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高等学校における統計の教育内容体系の考察
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o.要約

統計は，多様な現象を支配する法則や構造を明らかにするためにおこなう，データの収集・

整理・情報の縮約・分析の様々な手法の体系である。統計が独立した科学であるのか，普遍的

な科学方法論であるのか，社会科学方法論であるのかについては諸説がある。本稿では普遍科

学方法論説の立場にたって，高等学校の教科数学における統計の教育内容体系を考察する。得

られた視点は次のとおりである。

(1)決定論的法則一一一徴分・積分と非決定論的法則一一確率・統計を高等学校数学教育内容体

系の柱とする。

(2)非決定論的過程の 2つの側面(大量現象の観測における相対頻度の安定一一確率と大量現

象の実現値の不規則性一一ランダムネム〉のうち，従来の実践に多数みられる相対頻度の安定

とともに不規則性をも教育内容とする。

(3) 1変量の 2標本問題だけでなく， 2変量の相関関係を扱う。

(4)データの型と認識過程の考察から，統計的検定や推定を高等学校で扱う場合連続型変量を

避けるべきである。2項分布の正規近似は十分な時間的余裕と入念に用意したプランがなければ，

生徒の理解をひきだすことは難しい。離散型変量である 2項分布だけで検定・推定を教えるこ

とができる。

(5)相対頻度の安定値としての確率と多数回の観測における実現度数と認識過程の考察から，

適合度や分割表の検定を扱うことが可能で、ある。この手法は，身近に遭遇し生徒の興味・関心

をひく問題のいくつかを処理でき， (2)でふれたランダム検定のひとつの方法としてもつかえ，

(3)でふれた2変量の相関関係の検定手法としてもつかえる。

(6)いわゆる記述統計といわれる手法を高等学校教科数学のなかで詳細に扱っても意味がない。

他の教科(社会，保健体育，家庭など〉で統計をつかう目的を明らかにしたうえで，対象固有

の性質を考慮しながら統計手法を適用しなければ『統計でウソをつく法』になる危険が大きい。
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(7)現実にありそうな事象を扱う。

以上の視点から，高等学校の教科数学では次の 3つを教育内容の柱とすべきであると考える。

ω 検定論 (2項検定〉

(B) 2変量の相関関係(分割表の検定〉

(C) ランダムネスとその応用(乱数論とシミュレーション〉

今後の課題は，本稿に述べた教育内容体系にもとづいた『統計』の授業プランを作成し，高

等学校で授業を実施し，教育内容および教材が適切であったかどうかを検討することである。

1.問題提起

もっと統計を指導すべきであるとしづ主張は多いが，何をどのように教えたらよいのかにつ

いての具体的で、明確な主張は少ない。過去何回かにわたる学習指導要領の改訂に際して，教材

としての統計の扱いは猫の自のようにかわり(字喜多義昌(1978)等)，多くの教師にとっても

統計教材をつかって何を教えたらよいのかはっきりせず指導に困る分野である。本稿では高等

学校の教科数学における統計教育に限定して何を教えるべきかを考察し，教育内容体系の一試

案を提示する。

まず，現行の教科書・教育実践からいくつかの間題点を指摘しておく。

(1)ランダムネスの本質である不規則性が十分に指導されていない。サイコロや画びょう投げ

試行における相対度数の安定値を確率とすることだけでは規則的な決定論的現象の解析と変わ

りがない。

(2)高等学校数学では統計は軽視されている。

現行学習指導要領には独立した科目として『確率・統計』があるのだが，いくつかの理由か

ら多くの学校では教育課程に入れられていない。『確率・統計』という科目が教育課程にあって

も実際には共通一次試験にでる範囲の確率しか指導しないことが多い。もし統計を指導しても，

「資料の整理」と称して目的のないまま繁雑でつまらない計算と表・グラフっくりをするか，

ややこしい形の式と正規分布の表を天下りにもってきて何のためにやっているのかわからない

ような統計的検定・推定のこみいった手順に習熟させるかにおちいりがちである。

(3)目的を明らかにせず，データを統計手法にあてはめるだけである。

(4)データは目的や必要に応じて自分で調査したりして集め，データの出所を吟味するという

視点が欠けている。

(5)確率の概念・計算で， コイン・サイコロ・つぼの中の玉・宝くじなど，非現実的またはギャ

ンブルのモデ、ノレしか扱わないので，現実的なデータに適用することにギャップがある。

(6)正規分布を中心にした検定・推定論は，どうしても統計的品質管理の手法の説明となりや

すい。農業科，工業科，水産科等職業科の高校であれば生徒自身の製品の品質管理の問題とし

て輿味・関心をよびやすいが，普通科，理数科，英文科等の生徒にとっては目的があいまいで

ある。

では，本稿ではどのような教育内容体系・教材を提示しようとしているのか。

この間に答える前に，第 2節でいくつかの確率概念，統計観と筆者の立場を述べ，第 3節で

筆者の立場から見た高等学校数学教育内容体系における確率・統計の論理構造についての仮説

を提示する。第 4節でデータの型によって分類された統計手法を認識過程から考察し，第 5節

でいくつかの既往の教育内容体系，教材，教育実践を検討した後，第 6節で高等学校教科数学

- 26ー



における確率・統計の教育内容の試案を提示する。

2. 確率概念・統計観のいくつかと本稿の立場

まず確率概念のいくつかを検討する。確率概念に関する諸見解については，辻博(1968)，竹

内啓 0(1982)，赤池弘次(1984)に詳しい。ここでは，高等学校教科数学における統計教育とい

う本稿の主題からみて次の(l)~(6)の確率概念とそれらの関係について筆者の考えを述べる。

(1)頻度的確率 <r統計的J確率)

