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はじめ に

15う

本稿の諜題は、文系大学生に対する線型代数1)の教育内容構成の論理を、理論的に解明するこ

とである。

数学全般に応用される基礎理論である線型代数の重要性は、説明の必要がないほどである。基

礎理論であるがゆえに、線型代数を学ぶことによって、数学の幅広い分野に応用することが可能

になる。そのように重要である線型代数の理論を、文系の大学生に教えることが、本稿の目指す

ところである。

線朝代数は、微分・積分と並んで、大学の教養課程における数学教育の中心内容となっている。

そのため、大学生向けの線型代数のテキストは、数多く出販されている。しかし、それらのほと

んどは、専門課程で線型代数の理論そ活用する、理工系の学生を対象としたものである。数学が

苦手であり、興味がない、そして、導門課程でそれをあまり必要としない、文系の大学生向けの

テキストは少ない。高度な教育内容と、その学習者である文系大学生の数学の知識の髄の、「ギ、ヤツ

プを埋める良い教科書があるかというと、お寒い状況であるJ2)。その結巣、理工系学生向けの

テキストをもとに、その内容を削減ないし簡素化して授業が行われているというのが、文系大学

生に対する数学教育の現状といえるだろう。

こういった現状の背景には、文系大学生に対する数学教育の目的、とりわけ、線型代数を教え
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る目的が明確になっていない、ということがある。本舗では、文系大学生に対する線型代数指導

の目的として、以下の 3つを立てる。ただし、これらの目的は決して排反ではなく、相互に関連

しあっている。

第一に、専門課程への基礎教育を行うことである。特に、専門課程で経済学や統計学に関する

学問を専攻する学生に対して、線型代数の基礎的混論を提供するのである。学生は、そこで学ん

だ基礎を応用して、専門課程において、俄々の研究課題の遂行に役立てることになる。第二に、

それらの学生も含めて、一般教育としての数学、教養としての数学を教えることである。線型代

数の教育内容には、当然のことながら「線型性jの概念、そして、その前提にある集合や写像の

概念が含まれる。現代数学において基礎的であり、かっ、重要なこれらの概念は、大学生にとっ

ての教養として、教える価値をもっ内容で、ある。このことにより、広大な数学の領域の他の分野

を独力で学んでいく、いわば自己教育のための数学的基盤を提供することになる。第三に、そう

いった集合や写像、線型性などの概念を学んだ高い立場から、それまでの自分の数学教育体験を

振り返ることである。小学校の正比例関数はもちろん、高等学校における玄に関する算法や微分・

積分も、隷型写f象に関わる内容である。高等学校までのほとんどあらゆる学習内容を、集合、写

像、線型性の概念を通して再認識することは、認識の発展という観点から、きわめて重要である

といえる。

文系大学生に対する線型代数指導の呂的を以上のように仮設し、その教育内容を構成するため

の理論的検討を行ってゆく。

第1章或存の線型代数テキストの検討

佐武一郎は、線型代数の導入方法について、次のように述べている。「線形代数は、数学全般

に応用される基礎理論であるから、その自的に応じて様々な導入方法が考えられる。通常は幾何

学的側面から、藍盤的な直線、平面を通して、ベクトル空間や線形写像の概念を導入する方法が

とられている。[中略]代数的側面から入る場合には、ベクトル空間(すなわち R-加群)の抽

象代数的定義から始める方法と、ベクト jレや行列の計算から始める方法とがある。また(実際に

はあまり見かけないが)解析学における応悶を主題として解説することも可能であろうJ3)。

本章では、既存の線型代数指導のテキス卜の検討を行う。 f数学全般にlli閉される基獲理論J

であるがゆえに、「様々な導入方法が考えられるJ隷型代数の指導において、文系大学生を対象

とした場合にはどのような導入が適切であるのか、そのアウトラインを、この検討を通して示し

たい。第 1節で、高等学校の教科書における行列やベクトルに関する記述を追いながら、テキス

ト検討の擦の視点を明らかにし、以下の節で、いくつかのテキストを検討する。

第1節検討の説点

大学における線型代数の内?gの導入部分は、すでに高等学校の段構で始まっていると見ること

もできる。そこで、以下に、高等学校の教科欝を検討しておこう。このことは、指導の対象とな

る文系大学生が、線型代数に関してどれほどの知識をもっていることが期待されるかを知るよで

も、意味のあることである。

現行の高等学校数学教科書では、「数学BJでベクトルが扱われている。もっとも、それは線

型空間の元としてのベクトJレではなく、幾何学的ベクトルに罷られている。ベクトルの演算、ベ

クトルの内積、位農ベクトル、ベクト jレ方韓式などが主な舟容である。
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コンビュータとの関わりが重視されている「数学 CJでは、行列が扱われる。東京書籍の教

