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論文

小学生における連立方程式解法の発達過程と教育実験の成果

太 田 直 樹 守 屋 誠 司＊ ＊＊

Abstract ： We aim at developing the curriculum about the algebra domain (literal expression, a

simultaneous equation ) in the elementary school . So a purpose of this study is to show the

development of the recognition of children. By the result, I showed that thinking of

simultaneous equations need intentional guidance. Because children can not learn it naturally.

So I experiment teaching. By the result, I showed that children from third grade to fifth grade

are able to learn simultaneous equations.

Keywords ： Expression, System of equations, added and subtracted computational method, substituted

computational method, Mathematics education in elementry school

概要： 小学校における代数領域（主に，文字・連立方程式）に関するカリキュラムを開発するこ

とを目指している。その基礎研究として，本稿では，連立方程式の解法（主に加減法）の認

識の発展段階を明らかにすることを目的とした。認識調査の結果，文字の実質性や連立方

程式の解法などの考え方は，意図的な指導を必要していることが示唆された。さらに，この

の結果を生かし，教育実践を行った結果，中学 2 年生で行っている連立方程式の指導

は，自然数の範囲に限れば，小学校 3 年生から 5 年生にかけて段階的に指導可能である

ことが明らかとなった。

検索語：文字式，連立方程式，加減法，代入法，初等教育

１．はじめに

周知の通り，日本の学校では，教育内容は

国が告示する学習指導要領によって規定さ

れている。ところで，この学習指導要領の内

容は妥当なのであろうか。近年の改訂作業を

みると，それまで小学校で扱っていた内容を

中学校に移したり，また小学校に戻したりと，

指導時間数の増減により，教育内容が小・中

学校を行き来している。まるで，指導の適齢

期は考慮されていないようにみえる。

そこで私たちは，子どもの実態を調査して，

学習指導要領とは別に，その内容の本来の

指導時期について検討することにした。その

取りかかりとして，連立方程式の指導を始める

も適した当該学年を提案する。

２．本研究の目的と方法

連立方程式は，一次方程式の指導が終わ

る中学校 2 年生から指導される。また，方程

式と関わりが深い「文字」の指導は，小学校 6

年生より行われ，中学校 1 年生から本格的に

指導される。

しかし，本来，文字の指導や連立方程式の

指導が，いつから始められるのかについて

は，新たに数学教育学的検証を行う必要性を

感じている。なぜなら，文字については，渡邉

(2003)にあるように，小学校 1 年生が表計算ソ

フト(Lotus123)上で，セルに入力された数値の

計算をするために，セルを文字で指定した加

減演算ができる。連立方程式に関しても，代
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数的には解かないが，加減法を使った素朴

的な解法は，図 1 のように， 5 年生で指導さ

れてきた。現在でも，一部の検定教科書で扱

われ，受験界では，連立方程式の加減法に

相当する「消去法」が，小学校高学年に対し

て当たり前のように教えられている。しかし，

学校現場では，思考力を育てる１つの単元と

しての位置づけであり，中学校での連立方程

式の指導への系統性を念頭においていない

のが現状であろう。

図1 啓林館５年下(1980)

これらの事実を考慮すれば，改めて指導の

可能性や適齢期を特定する必要があると考え

るのである。

ところで，現行の学習指導要領は，戦前の

緑表紙教科書（ 1930 年～ 1935 年）の内容を

基本的にベースとしていると考えられる。この

教科書は，当時としては，子どもの心理を考

慮した画期的な教科書であったが，現在から

見ると，丁寧な認識調査に基づいて構成され

た内容とはなっていない。その要因は，教授

学習心理学が未発達であったり，中学校が義

務教育ではなく一握りのエリートのための教

育機関であったりしたという時代背景にもあ

る。

同じ時代，教育内容やカリキュラムの策定

における科学化運動が起こり，ウォシバーン

（ C.W.Washburne ）らによる，大規模な教育実

験から，その学年にふさわしい教育内容を規

定する研究が行われていた。(横地(1958))。戦

後，この研究内容を考慮したカリキュラムが，

敗戦後の日本を復興させるために，アメリカの

指導のもとに実行されている。ただし，このカ

リキュラムも，日本の子ども達の実情には合わ

ず， 1950 年代半ばには否定されることとなっ

た。その後は，戦前の緑表紙教科書を基本と

したカリキュラムに回帰することとなり，途中に

数学教育の現代化（ 1960 年代半ばから 1970

年代半ば）があったが，基本的にはそれが現

在まで続いていると捉えられる。

このように，日本の数学教育の歴史を振り

返れば，学習者(ここでは子ども達)の実態を

丁寧に調べて，それに基づいた教育内容や

カリキュラムの作成が不十分であったことが分

かる。

連立方程式の指導においては，中学校の

内容とされることから，小学生を対象とした研

究はほとんど行われていなかった。そこで筆

者らは，小学校における代数領域（主に，文

字や方程式，連立方程式）に関するカリキュラ

ムを開発することを目指し，その基礎研究とし

て，本稿では次のことを目的にした。

1) 小学生が，２つの未知数を持つ数量関係

から，どのように解を求めるかを調査し，発

展段階を明らかにする .

