
「確率統計A・B」における授業実践

数学科教諭　高橋　秀治

1 はじめに
本校数学科では, 平成 19年度まで数理系の類型科目として「自然の数理」「数値計算とコ
ンピュータ」「数理外国事情」「複素平面」「確率統計研究」の 5科目を用意していたが, 平成
17年度の「自然の数理」が開講されたのを最後に希望者が集まらず閉講状態が続いた. そこ
で平成 20年度より, フィールド科目 (これまでの類型科目に相当)を「自然の数理」「確率統
計A」「確率統計B」の 3科目に精選した. その中で, 本年度は希望者が集まった「確率統計
A」「確率統計B」が開講される運びとなった.

現行の高等学校学習指導要領では, 確率統計に関する内容は
　　　　　　　 • 数学A …「集合と論理」「場合の数と確率」
　　　　　　　 • 数学B …「統計とコンピュータ」
　　　　　　　 • 数学C …「確率分布」「統計処理」
の各分野で触れられているが, 数学 B及び数学Cは履修に当たっては, 生徒の実態や単位数
に応じて, 4単位から適宜選択 (標準単位 2単位)させることとしており, 本校では上記の内
容は学習していない. この点から, 「確率統計A」「確率統計B」を開講する意義は大いにあ
ることと思う. 計算機の発達によって, 膨大なデータの蓄積が容易になってきたが, 集積した
データから正しい判断を下すには確率統計の考えが必須である. 従って, 今後の情報化社会
において活躍の期待できる本校の学習者にとって, 理系の学習者のみならず, 経済学, 心理学
などに進む学習者にとっても知っておいて欲しい学問であると考えられる.

本校において数学に興味をもつ学習者が少ないという実態の中で開講できたことはうれし
くもあったが, 反面, 教科書や副教材がないため, どのように授業を構成していくか毎回悩ん
だ. 授業が終了しても, 学んだことが必要になったときに見返せるように, 配布プリントを本
タイプにして保管し易い形にしたり, 内容においても数学的な内容に終始しないように, 興
味深い課題を出来る限り取り入れ, 実は確率統計の知識があると解決できるという気づきを
通して, 確率統計の有用性を感じられる工夫をした.

次ページ以降, 1年間通して取り組んできたことを簡単ではあるがまとめてみた. 通常の授
業以外に, 校外学習や外部講師による講義も取り組んできたので, その様子も載せてある. 一
読いただけると幸いである.



2 授業概要� �
科目名・履修生徒

確率統計A (1単位・前期開講)　 3年次生 8名履修

確率統計B (1単位・後期開講)　 3年次生 6名履修

履修要件
確率統計A　数学Aの単位修得済み

確率統計B　確率統計Aの単位修得済み

担当者
高橋 秀治 (数学科)

開講時間・学習室
水曜 4限 (14：50～16：20)　本校 7階 704学習室

学習目標
確率及び統計について基礎的な知識の習得と技能の習熟を図り, 事象を数学的に考
察し処理する能力を育てるとともに, 数学的な見方や考え方のよさを認識できるよ
うにする.

使用教材
自主作成教材 (プリント)� �

3 授業展開 (確率統計A)

確率統計Aは, 簡単に数学Aの確率の復習をしたのち, ベイジアン統計学, 記述統計の入
門程度を学習した.

3.1 第1章 序論

内容：「東郷平八郎の言葉」「コイントス」「なぜ確率を学ぶのか」「確率論の始まり」

第 1章では, 導入として日本海海戦を勝利に導いた東郷平八郎が述べた「100発 100中の大
砲 1門は 100発 1中の大砲 100門に勝る」は数学的に正しいのだろうかという投げかけから
始まり, 確率論の歴史を簡単に紹介した.



3.2 第2章 集合, 第3章 場合の数, 第4章 離散的確率入門

内容：第 2章「集合」「集合の表し方」「2つの集合の関係」「補集合」「集合の要素の個数」
　　　　　「事象は集合で表せる」
　　第 3章「順列」「円順列」「重複順列」「組合せ」「同じものを含む順列」「二項定理」
　　第 4章「再録：確率の定義」「確率の計算」「確率の基本性質」「余事象の確率」
　　　　　「独立な試行」「反復試行」

第 2章から第 4章は, 数学 A「場合の数と確率」の復習である. 履修者全員が 3年次であ
り, 学習してから 1年以上経つので, 改めて確認するためにあえて入れた. 内容は数学 Aを
逸脱しないように心がけたので, 思い出してきた生徒は問題をスラスラと解いているようで
あった.

