
第2章 代数計算での数学機能 �� ��menu
�� ��2 , �� ��menu

�� ��3

計算画面の入力行では，いろいろなコマンドを直接打ち込んで計算をさせることができます．利用

できるコマンドは幾つの分野ごとに整理されて，括弧付きで
�� ��menu や

�� ��catal
�� ��1 に登録されていま

す．これらを利用すると，英字コマンドや括弧を打ち込まなくても Nspireのもつ数学の計算機能を

利用することができます．

この章では，
�� ��menu

�� ��2 (Number)と
�� ��menu

�� ��3 (Algebra) の各機能について解説します．

英文の解説が苦にならない方は，TIの HPから「TI-Nspire CX CAS Referrence Guide」をダウ

ンロードして各コマンドを参照すれば，より理解が深まると思います．
�� ��catal

�� ��1 で表示される各コ

マンドについて，それぞれ詳しい解説 (英文)がなされています．

[URL] https://education.ti.com/en/guidebook/search?active=guidebooks

7 数の計算
�� ��menu

�� ��2�� ��menu
�� ��2 には数に関する基本的な操作が登録されて

図 7.1:
�� ��menu

�� ��2 「2: Number」

図 7.2:
�� ��menu

�� ��2 「1～3」

います．主な概要は表 7.1にまとめてあります．

このメニューから選択すると，Nspireのコマンドが入

力行に書き込まれ，必要な数を入力して
�� ��enter を押すこ

とで結果が表示されます．大部分の項目では，コマンド

と一緒に書き込まれる括弧内に具体的な数を入力するこ

とになります．しかし，「1」や「2」では，最初に数を書

き込んでから利用します．数に続く形で記号 ▶とコマン
ドが書き込まれます．

記号 ▶は，
�� ��menu を経由しないで直接打ち込んでも

かまいません．
�� ��ctrl

�� ��catal の 1段目，または
�� ��catal

�� ��1 に

おいて，
�� ��ctrl

�� ��1 により最後尾に飛び，そこから
�� ��ctrl

�� ��9 で

6回戻ると登録されています．あるいは，「@>」を打ち込

んでもかまいません．
�� ��enter を押すと ▶になります．

以下に，個々のコマンドについて解説します．

1: Convert to Decimal 数 ▶Decimal

分数や無理数を小数に変換します．
�� ��ctrl

�� ��enter と同

じ機能です．数が
�� ��ctrl

�� ��var を利用して文字変数 (たとえ

ば「a」) に代入されているときは，「a ▶Decimal」とす

ることもできます．図 7.2の 1行目では，数「12345/67890」を打ち込んだ後で
�� ��menu

�� ��2
�� ��1 を押し

[URL] https://yunavi.lsv.jp/nspire.html
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ています．このコマンドは，実際にはプログラムを組むときに利用するコマンドです．小数に直すだ

けであれば
�� ��ctrl

�� ��enter で済みます．

2: Approximate to Fraction 数 ▶ approxFraction(5.E-14)

小数を分数で近似します．図 7.2の 2行目では，何も打ち込まないで
�� ��menu

�� ��2
�� ��2 を押していま

す．「Ans ▶ approxFraction(5.E-14)」が表示されるので，
�� ��enter を押すことで 2行目のように表示さ

れます．「Ans」は直前の計算結果を記憶しており，図 7.2の上から１行目の小数を指します．このこ

とは，表面上は数が 6桁で表示されていても，Nspireの内部では 14桁の数として保持されているこ

とを示しています．Nspireは，標準では小数を 6桁の浮動小数点数で表します．

括弧内の「5.E-14」は，分数に直すときの誤差が示されています．標準では，誤差が±5.0× 10−14

以内の分数に直します．これほどの精度が必要がなければ，この値を修正してもかまいません．

823/4526を
�� ��ctrl

�� ��enter で小数に直すと，小数第 7位が四捨五入されて 0.181838が表示されます．

3: Factor Factor(数)

整数を素因数分解します．小数はそのまま返されますが，分数を入れると分子と分母がそれぞれ素

因数分解されます．

4: Least Commond Multiple lcm(数 1, 数 2)

2つの整数の最小公倍数を返します．入力できるもの

図 7.3:
�� ��menu

�� ��2 「4～7」

は 2つの整数だけです．3つ以上の数には対応していま

せん．3つ以上の数の最小公倍数を求めたいときは，lcm

を入れ子にして lcm(lcm(a, b),c)などとします．

数を成分とするリストや行列を入力すると，それぞれ

の対応する成分について最小公倍数を求めて，それを成

分とするリストや行列が返されます．

なお，多項式には対応していません．

5: Greatest Common Divisor gcd(数 1, 数 2)

2つの整数の最大公約数を返します．入力できるものは

2つの整数だけです．3つ以上の数には対応していません．3つ以上の数の最大公約数を求めたいと

きは，gcdを入れ子にして「gcd(gcd(a,b),c)」などとします．

数を成分とするリストや行列にも対応しており，対応する成分の最大公約数を成分とするリストや

行列を返します．

なお，多項式には対応していません．多項式の最大公約数を求めるには
�� ��menu

�� ��3
�� ��8 にある polygcd

を利用します．また，多項式の最小公倍数を求めるコマンドは用意されていません．

6: Remaider remain(数 1, 数 2)