これはミーゼス(R.von Mises)のコレクティフ (Kollektiv)や謄川虎三の純解析的集団で

無限回試行したとき成立する事象の相対度数(頻度〉の安定値(極限値〉が確率であるという

考えのことである。式でかくと N回の試行のうち事象Eが起こった回数を Rとしたとき，事象

R 
Eの確率をpr(E)=lim冒とすることであり，安藤洋美 (1964)のいう「発生比率」にあたる。

山岸昭則(1988)によると近畿数教協(近畿地区算数数学教育協議会〉のプランの考えである。

(2)組み合わせ的確率 <r数学的」確率または「古典的j確率)

ロ個の「同様に確からしい根元事象」があり，事象Eがおこることはr個の根元事象のどれか

r 
がおこることであると考えられるとき， pr(E) =ーと考える確率のことである。ラプラス(Laplace)

n 

によるギャンフツレへの適用の方法として定義された。安藤洋美(1964)のいう「構造比率」に

あたる。

(3)主観的確率

個人にとって事象Eがおこると主観的に思う「起こりやすさ」を区間 [0，1J内の数に対応

さぜたものである。個人によって，利用できる情報の量によって同ーの事象の確率の値が変わ

る。いくつかの原因事象についての事前確率(主観確率〉を設定し，観測の情報(どんな結果

の事象が起こったか〉をベイズ (Bayse)の定理によって結合し「後向きに」原因事象の事後確

率(一種の条件付確率)を計算する。いくつかの可能な原因事象の確からしさに関する情報が

全くない場合，原因事象のそれぞれに等確率をあたえるのが普通である。山岸昭則 (1988)に

よると東京数教協のプランのくじ 1本あたりの「当たりやすさ」を表す内包量という考えであ

る。

(4)合理的信頼度(確信度)としての確率

1回限りの試行に対しても事象の起こりやすきに対する事前情報や客観的な観測結果等から合

理的な基準で事象に [0，1Jの数を対応させたものである。天気予報の確率予報(たとえば降

水確率〉はこれである。

(5)論理的関係の確率

命題聞の真偽の程度を合理的にあらわしたもの。ケインズ(J.Mo Keynes)の命題聞の関係

の信頼度， カノレナップ (RudolfCarnap)の論理的信頼性の尺度としての確率， ライヘンパ vハ

(Hans Reichenbach)のリファランス・クラスの理論に当たるものである。また Fuzzy論理

もこの考えと近いと考えられる。

(6)公理論的確率(測度論的確率)

いくつかの公理をみたす σー集合族から [0，1Jへの関数(測度〉を確率と考える。コノレモゴ

ロフ(1933)が定式化したもので，この確率概念によって現実との対応をいちいち考察せずに，
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純数学的な取り扱いで確率論を展開することが可能となった。