3.3 第5章 ベイジアン統計学

内容：「3囚人問題」「くじ引き」「条件付き確率」「独立な事象」「ベイズの定理」
　 「ベイズの統計的推測」「ベイジアン統計学の困難」「3囚人問題の再考」

第 5章より初めて学ぶ分野に入った. 始めに述べたようにいきなり学問的なことから入る
ことは避けたかったので, 第 5章以降は始めに問題を提示して, どのように考えたら良いのか
を考える時間を設けた.� �
囚人 A,B,C は処刑されることになっていたのだが, 王子の結婚にあわせて, 1人だけ恩赦
されることになった. 恩赦される囚人は決定されたが, まだ囚人たちには知らされていな
い. 結果を知っている看守に, 囚人 A が「B と C のうち, どちらかは必ず処刑されるの
だから, 処刑される一人の名前を教えてくれても, 私に情報を与えたことにはならないだ
ろう. どちらが処刑されるか教えてくれないか」ともちかけた. 看守は納得して「囚人
B が処刑されるよ」と教えてやった. これを聞いた囚人 A は「はじめ自分の助かる確率
は 1/3 にすぎなかったが, いまや助かるのは自分か 囚人 C の 2人だけだから, 助かる確
率は 1/2 にアップした」と喜んだとさ.� �
この問題は文章が長く, 内容を把握するまで時間がかかったが, 題材が面白いという意見
があり, 確率は本当に変わるのかということを興味深く考えていたようであった。実は, ベイ
ズの定理を使うと考えやすい問題であり, 数学Aでの確率の内容に続いて, より一般的な場
面で確率の考え方が活用できるよう条件付き確率を紹介した.

3.4 第6章 記述統計

内容：「記述統計と推測統計」「ポテト (M)の長さを測ろう」「資料の整理」「資料の代表値」
　「資料の散らばり」「ポテトの長さを分析しよう」「相関関係」「相関係数」「偏差値とは」



始めに, 2008年 3月 31日付オリコン週間シングルチャート TOP 20を提示し, 与えられた
データの特徴をつかむためには統計の知識が必要であることを説明し, 意欲を引き出した. こ
の章では, 母集団の大きさが小さく, 母集団そのものの分布がわかるものに限定をし, 度数分
布表, ヒストグラム, 平均値, 中央値, 最頻値, 分散, 標準偏差, 相関係数などについて学んだ.

参考資料として, 総務省平成 19年家計調査年報 (http://www.stat.go.jp/data/sav/1.htm)を
紹介し, 貯蓄の状況を調べたところ, 平均値 (1719万円)を下回る世帯が 67.8% と約 3分の 2

を占めることがわかり, ごく一般の家庭の状況を把握するためには, 世帯全体を二分する中
央値 (1018万円)の方が適切であるという結果に多くの学習者が驚いていた. 常に平均値が有
用であるという意識を変えるには良い題材であったと思う.

また, この章で確率統計Aは終了ということで, 最後にマクドナルド, ロッテリア, ファー
ストキッチンのポテトMサイズを購入し, 長さを 1本ずつ測り, 分析してみた. 重量の違い
が微妙にあったため, 全く同じ基準で捉えることは厳しいが, 各社ごとの特徴をつかむことが
できた. 学習者自身, これまで学んだことを実際に調査で使ったことで, いかに日常で数学が
役に立っているかを少しでも感じ取ってくれたのではないだろうか. 以下に, ある生徒がま
とめた調査結果を掲載しておく.



4 授業展開 (確率統計B)

確率統計 Bは, 確率統計 Aに引き続いた内容で, 離散的及び連続的な確率分布, 大数の法
則, 中心極限定理, 推定などを学習した.

4.1 校外学習：総務省統計局見学

確率統計Bの第 1回目は, 統計が日常生活でどのように活用されているかを専門家のお話
を通じて考える機会として, 総務省統計局の見学会を企画した. この場を借りて, 企画からご
協力いただいた市川さんはじめ, 統計局の方々には感謝を申し上げたい.

実施概要� �
日時 平成 20年 10月 1日 (水) 10：00～12：00

場所 統計資料館・統計図書館 (東京都新宿区若松町 19－ 1【総務省統計局敷地内】)

目的 本講座の目標である「確率及び統計について基礎的な知識の習得と技能の習熟を図
り, 事象を数学的に考察し処理する能力を育てるとともに, 数学的な見方や考え方
のよさを認識できるようにする.」ことに関して, 統計に関する文献や, 統計調査の
歴史および仕組み等を展示品やパネルを通して知ることで統計に関心を深め, 今後
の学習を進める上で学習効果を挙げると同時に, 個々の進路に役立てる.