2) 1)の結果を基に教育実践を試み，小学校

生に対して連立方程式を指導できる可能

性について検討する。

研究方法としては，連立方程式の解答傾

向を明らかにするために，私立と公立の小学

校各 1 校ずつで，全学年を対象に，２つの未

知数を持つ数量関係を示した図柄を与え，そ

の解答方法を分析する。そして，その調査の

結果をもとに，小学校 2 ～ 4 年生を対象に，

文字の実質性を中心として連立方程式(代入

法，加減法)の教育実践を行うことにした。

本稿で使う用語である「代入法」と「加減

法」は，一般に中学校で指導の際に使われる

方法を次のように限定して使っている。

図2 代入法適用課題例（左）と加減法適用

課題例(右)

「代入法」とは，図 2 左のように， x の一元

一次方程式と x,y の二元一次方程式が連立

方程式になっていたときに，まず， x の方程

式から x の値を求め，次に，その値をもう一方

2x=10 2x+3y=12
x+y=15 2x+5y=16
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の x,y の方程式の x に代入して， y の値をもと

める方法である。

「加減法」とは， x,y の二元一次方程式が一

組あるときに， x または y の係数を揃えてか

ら，減法を適用して，未知数を一つにする方

法であり，いわゆる「消去法」と言われている

方法である。

３．文字の素朴概念と先行研究

一般的には，文字の意味として未知数，変

数，定数といった 3 通りが述べられ，どの意味

から導入することが望ましいかが議論される。

しかし，加藤(1965)は，この 3 通りの意味の前

段階として，文字（数）は「実質性」と「容器性」

を持っていることを指摘している。実質性と

は，文字がその場面では同一不変な実質（数

量）を持ち，同じ文字は同一の数量を表して

いることである。例えば，式を作ったり， x ＋ x

＋ x を 3x と計算したりするように，同じ文字は

同一の数量を表している。この実質性の理解

が，連立方程式を解く際には必要となる。加

減法で同類項を消去したり，係数をそろえる

ために式を整数倍したりする際に用いられて

いる概念である。容器性とは，変化しうる中身

を入れた容器の意味として捉えられることであ

る。例えば，数値の代入や式の値などがこれ

にあたる。これは，連立方程式の解の意味

や，計算で求めた解が正しいかを確かめる際

に用いられている概念である。

小学校では，文字が実質性と容器性の両

方の側面を持つことから指導することになる。

中学校では，加藤（ 1965 ）が言うように，「文

字を用い立式する段階では，既に述べたよう

に，実質性（不変性）が強く表面に表され，ま

た，文字式についての計算，方程式や不等

式を解く式操作の過程でも実質性が再認識さ

れなければならない。これに対して，式の値を

求めたり，変数，関数の表現として文字を見る

場合には容器性（可変性）が強く意識される

学習内容となる」と，実質性と容器性を再認識

させながら文字の認識を高めていくとよい。

このことより，実質性と容器性を文字の素朴

的概念と捉えられる。また，連立方程式解法

に関わる素朴的概念は，容器性を含む実質

性と捉えられる。

さて，容器性に関しては，小学校１年生か

ら理解可能であり， 4 年生になれば文字によ

る A-(B+C)などの三項の演算も理解できること

が明らかとなっている (守屋ら ( 1998) ,渡邉

(2003))。しかし，実質性に関しては，いつ頃か

ら理解可能となるのかなどの認識調査や教育

実践は少なく，研究課題となっている。

４．実態調査

1)目的

本調査では，小学生が， 2 つの未知数を

含んだ数量関係で，どのような数量関係なら

解けるのかを調べることで，文字の実質性，

および，連立方程式の代入法，加減法につ

いての子どもの認識発展の過程を明らかにす

ることを目的とする。

2)方法

①被験児

私立 N 小学校（以後 N 小と略す)の児童計

233 名， 1 年生 38 名 ,2 年生 40 名 ,3 年生 40

名 ,4 年生 40 名 ,5 年生 41 名 ,6 年生 34 名と，

各学年とも 4 クラス中の 1 クラスを対象とし