(数 1)÷(数 2)の余りを表します．2つの数の符号によっては，「8」のModが表示する結果と微妙

に異なるので注意してください．remain(x, y)は，x − y · (x/y の整数部分)を返します．modは

x− y · (x/yを超えない最大の整数)を返します．普通の割り算の場合は remainを，整数論を学習中

の場合はmodを利用してください．

なお，多項式の剰余には対応していません．多項式の除算の余りを求めたいときは
�� ��menu

�� ��3
�� ��8

�� ��4 に
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ある polyRemainderを利用してください．

7: Fraction Tools (分数の計算ツール)

ここでは，分数に対していろいろな計算をすることができます．分数の計算で，分子を分母よりも

小さい分数にしたいときは「1: Proper Fraction」を，分数を計算して分子を取り出したいときは「2:

Get Numerator」を，分母を取り出したいときは「3: Get Denominator」を，そして分母が異なる

分数を計算して通分したいときは「4: Common Denominator」を選択します．いずれも，1つの分

数ばかりではなく，分数の和や差で表される式でもかまいません．それを計算して約分などで簡約化

した分数に対して，指定されたものを返します．

8: Number Tools (数の計算ツール)

ここでは，小数に対していろいろな取り扱いをするこ

図 7.4:
�� ��menu

�� ��2 「8」

とができます．

四捨五入して小数第 n位の数で表すには「1: Round」

を利用します．整数で表すには round(x, 0)とします．整

数部分だけを取り出すには「2: Integer Part」を，小数

部分だけを取り出すには「3: Fractional Part」を，そし

て符号を取り出すには「4: Sign」を利用します．正数の

場合は「1」が，負数であれば「−1」が返されます．
2つの数の剰余を求めるには「5: Mod」を利用します．

mod(x, y)により，x − y · (x/yを超えない最大の整数)

が返されます．remain(x, y)の値とは微妙に異なるので注意してください．

「6: Floor」は，その数を超えない最大の整数を求めます．「7: Ceiling」は，その数を超える最小

の整数を求めます．Floorは「床」，「Ceiling」は天井を意味することを考えると，このコマンドの意

味が理解しやすいと思います．

9: Complex Number Tools (複素数の計算ツール)

ここには，複素数に関するいろいろな計算ツールが登

図 7.5:
�� ��menu

�� ��2 「9」

録されています．

複素数 zの共役複素数は「1: Conjugate」，実部は「2:

Real Part」，虚部は「2: Imaginary Part」，極形式の偏角

は「3: Polar Angle」，そして絶対値は「4: Magnitude」

により求められます．

偏角は弧度法で求められます．図 7.5の最後の行では，

弧度法で求められた偏角を度数法に直しています．弧度

法で表された角 xを度数法に直すには，「 ▶DD」を利用

して「x ▶DD」とします．図 7.5では，下から 2行目が

表示された段階で
�� ��catal

�� ��1 により英字順の表示を出して
�� ��D を押します．「d」から始まる箇所に飛

ぶので，そこで ▼で下のほうに移って「 ▶DD」を選択すると，入力行に「Ans ▶DD」が表示され，�� ��enter を押すことで図 7.5のように表示されます．

「5: Magnitude」では，「5:」を選択した段階で入力行に「|□ |」が表示されて数の入力を求めら
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れるので，絶対値を求めたい複素数を入力します．
�� ��menu を通さなくても，入力行で直接「abs(数)」

としてもかまいません．

表 7.1:
�� ��menu

�� ��2 の機能

メニュー項目 入力行での表示例 機能の概要

1: Convert to Decimal 数 ▶Decimal 数を小数に変換する．

2: Approximate to Fraction 数 ▶approxFraction(5.E-14) 括弧内の精度で分数に変換する．

3: Factor factor(数) 数を素因数分解する．

4: Least Common Multiple lcm(数 1, 数 2) 2つの数の最小公倍数を求める．

5: Greatest Common Divisor gcd(数 1, 数 2) 2つの数の最大公約数を求める．

6: Remainder remain(数 1, 数 2) (数 1)÷(数 2)の余りを求める．

7: Fraction Tools (分数の計算ツール)

1: Proper Fraction propFrac(分数) 分子が分母より小さい分数に直す．
2: Get Numerator getNum(分数) 分数の分子を求める．
3: GetDenominator getDenom(分数) 分数の分母を求める．
4: Common Denominator comDenom(分数 1+分数 2) 分数の和を通分して簡約化する．

8: Number Tools (数の計算ツール)

1: Round round(数,n) 四捨五入して小数 n位の数で表す．
2: Integer Part iPart(数) 数の整数部分を求める．
3: Fractional Part fPart(数) 数の小数部分を求める．
4: Sign sign(数) 数の符号を返す．
5: Mod mod(数 1, 数 2) (数 1)÷(数 2)の余りを求める．
6: Floor floor(数) 数を超えない最大の整数を求める．
7: Ceiling ceiling(数) 数を超える最小の整数を求める．

9: Complex Number Tools (複素数の計算ツール)

1: Comlex Conjugate conj(数) 共役複素数を求める．
2: Real Part real(数) 複素数の実部を求める．
3: Imaginary Part imag(数) 複素数の虚部を求める．
4: Polar Angle angle(数) 複素数の偏角を求める．
5: Magnitude |数 | 複素数の絶対値を求める．
6: Convert to Polar 数 ▶Polar 極形式に変換する．
7: Convert to Rectangular 数 ▶Rect a+ biの形に変換する．