科書 f数学Cj討を見ると、行列は、製品の売り上げ偲数を表現する表などから f数髄だけを抜

き出jして、「数を長方形に並べたものjとして定義されている。それでは、行列の穫はどのよ

うになっているであろうか。これについては、次のように議かれている。

行列(~ ~ )と列ベクトル(~ )との齢、次のように定める。

i)(;)=(212) 
そして、この後に、「例Jとして、行列の積の意味を次のように説明している。

ある遊閤地では、乗物に乗るのに、布の表のよ 1 

うな枚数の乗物券が必要である。

大人2人と子供5人がジェットコースターおよ

ひ'観覧車に乗ったときの乗物券の枚数は、

ジェットコースター

観覧車

ジェットコースター 7 X 2 + 4 X 5 =14+20=34 

観覧車 6 X 2十 3X 5 =12+目指27

となる。

ここで、乗物券の枚数を行列(~ ~ )で表し、大人と子供の人数を列ベクト引)で表せ

ば、

~)(~ト( ~ロ::;口 :)Z57)
のように、行列の積を利用して乗物券の枚数を計算することができる5)。

行列を、「表から数舘だけを抜き出したものjと定義することは、行列の和と

積の説明においては一定の有効性をもっといえる。しかし、逆行列の段階になると、

スカラー倍、

このような

行列の定義ではもはや説明がつかない。行列(~ ~ )が乗物券の枚数を表現しているのに対し

て、 その逆行列ー÷(-: -i )にはどのような意味を見いだせようか。無理をして解釈すれ

ば、逆行列は、乗物券の枚数から大人・子供の人数を求めるための行列であると見ることもでき

る。この場合、行列の各成分は[人/枚]を単位とする量となる。しかし、このような量を考え

るのは、不自然である。

結局、高等学校の教科書には、行列や線型写像の概念を統一的に説明するための具体的イメー

ジが欠けているといえる。行列が、ベクトル空間からベクトル空間への線型写像の表現として用

いられるという点にも、まったく触れられていないのである。それでは、線型代数を文系の大学

生に指導する場合に、どのような導入方法が最適であるのだろうか。

以下では、既存のいくつかの線型代数指導用のテキストを検討する。大学レベルの教育におい

ては、高等学校以前の学習指導要領に棺当するものは存在しない。したがって、教育内容と水準

は、個々の大学教員に委ねられることになる。一口に線型代数指導用のテキストとはいっても、

これがまさにスタンダードとよべるものは現在のところない。膨大な数にのぼるテキストの中か

ら、今匝検討の対象とするのは、比較的優れた内容をもっと筆者が判断したものである。いずれ

も、 f文系大学生向けJをうたったテキストではないが、批判的検討をするに値する優れた内容

を含んだテキストである。
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検討においては、いかなる論理構造のもとにテキストの内容と教材が構成されているか、及び、

線型代数に関わる数学的概念をどのような原理によって説明しているかに着目する。その欝、さ

しあたって、行郊の積の定義とその意味を説明している部分を、特に詳しく検討することとした

い。これは、行列の積の定義γ隣しては、なぜI~ ~1I~ ~1=1~~1~: ~~1~~1のように定'-17<1¥..)....'''-， '''-C!.¥C dハrs!-¥Cp+dr cq+ds! 

義するのかは定義そのものを見ただけでは理解しにくく、必ず侍らかの説明が必要とされるから

である。テキス卜全体の構成の論理や数学的概念の説明原理が、行列の積の定義の部分に象徴的

に現れると考えられるのである。

第2節佐武一部 f鰻形代数jの検討

線型変換の定義とその合成変換の部分までに摂定して、佐武一郎『線形代数J6}の構成を克て

みよう。

第 1章 f2次行列の計算jでは、 f4個の実数を正方形に並べたものy}を2次の行持というと

説明し、さらに、 2次行列の和と積を形式的に定義している。積の定義については、「なぜ、この

ように定義するかは本著書を読み進まれるうちに自然に了解されると思う。ここでは…応この定義

を鵜呑みにして、このように定義された乗法がどんな性質をもつかを見ていくことにしようJ8}

と述べている。

第2意「一般の行列とペクト jりでは、第 1重量の内容を受けて、一般の行列とベクトルに関す

る演算を定義している。第 3章「ベクトル空間の概念Jでは、まず、 n次元数ベクトルのイメー

ジに頼りながら、ベクト jレの加法とスカラー乗法を定義する。その上で、ベクトル空間の公涯を

導入している。ベクトル空間については、次のように述べている。「一般にベクトル空跨を抽象

的に議論するときには、上の(V1.l )ー(V2.4 )を公理として、集会Vに二つの演算(加法とスカ

ラー乗法)が定義されていて、これらの条件が成立するとき、 Vを(抽象的)ベクトル空間(vector 

space)というのである。しかし本書では(入門書としての立場から) V = Rnとして議論を進

めることにするJ9}0 

第4章「線形写像の概念jでは、線型空手{象・線型変換(1次変換)を、抽象的に定義している。

そして、ベクト jレを原点のまわりに角。だけ回転させる写像が1つの 1次変換であることなど、

いくつかの倒を示している。 4.2節「線形写像と行列の対応jでは、線型写像と行列が対応す

ることを示し、さらに、線型写像の合成変換がふたたびある線型写像になることを証明している。

そして、「この定理により、行列の積は線形写像の合成に対応するように定義されていたことが

わかるj10)と、行列の積の定義の根拠を説明している。

ょに紹介した構成からもわかることであるが、このテキストの構成の論理は、佐武の次の言葉

によく現れているように思う。「高校においては、ベクトルは有向線分(矢線)によって定まる

もの、または長さと方向をもっ震として定義された。しかしその本質は上に述べたベクトル演算

ができるというところにある。この性質は個々のベクトルの性質ではなく、ベクトル全体の集合、

すなわちベクトル空間の性質である。したがって数学的にベクトル空間を定義することはできる

が、(抽象的)ベクト jレというものを定義することはできない。通常ベクトルというのは単にベ

クトル空間の元のことに他ならない。ベクトルに関して幾伺学的なイメージをもつことはもちろ

ん大切であるが、線形代数を学ぼうとするときには、“矢線ベクトル"というような(中途半端な)

