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中学校数学における方程式の立式に関する研究
―｢翻訳(G. Polya)｣の視点による教科書分析を通して―
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本章では，Polya の｢翻訳｣の概念を説明し，

1.1.1 方程式の歴史的考察

その｢翻訳｣の 4 つの本質をまとめた。国立教育

1.1.2 方程式の数学的考察

研究所の調査から，日本の数学の授業は，例題
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※ ｢翻訳｣の本質

ただし本研究では一次方程

式を対象とするため，(d)については省略する。
(a)最初に，問題をよく理解し，未知の量を決め
よ。
・

何を求めようとしているのか (未知数)

・

与えられた数は何か (データ)

・

関係によって，未知数とデータはどのよ
うにつながるか (条件)

（ｃ）

以上のことから，方程式の立式指導への示唆

(b)問題を，最も自然な方法で概観し，それを解

として｢教科書に記述されている方程式の立式

けるように受け入れ，条件に従って，未知数

手順には，同じ量を 2 通りの方法で表現すると

とデータの間にある全ての関係を，適切な順

いう視点が欠けているので，指導する際には，

序で視覚化せよ。

このことを強調する必要がある。
そのためにも，

(c)条件の一部を分離し，同じ量を 2 通りの方法
で表現できるようにせよ。そして，未知数間

｢方程式｣や｢等号｣の意味を理解することが重要
である｣ことを導いた。

に，方程式を得られるようにせよ。結局は条
件を，未知数と同じ数だけの方程式の組を得
られるように，同じ数の部分に分離すべきで

４．今後の課題
第 1 に｢翻訳｣の概念に対する考察を行う必要

ある。

がある。第 2 に歴史的な比較，諸外国との比較

（第 3 章）

を通す必要がある。第 3 に中学 2 年の｢連立二

本章では，各教科書に記述されている｢方程式

元一次方程式｣，中学 3 年の｢二次方程式｣との

の立式手順｣と｢翻訳｣の本質 3 つと比較し，内

接続を考慮する必要がある。第 4 に生徒の実態

観報告で考察する方法をとった。その結果，教

をふまえ，
より実証的に研究を行う必要がある。

科書に記述されている｢方程式の立式手順｣には，
｢翻訳｣の本質(c)が全く反映されていないこと
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