開は、証明論的な根拠

（瞼理的公理一これは場合によってはなくてもよい

－および推論規則）と論理記号の意味解釈（すなわち

真理表）が与えられて、整合性（Soundness）定理お

よび完全性定理を証明するという形をとる。だから、こ

の二つの定理力麺出されるように｛証明論的な根拠もし

くは鯰理記号の意味解釈（真理表）を与えればよいこと

になる。ここで、証明鏡的な根拠と論理記号の意味解釈

のどちらを道具立てとして選択すべきなのかが問題にな

る。ところが、既に述べたように、「または」や「なら

ば」の数学的な解釈と日常生活の中で培われた意味輪的

な判断との間にはギャップがあり、「または」や「なら

ば」の麺里表は「自明に思える」ことではない。これに

対し、日常的な言語感覚を反省することによって得られ

Ⅳ「真理表」教材化の基本方針

Ⅱで「真理表」を含んだ教材展開がどこからどのよう

にはじまるかについて、そして、mで「〕顛浬表」が他の

教育内容（教材）にどう結びつけられて展開しているの

かについて明らかにし、それぞれに考察を加えた。その

結果を要約して言えば次のとおりである。

1．教科醤でははじめに真理表力宥iえられる。真理表の

定め方には蟻鎗なしに｢次のように定める｣というもの

と具体例を分析的に反省させるものとの２つがあった。

２．そして、経験的な意味判断（真か偽かという判断）

では「または」や「ならば」の真理表はつくれない。

また、教科轡にあるような具体例を分析的に反省させ

る方法では同語反復となって結局どうしてそう定める

のかということは引き出し得ない。しかも、そればかり

でなく、数学的な判断というよりむしろ､日常的な判断

（排他的な「または｣など）が反映する可能性が強い。

3．ところが、証明論的判断の中には論理的に正しい判

断がたくさんある。

４．しかも、数学的な真偽判断と日常的生活の中で形成

された真偽判断とのズレは意外住に富み、蕊０厘表をつ

くるということ自体力拘的な関心の対象になり得る。

つまり、真理表づくりが作業目標になる。

５．従って、「真理表から」という流れではなく、「真

理表へ」という流れ力認識の過程として自然である。

６．そして、証明論的な事柄から真理表を必然的に決定
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するために、「真な式（命題）から証明される式（命