(注 1)
�� ��menu

�� ��2 によらず，2列目の表示例のコマンドを入力行に直接打ち込んでもよい ．

(注 2) 入力行にコマンドを打ち込むときは，小文字だけで入力してよい．

(注 3) 入力行にコマンドを打ち込むとき，記号 ▶は
�� ��ctrl

�� ��catal を利用する．

(注 4) 複素数の絶対値を入力行でのコマンドで求めたいときは，abs(数)とする．
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8 式の計算
�� ��menu

�� ��3�� ��menu
�� ��3 には，文字式に関する基本的な操作が登録

図 8.1:
�� ��menu

�� ��3 「3: Algebra」

されています．因数分解や展開，分数式の通分，方程式

の解法などの，文字式に関するいろいろな計算や変形を

行うことができます．個々の項目の内容は，表 8.1にま

とめてあります．

これらの機能を利用するには，いちいち
�� ��menu

�� ��3 を

経由することなく，表 8.1の 2列目の入力行での表示例

に書かれているコマンドを直接打ち込んでもかまいませ

ん．ただし，英字キーを利用して打ち込むと括弧も自分

で入れる必要があります．
�� ��catal

�� ��1 を利用すると，括弧

付きで入力行に書き込まれます．

以下に，個々の項目のコマンドの使い方について詳述します．

1: Solve Solve(式，変数)

このコマンドを利用すると，いろいろな方程式や不等式の実数解を求めることができます．連立方

程式の実数解も求められます．4次以下の方程式であれば，解の公式を利用した厳密解を求めること

ができます．5次以上で因数分解できないときは，自動的に近似解を求めます．等式をある変数につ

いて解けば，文字式の変形に利用することもできます．さらには，不等式の解法にも対応しています．

なお，複素数解が必要なときは，solveではなく
�� ��menu

�� ��3
�� ��C にある csolveを利用します．

以下に，幾つかの使用例を示します．

Solveの書式は，最初に方程式を入力し，2番目に解く

図 8.2:
�� ��menu

�� ��3 「1: Solve」

べき変数を指定します．最初の方程式は，当然ながら，必

ず等号を含む式である必要があります．2番目の変数は

省略できません．4次までの方程式であれば，解の公式

を用いた厳密解を求めます．ただし，係数に小数を含む

ときは，結果は数値解で表示されます．

たとえば，図 8.2の 2行目の方程式 x3− 3x+1 = 0の

場合は，3次方程式の解の公式を利用した厳密解が求め

られています．近似解を求めたいときは
�� ��ctrl

�� ��enter を

押すことで

x = −1.87939 or x = 0.347296 or x = 1.53209

が表示されます．複数の解があるときは，それらを「or」で繋いで表示されます．

図 8.3では，5次方程式 x5 − 3x+ 1 = 0の解を求めています．この方程式は因数分解できません．

また，5次以上の方程式では解の公式自体が存在しません．そのようなときは，単に
�� ��enter とするだ

けでNspireは自動的に数値解を求めます．5次以上であっても，因数分解して厳密解を求めることが

できるときは厳密解を返します．
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表 8.1:
�� ��menu

�� ��3 の機能

メニュー項目 入力行での表示例 機能の概要

1: Solve solve(方程式, 変数) 方程式を解く．

2: Factor factor(式, 変数) 式を因数分解する．

3: Expand expand(式) 式を展開する．

4: Zeros zeros(式, 変数) 式が零になる点を求める．

5: Complete the Square completeSquare(式, 変数) 2次式を平方完成する．

6: Numerical Solve nSolve(方程式, 変数) 方程式の数値解を求める．

7: Solve System of · · · (連立方程式の解法ツール)

1: · · · of Equations solve(連立方程式, 変数) 連立方程式を解く．
2: · · · of Linear · · · linSolve(連立方程式, 変数) 連立 1次方程式を解く．

8: Polynomial Tools (多項式の計算ツール)

1: Find Roots of · · · (c)polyRoots(多項式, 変数) 多項式の零点を求める．
2: Real Roots of · · · polyRoots(多項式, 変数) 多項式の実数の零点を求める．
3: Complex Roots of · · · cpolyRoots(多項式, 変数) 多項式の複素数の零点を求める．
4: Remainder of · · · Remain(式 1, 式 2) 式 1÷式 2の余りを求める．
5: Quotient of · · · polyQuotient(式 1, 式 2) 式 1÷式 2の商を求める．
6: Greatest Common · · · polyGcd(式 1, 式 2) 2つの式の最大公約数を求める．
7: Coefficients of · · · polyCoeffs(式, 変数) 式の展開式の係数を返す．
8: Degree of · · · polyDegree(式, 変数) 式の展開式の最高次数を返す

9: Fraction Tools (分数式の計算ツール)

1: Proper Fraction propFrac(式) 分子の次数を分母より小さくする．
2: Get Numerator getNum(式) 分数式の分子を求める．
3: Get Denominator getDenom(式) 分数式の分母を求める．
4: Common Denom· · · comDenom(式) 分数式の和を通分する．

A: Convert Expression (いろいろな変換ツール)

1: Convert to ln 式 ▶ln 自然対数に直す．
2: Convert to logbase 式 ▶logbase() 対数の底を変える．
3: Convert to exp 式 ▶exp 双曲線関数を指数関数で表す．
4: Convert to sin 式 ▶sin 正弦関数の式に直す．
5: Convert to cos 式 ▶cos 余弦関数の式に直す．

B: Trigonometory (三角関数の変換ツール)