た。京都市立 T 小学校（以後 T 小と略す)の

ほぼ全校児童計 291 名， 1 年生 40 名 ,2 年生

44 名 ,3 年生 44 名 ,4 年生 56 名 ,5 年生 52 名 ,6

年生 55 名を対象とした。

N 小は，進学校と言われ，有名私立中学校

に入学する児童が 4 割ほどいる。高学年では

約 95%の児童が進学塾に通っている。算数の

カリキュラムは，平成元年告示の学習指導要

領に準じて作成しており，平成 13 年実施の

学習指導要領には沿っていない。文字に関し

ての指導は，□を用いた式の表現方法を， 1

学年で数の分解・合成などの学習の際に扱

い， 2 学年で加法減法の逆思考を学習する

際に扱っている。 3 学年でも同様に，乗除法

の逆思考の学習の際に扱っている。また， 4

学年では，○，△，□を用いて計算の諸法則

を表現し， 5 学年では，文字式の学習を始

め，逆思考を使って簡単な一元一次方程式

の解を求める学習を行っている。ただし，調
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査対象であった 5 年生は，本調査の実施時

に，未習であった。また，文章題として，加減

法と同様の考え方（同じ物の数を差し引く考

え方）の指導を６月頃に行っている。

一方， T 小は，検定教科書に従ってカリキ

ュラムが進められている一般の公立小学校で

ある。地域の諸事情により一般に指導困難校

といわれる学校であるが，教員の努力により，

算数に関しては K 市内でほぼ平均的な成績

を修めている。調査時期は旧課程に基づいた

指導が行われていたため， 5 学年で○，△，

□を用いて計算の諸法則を表現する学習を

行い，図 1 と同じような文章題で，加減法の

考え方の指導も行っている。ただし，連立方

程式への接続を意識した文字の指導は行わ

れてこなかった。

②手続き

本調査は， 2008 年 11,12 月に行った。調査

では，調査用紙を配布して自由記述させた。

調査問題は，図 3 のように， 2 種類のお菓子

の値段を求める設定で，主に代入法によって

解く代入法適用課題 4 題，主に加減法（実質

は減法）で解く加減法適用課題 4 題である。

実際の調査問題例は資料 1 として示した。

図3 調査問題例

通常の連立方程式の形式で記述すると次

のような構造となっている。

代入法適用課題

加減法適用課題

なお，問題 7,8 は，係数を揃えるために与

式を整数倍しなければならず，より一層高い

実質性の理解を必要とする。また， 1 ～ 3 学

① ② ③ ④
2x=20 2x=10 2x =8 2x =8

x+y=15 2x+y=10 x+2y=10

⑤ ⑥ ⑦ ⑧
x+ y=10 2x+3y=12 x+ y=8 x+2y=7
x+3y=18 2x+5y=16 2x+3y=19 2x+ y=8

年用課題は，与式の右辺の数を小さな値と

し， 4 ～ 6 学年用課題では，与式の右辺の数

を 3 桁の 10 の倍数とし，それぞれ計算に対

する負担を減らした。

③分析方法

各問題で x,y の両方とも正解した解答のみ

を正答とした。次に，児童の解答の式を次の

ように分類した。それぞれの分類の例として，

児童の記述を図 4-7 に示す。まず，問題 2-4

の代入法適用課題は，代入法とあてはめに

分類した。代入法とは， x の値をわり算で求

め，その値を代入して解いている解答である。

あてはめとは，数をあてはめて，与えられた 2

つの関係になる値を見付けている解答であ

る。例えば，図 5 のように，「 10 － 5 ＝ 5 」と，

解答の式が検算のようになっている。問題 5-8

の加減法適用問題は，整数倍(整数倍が必要

な加減法)，加減法，あてはめに分類した。ま

た，解を求めているが説明が無記述であった

り，解法の意図を理解できない場合は，無記

述・分析不能とした。以上の分類をもとに，代

入法，加減法(整数倍と加減法)のみを完全正

答とした。

図4 回答の分類（代入法）

図5 回答の分類（あてはめ）

図6 回答の分類（加減法）
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図7 回答の分類（加減法(整数倍あり)）