上記6つの概念を並列的にならべたが， これらは無関係に存在するわけではない。これらの

諸概念と教育内容体系の関連を述べる。

量の変化のしかたを規則的，不規則的の 2つに便宜上分けてみると

・規則的変化…・一決定論的法則……初期条件を知ることで徴分方程式から予測可能

・不規則的変化……不規則的変化をするものの大量観察……大量現象に対する非決定論的法則

……大量集団について予測可能，個々のものの予測の確からしさに対する我々の判断の尺度と

しての確率という図式が得られる。不規則的変化をするものに対しても予測したいとき，まず

大量観察によって事象の度数→相対度数〈頻度〉を調べ，この安定値の存在が認められそうな

ときこの値を 1回の試行の結果としての事象の起こりやすさに対する我々の判断(確信度〉の

程度とみてこれを確率と考えるのである。(1)(2)の確率概念をむすびつけるものが大数の法則(任

意の小さな正数 δ，εに対して十分大きい nをとれば η回の試行を繰り返したとき事象の起こ

る回数 rと『確率』 ρについて pr{!r/n-ρ民主}孟1ーめであるという説明をする人もいるの

だが， w確率』ρといったときのρは何であるかは大数の法則以前に確定させなければならない。

我々の判断の程度を合理的，客観的に表そうとする試みから確率が生まれたのだが，合理性，

客観性は大量現象の相対度数によって保証される。そこでサイコロの 1の目のでる確率をサイ

コロの対称性から(2)組み合わせ的確率の考えをつかって 1/6と考えることも，頭のなかでかた

よりの全くない理想的なサイコロの多数回ふって 1の目のでる相対度数を観測することからみ

ちびかれる。 (3)，(4)は主観的要素の強い確率概念であるがこの主観的判断の程度も(1)頻度的確

率をもとに起こりやすさを認識しているし，また統計的決定理論を考えるうえで必要な概念で

ある。 (5)論理的関係の確率は高等学校の教育では(l)~(4)の概念を理解したのち必要かどうかを

判断したあとで扱うかどうかを考察すべきであろう。確率，統計的判断にはベルトランの逆説

(たとえば小針硯宏 (1973))，や種々のパラドッグスくたとえばM.ガードナー (1976))がつき

まとれこれらのノミラド γ クスとの関連で(5)の確率概念の解釈を考えていきたい。 (6)公理的確

率は確率という概念がみたさなければならない性質を公理としてたてそれらから演樺的に理論

を展開している。(l)~(5)の確率概念から(6)の公理系をみちびくことによって，この理論の成果

を使うことができる。しかしはじめから一種の測度にすぎないものとして確率を導入し理論を

展開することは，確率がなぜ必要でどのように使われるかの理解に役立たないので(6)の確率概

念は少なくとも高等学校における統計教育の大部分には大きな役割をはたさない。

本稿では，確率とは「ある事象の起こる可能性の程度についての，何らかの意味での合理的

な判断を数値として表したものJ(竹内啓 (1982))であり「何らかの意味」として頻度的確率

との関係がつけられるものとして考える。上記(l)~(6)の関係は(1)頻度的確率を基本とし，図 l'の

ように考える。

次に統計に対する本稿の立場を明らかにしておこう。統計が独立の実質科学であるのか，普

遍的な科学方法論であるのか，社会科学方法論であるのかについてはいろいろの議論がある(た

とえば北川敏男 (1948)，伊藤陽一(1976))が，高等学校の教科数学で統計の教育内容体系の

確定を考える際適切な立場は普遍科学方法論説であると思う。各教科においては学問としての

対応する各科学の内容を教えるべきであるという立場にたったとき，数学科においては統計の

手法のうち数学的な側面をとりあげることとなろう。しかし数理統計の手法のデパート的羅列

や非現実的なデータをつかった統計手法のための統計手法というような問題を演習することは，
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図 1 確率概念の関係

仮想的無限回試行の安定値
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何のために統計を学習するのかがあいまいになり，生徒の興味をひきつけず学習が成り立たな

かったり，データがあたえられればどんな構造のものに対しても知っている手法をそのまま形

式的に使ったり，難しく精密にみえる統計手法を使って得られた結果を無批判に受け入れたり

しがちである。数理統計的手法の適用可能な前提条件や，対象固有の構造，対象からデータをひ

きだす過程(得られた数値が対象のどの側面をどのようなかたちでどのくらいの精度で表して

いるか)，統計手法によって得られた結果の解釈・考察において実質科学の知識を可能な限り援

用すべきこと，数理統計的手法による結果が最終的・絶対的なものではなく他のさまざまな研

究法とともに本質的認識に達することができることなどを十分指摘すべきである。統計を感性

的，現象的認識から実体的認識へと向かういくつかの研究方法のひとつとして扱うということ

である。対象の固有の構造との関連は，社会科，家庭科，保健体育科等で指導しなければ十分

なものとはならない。数学科においては量の不規則的変化の典型的なものと，身近で有用で数

学的な解析を必要とし，なおかつ認識の比較的容易な手法についてその適用限界を明らかにし

て扱うことが重要であると考える。

3. 高等学校数学教育内容体系における確率・統計の論理構造

エンゲfレスによると，数学とは量・数の変化と空間形式の諸関係に関する学問である。この

見解は，高度に構造化・抽象化され，一方広い分野の応用に展開する現在の数学の全体像を包

括しているわけで、はない。しかし，学問としての数学の本質をすべての高校生に教える際の数

学の教育内容の検討にあたっては上記の数学に対する見解が有効であると思う。

高度に抽象化された理論も洗練された公理体系，構造，記号も一足飛びに認識することは不

可能で、あって，さまざまな現象の分析において具体的な量にはたらきかけ実体的イメージを介

して，数や式の性質，幾何的(空間形式〕イメージ等を認識した後はじめて十分に理解される

からである。

高等学校数学の教育内容体系を決定論的・非決定論的過程の側面から分類したものが図 2で

ある。従来の高等学校の教科数学内容体系では誤差のない(誤差を無視した〉決定論的過程に

かたよっている。現実には，法則自体は決定論的であるのに熱運動によるゆらぎや観測誤差に

よるミクロな誤差が指数関数的に拡大されて予測可能なランダムネスが生じる(カオス〉のだ

が，これらの最近の研究の進展をどのように教育内容体系に位置づけるかは今後の自然科学教

育や数学教育の課題であろう。一方，非決定論的過程においては教育内容体系における扱いが

十分でないうえに，ランダ、ムな事象の相対度数一一平均的発生率(たとえば 10固に 1回の割合
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で起こる事象の確率 0.1)の側面のみが強調されている。それも扱われる現象が現実味の全くな