概念にこだわらず、抽象代数的な推論に慣れるようにすることが大切であるj11)。
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すなわち、佐武は、ベクトルを、数学的に定義されたベクトル空間の元としてとらえることの

重要性を説いているのである。そして、“矢線ベクトル"という幾何学的イメージは「もちろん

大切jであるが、その概念は「中途半端jであるとしている12)。ここには、数学者である佐武

の数学観・数学教育観が現れている。数学の研究対象として必要なものは、異{本物あるいは具体

的最から離れた、一般的・抽象的な数や量の概念であるという思想を、読みとることができる。

この思想自体は、数学の本質を述べたものであり、誤ったものではないといえる。そして、数学

をそのように本来的な姿でとらえるからこそ、その教育においても、例えば、「矢線ベクトルJ
のような、数学的に定義できない概念を用いることを避けようとするのであろう。佐竹は、具体

物や具体的最との関わりをもたない公理的に構成された数学の世界から、数学教育の世界をも眺

めているといえる。

しかし、公理的に構成された数学を、そのまま教えることはできないということは、もはや数

学教育者の捕では常識である。数学の公理的な体系と教育内容としての数学の体系は、必ずしも

一致するわけではないのである。たとえば、現在、小学校 1年生の算数の教科警では、霊まからの

抽象として自然数が導入されるのである。そこでの自然数とは、決して、ペアノの公務流の「あ

る数の 1後者JJなどではない。

もっとも、佐武が、公理的体系をそのままの形でテキストにしたわけではないこともまた明白

である。公理的な頗序体系に従うならば、第 1重量のタイトルを「ベクトル空関Jとして、ベクト

ル空簡を抽象的に定義する構成をとったであろう。そして、第 2章で、 fベクト jレ空関からベク

トル空間への写像で、以下の条件を満たすものを線型写像というJのように、条件を提示した上

で線型写像を定義するであろう。しかし、先に見たように、佐武の f線形代数jは、そのような

構成をとってはいない。第u者で 2次行列を、第 2章でより一般的な行列の演算を扱っている。

また、第 3~震でも、一般のベクトル空間ではなく、 n 次元数ベクト jレ空部の概念を中心にして説

明を進めている。第4撃で線型写像の定義をする際に、その意味がわかりやすくなるように、第

3章までに濁flJな準備がなされているといえる。ここに著者一流の工夫がある。

そもそも、このテキストのように、行列の積は線型変換の合成に対応するように定められてい

る、ということに言及することは、決して普通のことではない。行列の積を形式的に定義した後

で、その意味を説明するようなテキストは、まだまだ少数派である。高等学校の学習指導要領か

らも、 r1次変換jが消えて「行列Jだけが残っているのが現状である。そうしたなか、行列を

変換と、そして、行列の積を合成変換と対応させて説明するというさきたり前のことが、当たり前

のこととしてなされている点は、大変貴重である。

しかし、やはり、なぜそのようにするのかがわかりょうもない行列の穣の定義が先にきて、何

真も後になってからその意味が解説されるという頼序は、公務的構成を重視して学習者の認識過

寝を軽視しているといえるのではないだろうか。行列の積という新しい概念が定義されるのなら、

なぜそのように定義するのが妥当であるかを知りたくなるのが当然の心理であろう。積の定義を

黙って受け入れられる学習者がいるとすれば、そこには 2通りのタイプがあると考えられる。第

一は、穣の計算問題ができさえすればその意味はわからなくてもよいと考える学習者、計算でき

ることが数学をわかったことであると考える学習者である。そして、第二は、公理体系を学習し

終わった後にはその高みから、数学的に美しい世界を挑めることができる、ということをすでに

知っている学習者である。現時点では無味乾燥な積の定義も、やがてその合理性が明らかになる

時を楽しみにしているといってよい。だが、前者のような学習者にその考えを改めてもらうこと
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こそが、数学教育の目標の 1つとなり得る。また、教育の対象を文系大学生とした場合、後者の