題）は真である。また、論理的公理（と呼ばれ得る判

断）は真であり、矛盾は真でない｡｣ということを根本

的な要求とする。

７．このような根本的な要求は、理輪の中では「定理」

として現れるが､認識の過程においては最初のもの

である。

８．以上から、日常的な言語感覚の反省から得られる証

明論的な事柄を基にして．根本的要求を実現しなが

ら、「夢幻里表づくり」鰭するという展開が試される価

値はある。

ところで、１～８を受けて「真理表づくり」をする場

合既に明らかなように、証明論的な事柄で十分な道具

立てを行う必要がある。ところが、この道具立てを行う

ためには、証明論が対象とする「wff｣と「命題｣なるも

のを明らかにしておかなくてはならない。従って、第１

のステップでは「wff」と「命題」なるものについてワザ

とらしい議論をしておく必要がある。なお、「真理表を

つくる」ということにだけ注目すれば命題論理の範囲で

十分であるが、しかし、命題論理の範囲に限定すること

は得策でない。というのは、生徒が日々目の前にしてい

る高等学校数学を命題論理の範囲で論ずることはできな

いからである。

そこで、真理表づくりのステップは次のようになる。

(ＴＤ…プーー
ステップ１…命題、wff(weUformed

formula）
Ｕ，

ステップ２…推論規則と論理的公理

Ｕ′
ステップ３…真理表づくり

キンイチさんとジュンコさんは自動車を持っています

が、ジローさんは自動車を持っていません。そこで、キ

ンイチさんがジローさんをむかえに来るか、または（あ

るいは）ジュンコさんがジローさんをむかえに来ると、

キンイチさんとジュンコさんはジローさんに約束しまし

た。

ところで、今日、キンイチさんもジローさんをむかえ

に来たし、ジュンコさんもジローさんをむかえに来まし

た。

さて、キンイチさんとジュンコさんはジローさんとの

約束を守ったといえるでしょうか。

ア、ジローさんをむかえに来たのだから約束を守った

といえろ。

イ、キンイチさんとジュンコさんの二人ともがジロー

さんをむかえに来たのだから、総凍を守ったとは

いえない。

ピンクレディーショウ

今、キンイチさんはミエハルぐんとピンクレディーシ

ョウを見ています。

ところで、キンイチさんは、きのう上トミさんからピ

ンクレデイーショウの入場券を２枚もらって、ジローさ

んが遊びに来たらピンクレディーショウを見に行くとヒ

トミさんに総疎【しました。

ジローさんは、キンイチさんのところに遊びに来なか

ったのですが、キンイチさノリまピンクレディーショウを

見に来ています。

さて、キンイチさんはヒトミさんとの約束を守ったと

いえるでしょうか。

ア、ピンクレディーショウを見に来ているのだから約

束を守ったといえろ。

イ、ジローさ人が遊びに来ないのにピンクレディーシ

ョウを見に来ているのだから、約束を守ったとはい

えない。

＜ステップ０＞について

ステップ０がなければ「真理表づくり」が行えないと

いうことはない。その意味でステップ０はなくてもよい。

しかし、生徒一人一人の言語感覚を対象化させ、今後の

授業に活気を与えるプレーンストーミングの機会を用意

することは無駄ではないだろうという判断で、カッコつ

きでステップ０を用意こしだ。

なお、ここでは、以下のような「お話し」を読ませる

ので、ステップ３までの一連の学習の作業目標を生徒に

知らせることができる。（「答」は言わない。問題の所

在だけを押え、あとは楽しみにとっておく。）

ドライプ

ジローさんとキンイチさんとジュンコさんの三人は、

今日ドライブに行くことに、きのう決めました。

くステップ１＞について

ステップ１では「命題」と「ｗｆｆ（論理式）」を取り

上げろ。ここでの主要なねらいは、「文」を記号化する

ことにある。この場合、定項､変項、述語の範鬮に注目

する。

また、ステップ１は、実際には２コマに分かれる。即

ち、「命題」に注目する場合と「wff」に注目する場合

とにである。ここに、「命題」を先に取り上げ、次に
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「wff」を取り上げるか、それとも「wff」を先に取り

上げ、次に「命題」塗取ｂ上げるかという問題がある。

筆者の経験からすると、どちらがよいかわからないが、

記号化という作業は初学者にとってはそう易しいことで

はないらしい。しかもここはあとあとまでヒピク部分で

ある。

を説明せよ。

＜練習問題２＞

（Ａ三Ｂ）→（Ｂ二Ｃ→Ａ≦Ｃ）

を説明せよ。

ただし、Ａ二ＢはＹ”（竃ｅＡ→率ＥＢ）

で定壌される。

ところで、便宜上推論規則をＮＫの形式で記述してい

るが、実際の授業では形式についての独断割了を奨励す

る。

やってみたところでは、次のような証明が現れた。

－Ａさん－

Ｘ→Ｙを仮定する…(1)

Ｙ→Ｚを仮定する…(2)

そしてＸを仮定すると…(3)

(1)から

Ｙ…(4)

(2)と(4)から

Ｚ…(5)

(3)と(5)から

Ｘ→Ｚ…(6)

(2)と(6)から

（Ｙ→Ｚ）→（Ｘ→Ｚ）…(7)