いもののみであることも少なくない。この点は，高等学校数学における統計の軽視と深く関係

がある。統計との関連をみとおした確率の指導をすべきであろう。統計でよくつかわれる確率

分布として 2項分布，ポアソン分布，正規分布等があげられるが，連続的である正規分布，離

散的ではあるが無限であるポアソン分布ではなく，離散的で有限の 2項分布を中心に指導とす

べきであろう。 1変量の統計においても 2項分布を中心に展開するのが適当と考える。ランダム

な事象のもうひとつの側面一一不規則性は従来あまり重点がおかれていなかったが，教育内容

の重要な部分とすべきである。

ところで数学と社会や他の分野との関連を考えると，いくつかの変量，要因の関係を数学的

なモデノレに構成し予測することが多い。決定論的モデルは徴分方程式，非決定論的モデルは確

率徴分方程式，確率過程，各種の統計的モデノレ，シミュレーショシと結び付く。筆者は死亡率

等と生命保険，前述の『不規則性』をたしかめた乱数やサイコロ・コイン等のランダマイザー

を用いたシミュレーショ人名義尺度のデータによる 2変量の相闘を検定するどテストに注目

している。

図2 高等学校数学教育内容体系における確率・統計

決定論的過程

誤差を無視した

決定論

『ラプラスの魔』

1次関数(速度一定)

ミクロな誤差が

決定論的法則で

拡大されて生ビるカオス

2次関数(加速度一定)

指数関数(相対変化一定)

微分方程式 今後の課題

数学の教育内容

空間形式の諸関係

量・数変化の空間的表現

(見通し，直観)

非決定論的過程

1回の試行の結果は 過去の観測情報を

予測不能でも大量観察 いくら集めても

すると現れる相対頻度次の 1回の予測は

の安定値一一→確率 不可能

2項分布

(ポアソン分布)

(正規分布)

2項分布による検定

x2テスト

一一→不規則性

不規則性の検定

乱数をつくる

乱数の利用

クジによる公正化.

シミュレーション

名義尺度のデータの解析

相関関係の有無の検定
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4. 認識過程からみたデータの型と統計手法

統計では観測・調査の対象からどのようにしてデータを得るか，また得られたデータは何を

語り何を語っていないのか(データのもつ情報と誤差〉の吟味が重要であるが，本節ではとに

かく得られたデータから目的にあった情報を縮約する統計手法を，確率概念の認識過程・法則

の認識過程と関連づけて論じる。

統計手法は，統計解析の目的，変量(データ〉の型(たとえば芝裕順他(1984)によると名

義尺度，順序尺度，間隔尺度，比率尺度や離散量，連続量)，モデノレ(仮説，関係式，変量や誤

差の分布の型等)，基準〈最小 2乗基準，最小分散不偏推定基準，最尤推定基準， AIC基準等情

報量基準〉によって分類される。これらのうち統計手法の認識に最も影響があるのは変量の型

であると考える。時間とともに変わる変量を解析することは，周期的な自然現象(太陽黒点，

生物の個体数，地震，火山の噴火等)の解析や医療，経済(景気，物価指数等各種指数〉の分

野で不可欠であるが，本稿では時間的な変化と直接関係しない変量に対応する統計手法に限定

する。

確率概念は第 2節で述べたように，事象の頻度である。より詳しく述べると次のようになる

(図 3)。

ある事象Eの確率の値を認識するためには，我々はそのつど確率の値 (A)の度数のことば

にいいかえなければならない。たとえばpr(E)= 0.0001とし、う確率の値は「事象Eは多数回の

試行において平均すると， 10，000回に 1回しか起こらないようなめずらしい事象である」とか，

rl日に 1回試行してみて 27年に 1回しか事象Eは起こらない」などと 10，000回の試行におけ

るEの度数を数える(計数〉言い方でとらえなおさなければならない。我々は確率を直接認識

するのではなし多数回の試行という対象へのはたらきかけの結果(度数)を通じて間接に認

識している。この関係は特に2項分布を扱う際重要である。 2項分布では，単一試行 T;の事象

の確率pと， T;をn回独立に繰り返すことをあらためて lつの試行(これをTとおく〉と考え

Tの事象 IEの起こった回数 X=rである」の確率Qとの 2つのレベルの確率の関係を図3ω，

(耽 (C)に即して理解しておく必要がある。具体的な問題で絶えず図 4のように度数と確率を確

認すべきであろう。

図5に時間的な変化と直接関係しない変量に対応する統計手法をあげた。次にこれらの手法

の認識過程を考察しよう。

1変量のデータの間隔尺度，比率尺度の離散型，

連続型の 2つのデータに対応する統計手法の認識の

難易を比較すると，上記の考察からみて計算や取り

扱いの繁雑さをさしひいても離散型の 2項分布にも

とづく手法がより容易であることがし、える。連続型の

確率変数Xがある特定の値aをとる確率はaがどん

な数であっても pr{X=a}=Oであるので， Xの確率

分布は pr{a三三X孟b}または pr{X孟a}，pr {b孟X}

のようにある区間の確率で考えなければならない。

この形を図 3(A)の度数のことばで認識するとある階

級をきめて度数分布で考えたことにあたり，連続型
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の分布は離散型の分布になおして認識していることになる。