ような高度な学習者はほとんどいないと考えてよい。したがって、行列の穣の定義に関しては、

必然的にそのような定義が要求される場樹、すなわち線型変換の合成変換の場面で導入すること

が求められる。

第3節輝雄正彦 f線型代数入門iの検討

佐武…郎 f線形代数jと同様に、線型変換の定義とその合成変換の部分までに限定して、粛藤

正彦『線型代数入門j13)を検討してゆく。

第 l章は、「王子商および空間のベクれりとなっている。ここで扱われるベクトルとは、幾何

学的ベクトルのことである。「王子踊または空間におけるベクトJむとは、方向と長さとを合せた概

念であるJ14)と書かれている。また、まえがきには、この章の目的に関わって、「初学者は、こ

の章によってベクトルや行列の幾何学的イメージを得ることが望ましいj1S)とある。

第 1章「平面および空間のベクト jレjのなかで、特に注践しておきたいのは、第 3節 f平面の

屈転と行列。線型変換Jである。ここでは、まず、平面上における、原点を中心とする角 αの由

転の表現行列を導いている o さらに、回転の合成変換の結果と、三三角関数の加法定理とを用いる

ことによって、 2X 2行列悶土の積を定義している。呉体的には、角 αの回転と角戸の回転の合

成が、

(;:)=(;zf ュrf)((;rJ ユ~~:)( ~)} (1) 

であり、一方、当然、

(xmis(α 吋) -s加 (α リ))(~ ymh(sm(a十戸) 似け戸/)(~ ) (2) 

であることから、調者を見比べて、角戸の囲転の表現行列と角 αの回転の表現行列の積を、

(;rf xN)(;ZJ IU)出 (;rJJffJ三宮((Jff)))
と定義している。そして、「この掛算の規制は、三角商数の加法定理により、{中略]行列BAの