(1)と(7)から

（Ｘ→Ｙ）→（（Ｙ→Ｚ）→（Ｘ→Ｚ））

＜ステップ２＞について

ステップ２では「道具立て」を行う。即ち、真理表を

作るのに足る推論規則と論理的公理をここで率術する。

この場合、真理表を作るのに足る推論規HUと輪D1X1的公

理が日常言語感覚を反省することで得られれば十分とす

るので、所謂「古典瞼理」体係である必要はないし、ま

た、公理の独立性も問わない。しかしながら、ベン図に

よって直感的に捉えられている集合の関係が証明できる

ように、推論規則および論理的公理を上の「道具立て」

につけ加えておく。

そして、以下に示すように「道具立て」は４回にわた

って行われる。また、それぞれにおいて練習問題若しく

は問が用意されていろ。

それでは、実際のところを示そう。

〔第１回目〕

-1L蓋ｆ２ｌｗ，艤去ｕごＬの鮭，』｡

Ｈ そして、Ｂ君はＡさんの方法では仮定と結論の関係が

わからないと言って次のようにした。‐

７１:!;tTw，導入弓両‐の導入
Ｆ

ＣＨ'はおちた）

一Ｂ君一

ご一つ
①（｡＝eigenvariable）

＜注＞「Proof」に対して、「qUasi-proof」あ

るいは「Proofinthewiderseu鱈e」と

いうことになるのだろうが、次の推論規則

を上の４つと併わせて持ち込むのがよかろ

う。何故なら、われわれの頭の中ではそう

なっ司碇}ろからである。
Ｆ<=今Ｈのとき

器１，．１右鍔;L+､.`産

匡乙

①
〔第2回目〕 ？

ＡＡ

ＡＶＢ，ＢＶＡＶ（または）の導入

Ａ八ＢＡ八Ｂ
－一八（かつ）の除去
ＡｏＢ

ＡＢ

八（かつ）の導入
Ａ八Ｂ

ＡＢ
：：

ＡＶＢＣＣ

ａ＝Ｄｅｆｂのとき

鵠｡…器｡…
＜練習H躯fll＞

（Ｘ→Ｙ）→（（Ｙ→Ｚ）→（Ｘ→Ｚ））
Ｖ(または)の除去(Ａ､Ｂはおちる)☆

Ｃ
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(……＝…）
＜練習問題＞

①～④を証明せよ

①ＡｎＢ三Ａ

②Ａ＝ＡＵＢ

③ＡｎＢ＝Ａ一Ａ=Ｂ

④ＡＵＢ＝Ａ－Ｂ三Ａ

（A醐鮒;１，釧嶮才｡）
＜第３回目＞

△△ニムヘの除去
（矛盾）

（矛盾）

(議繊）
②パーｒＴＦ＝パＵＢ

③パーU~百＝ＸｎＢ

④Ｘ－Ｃ－Ａ＝Ｃ

＜ステップ３＞について

（ステップ３はこのあとＶで取ｂ上げるので略す。）

以上のように、「真理表づくり」の基本方針と、「道

具立て」られた推繍規則と論理的公理が明らかになった。
次に基本方針に基づく「真理表づくり」が上述の「道具

立て」で可能かどうかと検討する。

Ｖ検肘

「典理表づくり」における根本要求の第１は「給理的

公理は真である」であり、第２は「真な命題から推論の

結果得られる命題は真である（捲鈴は真な命題から真な

命題を導く11で、第３は「矛盾は真でない」であった。

これに基づいて、真理表１つ１つについて検討してい

く。

＜‘かつ，の麺里表＞について

．Ａが真、Ｂが真のとき、ＡかつＢは真である。

もし、ＡかつＢが偽であるとすると、「‘かつ，の

導入」は真なものから偽なものを導き出すことになる

これは、根本要求の第２に反する。

．Ａが真、Ｂが偽のとき、ＡかつＢは偽である。

ＡかつＢを真であるとすると、‘かつ，の除去によ

って、真なものから偽なもの力輔出されることになる

と利ま根本要求の第２に反する。

.Ａが偽、Ｂが偽のとき、ＡかつＢは偽である。

（上に同様）

＝Ｔ～の導入(Ａはおちる）

ＡＶＢ～Ｂ
～によるＶの除去

Ａ

｢論理的な公理として」

ＡＶ～Ａ

～（Ａ八～Ａ）☆

く練習問題＞

～～Ａ一Ａ

を証明せよ

＜第４回目＞

Ａ→Ｂ～Ｂ
ＣＰ☆

～Ａ
＜`～（…でない），の麹厘表＞について

．Ａが偽であるとき、～Ａは真である。

Ａが偽であるとき、～Ａも偽であるとする。すると

‘かつ，の真理表から、Ａかつ～Ａは偽である。再び

仮定を使って、～（Ａかつ～Ａ）は偽である。よって

～（Ａかつ～Ａ）は許容した式（命題）であったから

～（Ａかつ～Ａ）が偽であるということは、根本要求

の第１に反する。

．Ａが真であるとき、～Ａは偽である。

Ａが真であるとき、～Ａも真であるとする｡すると、

‘かつ，導入と根本要求の２よりＡかつ～Ａは真、よ

って、「矛盾」は真。これは根本要求３に反する。

雛灘墜'）
～（ＡＶＢ）←～ＡＡ～Ｂ☆

～（Ａ八Ｂ）←～ＡＶ～Ｂ☆

く練習問題１＞

（Ａ→Ｂ）←（～Ｂ→～Ａ）

を証明せよ