時程 10：00～10：20　統計一般の話

　　　　　　　　　　労働局人口統計室　企画担当補佐　　野原　賢一

10：20～10：35　ビデオ上映

　　　　　　　　　　統計資料館　館長　　　　　　　　　酒井　恒雄

10：35～10：50　国勢調査に関する話

　　　　　　　　　　国勢統計課　企画官　　　　　　　　河野　好行

10：50～11：05　労働力調査に関する話

　　　　　　　　　　労働力人口統計室　統計専門官　　　中島　靖彦

休憩

11：10～11：45　統計資料館見学

　　　　　　　　　　統計資料館　館長　　　　　　　　　酒井　恒雄

11：50～12：00　統計図書館見学

　　　　　　　　　　統計図書館　主事　　　　　　　　　中村　正知

※敬称略� �



4.2 第7章 確率変数

内容：「棒をランダムに折る」「確率空間」「再考：ランダムに棒を折る」「確率変数」
　 「再考：ランダムに棒を折る (続き)」

第 7章では, 前章の統計の分野から再び確率の話題に戻り, 今後の学習を進めていく上で必
要となる記号の説明や確率変数が連続的であるものについて触れた.� �
長さ L の棒をランダムに折って 2本に分けたとき, 長いほうの長さは短いほうの 2倍以
上あるだろうか? 「2倍以上ある」「2倍以下である」のどちらに賭けるのが得であるか?� �
上の問題を提示したところ, どのように考えたらよいか悩んでいる様子があった. 確率変
数を連続にしてみると解けたことに, これまでのように離散で扱ってきたことの限界と連続
という新たな考えに新鮮味を感じていたようであった.

4.3 第8章 離散的な確率分布

内容：「バス停に並んでいる人の数」「離散分布の例」「平均と分散」「確率変数の和の平均」
　 「確率変数の独立」「独立な確率変数の積の平均」「独立な確率変数の和の分散」
　 「ベルヌイ分布の平均と分散」「二項分布の平均と分散」「ポワソン分布の平均と分散」
　 「バス停に並んでいる人の数 (再考)」

第 8章では, 離散分布に絞り, その中でも代表的なベルヌイ分布 (2点分布)

P (X = a) = p, P (X = b) = 1− p



二項分布
P (X = k) = nCk pk(1− p)n−k

ポワソン分布

P (X = k) =
λk

k!
e−λ

を中心に学習し, 確率変数を用いて平均や分散の計算を行った. 二項分布は, 数学Aで反復試
行の確率として既習なので, その知識を使って考えることのできる次の問題を提示した.� �
バス停に並んでいる人の数が奇数か偶数か, どちらに賭けるのが得であるか?� �
多くの学習者が偶数ではないかとの意見が出たが, なぜかまでは出なかったのが残念である.

第 8章はこれまでの内容と比べて考えが難しくなったのだが, 計算自体は初等的なもので
あるので, つまづくこともなく進められた. しかしながら, 計算して出された値がどのような
ことを表しているのかを理解している者が少なく, 値の意味まで考えさせる授業展開を考え
なければいけないと思った.

4.4 第9章 連続的な確率分布

内容：「連続型確率分布」「Bertrandのパラドックス」「連続分布の例」「平均と分散」
　 「正規分布の平均と分散」「二項分布の正規分布による近似」

確率分布が離散的なものに留めておくと, すべての事象に対応できなくなってしまうので
連続的なものについても学習した. このように拡張していくと, 考えることのできる次の問
題を提示した.� �
単位円にランダムに引かれた弦 AB の長さが

√
3 を越す確率を求めよ. (なお,

√
3 は内

接する正 3角形の辺の長さである.)� �
実は, この問題は Bertranのパラドックスといわれ, 確率の値が複数存在する. これは, 確率
モデルがそれぞれにおいて異なることに起因し, 0 や 1 の値もとり得るのである. 学習者の
中には, 答えが 1つだけではないということに気づき, 3つの答えを考え出した. 答えが 1つ
出たところで満足するのではないかという私の思惑は打ち砕かれ, 発想力の高さに驚いたと
ころであった.

また, 連続型確率分布の中で最も重要な分布として確率密度関数 f(x) が

f(x) =
1√
2πσ2

e−
(x−m)2

2σ2 (mは実数, σ > 0)

となる正規分布を紹介した. 自然現象の中には, 観測される変量の分布は正規分布に近いもの
が多くあり, 確率統計の至る所で利用される. 正規分布の確率を計算する際は, m = 0, σ = 1

にした標準正規分布表を用いて計算しやすいように配慮した.



4.5 第10章 大数の法則

内容：「ラスベガスが発展した理由 (その 1)」「大数の法則」
　 「コイン投げのシミュレーション」「ラスベガスが発展した理由 (その 2)」

確率論の中で重要な事実として知ってほしい「中心極限定理」と「大数の法則」について
触れた. 具体例を挙げるために, 今回は読み物程度ではあったが, ラスベガスが発展した理由
(平均的なカジノプレーヤーがなぜ損するのか?)について挙げ, 大数の法則がギャンブルや保
険商品の多くに使われていることを実感してもらった. この章の内容は, 次の授業で御呼び
する尾畑先生の講義 (詳細は後述)の内容に関連したもので, 予備知識として知っておいても
らうという意味で, このタイミングで行った.