1: Expand tExpand(式) 加法定理等で展開する．
2: Collect tCollect(式) 三角関数の積や冪乗を和に直す．

C: Complex (複素解の解法ツール)

1: Solve cSolve(式, 変数) 加法定理等で展開する．
2: Factor cFactor(式,変数) 三角関数の積や冪乗を和に直す．
3: Zeros cZeros(式, 変数) 三角関数の積や冪乗を和に直す．

D: Extract (等式の操作ツール)

1: Left Left(等式) 等式の左辺を取り出す．
2: Right Right(等式) 等式の右辺を取り出す．
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図 8.3の 2行目では，ax+ by = cを yについて解いて

図 8.3: 5次方程式と不等式

います．文字式を 1つの文字について解くときは，この

ような形で Solveを利用することができます．

Solveにより不等式を解くこともできます．3行目では

不等式 x3 − 3x > 0を解いています．3次不等式や 4次

不等式は解の公式を利用した解を用いて表示されるので，

簡単に因数分解されないときは複雑な不等式で表されま

す．そのようなときは，
�� ��ctrl

�� ��enter による数値解を表

示させるとよいでしょう．同様にして，分数不等式や無

理不等式の解も求めることができます．

連立方程式の解法

Solveにより，連立方程式を解くこともできます．そのためには solve(連立方程式, 変数の組)の形

で指定します．変数の組は，
�� ��ctrl

�� ��) による中括弧を利用して「{x, y}」のように指定します．
連立方程式を指定するには 3つの方法があります．1つは数式テンプレートの利用です．2つ目は

「方程式 1 and 方程式 2」のように「and」で区切りながら入力する方法です．そして 3つ目は，方

程式の組を指定するコマンドである systemを利用して，「system(方程式 1, 方程式 2)」のように入力

する方法です．

(1) 数式テンプレートの利用

図 8.4: 連立方程式のテンプレート

図 8.5: 3元連立方程式

�� ��| □ | による数式テンプレートには，連立方程式の式

入力用として式が 2つの場合と 3つの場合のテンプレー

トが用意されています．

2元の連立方程式の場合は，
�� ��menu

�� ��3
�� ��1 により「solve()」

を入力行に書き込んでから
�� ��| □ | を押して 2つの場合を

選択して式を打ち込み，その後で変数の組を中括弧の中

に書き入れます．

テンプレートで 3つの場合を選択すると，最初に方程

式の個数を問われます．3元の連立方程式の場合は，そ

のまま「Ok」を選択すると縦に長い左中括弧が表示され

て式の入力が求められます．縦に並んだ式は ▲ ▼により
移動できます．すべての式を入力したら， ▶により式入
力のモードを抜けて，

�� ��, で区切ってから �� ��ctrl
�� ��) によ

り中括弧を出して使用した変数を入力します．
�� ��enter を

押すと結果を表示します．個々の未知数の値が「and」で

繋がれて表示されます．

解が存在しないときは「false」が返されます．任意定

数を含むとき，任意定数は c1, c2のように表示されます．

未知数の個数が多いときは，次の (2)(3)のように入力行に

式を直接打ち込む方がよいかもしれません．
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(2) 「and」の利用

図 8.6: 「and」の利用

テンプレートを利用しないで，式と式の間は「and」で

区切りながら入力行に方程式を直接書き込むこともでき

ます．たとえば，図 8.5の 2元連立方程式の場合は，入

力行に次のように書き込みます．

solve(x+ 2y = 1 and 3x+ 4y = 5, {x, y})

「and」は英字キーを利用するか，または
�� ��catal

�� ��1 を利

用します．「and」の前後には空白が必要です．空白は
�� ��Z の

右側にあります．
�� ��catal

�� ��1 を利用すると，「and」の前後

に空白をつけて入力行に入ります．これは，旧型機であ

る TI-89や voyage200と同じ書式です．

(3) 「system」の利用

複数の方程式を左中括弧で括るには，systemというコマンドを利用して次のように入力します．

solve(system(x+ 2y = 1, 3x+ 4y = 5), {x, y})

「system」は，英字キーを利用するか，または
�� ��catal

�� ��1 を利用します．
�� ��catal を利用すると括弧

つきで入力行に入ります．

ただし，式を打ち込んで
�� ��enter を押した瞬間に，入力行の表示は図 8.5のような左中括弧で括られ

た式に変わります． ▲で履歴画面に戻っても「system」というコマンドは復元されないので注意し

てください．

2: Factor Factor(式, 変数)

このコマンドを利用すると，整数の素因数分解ばかり

図 8.7:
�� ��menu

�� ��3 「2: Factor」

ではなく，文字式の因数分解をすることができます．文

字式の因数分解の場合，以下に例示するように，入力す

るものが式だけの場合と，式に加えて変数も入力する場

合とでは出力結果に若干の違いがあるので注意してくだ

さい．

図 8.7にあるように，変数を指定しないときは，整数

係数の範囲で因数分解します．整数係数で因数分解でき

ないときは式がそのまま返されます．変数を指定すると，

x2 − 3 = (x+
√
3)(x−

√
3)

のように，有理係数の範囲で因数分解します．

x2 +3のように複素数まで用いないと因数分解できないときは，変数を指定しても式がそのまま返

されます．

複素係数の範囲で因数分解をするには，factorではなく
�� ��menu

�� ��3
�� ��C にある cfactorを利用します．

このコマンドは，
�� ��menu によらずに英字キーで直接打ち込んでもかまいません．あるいは，いった

ん「factor()」を出してから，英字キーで最初に「c」を追加してもかまいません．
�� ��catal

�� ��1 を利用

して選択すると，括弧つきで入力行に入ります．
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3: Expand Expand(式, 変数)