＜練習問題2＞

次の①～g)を証明せよ

①Ａ＝Ｂ→Ｂ三Ｋ

＜‘または,の]：鯉表＞について

．または,の蕊鯉表は、論理的公理として、ド・モル

－２１
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＜￣，の真理表＞について

（Ａ→Ｂ）←～ＡまたはＢが証明されれば、根本

要求の２から、「Ａ→Ｂ」の麺里表は自然と決まる。

ところで、図２によってその証明は与えられろ。

ガンを認めているので、容易に調べられろ。これにより

排他的「または」は捨てられ、数学的「または」が選択

される。

～AまたはＢ３Ａ２
－－￣－－

Ｂまたは～Ａ～～Ａ

ＡＡ→Ｂ１

Ｂ

～ＡまたはＢ

（公理）

Ａまたは～Ａ

～Ａ

～ＡまたはＢＢ

(2)
Ａ→Ｂ ～ＡまたはＢ

(1)(3)
～ＡまたはＢ→（Ａ→Ｂ） （Ａ→Ｂ）→～ＡまたはＢ

(`かつ，の導入）
～ＡまたはＢ←（Ａ→Ｂ）

図２

Ⅵおわりに

真理表を含む教材展開には２つある。１つは「蕊５浬

表から」という方向をもった展開であり、もう１つは

「真理表へ」といった方向をもった展開である。前者は

現行高等学校学習指導要領下の教科書に実現している展

開であｂ、後者は、本小論が「試みる」ことを提案する

展開である。

そして、本小論が後者を提案した理由は次の５点に集

約することができる。

(1)日常的な生活の中で培われる「または」と「→（な

らば）」の真偽判断は、数学のそれとは一致しない。

(2)そして、その不一致は、意外性に富み、「どうして

そう定めろ」のかという点で、知的関心の対象になり

得ろ。

(3)前者では、この不一致の意外性に驚き、このことに

知的な関心をもった生徒の要求は昇華されない。

(4)ところが、この知的関心に応える後者では、上述の

根本要求が問われることになる。

(5)そして、この根本要求こそ、真偽性と証明可能性に

共通する不動の原理なのである。

ところで、現在の「集合・輪理」の取り扱いにおいて

塁鑑鰯鬮菫瀧灘ﾋﾞ:鱸
いう配慮がある。この醜徴からすると、本小論の選択は

「行き過ぎ」であるかもしれない。しかし、行き過ぎで

あるのか、どんな興味を選択するかは生徒の側の問題で

ある。それに、難し過ぎるからといって、それは、知的

な興味・関心を喚起する教材開発の可能性を否定するも

のではない。

従って私たちの課題は、勝手に教材に制限を加えるこ

とではなく、生徒の知的な興味・関心とかかわる教材を

１つでも多く;露壱することである。その点で、本小論の

特徴として次の２つをあげてよいと思う。

1．日常論理と称せられるものは、従来そのマイナス

の面しか評価されてこなかったが、本｡鯰ではその

中にある妥当な論理に注目し、プラスの評価を与え

た。

2．生徒の知的関心ということにかかわって「定理」

とされていることを本１１輪では教材展開の根本原理

にした。（「学校（教育）数学」の楢築に向けて）

注

注1．それまでの学習指導要領（昭和３５年改正高等学

校学習指導要領）においては「数学と論証」という

内容領域と「指導計画作成および指導上の留意事

項」として「集合の考えを……指導することが望ま

し」（上掲番）〈「染合の『含tRJ、『含まれる』

の関係を表わすのに、記号。､Ｃを用いてもさしつ

かえない」（上掲轡）という判断があった。そして

「験理的ことば（すべての………、少なくとも一つ

の………、または、かつ、ゆえに、存在する、など）

の意味や、それらのことばを用いて論理的に正しい

表現や推論ができる」（高等学校学習指導要領解説

魏学編１９６１Ｐ－３５）ようにする努力や、「命

題の逆・対偶などの関係や背理法などを理解させ

る」（上掲轡Ｐ－３５）努力が、また、「集合の考

えを用いるとき、この集合の間に『合、、『含ま

れ動の関係を表わす記号。､ｃが正しく用いられ

る」（上掲替Ｐ－３５）ようにする努力が教科樽の

中に実現していた。

注2．昭和47年発行の高等学校学習指導要領解説（文

部省）（Ｐ－７１，７２）には「…ａ）ＰかつＱ、ｂ）

ＰまたはＱ、ｃ）Ｐでない、。）ＰならばＱである。

……『数学１Ｊでは、中学校の指導をさらに発展さ

せ、命題の合成や相互関係に対する理解をいっそう

深めることをねらいとしている。上記のａ）、ｂ）、

－２２－
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ｃ）、。）は、いずれも命題を合成する基本操作で