3)結果，および，考察

①実質性の発展について

私立 N 小と公立 T 小の認識調査の結果を

図 8,9 に示す。図 8 は，代入法適用課題であ

る問題 2-4 の正答率の変化である。式の有無

や解答の質を問わず正答した割合を示してい

る。問題 1 は，両校ともに正答率が 90 ％以上

であったので省略する。図 9 は，加減法適用

課題である問題 5-8 の正答率である。問題

5,6 が整数倍のない課題，問題 7,8 が整数倍

が必要な課題である。加減法では，与式を足

し引きするため，実質性の理解が必要となる。

図 8,9 より，両校の調査結果を比較する。

図 8 の代入法適用課題については，私立 N

小は， 2 年生から高く， 5 年生では， 90 ％以

上の正答率となっている。一方，文字に関す

る指導が行われていない公立 T 小では， 1

年から 4 年にかけて向上するものの， 5 年か

ら 6 年にかけてあまり向上していない。また，

図 9 より，加減法適用課題についても同様

に，私立 N 小では， 3 年生までに 50 ％以上

となり， 5 年 6 年と正答率が向上している。一

方，公立 T 小では， 2 年生以降向上していな

い。なお， 4 年生での減少は，問題に与えら

れた数が 3 年生より大きくなったことによると

考えられる。また，両校ともに加減法適用課

題の方が代入法適用課題より 20%ほど正解

率が低かった。

以上のように，私立 N 小は，□を使った式

や逆思考などの指導の成果があったと思われ

る。代入法は，容器性の理解と逆思考の利用

で解け，先行研究より，容器性は低学年で学

習できる。したがって，代入法は，容器性や

逆思考を指導すれば，公立校でも十分指導

できると考えられる。

加減法では，与式を整数倍したり足し引き

したり可能であるという実質性の理解が必要と

なる。特に，公立 T 小の 5,6 年生は，文章題

で加減法の考え方を学習しているが，その指

導効果は見られない。つまり，実質性の理解

や連立方程式の解法(加減法)は，自然に任さ

れてもできるようにならず，意図的な指導が必

要であることが示唆される。

図8 私立N小の問題2-4の正答率 図9 公立T小の問題2-4の正答率

事前調査(私立)：問題2-4の正答率
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②連立方程式の解法についての発展過程

次に，文字に関する指導を行っている私立

N 小の児童の記述を対象に，代入法・加減法

についての認識発展の過程について考察す

る。前述の分類方法に従い，代入法，加減法

(整数倍と加減法)のみを完全正答として，そ

の割合を図 10-13 に示した。



- 36 -

図10 私立N小の問題1,2の分類結果 図11 私立N小の問題3,4の分類結果

図12 私立N小の問題5,6の分類結果 図13 私立N小の問題7,8の分類結果

事前調査(私立)：問題7,8の完全正答の割合
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事前調査(私立)：問題5,6の完全正答の割合
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ⅰ)代入法について

図 10,11 より，代入法は， 2 年生から 3,4 年

生にかけて完全正答の割合が向上し， 5,6 年

生になると， 90%前後の児童が，適切な解答

ができるようになっている。当然， 1,2 年生は，

数値を代入して正答しているため完全正答の

割合は低くなっている。これらのことから，指

導の適時性を考えると，代入法の指導は，等

分する際にわり算の考え方を用いて表現でき

る 3 年生が良いであろう。

ⅱ)加減法について

図 12 より，加減法の完全正答の割合は， 3

年生までが 10%未満であり， 4 年生で 30%前

後に向上し，さらに 5 年生にかけて急増し

70%前後となる。 4 年生は，（ ）や○ ,△ ,□を

用いて，計算の順序を考え， 3 つの数の演算

の関係を文字を使って表す学習を行う。その

ような学習が代数思考を促し，正答率を向上

させたと考えられる。文字に関する指導をある

程度行っている N 小では，与式を単純に足し

たり引いたりする加減法は，６年生までに習得

されており，この内容は小学校で十分学習可

能であると考えられる。

図 13 より，与式を整数倍する加減法は， 4

年生から向上し， 5 年生で 51%,39%， 6 年生

で 88%,53%となり，高学年で完全正答の割合

が伸びている。ただし，問題 8 は， 5 年生から

解けるようになるが， 6 年生でも半数の子ども

にとどまっている。代数思考である与式を整

数倍する考え方は，従来の指導内容だけで

は，習得し難いことを示している。文字 x,y な

どを導入して，代数的に問題の構造を把握で

きるようにする必要性を感じる。

以上のように，簡単な加減法は， 4 年生か

5 年生頃に，指導可能であると考えられる。ま

た，整数倍を必要とする加減法は，児童の代

数思考を発展させるためにも， 5 年生頃から

積極的に指導可能であると考えられる。
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５．教育実験１

1)目的

本実践は，代入法の指導効果と指導の適

時性を検証することを目的とする。また， 2 年

生の 3 割の児童が，代入法適用課題に正答

していたことより， 2 年生の実質性の理解の

可能性も合わせて検証する。

2)方法

①被験児

私立 N 小の 2 年生 40 名， 4 年生(実質は

3 年生)を対象とした。 4 年生の被験児は，進

級して間もない児童であり，算数の学習を行

っていないため，実質 3 年生後期の段階とい

える。

②手続き

2 年生を対象とした実践は， 2009 年 2 月

に， 3 時間行った。指導内容は，文字の実質

性，代入法，加減法であり，調査問題 1-6 と

同等な内容を指導した。 4 年生(実質 3 年生)