このコマンドを利用すると，文字式の積で表される式

図 8.8:
�� ��menu

�� ��3 「3: Expand」

図 8.9: 部分分数分解

を単項式の和や差に展開したり，分数式を部分分数に分

解することができます．

図 8.8にあるように，単に式を入力したときと変数を指

定したときとの出力結果の違いに注意してください．単

に式を入力すると，それを単項式の和に直します．変数

を指定すると，その変数に関して降べきの順に整理しま

す．変数を指定した場合は，指定した変数以外の文字に

ついての展開は行われません．2行目では，(y+1)2は展

開されません．

変数を指定すると降べきの順に整理されるので，3行

目のように幾つかの文字を含む長い加減式を特定の文字

について整理するときに利用することもできます．

多項式の展開のみならず，分数式に対しては部分分数

分解を行います．図 8.9のように，変数を指定しないと

きは分母を整数係数で因数分解した式に対して部分分数

に分解します．整数係数で因数分解できないときは式が

そのまま返されます．有理係数での部分分数分解を考え

るには，変数を指定します．3行目のように，分母を有

理係数で因数分解した式に対して部分分数に分解します．

4: Zeros zeros(式, 変数)

このコマンドは，与えられた式に対して「(式) = 0」を

図 8.10:
�� ��menu

�� ��3 「4: Zeros」

満たす実数解をリストで返します．

リストとは，{a, b, c, . . .}のように，値や式を「，」で
区切りながら並べて中括弧で囲んだデータのことです．

Solveは方程式の実数解を「or」で区切って返しますが，

Zerosは式が零になる実数解をリストデータで返します．

求めた解を利用して別な計算をするときは，解は Zeros

で求めた方がよいです．解の取り出し方は後述します．

式入力では，Solveは等号を含む方程式を入力します

が，Zerosは右辺が 0であるような形に変形した左辺，

したがって等号を含まない式を入力します．

式や変数をリストで入力すると連立方程式の実数解も求めることができます．ここでは，連立方程

式 x+2y = 1, 3x+4y = 5を，x+2y− 1 = 0, 3x+4y− 5 = 0と変形して左辺の式を入力していま

す．連立方程式の解は，中括弧で囲んだリストデータではありません．大括弧 [ ]で囲んで表示され

ます．これは，ベクトルや行列を扱うデータ形式です．解が 1組しかないときはベクトルで，解が複

数あるときは行列で表示されるので注意してください．指定した変数の順番に解が表示されます．
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図 8.11: Zerosによる解の取り出し

解の取り出し

方程式の解法では，得られた解を利用して次の計算を

する場合があります．Zerosによる解はリストで表示され

るので，必要とする解を取り出すことができます．

たとえば，図 8.11では，式 x2−x−2の零点が {−1, 2}
のようなリストデータで表されています．計算直後は，計

算結果が「Ans」という変数に保持されていますが，入

力行で計算するごとにAnsの内容は変わっていきます．

そこで，その解を後で利用するときは，いったん別な

変数に保存しておきます．たとえば，kaiとして保存する

には，結果が表示された後で
�� ��ctrl

�� ��var を押します．すると，「Ans→」と表示されるので，続けて
「Ans → kai」とすると kaiに結果が保存されます．

�� ��enter を押した瞬間に，Ansが具体的なリスト

に置き換えられて図 8.11の上から 2行目のような表示になります．その後の計算でAnsの内容は変

わっても，kaiの内容は変わりません．

いったん，kaiに保存しておけば，最初の値は kai[1]により取り出すことができます．2番目の解は

kai[2]です．
�� ��ctrl

�� ��var や
�� ��ctrl

�� ��| □ | を利用すると，その値を変数「a」に代入することもできます．

ただし，a = −1, b = 2としたいとき，
�� ��ctrl

�� ��var により「kai→ {a, b}」として一度に代入すること
はできません．個別に代入するしかないので注意してください．

連立方程式の解は [ ]で囲んだ行列形式のデータで表示されます．図 8.11の最後の行では，x2 + y2 − 4 = 0
√
3x− y = 0

の解が表示されています．行列で表された解は，x = ±1, y = ±
√
3 (複号同順)を示しています．こ

の解を「kai」として保存したとき，その (i, j)成分は kai[i, j]により取り出すことができます．

5: Complete the Square completeSquare(式, 変数)

このコマンドを利用すると，指定した変数に関して多

図 8.12:
�� ��menu

�� ��3 「5: Complete· · ·」

項式を平方完成することができます．式ばかりではなく，

方程式であってもかまいません．また，変数を 2つ以上

指定すると，各変数について平方完成した式を返します．

図 8.12では，式 x2−2x+3と方程式 x2−2x = 3の他

に，変数として x, yを指定した x2−2x+y2−4y−1 = 0

について平方完成の式が示されています．

式 ax2 + bx+ cを a(x− p)2 + qの形に，方程式 ax2 +

bx+ c = 0は a(x− p)2 = qの形に直します．2つの変数

に関して平方完成するときは，変数を {x, y}のように中
括弧で囲って指定してもかまいません．
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6: Numerical Solve nSolve(方程式, 変数)