今日の数理統計の手法の典型である正規分布とそれからみちびかれる分布(t分布，ど分布，

F分布等〉を用いる統計的検定・推定においては統計量のほとんどが連続量である。現行高等学

校の『確率・統計』教科書の検定・推定においては，統計量として標本平均，標本分布として

正規分布しかないが，この連続型の分布の認識が困難なのである。さらに教科書では，離散型

の2項分布を統計理論の整合性や計算のテクニッグ上の理由から，認識の困難な連続型の正規

分布に近似して理解を一層難しくしてしまっている。中心極限定理にも離散から連続への同様

の困難が存在する。これら，確率・統計の離散→連続の扱いは指導に十分な配慮が必要で、あり，

高等学校でふれる余裕はないと筆者は考えるが，専門学校，短大，大学一般においてこの問題

をどう扱うべきかという観点は稿をあらためて考察したい。

次に2変量の間隔尺度，比率尺度の離散型，連続型の考察にうつろう。 1変量のときと本質的

に異なることは2変量の聞の相関の有無の程度の解析で、ある。連続型の場合ピアソン(K.Pearson) 

の相関係数を計算することが多いが，せっかく計算したこの数値の意味するものを正しく理解

することは難しい。相関係数の値が小さくても相関関係がないとは限らない。また，相関係数

の値の解釈は難しい。たとえば相関係数が0.5であるとき， 2つの変量にどれくらいの直線相関

関係があるといっていいのであろうか。結局はさらに繁雑な相関係数の検定をするしかないで

あろう。相関関係については相関図と相関係数の組をいくつかを提示し，相関係数は相関関係
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図5 時間変化と直接関係しないデータと統計手法

>>原序尺度 名義尺度 [間隔尺度1
(categoricaIl l比率尺度I

順序尺度名義尺度

ρ「
連続型 離散型

{ 

数値データ

(計数)

(rank) 

ー様分布正規分布←2項分布→ポアソン 一様分布

を lを分布
似|似

正規検定 2項検定

正規分布から
みちびかれる分布

(ねt分布 | 
F分布/
による検定

f適合度検定

ρ寸
連続型 離散型

数値データ 数値データ

ム
一様分布正規分布 多項分布

相関係数 f分割表検定

(ず雌)
2X2分割表/

の一面しかあらわしていないことを指摘するくらいであろう。

2変量ずつの解析

多変量解析の各手法

最後に順序尺度，名義尺度のデータについて考察する。2つの尺度の違いは順序尺度には方向

があるが，名義尺度には方向がないので順序を変えて処理をしても解析の結果はかわらないこ

とである。順序尺度は方向さえあれば連続量でも離散量でもかまわないのだが，両尺度とも離

散型が典型である。 )1恒序尺度に関する統計手法は心理，教育測定，人聞の感覚と関わる測定等

でいろいろな順序統計量にもとづくものがあるがそれらをすべて扱うことは適当ではない。名

義尺度データの解析を典型と考え， )1瞭序尺度データは方向の情報を失って判別力がおちても名

義尺度の同じ解析を展開し，その後の生徒の興味・関心や時間的余裕の程度に応じていくつか

の順序統計量にもとづく統計手法を扱うべきである。これらのデータの解析は小・中学校で身

近なデータを表・グラフに表してから考察することを不十分ながら学んでいる。高等学校で再

び棒グラフ，円グラブ等を無目的にくりかえしても意味はあるまい。高等学校で扱うにふさわ

しいのは， 2変量の名義尺度のデータから変量聞の相関関係の有無を検定することではなかろう

か。実は我々が日常生活で出会う問題とそのデータはこのタイプが多いのでる。ある集団の意

見を調べるためのア γヶートの集計，薬や予防注射，各種処置の効果や副作用の有無の判定，

交通事故の各要因の相関関係の有無の解析等，身近であるのみならず法則の本質的認識へいた

る第 1段階の解析として自然科学，社会科学のさまざまな分野から生徒の興味・関心をよぶも

のを教材として構成しやすいという利点がある。名義尺度のデータを解析する手法のうち，仮
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説を度数のことばに翻訳し観測された度数と対決させることが計算式で理解しやすく，歴史的

にも重要であり，適用範囲も広いピアソンのどテスト(適合度検定，分割表検定〉が注目され

る。この手法は帰無仮説を図 3の(C)からすぐにωのことばでいいなおして期待度数を計算する。

そのあと観測度数との適合度を評価するど統計量を計算し，その値が一定値より大きければ仮

説による期待度数が観測度数とのズレが偶然であるとは考えず仮説を棄却するのである。(x2テ

ストについてはたとえば広津千尋 (1989))

ここではx2テストの指導の困難な点とその対策をいくつかあげてこの節を終える。

① 棄却域を設けるときど分布やが分布の%点を天下りにもってこなければならない。

→対策 :2項分布をもとにした 2項検定に慣れておき，それとのアナロジーでど分布の

表を導入する。

② 仮説(モデルのあてはめ方〉によって x2分布の自由度が変わるのだが，正しい自由度を適

用することが難しい。 (K.ピアソ γとフイツシャーによる自由度論争が有名で、ある。蓑谷千恩彦

(1988)，数セミリーディングス数学用語集(1978)等を参照〉

→対策:欲張ってたくさんの種類のモデ‘ノレを扱わない。1変量では一様分布の仮説の検定

(サイコロやコインが公正であるかどうか，乱数の一様性検定)， 2変量では2x

2分割表の縦と横の独立性(無相関〉の検定のみを扱う。

③ 11国序尺度のデータ(たとえば腸チフスの予防注射をしたかしなかったかと腸チフスにかかっ

たかからなかったかの解析〉を 2X2分割表分析する場合，順序の情報(したしないとかかった

かからなかったの「向きJ)を用いていないので無相関の帰無仮説を棄却する力が小さい。言い

かえると，データの特つ情報の一部しか用いない手法である。(柳本武美(1978))