を対象とした指導は， 2009 年 4 月に 2 時間

行った。 2 年生の内容に加え，問題 7,8 と同

等な内容で，一方の式を整数倍する加減法

の指導も行った。また，クラス替えがあったた

め，指導前に再度事前調査を行った。調査課

題は同じである。各学年とも授業後に事後調

査を行った。調査問題は，事前調査と同じで

ある。

③指導の実際

【２年生の指導計画】

１)実質性の理解と簡単な代入法(1 時間)

２)代入法の解き方(1 時間)

３)簡単な加減法の解き方(1 時間)

１時間目は，調査問題１，２と同じ構造の問

題で，同じ袋には同じ数のクリが入っているこ

とと，色の異なる袋には，違う数のクリが入っ

ていることを指導した。また，求めた値をもう１

つの式に代入すれば，残りの値が求められる

ことを扱った。２時間目は，調査問題 3 ， 4 の

ように，求めた値を代入したあと，数回計算が

必要な代入法を指導した。 3 時間目には，調

査問題 5,6 のように，白い袋と黒い袋のセット

で引き算をする加減法の考え方を指導した。

2 年生の指導の様子を写真 1-3 に示す。

写真1 同じ袋に同じ数が入ることの確認

写真2 代入法を説明している児童

写真3 加減法の考え方の説明1

【4年生(実質3年生)の指導計画】

１)実質性の理解と代入法

２)加減法の解き方

4 年生では， 2 年生の 2 時間目までの指導

を１時間で行い，さらに， 2 時間目に調査問

題 5,6 と，問題 7,8 のように，セットにした袋を

整数倍して２セット分， 3 セット分として差し引

く考え方(加減法)を指導した。 4 年生の指導

の様子を写真 4-5 に示す。また，本実践の指

導は，以下の考え方を重視して行った。
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・同じ袋には，同じ数が入り，違う袋には，違う

数が入る。(数学的には，同じ数が入ることも

あるが，子どもの誤認識を考慮した。)

・１つの袋の数が分かると，残りの袋の数が分

かるようになる。

・セットにして引き算すると良い（加減法の素

地となる）。

写真4 加減法の考え方の説明2 写真5 加減法(整数倍)の考え方

1)結果

前述の認識調査と同様に，正答である解答

を，問題 1-4 は，代入法 ,あてはめに，問題 5-8

は，整数倍 ,加減法 ,あてはめに分類した。そし

て，代入法 ,整数倍 ,加減法のみを抽出し，完

全正答とした。事前・事後調査の結果を図

14-21 に示す。図 14-17 が 2 年生，図 18-21 が

4 年生(実質 3 年生)の結果である。問題 1

は，両学年共に，事前の段階から 90%以上の

正答率であったので省略した。さらに，各児

童の得点を図 22,23 に示す。

図14 事前調査(2年)：問題2-4の分類結果 図15 事後調査(2年)：問題2-4の分類結果

図16 事前調査(2年)：問題5-8の分類結果 図17 事後調査(2年)：問題5-8の分類結果
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図18 事前調査(4年)：問題2-4の分類結果 図19 事後調査(4年)：問題2-4の分類結果

図20 事前調査(4年)：問題5-8の分類結果 図21 事後調査(4年)：問題5-8の分類結果

図22 各児童の問題1-4の得点 図23 各児童の問題5-8の得点

事後調査(４年生)：問題５-８の分類結果
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2)考察

①2年生の実践について

図 14,15 よ り ， 問 題 2-4 は ， 順 に

38%,33%,25%から 55 ％ ,70 ％ ,78 ％にと，完全

正答の割合が高くなっていることが分かる。 2

年生でも，整数の代入法は，理解できるとい

える。また，事前調査では，正答であっても無

記述・分析不能である解答が目立っていた

が，事後調査では，一方の値を代入して，さら

に逆思考を使って解く解答が多くなった。ま
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た，事前調査では，色が違う袋でも同じ数が

入るという文字の実質性に関する誤認識のた

めに誤答となったケースが，指導後にはほぼ

解決できるようになった。

次に，図 16,17 より加減法に関して考察す

る。事前調査では，完全正答は 5 ％以下であ

った解答が， 55 ％ ,60 ％ ,33 ％ ,46 ％と向上し

ている。事前は，解を求めることができなかっ

たが，問題 5,6 と同様な問題を指導した後で

は， 50 ％以上の児童が適切に解けるようにな

っている。未習である問題 7,8 に関しては，値

をあてはめて解いている割合が高いが正答率

は向上している。しかも，問題 7 で 8 名(20%)