あるから、Ｐ、Ｑの真・偽とａ）、ｂ）、ｃ）、。）

のように作られた命題の真偽との関係がどのように

なるかを明らかにしておかなくてはならない。」と

ある。なお、昭和４３年の小学校学習指導要領の改

正と昭和44年の中学校学習指導要領の改正によっ

て、それまでの高等学校学習指導要領(昭和３５年改

訂版）の集合と論理に関する内容の大部分は「小．

中学校の指導内容となった」（高等学校学習指導要

領の展開数学科編（秋月康夫編）l９７１Ｐ－

１２１）。

注3．昭和４５年の高等学校学習指導要領の改正によっ

て「すべての生徒に腹修させる」数学の科目は「『数

学'』｣が｢『数学一般』または『数学I』｣と改め

られたのだが、「数学一般」の「集合」および「論

理」のねらいはそれぞれ「集合について理解を深め

……」（…は筆者）と「命題と命題の合成や相互関

係について、論理とスイッチ回路との関係を知らせ
●●●

ろなどして理解を深めろ」（.・・は筆者）と述べられ

ていろ（昭和４５年改正高等学校学習指導要領）。

注4.乙案の中で真理表を導入することは難しい。何故

なら、真理表は具体的な内容を捨象してしまったと

ころにあるからだ。

また、甲案の「形」をとっていても真理表を扱わ

ない教科書もある。そ刺ま、乙案で展開された教育

内容を文字どおり１つにまとめたという形をしてい

ろ｡なお、その中には改訂によって真理表を扱うこ

とになった教科響もある。

注5．新しく領域「集合．論理」を設けたというとと自

体が甲案を示唆していた。

また､文部省から出された｢高等学校学習指導要領

解説(数学編）（１９７２）」や「新しい数学（数学教

育現代化講座指導資料）（１９７１）」、それに、

学習指導要領編成に協力したメンバーが編．箸に加

わった「高等学校学習指導要領の展開数学科編

（秋月康夫編）（１９７１）」などが合成命題の真

偽あるいは真鯉表について述べ、真理表は所謂顧

代化」教材の延長上に位霞づけられた。

注６．甲案が採択されないということは、集合と論理に

ついての内容を扱わないというのでないかぎり、乙

案を採択することになり、真理表が採り上げられ）ｋ

ければ実質的には集合と論理に関して昭和35年改

正高等学校学習指導要領下の状態に戻ることになろ

う。

注7．帝国書院：数学Ｉ（数１－４２８）、新数学Ｉ（数

１－４２２）、学校図轡株式会社：数学Ｉ（数１－

４１０）、数研出版株式会社：数学Ｉ（数1-416）、

数学Ｉ（数１－４３０）、池田轡院：数学Ｉ（数１－

４１３）、数学Ｉ（数１－４２７）、東京書籍株式会社

：数学Ｉ（数１－４０１）、実教出版株式会社：数学

Ｉ（数１－４０６）、学研書籍：数学Ｉ（数1-402）

旺文社：数学Ｉ（数１－４１４）

注8．旺文社の「数学Ｉ」教科書から

注9．実教出版の「数学Ｉ」教科轡から

注10．東京番籍の「数学Ｉ」教科轡から

注11帝国轡院の「数学Ｉ」（数－４２８）教科番から

注12.学校図書の「数学Ｉ」から。なお、筆者が本｡輪

の目的に従って、しかも内容を変えることなく、手

を加えてある。このことは注８～注１４においても

同椴である。

注13.池田啓店の「数学Ｉ」教科聾（改訂版）（数１－

４２７）から

注14.学研瞥籍の「数学Ｉ」教科鴎から

注１５．１つの言語．（公理（公理はなくてもよい）と推

論規則の集合）が与えられているとき、証明論的

な｢同値Uは次のように定義される｡α=Jo』竺＞
（仇→上)かつ(」→､z）

また、真理表が与えられるなどして､“と心の真

偽の意味解釈が可能だとする。つまり、真（ホント

ウ）と偽（ウソ）だけに関心をもった「世界」力均ｉ

‘f鯛臘:織襲期
「世界」でαと凸の真偽が一致する。このことを命

題輪理に限定して言えば、、（Ｐ，Ｑ,･･･…）とみ

（Ｐ，Ｑ，……）の真偽がＰ，Ｑ，……のすべての

（真か偽かという）付値に対して一致するとき､α

＝dＧ
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