→対策:帰無仮説が棄却されるときは，危険率以下の確率で誤る可能性を認めて仮説が

正しくないといってよいが，帰無仮説が棄却されないときは何もいえない(もっ

とデータのもつ情報を使った手法を用いるか，もっと詳しくデータを集めて解

析すれば仮説が棄却されるかもしれない〉ことを確認する

④ 常識的にはある分布にフィットしているデータに対してもデータの個数が多いときにはど

テストで棄却されてしまうことが多くなる。

⑤ 期待度数のマス目の中に極端に少ない度数(通常 5以下〉のものがある場合，X2分布への

近似が悪くなるのでイエーツの修正，フィッシャーの直接確率計算法等を使う必要がある。

→対策:期待度数のマス目の中に5以下のものがある場合はどテストが使えないので，

その場合の解析は専門書で調べたり問題に応じて新たに手法を開発することを

説明する。

5. 既往の教育内容体系・教材・教育実践の検討

①確率概念の扱い

本稿第 2節で、述べた(1)頻度的確率と(2)組み合わせ的確率による二元論的構成の教科書への導

入は，安藤洋美 (1974)によると渡辺孫一郎 (1926)がはじまりである。それ以来(1)(2)という

2つの確率概念の関係は十分にあっかわれていない。現行教科書の「確率」の教材では(2)の考え

で11買列組み合わせの理論をつかい， (1)の概念との関係は始めにほんのもうしわけ程度にしか扱

われていない。「統計」の教材の検定・推定のところで突然(2)の概念をつかし、こなすことを前提

とした展開をしてもつかいこなすのが困難で、あるのは当然である。
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統計で確率を自由につかえるようにするためにも，頻度的確率を基礎に確率を導入すべきで

あるとL、う小林道正 (1973)に筆者は同意する。

多数回試行における事象の頻度の安定値として確率概念を導入する実践は変形サイコロ(サ

イドタ〉による柴田徹 (1974)，黒田俊郎 (1987)，何森仁他 (1987)，画びょう投げによる数教

協群馬県高校サークル(1987)，びんの王冠等様々なものによる数教協北海道空知サークル(1983)，

数種類の色の玉を内部の見えない箱のなかに入れたものを使う柴田徹(1974)等多数報告があ

る。いずれの方法にしても試行を多くの回数独立に繰り返すことは難しく，相対度数が安定す

るくらい十分多数回の試行をおこなうことは不可能に近い。1，000固なら 1，000固なりの試行に

おける相対度数のその事象の確率への接近はあまりよくない。この点が実践上の難点であるが，

その対策としてパソコンで発生させた疑似乱数による試行のシミュレーションをつかって相対

度数の安定をグラフで提示する試みがある。その際，手作業による試行とコンビュータ内部で

なされる「試行」とが本質的に同じであることの認識の形成(手作業とシミュレーションとの

インターフェイス〉が重要で、あり，松宮哲夫他(1984)の実践は参考になる。

確率指導のすべての面で確率と頻度の関連をうちだしたのが矢島昭予(1983)である。この

実践は確率概念の導入のみならず(2)組み合わせ的確率(ラプラス流の確率)， r加法法則J，r乗
法法則」等をつかってみちび‘いた確率を多数回試行の相対度数で、つねに確認しながら展開して