が整数倍を行い， 5 名(13%)が減法を 2 回使

って解を求めている。これらの結果から， 2 年

生の児童は，予想以上に連立方程式の素朴

概念である実質性をもち得ることが分かる。

②4年生(実質3年生)の実践について

4 年生(実質 3 年生)は， 2 年生より少ない 2

時間の指導であったが，図 18,19 より，ほぼす

べての解答が完全正答であり，代入法を理解

しているといえる。

図 20,21 より，問題 5 では，整数倍の割合

も含めて加減法を用いて解いている児童が，

8 名(20%)から， 32 名(80%)になった。また，

問題 6 も同様に， 9 名(23%)から 25 名(63%)と

なった。このように，加減法の学習に成果が

みられ， 4 年生(実質 3 年生)は，簡単な加減

法を理解できることが分かる。さらに，整数倍

を必要とする問題 7,8 に関しては，事前調査

では，数値を当てはめたり，無記述・分析不

能の解答がほとんどであったが，事後調査で

は式を整数倍し，解を導く過程を記述する解

答が 20 名(50 ％)みられるようになった。

次に， 4 年生各児童の正答の分布を図

22,23 に示した。図 22 より，問題 1-4 の結果

が， J 字型の分布になっている。児童は，代

入法による解法をほぼ理解できたといえる。

次に，図 23 より，問題 5-8 の結果が， U 字型

の分布になっていることが分かる。この分布か

ら，正解にいたるポイントがあると考えられる。

それが理解されれば，問題 7-8 も正解にいた

ると考えられる。３点や４点の児童は，与式を

整数倍して解答しており，実質性を理解して

いると考えられる。一方，０点の児童は，その

解法がまだ理解できず，実質性が理解されて

いないと考えられる。つまり，この分布より，文

字の実質性を理解できるか否かが，正解にい

たるための要因であることが示唆される。具体

的には，違う袋には違う値が入ることや，式を

整数倍して係数を一致させれば引けるという

考え方である。ひとたび実質性が理解できれ

ば，あとは，計算処理だけなので，一気に正

解できるのである。

このように， 4 年生(実質 3 年生)は，さらに

実質性の指導を工夫することで，連立方程式

を解くことができる可能性が十分あるといえ

る。また，図 15,17,19,21 の事後調査の結果を

比較すると， 4 年生(実質 3 年生)と 2 年生の

正答率には，それほど差がみられないが，解

答の質に差があることが分かる。 2 年生は，

正答していても，数をあてはめて解いたり，無

記述･分析不能な解答であったが， 4 年生

は，正しく立式し，解いている。つまり， 4 年

生(実質 3 年生)になれば， 2 年生のように値

をあてはめて考えるのではなく，効率的な解

法を習得できる学年といえる。

６．教育実験２

1)目的

本実践は，整数倍を必要とする加減法の指

導効果と指導の適時性を検証することを目的

とする。特に， 4 年生の児童が文字を用いる

と，問題の構造を理解し易くなるかどうかを検

証する。

2)方法

①被験児

私立 N 小の 4 年生(37 名)を対象とする。披

験児は，前述の連立方程式の解法(代入法，

加減法)を学習した児童である。

②手続き

本実践は， 2010 年 1 月と 2 月に行った。

2010 年４月より期間があるので，実践の前後

に事前・事後調査を行った。事前・事後調査

では，調査用紙を配布して自由記述させた。

加減法に関する指導効果の検証をするため



- 41 -

に，認識調査や前述の教育実践で使用した

調査問題を以下のように改変した。連立方程

式の形式で記述すると次のような構造となっ

ている。

代入法適用課題2題と加減法適用課題2題

加減法適用課題4題

まず，加減法適用課題を増やし，代入法適

用課題を 2 題，加減法適用課題 6 題を出題

した。なお，問題 5-8 は，与式を整数倍する

必要がある課題とした。(実態調査の問題 3-8

を問題 1-6 として出題)また，絵によって 2 種

類の物の値段を決定する問題ではなく，問題

の構造を同等にした文章題に変えた。したが

って，数量関係を自分でイメージする必要が

あり，今までの調査問題より，質の高い課題と

なる。ただし，問題 8 のみ，今まで同様に，文

章題ではなく絵で出題した。さらに，どのよう

に考えたかを分析するために，各問題で解を

求めるための図も記述させた。

児童の認識発展を期待し，問題 7 は， 2009

年度実施の全国学力調査中学 3 年数学 A

の問題を改変して出題した。右辺の値を 100

倍して文章題に変えている。また，事後調査

と合わせて，文字や記号の学習に関するアン

ケートを行った。内容は，①「文字 x, y や㋐㋠

(アメ ,チョコを表す)のような記号を使った図を

塾や本など，学校以外で学習したことがありま

すか」，②「文字と㋐㋠のような記号での図で

は，どちらの方が使いやすいですか」とした。

③指導の実際

本実践の指導は， 5 時間扱いとし，以下の

内容を筆者が指導した。

1)文字の導入と，文字の実質性(1 時間)