よから i番目(i= 1，2 )、左から主番呂 (k= 1，2)の成分は、行71JBの上から i番目の行を左

からかぞえ、行列Aの左から註番目の列をよからかぞえ、対応する成分を掛けて、それらを加

え合せたものであるj16)と述べている。この説明により、回転の表現行列同士の績の定義をもと

にして、一般の 2X 2行列同士の積へと、定義を拡張したことになっているのである。この後に

は、 v2 (平面のベクトル全体の集合)の線型変換を定義し、線型変換の合成変換がまたある線

型変換になること、線型変換と行列が対応していることが述べられている。

第 2主義「行列Jと第 3掌「行列式」では、行列および行列式に関する比較的形式的な理論およ

び1次方程式の解法が解説される。第 2章では、より…般の形の行列の積を、第 1章の 2X 2行

列の場合と両様に定義している。ここでは、行列の穣が定義される条件について触れられてはい

るが、合成写像との関わりについては欝かれていない17)。第2章第 3節 f行列と線型写像jでは、

f第 1章で扱った行列と線型変換との対応を、もっと一般的な状況のもとで考えようj18)と述べ

ている。そして、列ベクトルの集合から邦ベクト Jレの集会への写像を考えて、線型写像の概念を

定義している。また、行列の積と線型写像の合成写像の関係についても、「もともと、行列の掛

算は、こうなるように[合成写像に対応するように一一引用者]定義したのであったj19)と書



文系大学生を対象とする線裂代数の教育内容構成論 161 

かれている。

第4章「線型空間Jでは、公理によって定義される線型空間の理論が展開されている。著者が、

「第 4章は、線型代数の本質を理解するためには欠くことができないと思うJ20)と述べていると

おり、ここでは、第 l章にはたびたび見られる図がほとんどなくなっている。幾何学的イメージ

に頼らず、あくまでも公理的構成になっているといえる。

以上が、粛藤の『線型代数入内jの概要である。さて、このテキストに検討を加えてみよう。

まず、第 1意から幾何学的ベクトルの概念を積極的に用いており、例は回転だけであり少ないが、

実際にその表現行列を用いてベクトルの変換を行っている点は評価できるだろう o r数を縦横に

いくつかならべたものJが行列の本質には違いないが、その役割を考えた場合、線型写像の概意

に触れざるをえない。幾何学的ベクトルの変換を行うことが、行列の導入にとって有効に機能し

ている。

ただし、三角際数の加法定理を用いた行列の積の導入は、開題点を有しているといわざるを得

ない。そして、それは、「文系大学生がすでに忘れているであろう三角関数の加法定理を、既知

の事項とすることはできないjという点ではない。そもそも、加法定理自体が回転の合成変換の

結果として得られるものであり、粛藤の説明には論理の逆転が見られるというところが問題点な

のである。回転の合成変換を表現する(1)と(2)の同等性iこ着呂して、回転の表現行列の穣を定義す

るところまではよいが、加法定理に基づき、それに整合するように、 2X 2符列一般の積を定義

している点は、完全に論理性を欠いている。ただし、行列の積を、回転の合成という幾何学的イ

メージと関連させながら指導するという論理そのものは、誤ってはいないだろう。改善すべきは、

関連のさせ方である。

また、第 1章では 2X2行列、第 2章ではより一般の mXn行列を扱い、第 4章で公理的構

成を示している。数学教育における「一般Jと「特殊jの頼序の問題は確定した答えを未だもっ

ておらず、どちらを先に教えるべきかは、授業実践の結果からしか決められない21)。行列の場

合には、おそらく、 m Xn行列を最初から導入するよりは、 2X 2行列から入って次第に拡張

する方がよいと考えられる。したがって、このテキストのように、徐々に一般性のある方向へと

論理を展開している点はよいといえるだろう。

しかし、特殊から一般への流れをするならば、なぜ、 2X2行列のさらに前に 1X 1行列、す

なわち、 1次元ベクト1レを扱わないのであろうか。確かに、 2次元以上にならなければ行列を扱っ

ている感じにはなりにくいが、 1次元ベクトルの集合も線型空間をなすことから考えると、線型

代数の教育内容となり得る。したがって、 l次元ベクトル空間から 1次元ベクトル空間への線型

写像である、正比例関数を扱った方がよい。この点については、次章に節を設けて、改めて論じ

る。

第4鱒石井伸郎ほか f新しい複点からの線形代数』の検討

石井伸郎ほか f新しい視点からの線形代数J22)のタイトルにある「新しい視点Jが必要になっ

た背景の Iっとして、著者らは、「高等学校での数学のカリキュラムの変更に伴い、大学の線形

代数に対する予備知識の内容が変わjったことをあげている23)。そのためか、第 1章「平面・

空間のベクトル、 1次変換jでは、前学習指導要領時代の f代数・幾何Jに含まれていた内容で

ある、平面や空間のベクト jレ方程式や平閣の l次変換が丁寧に解説されている。

第 2重量は、「数ベクト jレと行列jと題し、数ベクトル空間の定義と性質を解説している。この
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なかで、ベクトルや持列の演算が定義されてゆくわけであるが、性闘している行列の積に関して

見てみよう o 積の定義の場関は実に味気ない。型通りに定義が警かれており、「行列の積 ABは

Aの列の数と Bの行の数が一致するときのみ定義されるJ24)と注意されているのみである。しか

し、その後の説明は面白い。和の場合と同じような成分どうしの積を作らない理由について、次

のように書いている。「数学とは本来自由なものであるから、そのように行列の積を定義して線

形代数の理論を構築するのも悪くはない。ところがこの方法だと型が等しい行列どうしでしか積

は定義されないし、実は長年の数学の麗史が物語るように、『成分どうしの積』によって行列の

積を定義しても線形代数のためには少なくともあまり役に立たない。先ほど定義した一見ややこ

しそうな定義の方がはるかに役に立つのである。その理由は 2.4節で述べることにしようJ2S)。

その 2.4第「数ベクトル空関の間の 1次写像Jを見ると、 1次写像と行列が対応していること

が証明された後に、 1次写像の合成写像の結采を代数的に求めて、次のように結論している。 f2. 

2節で定義した一見ややこしそうな行列 AとBとの積は、実は A.Bを1次写像と見たときに、

積がちょうど合成写像にあたるようにうまく定義したのであったJ26)。

第 3章は f行列の基本変形と連立 1次方程式j、第 4準は「行列式Jとなっている。第 5章「ベ

クトル空間と 1次写像jでは、第 2主義で、扱った数ベクトル空障の概念を拡張して、改めて一般の

ベクトル虫聞を定義し、その例をいくつか示している。また、線型写像もこの霊堂で定義されてい

る。第6意 fl次写像と行列jでも、数ベクトル空間の間の線型写像を発展させて、一般の線型

写像の表現行列を定義している。そして、線型写像の合成主主像が、表現行列の積に対応している

ことも証明されている。

さて、検討に移ろう。著者らは、「まえがきjに、次のように書いている。「最初のうちはなる

べく抽象的で理論的な話は避け、具体的に計算ができ、ある意味ではただちにイメージの湧く話

題を取り上げ、後で出てくる抽象的概念に自然と親しむことができるように寒いていますJ27)。

その結果、幾何学的ベクト jレの4メージを大切にしながら、数ベクトルや行列の定義に結びつけ、

最後に公程的構成によるベクトル空間へと移行するという展開になっている。全体的に見ると、

藤藤正彦の f線型代数入門jと似通っているといえる。

しかし、行列の積の定義とその説明では、両者のテキストは違いを見せている。石井ほかの『新

しい視点からの線形代数jでは、あくまで形式的に穣を定義し、その後で合成変換との対応につ

いて述べて積の意味づけをしている。この点については、佐武一郎の f線形代数jと同様である。

対して、粛藤の?線型代数入門iでは、三角関数の加法定理に基づいて、回転の表現行列の積を

定義し、それに整合するように、…般の 2X 2行列同士の積の定義に拡張していた。この方法の

開題点については、前節で述べた。 f線型代数入門jのこの問題点を克服するための素材が、 f新

しい視点からの線形代数jのなかに、練習問題としてある。

原点Oを中心とした角度αの回転移動を f、同じく角度Fの匝転移動を gとする。このと

き写像gofは角度α十 Fの回転移動になることと、…方、 f= TA• g口 TBのとき、 gof=

TBAとなることを用いて、三角関数の加法定理

sin (α 十戸)口 sina cos s + cos αsins. cos (α +s)=cosa∞ss -sinαsins 

を示せ28)。

この練習簡題の狼いは、回転の合成変換を通して、三角関数の加法定理を導き出すことである。

忘れているか、あるいは意味もわからず暗記している加法定理に幾何学的意味を与えるとともに、

行列の積の定義の根拠をも明らかにするといえる。佐武一郎『線形代数jの検討の擦にも述べた
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ように、行列の積を形式的に定義することには賛同できない。しかし、一般の合成写像に基づい