いる点で特にすぐれている。ただ独立試行の乗法法則の導出も相対度数の論理ですべきではな

いかと筆者は考える。

一方構成比率をあたえたいくつかのクジの一本あたりの当たりやすきを量としてとらえるこ

とによる野沢茂他(1970)によるプランは統計に結び付く概念とはなりにくい。

身近な確率概念として天気予報の確率予報，特に降水予報を教材としてとりいれる鈴木正彦

他(1987)の試みがあるが降水確率を頻度的なとらえかただけで、説明することには無理がある

と思う。過去・現在の大気等の情報を天気の変化を近似的に予測するモデノレ(天気方程式〉を

もとにコンピュータ計算した結果に，各地気象台が予報官のカンを加味した一種の合理的信頼

度を表す確率として降水確率をとらえ，過去数十年間の同一日の天気の相対度数から算出した

「お天気カレンダー」の頻度的確率との違いを十分に考慮するべきであると筆者は考える。加

藤雄三(1987)の実践は学校の近くの焼却場の煙突の多数回の観測をもとに一種のモデルをつ

くりこのモデルをつかって合理的信頼度としての確率予報をする。煙突の煙のなびき方と天気

の関係や他の情報を加味することによって降水確率は変化し，より正確な予報になるという確

率予報の本質に近いものと思われる。

② 不規則性(ランダム性)の概念

頻度的確率を手作業をとおして認識させる実践が豊富であるのにくらべて，非決定論的現象

の重要なもう 1つの側面であるランダムネスの認識を中心にすえた実践はすくない。非決定論

的現象に対する不可知論の克服としての確率の強調をしすぎると，確率 0.001の事象は1，000回

の試行においてちょうどひ.ったり 1回起こる事象のことであるといった規則的，決定論的認識

が定着するおそれがある(霜越松太郎 (1985))。後述のシミュレーションはランダム性を十分

にとらえた上でこのランダム性を積極的に利用するのであるから，シミュレーションをとりあ

げる際には乱数の指導は欠かせない。数少ないプランのうちモステラー他 (1980)のなかにお

さめられているベトナム戦争の徴兵クジの不規則性の検定を教材としたプランは，社会的決定

事項に対するランダムの古今東西での利用の本質を考えさせることとも関連して興味深い。こ
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の徴兵クジの概要は秋葉忠利 (1989)，詳しい紹介はファインパーグ (1971)に紹介されている。

③ シミュレーション

厳密な確率や期待値の値の求める ζ とが困難，繁雑等であるときランダ、マイザー(ルーレッ

ト・サイコロ・乱数表等〉を積極的に利用してそれらの近似値を求めることができる(モンテ

カノレロ法)。誕生日の問題(たとえば何森仁他(1987)，鈴木美佐子 (1980))，フエラー(1953)

の逆正弦法則をはじめ，古くから確率の値の大小が懸案となった問題を単なる確率の代数計算

のみに終わらせず，シミュレーションしてみることがそれらの事象の起こりやすさとしての確

率の認識に重要である。期待値に関しては何森仁他(1987)の実践がある。一見デタラメにみ

える不確定現象の中に法則を見いだすことの裏として純粋なデタラメを使って確定現象の予測

ができる例として不定形の領域の面積や円の面積を求めたり(たとえば加藤雄三(1987))，ビュ

フォン (Bu任on)の針の問題の実験をしたり， (たとえば松本博史 (1987))することは意外な

方法として生徒の興味をよぶであろう。伊藤潤ーはサイコロをつかって後述の放射性元素の崩

壊，生物の増殖のシミュレーションをおこない確率的変動をともなう指数的変化の認識をめざ

した(池上雅志(1987)の紹介による〉。シミュレーションにおいて本質的なことは乱数表なり

サイコロなりのランダム性であるから，このことについての認識を深める教材を扱ってから実

験にとりかかるべきである。

④統計力学・情報理論

伊藤潤ー (1987)は200個のサイコロを投げることで放射性元素の崩壊のシミュレーション

をおこなった。また池上雅志(1987)の紹介によると伊藤は情報理論のエントロピ一概念をゲー

ム・パズルで、導入した実践をしている。山岸昭則 (1988)は熱平衝状態の達成過程のエーレン

フェストの査のモデルを『統計学的ボード・ゲーム』として教材化している。ランダム・ウオー

クとも関連して統計力学の認識，情報と確率・統計との関係を教育内容にとり入れるべきであ

る。

⑤ 2項分布， 2項検定

従来，ポアソン分布で近似していた第 2次世界大戦中のドイツ軍のロンドン市内へのロケッ

トの着弾点の分布(フエラー(1953))を2項分布のままあてはめる実践が近藤年示(1980)で

ある。他に雨粒の降り方の分布，東京都内の 1日火災発生件数の分布等の 2項分布へのあては

めの例が示されている。フエラー(1953)には1ページ中にあるミスプリ νトの数，レーズン

パンの中のぶどうの個数，空の星の数，細胞内の染色体数，間違った電話番号への接続数，バ

クテリアと血球数等の例がある。鈴木美佐子(1980)は誰も正解の見当のつかない問題につい

てのOxテスト(ロシア語の単語の日本語の訳をえらぶ〉の正答数の 2項分布へのあてはめで

ある。これらの豊富な例を参考に検定の問題も正規分布への近似をせず2項分布のまま実践す

ることは可能で、ある (2項分布の上側確率表は竹内啓他 (1981)にのっているし，大きくない n

についてはパソコン等で計算しておいて表にしておくこともできる〉。

⑥社会的な事象への確率・統計の適用

社会的な統計資料をもとに，たとえば男児の出生確率，ある年齢の人のあたえられた年齢ま

でに死亡あるいは生存する確率，原子力発電所の事故発生の確率等人間や機械，システムのミ

スの発生確率，刑事事件における物的証拠や被告の一致の可能性を表す確率等と数学や確率論

を社会問題に適用する際の注意点等を考える山口文雄(1983)の実践は統計を批判的に利用す

る目を養う観点から注目されるべきである。社会との問題とのかかわりから統計を扱う柿沼昌
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芳 (1983)(1986) (1987)の実践も示唆に富む。選挙の票読みや有権者の全体としての意志が

最もよく反映される選挙方法等選挙の数理について興味深い題材はM.ガードナー(1980)に紹

介されている。

⑦ 生徒の興味をひきそうな題材

まず生徒の興味をひく占い，超能力，超常現象等を題材とした実践として足立久美子(1980)

がある。生徒の実験データに対する検定や解釈等について竹内啓 (1980)の指摘があるが規則

的，周期的現象とランダムな現象の違いや，ランダムに起こっていることが我々には運やツキ，

勝負の波といったものとして認識されやすいことを授業でとりあげることは有意義である。 M.