2)問題の関係を文字で表して解こう(代入法)

(1 時間)

① ② ③ ④
2x=140 2x=80 x+y=130 2x+3y=230
2x+y=200 x+2y=160 x+3y=290 2x+5y=290

⑤ ⑥ ⑦ ⑧
x+ y=130 x+2y=200 2x-3y=100 x+2y=200

2x+3y=300 2x+y=130 3x+2y=800 2x+3y=130

3)問題の関係を文字で表して解こう(加減法)

(1 時間)

4)文字を利用して，文章題を解く（整数倍の

ある加減法）(1 時間)

5)問題演習(1 時間)

連立方程式を解く学習では，以下の図 24

のような，文字を使った図と㋐㋠のような記号

を使った図を問題解決の手がかりとして指導

した。

図24 記号を使った図と文字を使った図

まず，１時間目の指導では，写真 6 のよう

に，袋に入っている数(未知数)を文字を使っ

て表すことを扱った。そして，写真 7 のように，

数を表している文字が，足したり，引いたり，

かけたりなどの計算ができること(実質性)を指

導した。その後，２時間目から， 4-1 で述べた

教育実践の問題を用いながら，文字を使って

代入法や加減法の解法を指導した。実際の

指導の様子を写真 8-10 に示す。さらに，実践

時に使用した自作教科書を資料 2 として示

す。また，下記の考え方を重視して指導した。

・文字には，いろいろな数を入れて考えること

ができる。

・文字も数と同じように計算できる。(実質性)

・問題の構造は，文字や記号を使って図示す

ると，理解しやすい。

・文字は，どんな物の数でも同じように表せる

ので便利である。

写真6 文字の導入方法(未知の数を表す)

○ア ×２ ＝140 χ×２ ＝140

○ア ×２＋○チ ＝200 χ×２＋ｙ＝200



- 42 -

写真7 文字式の計算(加減法の基礎) 写真8 文字や記号を使って考える

写真9 文字式を使った考えを板書 写真10 加減法(整数倍有り)の考え方

3)結果

事前・事後調査の結果を図 25,26 に示す。

児童の解答で， x, y の両方とも正解した解答

のみを正答として分類した。さらに，アンケー

ト調査の結果を図 27,28 に示す。

図25 事前調査の正答率 図26 事後調査の正答率
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図27 アンケート調査の結果① 図28 アンケート調査の結果②