て行列の積を定義した後、その意味づけをさらに確実なものとするため、この練習陪題を、実際

の授業における重要な構成要業として位置づけたい。

第2章線製代数の教育内容構成の論理

高官主主でのテキストの検討を通して、線型代数指導の教育内容構成の涼理として、次のことが浮

かび上がってきた。すなわち、公理的体系である線型代数を、定義と定理の羅列で教えるのでは

なく、それらの定義や定理に対して何らかの意味を与えるような場国設定が必要である、という

ことである。そして、そういった場屈としては、対象が幾向学的ベクト jレか数ベクトルかは議論

の余地があるものの、線型変換を実際に行ってみて、その像を求めることがふさわしいであろう

ということも見えてきた。

本章では、線型代数の教育内容構成の論理を明らかにするために、さらに議論を進めていきた

い。以下、第 1節で、ベクトルや行列と線型代数学の発展の歴史にふれ、第 2節で、正比例関数

から多変数関数の微積分にいたるカリキュラムである、「森ダイヤグラムjについて検討を加え

ておく。そして、第 3節で、幾何学における変換群論の線型代数指導における役割について述べ

ながら、線型代数の導入指導過程に関する提案を行いたい。さらに、第4節で、文系大学生に対

する線型代数指導において必要な教育内容について述べる。

第1鮪離型代数の発躍史

今日の代数学が、連立 1次方程式の解法の探究から大いに発展したということは、紛れもない

事実である。その帰結として、連立 1次方程式の解を導く方法は、今日の線型代数学のテキス卜

のほとんどに登場している。そのため、テキストでは、線型代数学の、方程式の解を導くための

抽象的方法としての側面が強調されやすくなり、見た目としても、具体的意味をもたない定義と

形式的な演算規則が並べられることになる。

しかし、線型代数の発展の膝史を紐解くと、必ずしも抽象的議論のみによって理論体系が作り

上げられたわけではないことがわかる。その発展過程には、常に幾何学が横たわっており、幾何

学的概念との接近とそれからの独立を繰り返しながら、今日の線型代数の体系が形成されてきた

とみてよい。

そのO1Jとして、まず、擾素数の幾何学的表示の試みがあげられる。複素数は17世紀イタリアの

代数学者たちの手によるものであるが、「その性格は1800年ごろまで神秘的なものにとどまって

いたJ29)といわれている。しかし、しだいに、複素数に対して、その幾伺学的モデルを見つける

様々な努力がなされた30)。これは、「ある数学的対象の存在を幾何学的方法で表わし、幾何学的

解釈が可能となったとき、それを数学的実在とみるjという、 fギ、リシア時代以来の伝統J31)に

従うかたちでなされた。 18世組末から 19世紀にかけての、ウェッセル (Wesse~ c. )、アルガン

(Ar酔nd，J. R. )、そしてガウス(Gauss， C. F. )の仕事がこれに棺当する。彼らの仕事によっ

て、複素数は、幾何学的解釈を得て、「数学的実夜jとなった。

これらの試みは、同時に、実数の体系に新しい概念を加えて、実数を拡張した新たな数の体系

を構築しようとしたものでもあった。したがって、この複素数には、幾何学的実在である点と対

応が可能になることだけではなく、実数と向じようにいくつかの演算法則を満たすことが求めら

れた。この過程で、今日の可換律や分配律、結合律が使われるようになったのである。また、複
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素数 Z=X+ 刊の「実音~J Re (z)= Xや、 f絶対値JI z I口〉五玄王?などの用語が、ワイエ