このコマンドを利用すると，方程式の実数解を数値的

図 8.13:
�� ��menu

�� ��3 「6: Numerical· · ·」

に求めることができます．数値的に求めるので，値が代入

されていない文字係数を含む方程式には適用できません．

厳密解を求めたいときは，Solveか Zerosを利用してく

ださい．Solveや Zerosでも，
�� ��ctrl

�� ��enter とすると解が

数値解で表示されます．

nSolveを利用すると，図 8.13の 1行目のように解が

1つしか表示されません．正の解が複数あるときは，そ

の中の最小の解が表示されます．負の解しかないときは，

その中の最大の解が表示されます．自分が求めようとし

ている解が，nSolveが表示する解とは異なる場合があるので注意してください．どのような解を求め

たいのかは，あらかじめグラフを描画するなどして確認しておく必要があります．

特定の範囲にある解を求めたいときは，その範囲を追加指定します．範囲の指定方法には 2つの方

法があります．

たとえば，方程式 x2 − 3 = 0の負の解を求めたいときは，図 8.13の 2行目のように指定します．

記号
�� ��| は，コマンドの後から条件を指定する記号です．この記号は �� ��ctrl

�� ��= の中にあり，記号
�� ��| の

後で条件である「x < 0」を指定します．不等号「<」も
�� ��ctrl

�� ��= の中から選択します．

もう一つの方法は，求めようとする解を含む区間を指定する方法です．3行目のように，変数指定

の後に解を含む区間の左端と右端の値を指定します．解を含む区間は，グラフを描画してトレース機

能などを利用することで知ることができます．

指定した範囲に解が存在しないときは，「No solution found」と表示されます．図 8.13の最後の行

では x2 + 3 = 0の数値解を求めていますが，実数解は存在しないので「No solution found」が表示

されています．なお，nSolveは，連立方程式には対応していません．

7: Solve System of Equations (連立方程式の解法ツール)

ここには，連立方程式の解法のためのコマンドが登録されています．「1: Solve System of Equations」

を選択すると，連立 1次方程式とは限らない一般の連立方程式の解を求めることができます．「2: Solve

System of Linear Equations」では，連立 1次方程式に限定して，その解を求めることができます．

(a) 方程式と変数の個数の入力 (b) 具体的な方程式の入力

図 8.14: 連立方程式の解法
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いずれの場合も，図 8.14(a)のように，最初に方程式の個数と変数を問われます．方程式の個数と

変数の個数が一致しないときは，解の表記に任意定数を含む場合があります．方程式と変数の個数を

指定して
�� ��enter を押すと，(b)のような画面となり具体的な方程式の入力が求められます．方程式の

入力の仕方は 2–7頁を参照してください．厳密解を求めることができるときは厳密解が，それを求め

ることが難しい場合は，Nspireは自動的に数値解を求めます．

図 8.14(b)は，「1: Solve System of Equations」を選択した場合です．「2: Solve System of Linear

Equations」を選択すると，Solveではなく linSolveとなります．

Nspireでは，このような見た目の入力のしやすさに工夫が施されていますが，慣れてくるとちょっ

と煩わしく感じるときもあります．そのようなときは，入力行にコマンドを直接打ち込んでもかまい

ません．中括弧で囲われた式を表示させないようにするには，方程式を「and」で区切りながら入力

します．具体的には 2–8頁を参照してください．

Solveと linSolveでは，解の表記方法が異なります．Solveによる連立方程式の解は「and」で繋い

で表示されますが，linSolveによる解はリストデータとして表示されます．連立 1次方程式の解を別

な計算で利用する場合は linSolveの方がよいです．解が表示された直後で，解を表すリストデータは

Ansという変数に保存されています．ただし，その内容は入力行で計算をするごとに変わっていくの

で，連立方程式の解を表示させた段階で，Ansの内容を別な変数に移し替えておきます．

たとえば，Ansの内容を「kai」にコピーするには，連立方程式の解が表示された後で
�� ��ctrl

�� ��var kaiと

します．これにより，リストデータで表される解の第 n成分は kai[n]により取り出すことができます．

図 8.15:
�� ��menu

�� ��3 「8:Polynomial· · ·」

8: Polynomial Tools (多項式の計算ツール)

ここには，多項式に関して，零点の値，割り算の剰余

と商，最大公約数，そして係数と次数などを求めるいろ

いろなコマンドが登録されています．これらのコマンド

は，表 8.4の 2列目に示した入力行での表示例のような

コマンドを直接入力してもかまいません．コマンドのス

ペルを覚えている場合は，
�� ��catal

�� ��1 を利用して入力す

ることもできます．

「1～3」多項式の零点 polyRoots(多項式, 変数)

これらのコマンドを利用すると，変数が 1つだけの多項式の零点を求めることができます．実数の

零点を求めるときは polyRootsを，複素数の零点を求めるときは cpolyRootsを利用します．「1: Find

Roots of Polynomial」を選択すると，図 8.16(a)のように，多項式の次数と実数・複素数のいずれ

の零点を求めるかが問われます．そして多項式の次数を入力すると，(b)のような個々の係数の入力

フォームが表示されます．

おそらくは初心者向けの機能だと思いますが，このような入力方式は慣れると煩わしいです．多項

式の零点を求めようと思った段階で，実数解を求めたいのか，それとも複素数解を求めたいのかは決

まっているはずです．実数解を求めたいのであれば「2: Real Roots of Polynomial」を，複素数解を

求めたいのであれば「3: Complex Roots of Polynomial」を選択します．たとえば「2」を選択する
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と，「polyRoots( )」と表示されるので，括弧内に式と変数を直接打ち込みます．