4.6 第11章 推定論

内容：「視聴率調査」「母平均の推定」「母比率の推定」

確率統計Bの最後に, 視聴率の謎について触れ, 推定論の初歩を学習した. 視聴率の資料は
2008年 12月 29日 (月)～2009年 1月 4日 (日)のもので, ドラマ部門を提示した. 各テレビ局
は, コンマ以下の数字まで気にしているが, 本当にこのことは意味のあることなのだろうか,

という問いかけを投げ掛けた. 実は意味のないことなのである. その背景として推定論があ
る. 今回は推定論の中の「母平均の推定」「母比率の推定」を紹介し, 母集団から取り出され
た標本をもとにどのように判断を下すかの手法を学習した.

4.7 外部講師による講義

12月になり, ある程度, 学習者の確率統計に関する知識理解が深まったところで, 斯界のエ
キスパートにご講義頂けないかと考えた. そこで, 発展的な学力向上プロジェクトと数学科
で企画をし, 私の大学院時代の指導教官であった尾畑 伸明 先生 (東北大学大学院情報科学研
究科教授) に講義依頼を行った. 尾畑先生は, 専門が確率論で, 数多くの国際共同研究を行っ
ている方である. 東北大学での教育においては, 担当した「解析学C」が, 全学教育数学科目
の中で学生による授業評価が最高であり, 授業方法等について高い支持を受けたことにより,

平成 17年度の「全学教育貢献賞」を受賞された. そこで, 確率統計 Bの授業だけではなく,

多くの学習者に話を聞く機会を設けたいと思い, 3限の数学� (石田教諭担当), 放課後の懇談
会での講義及び参加をお願いし, 快く承諾していただいたので, 日程調整の結果, 12月 10日
(水)に実施することとなった. 実施するまでには, 数学科, 発展的な学力向上プロジェクト,

その他多くの先生方にご協力を頂いた. ありがとうございました.



実施概要� �
日時 平成 20年 12月 10日 (水) 4限 14：50～16：20

場所 本校 6階 コンピュータ学習室B

目的 本講座の目標である「確率及び統計について基礎的な知識の習得と技能の習熟を図
り, 事象を数学的に考察し処理する能力を育てるとともに, 数学的な見方や考え方
のよさを認識できるようにする. 」ことに関して, 斯界のエキスパートのご講義か
ら, 確率統計に関する最近の話題を知ることで関心を深め, 今後の学習を進める上
で学習効果を挙げることを目的とする.

参加者 確率統計B履修者 6名, 聴講希望者 4名 (1年次 1名, 3年次 3名), 教職員 5名

テーマ 「コイントスから広がる確率論の世界」

1. はじめに

2. 組み合わせ確率論の問題

3. コイントスの法則を探ろう

4. 研究の最前線へ� �
3名の学習者による感想です.

• 先生が面白い人だなと思いました. 結構難しいレベルの問題も多かったと思うんです
が, 計算とか証明とかのところはうまく省かれていて, とても聞きやすかったです. 一
番意外だった話はハッピータイムの話です. でもよく考えてみると確かに儲かる人は
長い間も儲け続けたりしてるなと思って納得しました.

• 今授業で学習している確率というものは, どんなに複雑なものであろうと, 原点はコイ
ントスのものになるという話を聞いて, 確かにと改めて気づくとともに, 身近さが実感
できました. コイントスに始まって, ゲームの途中終了による利益配分の考え方などが
生まれてきたのは, 何とも不思議な感じがしました. ハッピータイムに関することも,

確率とは少し違う気がしなくもなかったのですが, 面白いなあと思いました. 運の有無
はもしかしたら, こういった理由からくるかもしれないですね.

• 全体的にとてもわかりやすかったです. 一番印象深かったのは, 大数の法則の話にあっ
た「勝ち続けるか負け続けるか」になる確率の方が高いという話です. 授業で少し目
にしたものの, 全く気づかなかったので, 確率の面白さをまた実感することができまし
た. これからも興味を向けていきたいです. ありがとうございました.



5 最後に
1年を通して振り返ってみると, 当初計画したシラバス通りには進まなかった. 数学Aの
復習に多くの時間を割いてしまったので, 仮説検定やランダムウォークなどの確率論ならで
はの分野まで触れられずに終わってしまった. この点は悔やまれるところである. 次年度以
降, 開講できるようであれば, 授業展開を再構成していきたい. そんな中, 学習者の取り組む
様子は大変良好で, 履修放棄者が 0名ということは担当者としてうれしい限りである. 是非,

履修者には学んだことをあらゆる場面で生かしてもらいたい.