ルシュトラス(Weierstrass， K. )によって用いられるようになった32)。

こうした流れのゆで、複素数を実数の!煩序対とした形式的代数を導入したのが、代数学の基礎

を築いたとされるハミルトン(Hamilton， W. )である。ハミルトンは、今日の複素数体系にお

ける演算法則とまったく変わらないものを、すでにこの時期に提示している。複素数の積につい

ても、 (a，b)(a，s)=(aα-bs， aβ+b α)とし、回転を伴う演算と解釈している。このよ

うな定式化の背景には、上述の、ウェッセルやアルガン、ガウスらによる、複素数の幾伺学的解

釈が存症していたのである33)。

複素数がその幾何学的解釈を得るとともに、演算法離の定式化がなされたことは、ベクトル概

念の導入につながってゆく。ベクトルの概念そのものは、カや速度を表現するものとして、すで

に力学の世界では用いられていたが、それが代数学に応用されることはなかった。一般的なベク

トルの概念が確立するためには、複素数の加法が考えられるようになるまでの時間を饗したので

ある。さらに、 2次元のベクトルが3次元以上に拡張されるには、ケーリー(Cayley， A. )の登

場を待たねばならなかった。

先述の通り、当時の数学界では、「ギリシア時代以来の伝統j通りに、 f数学的対象は知覚しう

る世界での解釈を持たねばらならない」と考えられていた。しかし、ケーリーは、 rn次元空間

のベクトルとは単に n個の笑数または複素数の系(Xh ... ， Xn )にすぎないjとして、ベクトルを

n次元に拡張したのである34)。幾何学者としてのケーリーは、連立 1次方桂式の解を求めること

から発展した行列式の理論を用いながら、 n次元空間の解析幾何学を創業していった。その一方

で、代数学者としてのケーリーは、 f行列をはじめて研究した数学者の 1人J35)といわれ、行列

を用いた線型変換の理論を発展させて、行列とその演算に関する代数学を発表している。もっと

も、線型変換自体は、ラグランジュやガウスの仕事の中にもすでに見られており、ガウスは、変

換の合成から行列の積を得ている。結局、多次元に拡張されたベクトル概念の確立のためには、

平面における幾向学的ベクト jレや、変換の概念が必要であったといえる。

以下に、線型代数の発展史を概観したことを通して得られた、この節のまとめを述べておこう。

公理的立場からいえば、ベクトルはベクト jレ空間の元という抽象的存在である。しかし、これま

でに見てきたように、多くの偉大な数学者たちでさえ、そのような見解に達するまでには相当の

時間と労力を費やしている。人類の認識のなかに、初めから抽象的な代数学の世界があったわけ

ではない。幾何学的ベクトルを中心とした幾何学的概念や変換の概念が、代数学の成立・発展に

大きく関わっていたといえる。

小学校以来、われわれは、最に基づきながら、自然数から実数にいたるまでの、数の概念を獲

得してきた。確かに、重量の概念そのもの、またそれと数との関わりも、自明のことではない。量

とはいいながら、それが具体物と未分化であったり、時には、線分や面積といった幾師学的概念

とほとんど詞義諮として用いられる場合もある。しかしながら、そのように量概急自体の不確定

さはありながらも、 f震にもとづく数学教育jは成果を上げてきた。今、文系大学生に対する線

型代数指導を考える際、数指導における量概念に棺当するような、線型代数に対応する具体的イ

メージが必要とされるのではないか。そして、それは、上に見てきた線型代数の発展史からも明

らかなように、幾何学的概念より他にない。そこで、幾何学的概念、とりわけ圏形の変換にもと

づく線型代数指導を考えてみよう。このことは、第一に、演算の定義された幾何学的ベクトルの

集合がすでにベクトル空関をなしているという理由から、積極的に支持される。第二に、数学教
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育のあらゆる場面に幾何学的概念が登場し、また、それが有効に機能している多くの教育実践例

が存在していることから後押しされるであろう。

したがって、図形の変換に基づく線型代数指導という考え方は、ごく自然な発想である。にも

かかわらず、行列はあるが変換はなくなってしまった現行の高等学校の教科書からも明らかなよ

うに、線型代数指導の構成の論理としてはまだまだ位置づいているとはいえない。これからは、

幾何学的ベクトルをはじめとする、代数学の成立を助けた諸概念を、その指導の擦にも取り入れ

ることが必要となるだろう。もちろん、公理的構成の代数学を学んだ後に、その応用あるいは意

味づけとして、というのではない。ある概念を定義する、まさにその場面で取り入れるのが自然

である。この主張は、数学教育の研究者や教師にとってはほとんど自明であり、それほど新鮮さ

はないかもしれない。しかし、大学生用の線型代数のテキストを見る隈りでは、このような主張

をしておくことにも意味があるといえるだろう。

第2節正比例の発麗としての線盤代数

「線型代数学は、数学のもっとも古い分野の一つでありながら、またもっとも新しいものの一

つに数えられる。すなわち、まず数学の始原のところに、ただ一回の乗除で解かれる問題、つま

りf(x)=axのような関数の舗の算出とか、方糧式ax= bの解法とかの、問題がある。それが

繰型代数学の典型的な問題で、これを扱うのに、いやこれを正しく提起するのにも、{綿型的に

考察する〉ことなしには、すまされないj36)。プルパキの f数学史j のなかのこの記述は、線型

写像のうちで最も基礎的である正比例を扱う際にも、その線型性を薫要視しなければならないこ

とを述べている。

森毅は、 1968年に、今日まで「森ダイヤグラムjとよばれている、「小学校から大学教養まで

の数学教育の一つの骨格jを提示している37)。この中身について、森は、 1980年の著書38)にお

いて、より詳しく述べている。それによると、森は、小学校で学ぶ自然数から小数や分数、そし

てその加減乗除の結節点として、象徴的には正比例がある、と述べている。そして、中学校数学

の出発点としての意味を荷なっている正比例 Y=aXが、「非同次 1次関数から 2次関数へと進

む方向は微積分の方向であり、 2変数 1次関数や、それと関連して 2元 l次方程式や直線の式表

現を扱うのは線型代数の方向であるj39)としている。すなわち、「正比例を中等教育の礎石とすえ、

2つの志向性を持つことが中学数学j40)なのである。このような考えに立っと、 f高校での柱と

して、微積分と線型代数といった考えもなりたつj41)。さらに、 f微積分(1変数)と線型代数

とを、完成すること、統合しながら多変数へ発展させることj42)が、大学での悶擦として設定さ

れると述べている。

以上をまとめると、次のようになるであろう。小学校で学ぷ正比例を中等教育での礎石にすえ、

そこから、 2つの志向性をもちながら数学教育を進める。その志向性の 1方向は、中学校での非

同次 1次関数から 2次関数へと進み、高校で、の微積分へと発展させるというものである。もう一

方は、中学校での 2変数 1次関数や 2先 1次方程式、直線の式表現から、高校での線型代数へと

進む道である。そして、微積分と線型代数という高等学校での 2本の柱を完成させながら、両者

を統合させてゆくのが、大学での呂標となる。

ところで、森がこのダイヤグラムを提起してから30年の歳月が流れた今日、この「理念的カリ

キュラムj43)が、どの程度実践的カリキュラムに変わっているのかを見てみよう。北海道大学教

育学部の数学教育研究グループには、内包輩、正比例、 l次関数と 2次関数、 2次関数と微積分
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の授業プランがある44)。作成者らがどの程度意識していたかは剖として、これらの一連の授業