表 8.2:
�� ��menu

�� ��8 Polynomia Toolsのメニュー

メニュー項目 入力行での表示例 機能の概要

1: Find Roots of · · · (c)polyRoots(式, 変数) 多項式の零点を求める．

2: Real Roots of · · · polyRoots(式, 変数) 多項式の実数の零点を求める．

3: Complex Roots of · · · cpolyRoots(式, 変数) 多項式の複素数の零点を求める．

4: Remainder of · · · polyRemainder(式 1, 式 2) (式 1)÷(式 2)の剰余を求める．

5: Quotient of · · · polyQuotient(式 1, 式 2) (式 1)÷(式 2)の商を求める．

6: Greatest Common · · · polyGcd(式 1, 式 2) 2つの式の最大公約数を求める．

7: Coefficient of · · · polyCoeff(式, 変数) 変数に関する係数を求める．

8: Degree of · · · polyDegree(式, 変数) 変数に関する次数を求める．

(a) 方程式の次数と解の種別 (b) 係数の入力

図 8.16: 「1: Find Roots of Polynomial」

入力できる多項式は，1 つの変数だけを含む式です．

図 8.17: polyRoots

文字係数には対応していません．文字係数を含むときは

Solveを利用してください．解はリストデータで表示され

ます．実数解が存在しないときは「{ }」と表示されます．
polyRootsは，式を入力するときに変数を省略するこ

とができます．その代わりに係数はリストデータで入力

します．たとえば，x2 − 2x − 3 の零点を求めるには，

polyRoots({1,−2,−3})と入力します．

「4～5」多項式の除算の剰余と商 polyRemainder(式 1, 式 2), polyQuotient(式 1, 式 2)

これらのコマンドを利用すると，2つの多項式と変数を入力することにより，除算 (式 1÷式 2)の

剰余や商を求めることができます．剰余を求めるには「4: Remainder of Polynomial」を，商を求め
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るには「5: Quotient of Polynomial」を利用します．変数が複数あるときは，どの変数についての除

算であるかを追加指定します．入力する多項式は展開されていなくてもかまいません．

(a) 剰余 (b) 商

図 8.18: 「4～5」多項式の除算の剰余と商

図 8.19: 「6～8」

「6」多項式の最大公約数 polyGcd (式 1, 式 2)

このコマンドを利用すると，2つの多項式の最大公約

数を求めることができます．変数を入力する必要はあり

ません．

なお，数の最小公倍数を求めるコマンドはありますが，

多項式の最小公倍数を求めるコマンドはありません．代

わりに，「9: Fraction Tools」の中にある有理式の分母を

取り出す「3: getDenominator」を利用することができま

す．詳しくは後述します．

「7～8」多項式の係数と次数 polyCoeffs (式, 変数), polyDegree (式, 変数)

これらのコマンドを利用すると，指定した変数について，多項式の係数と次数を求めることができ

ます．係数は次数の高い順にリストで返されます．また，多項式の変数が 1つだけの場合は，いずれ

のコマンドも変数の入力を省略することができます．

9: Fraction Tools (有理式の計算ツール)
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図 8.20: 「9: Fraction Tools」

ここには，分子と分母が多項式である有理式に関する

いろいろな計算ツールが登録されています．「1: Proper

Fraction」は，分子の次数が分母の次数より低くなるよ

うに変形をします．「2: Get Numerator」は分子を取り出

し，「3: Get Denominator」は分母を取り出します．そし

て，「4: Common Denominator」は，2つ以上の有理式の

和を通分して簡約化します．

コマンドは分数の計算ツール (2–3頁)と同一で，それ

ぞれ順に，propFrac(有理式, 変数)，getNum(有理式)，

getDenom(有理式), comDenom(有理式の和, 変数)

です．変数が 1つだけのときは，変数を省略することができます．有理式の和に対しては，getNum

や getDenomは通分後の分子や分母を返します．

特に，getDenomを利用すると，多項式の最小公倍数を求めることができます．有理式の和の通分で

は，個々の有理式の分母の最小公倍数が共通分母となります．したがって，たとえば多項式 f(x), g(x)

の最小公倍数を求めるには，有理式の和 1
f(x)

+ 1
g(x)

を通分して，その分母を取り出せば最小公倍

数が求められたことになります。

(a) 分子と分母 (b) 最小公倍数，通分

図 8.21: 「9: Fraction Tools」

A: Convert Expression (式の変換ツール)

ここには，式をいろいろな形に変換するコマンドが登

図 8.22: 「A: Convert Expression」

録されています．対数の底の変換や，双曲線関数を指数

関数を用いて表す，あるいは三角関数の正弦の式を余弦

の式に直したりすることができます．

入力行での書式は，最初に式を打ち込み，その後でど

のように変換するかを指定します．たとえば，常用対数

log10 xを自然対数に直したいときは，log10(x)を打ち込

んだ後で
�� ��menu

�� ��3
�� ��A

�� ��1 とすると，「log10(x) ▶ ln」と

表示されます．記号 ▶は左側の式を変換するときの記号
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で，「 ▶ ln」は底の変換公式を利用して自然対数に変換します．「 ▶ logbase( )」を利用すると，対数の