アンケートの結果①
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質問①

「文字や記号を使った図を塾や本などで学習したことがありますか。」

文字 記号 ない

アンケートの結果②
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質問②

「文字と記号での図では，どちらの方が使いやすいですか。」

文字 記号 どちらでもない

4)考察

①正答率について

図 25,26 を比較し考察する。問題 1,2 の代

入法適用課題に関しては，教育実践 4-1 と同

様に，ほぼ理解できるようになっている。そし

て，簡単な加減法を用いる問題 3,4 は， 53

％ ,50 ％から 78 ％ ,69 ％に正答率が向上して

いる。文字や㋐㋠のような記号を使って図示

することで，文章題の理解につながり，解法の

道筋を導きやすくなり，正答率が向上したと考

えられる。

与式を整数倍をする必要がある問題 5,6

は， 42 ％ ,31 ％から 81 ％ ,67 ％に正答率が向

上している。文字や㋐㋠のような記号を使っ

て図示することで，与えられた図を整数倍す

るという考え方も，理解しやすくなったのでは

ないかと予想される。

このように， 4 年生でも，与式のまま整数倍

することができるという文字の実質性を理解

し，解を導くことが，ある程度可能であるとい

える。ただし，教育実践 4-1 で完全正答であ

った児童も誤答となっている。誤答の内容は，

与式を不必要に整数倍している傾向がみられ

た。与式を整数倍してもよいという実質性は理

解されたと考えられるが，本来，係数を合わ

せる必要がある時に，整数倍すれば良いのだ

が，演習が不十分で混同している児童がいる

と考えられる。さらに，係数をそろえるために

整数倍する考え方に習熟させるような演習を

重ねる必要があるといえる。

さて，中学生の学力調査の問題である問題

7 は，事後も正答率 17 ％となっている。この

問題には，思考過程に飛躍があり， 4 年生の

児童にとっては，解決が困難であるといえる。

与式を 2 つとも適切に整数倍し，なおかつ引

き算を足すと，引き算になるという意味を理解

しなくてはいけないためであろう。問題 7 のよ

うな，問題を理解するためには，中等教育段

階で，より一層細かいスモールステップを準

備する必要があろう。

問題 8 は，問題 6 と同様の構造であり，問

題 6 より容易であるが，正答率が低くなってい

る。これは，問題 7 の解答に苦慮し，次の問

題を解く時間が不足したと考えられる。

②アンケート調査の結果について

図 27 より，質問①の塾や本などで文字や

㋐㋠のような記号を使った学習をしたことがあ

る児童は，合わせて 30 ％となっている。当

然，塾などで代数思考を理解している児童

は，本実践の内容を理解しやすかったと予想

される。しかし，既習の児童の割合よりも，事

後の正答者の割合の方が高く，全く学習して

いない児童であっても，本実践の内容は理解

しているといえる。つまり，文字や記号を使っ

た式も計算可能であるという考え方は，初め

て学習する 4 年生の児童でも理解でき得ると

言える。

次に図 28 より， 4 年生の多くの児童が理解

し易いのは，㋐㋠のような記号を使った図で

あることが分かる。 4 年生の発展段階では，

文章題を図示する際に，名前の一部が分かる

ような図の方が分かりやすいと考えている。た

だし，児童の中には，「文字の方が，いつでも

同じように表せるから良い」や「文字の方が，
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逆算の練習で慣れていて，数を当てはめれ

ば解ける」などと，文字の有用性に気付いて

いる児童もいる。したがって，文字の導入段

階では，文章題を自由に図示させ， 2 つの図

を併用させながら，代数思考に慣れさせ，徐

々に文字を活用できるようにするのが良いの

であろう。

このように， 4 年生は，文字や㋐㋠のような

記号を用いて，数量関係を代数的に解くこと

ができるようになる発展段階である。したがっ

て， 4 年生では，簡単な加減法で，数量関係

を記号化し，文字の使い方に慣れさせる。さら

に， 5 年生では，整数倍を必要とする加減法

を扱い，より一層代数思考を育てることが可能

であろう。

以上のように，現在の一部の小学校教育で

は，思考力を育成するという目的で，連立方

程式の素地となる加減法の考え方を指導して

いる。確かに，それ自体は大切な指導内容で

ある。しかし，現行の内容を中学校への系統

を意識しながら指導することで，子ども達の抽

象的な考え方を促し，より一層高い思考力を

育成できると考える。このような視点にたち，

教育実践を行った結果，以下の表のように，

小学校における連立方程式の該当学年がま

とめられる。

表 連立方程式の適した当該学年

指導 指導内容 留意事項

学年

３年 整数の代入法 割り算を学習している

こと

４年 加減法 数量関係を記号化し

て表せるようにする

５年 整数倍の必要 文字式を有効的に活

な加減法 用する

７．おわりに

本研究では，児童の連立方程式の認識の

発展段階を明らかにした。文字に関する指導

を行っていない公立小学校の調査結果より，

文字の実質性や加減法などの考え方は，自

然には習得されないことが示唆された。さらに

私立小学校の調査結果より，与式を整数倍す

るという文字の実質性については，文字に関

する指導を行っていても，理解されていない

ことが明らかになった。そこで，小学校におけ

る文字の実質性に関する意図的な指導が考

えられる。

次に，認識調査を基に行った教育実践によ

り，現在中学 2 年生で指導されている連立方

程式の指導は，数の範囲を自然数に限れば，

次に述べる学年で可能であることが示され

た。代入法は，わり算を学習した 3 年生から

指導することができる。さらに，加減法は， 4

年生で簡単な加減法を扱い， 5 年生で整数

倍を必要とする加減法を指導するとよいであ

ろう。児童は， 4 年生になれば文字を使って

文章題の数量関係を図示することが可能であ

る。ただし，文字の導入段階では，文字と㋐

㋠のような記号による図を併用させながら，代

数思考に慣れさせ，徐々に文字を活用できる

ようにするのが良いと考えられる。

今後の課題としては，整数ではなく式を代

入する代入法の認識発展を明らかにするな

ど，実質性の発展段階を更に明らかにするこ

とが挙げられる。
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【資料1：認識調査の調査問題】
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【資料2：教育実践で使用した調査問題】

【資料3：教育実践で使用した自作教科書】
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