ガードナー(1979)をはじめ『サイエンス別冊数学ゲームJシリーズにも関達した題材がある。

あまりおこらないと思われることが続けて起こると，我々は超越的な力を存在を信じがちで

あるがM.ガードナー (1972)等によると，多くの「偶然の一致」の起こる確率は個々の事象の

従属性等から意外に大きいことが示される。モステラー他 (1980)の「し、っ望遠鏡を買ったら

よいか」や「道で、すれちがった男性の何人目に声をかけるべきか」は統計的決定理論の入門と

して興味深い。前述のシミュレーションで補強して取り扱うことができるであろう。

スポーツの記録やプレイヤーやチームの強さと試合の勝負の関係を単純化したモデノレで、考察

したものにモステラー他 (1980)がある。竹内啓他(1988)等にも関連題材があり，生徒に人

気のあるスポーツや大きな大会・試合と関係づけて扱うことは統計手法の考えと限界の指導に

適切であると思う。

⑧ いわゆる「データの整理」

現行高等学校教科書では身近なデータをつかってデータの整理をする。しかし単純に度数分

布表， ヒストグラム等をつくるだけでおわることは，高校生の教育内容としてはふさわしくな

いと考える。標準偏差の指導に関連して自分のテストの得点の偏差値を計算させる実践(たと

えば小沢健一(1983)，池上雅志 (1987)の紹介による高田加代子の実践〉がある。生徒自身の

選別手段の代表である偏差値の本質を扱うことは意義のあることだが，偏差値を算出する集団

が変われば偏差値そのものが変わってしまうこと (1クラスだけや 1クラス内の男子だけ，女子

だけ， 1つの学年等で偏差値を計算すると異なった偏差値になる)，正規分布にしたがわない分

布の集団でも偏差値は算出できるので偏差値を単純に集団内の順位， 5段階絶対評価と結びつけ

るべきではないこと(たとえば極端な分布の場合マイナスや 100以上の偏差もありうること)，

テストの得点以外(身長，体重，スポーツの記録等〉に対しても偏差値は計算できること等，

偏差値を絶対化しない観点をもって扱うべきである。三省堂の教科書『高等学校の確率・統計』

pp. 123-124の記述も参考となる。

6. 高等学校教科数学における確率・統計の教育内容体系の試案

直茎量5
・相対度数の安定値……確率の導入

• pr {必ず起こる事象}=1 pr {絶対起こらない事象}=o

・加法法則 AとBが背反事象ならばpr{Aまたは B}=pr{A}+pr {B} 

.ラプラス流の組み合わせ的確率を定理として導入

……同様にたしからしい n個の事象のいずれか lつが起こるとき， pr {A}=l/n 

.試行の独立
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-乗法法則 試行Tiの事象を Aiとおくと 2つの試行 T1，T2をぺアにした試行において

pr {A1かっ A2}=pr{A1}xpr {A2} 

-2項分布の導入

|2項分布論|

↓ 2項分布にしたがう例をあげる。実際に実験してデータをとり，ヒストグラム，平均，分

散等の復習もする。

|2項検定論|

|母 集団標本町間一理

2項分布の上側確率表を用いて検定する

|2変量相関論(数値データ) I 
・相関表，相関図

・回帰(直線，曲線のあてはめ)，相関係数

|2変量相関論(カテゴリカノレ・データ) I 
.rXc分割表の縦・横の独立の検定，特に 2X2分割表

• X2テストを 2項検定とのアナロジーで説明

日[数論(不規則性，複雑さ，最もありふれた数)

・乱数をつくる

.乱数の不規則性検定

・コイン，サイコロ，クジ等の公正さ，かたよりのなさ，スポーツにおけるプレイヤーの勝

つ確率の検定……2項検定と同じ問題も扱う

・ランダムネスを実現することが大変難しいことを実験結果の検定で示す。

ベトナム戦争の徴兵クジのランダム化の失敗，超能力の実験 (ESPカード等)

↓ 

|乱数(不規則性〉の利用|

・標本調査(世論調査，視聴率調査等，概数評価〉の概要

-シミュレーション

興味深い事象の確率や期待値の近似値を求める(たとえば誕生日の問題， r偶然の一致」

のおこる確率，逆正弦法則等〉

統計力学的現象〈放射性元素の崩壊，熱の伝わり方等)

不定形の領域の面積をもとめること， ピュフォンの針の問題の実験やその応用等幾何的

確率

|他の統計手法の案内|

「統計でウソをつく法」に対する注意|
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7. 今後の課題

今後，第 6節で提案した試案にもとづき高校生の認識過程を組織する授業過程を詳しく述べ

た『統計』の授業プランを作成し，実際に高等学校において授業をおこない教育内容と教材が

適切・有効かを検証する。

本稿で、は扱わなかったが，次のような課題も今後検討したい。

(乃小・中・高・大学・一般に一貫した統計の教育内容体系の検討

Lイ)決定論的モデルから現れるランダムネスーーのオス，情報理論やエントロビーからみた統

計の教育内容体系の検討

(ウ)時系列データの扱いの検討

判主観確率，合理的確信度と統計的決定理論やその応用(たとえば天気予報の確率予報〉の

扱いの検討
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