底の値を自由に変更することができます．

記号 ▶は，
�� ��menu を経由しなくても

�� ��ctrl
�� ��catal によるテンプレートを利用してもかまいません．

ln, exp などは，いずれも英字キーを利用して打ち込むことができます．

表 8.3:
�� ��menu

�� ��3 「A: Convert Expression」のメニュー

メニュー項目 入力行での表示例 機能の概要

1: Convert to ln (式) ▶ln 対数を自然対数に直す．

2: Convert to logbase (式) ▶ logbase( ) 対数の底を変換する．

3: Convert to exp (式) ▶ exp 指数関数を用いた式に変換する．

4: Convert to sin (式) ▶ sin 三角関数を正弦関数で表す．

5: Convert to cos (式) ▶ cos 三角関数を余弦関数で表す．

ある式を計算直後にこの記号を利用すると，入力行に

図 8.23: ▶による変換

は「Ans ▶」と表示され，直前の計算結果を変換するこ
とができます． ▶の後に変換しようとする lnや expな

どの英字を書き入れて
�� ��enter を押すと，式が変換される

と同時にAnsには直前の結果が書き込まれます．

なお， ▶ sinや ▶ cosは，sin2 x+ cos2 x = 1を利用し

た変形をするだけで，倍角公式には対応していないよう

です．「cos(2x) ▶ sin」としても，cos(2x)がそのまま返

されます．

図 8.24: 「B: Trigonometry」

B: Trigonometry (三角関数の変形ツール)

ここには，三角関数の加法定理を利用した展開や，和

積の変換公式を利用した変形ツールが登録されています．

「1: Expand」では，加法定理や倍角公式を利用した

展開が行われます．できるだけ，1つの角の積やべき乗の

和で表そうとします．

逆に，「2: Collect」は，三角関数のべき乗や積で表され

た式を，角の整数倍の正弦や余弦の和で表そうとします．

表 8.4:
�� ��menu

�� ��3 「B: Trigonometry」のメニュー

メニュー項目 入力行での表示例 機能の概要

1: Expand tExpand(式) 1つの角の積やべき乗の式に直す．

2: Collect tCollect(式) 角の整数倍の正弦や余弦の和に直す．
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C: Complex (複素解を求めるツール)

方程式の解を求める Solve, 因数分解を行う Factor，

図 8.25: 「C: Complex」

そして零点を求めるZerosは，いずれも実数の範囲でのも

のです．複素数の解を求めたり，複素数の範囲で因数分解

を行うには，ここに登録されているコマンドを利用しま

す．いずれも，先頭に「c」がつくだけです．
�� ��menu

�� ��3 を

経由しなくても，英字キーで直接打ち込んでもかまいま

せん．

このように，方程式の解を求めたり因数分解を行うに

は，どのレベルの数の集合で考えるのかを自分で意識す

る必要があり，複素数が必要なときは最初からコマンド

を別にする必要があります．

図 8.26: 「D: Extract」

D: Extract (等式の操作ツール)

ここには，等式の左辺や右辺を取り出すコマンドが登

録されています．等式を tosikiとするとき，Left(tosiki)

により左辺を，Right(tosiki)により右辺を取り出すこと

ができます．

このツールの応用例として，部分分数に分解する計算

をやってみましょう．部分分数分解は expandを利用すれ

れば即座に分解することができますが，理解を確実にす

るには，なぜそのように分解されるかを確認しながら求

めることも必要です．

たとえば， x+ 2
x2 − x− 2

を expandを利用して部分分数に分解すると

x+ 2
(x+ 1)(x− 2)

= 4
3 · (x− 2)

− 1
3 · (x+ 1)

となります．これを手計算で求めるときは，

x+ 2
(x+ 1)(x− 2)

= a
x+ 1

+ b
x− 2

とおいて分母を払い，両辺を xについて整理し，係数を比較して a, bに関する連立方程式を求め，そ

れを解くことで a, bが求められます．この手順の通りに計算すると，表 8.5のようになります．

1行目で，この等式を入力行に打ち込みます．2行目では，式を打ち込まないで「
�� ��× (x+1)(x−2)」

とすると，Nspireは直前の結果との積と判断して「Ans·(x+ 1)(x− 2)」と表示します．
�� ��enter を押

した瞬間に，Ansには直前の結果である 1行目の式が入力され，積が計算されて両辺が整理された式

が表示されます．3行目では，両辺の係数を比較して得られる連立方程式を，自分で入力することで

解いています．連立方程式は「and」で繋ぐことで入力しています．

この連立方程式を，Nspireのコマンドだけで求めるには，2行目の式において両辺の係数を取り出

し，その各成分を比較することになります．2行目の結果がAnsに保持されているとしたとき，左辺
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の係数は polycoeffs(left(Ans))，右辺の係数は polycoeffs(right(Ans))により，それぞれリストで取り

出すことができます．したがって，たとえば 3行目の連立方程式の第 1式と第 2式は，

polycoeffs(left(Ans))[1] = polycoeffs(right(Ans))[1]

polycoeffs(left(Ans))[2] = polycoeffs(right(Ans))[2]

とすることができます．
�� ��menu を利用すれば，実際に入力が必要になるのは [1]と [2]だけで済みます．

表 8.5: 部分分数分解の計算手順

No 入力行での入力 結果の表示

1 (x+ 2)/(xˆ2−x− 2) = a/(x+ 1) + b/(x− 2) x+ 2
x2 − x− 2

= a
x+ 1

+ b
x− 2

2 Ans·(x+ 1)(x− 2) x+ 2 = (a+ b) · x− 2 · a+ b

3 solve(a+ b = 1 and − 2a+ b = 2, {a, b}) a = −1
3

and b = 4
3