プランは、森ダイヤグラムにおける、正比例から微積分へと至る流れに含まれると考えられる。

しかし、正比併を起点として線型代数へと至る流れについてはどうであろうか。微積分の方向と

比較して、授業プログラムの開発に関する研究は、あまり進んでいないといえる45)。大学生向

けの線型代数のテキストを見ても、正比例のもつ線型性から説き起こしたものは、筆者の講べた

罷りではほとんどない。線型写像の定義をした後に、正比例興数が線型写像の lつであることを

説明しているテキストは、いくつかある46)。しかし、文系大学生にとっては、抽象的な線型写

像の定義へいたる過程にこそ大きな困難があると考えられる。正比例の線型性を確認してから、

I x'詰蹴十 by
より一般的な線型写像の典型例として、{ へと進む方がより自然である。

1 y'=cx+dy 

すでに述べてきたように、線型写像の理解には幾向学的イメージが欠かせない。したがって、

上の式で与えられる線型写像は、抽象的なものとしてではなく、平面上の点変換として理解され

るようにしたい。このように考えると、正比例の線型性を確認する段階における、必要な教育内

容が見えてくる。正比例の点変換としての側面、すなわち、 l次元における中心拡大の概念の理

解が重要になってくるといえる。この点を、教育内容として位置づける必要がある。正比例関数

の比例定数が変換のパラメータとして機能する、という点に触れておくことは、重要である。さ

らにいえば、実際に行われる線型代数の授業のなかでは、いずれ、行列の積の定義の根拠になっ

ている、変換の合成を扱わなければならない。そこで、 l次元の中心拡大のなかで、合成変換の

概念とその求め方に慣れておくことは有効であろう。例えば、 μを実数として、原点Oに関す

るμ倍の中心拡大を M(u;μ)とすれば、その合成変換 M(u;μ!2)0 M (u;μd=M(u; 

仰い M(u;f1.2)は、 M(u;角的)に等しい。この事実から、中学校 1年生の学習内容である

正の数・負の数の積の演算法制に対して、幾何学的意味づけを与えることもでき、大学生に対す

る面白い教育内容になる。

第3節幾何学における群論的考察の意義

線型代数指導の導入として、正比例と、その幾何学的イメージである l次元における中心拡大

を扱うことを、前節の終わりに述べた。本節では、その次の段培、すなわち、より一般の線型写

I x' =部十 by
像の典型例である{ へと進んだ場合に、いかなる幾何学的イメージを必要とする

I y' = cx十 dy

かを検討してゆく。

本稿の立場では、線型代数の幾何学的イメージを、ユークリッド空間上のアファイン変換であ

るととらえる。厳密には、 1次変換であるというべきかもしれない。しかし、アファイン変換も

原点の取り方を変えれば 1次変換と同一視できるので、アファイン変換であるとしても問題はな

い47)。したがって、実際に行われる授業では、アファイン変換を行いながら線型代数の理論の

豊かな理解を目指すことになる。このことは、同時に、アファイン変換群による不変性を、行列

と線型代数を用いながら明らかにするという、幾何教育の一環であると考えることもできる。い

ずれにしても、線型代数学と幾侭学の世界を行きつ庚りつしながら、双方を眺めることになるの

である。

線型代数学と幾何学の垣根を取り払おうとする立場から、幾河学と幾何教育に関する考察を今

少し進めておきたい。クライン(阻ein，F. )が述べているように、幾鰐学は変換による不変性
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を探究する学問である。そして、不変性は、変換群に対応して存在している48)。さらに、クラ

インは、ある変換群に含まれる要素を制眼して、それらの制娘された要素からなる変換群の下で

不変な性質を研究することにも言及している49)。それは、変換群の部分群による不変性を研究

せよということである。

変換群に部分群が存症することは、変換による不変性という観点から図形の諸性質が分類され、

また、それらの相互関連が明らかになるということである。例えば、アファイン変換群には、い

くつかの部分群が存在する。そのもっとも主要な部分群であるというべき相似変換群は、線分の

内分比の保存というアファイン変換群の性質を保ちつつ、形の不変性という椙似変換群に閏有の

性質をもつものとして分類される。さらに、合同変換群は、相似変換群の部分群になっており、

変換による大きさの不変性という性質を有している。このようなクラインの主張にならい、とり

あえずユークリッド王子面上に限定して、「変換群の部分群による不変性jを知ることを、教育内

容の 1つとして位置づけたい。

変換群の部分群に箸呂することには、次のようなメリットがある。すなわち、教育内容提示の

願序構造をどうするかという諜題に対して、群論という数学的論理構造の立場から、示唆を得る

ことができるということである則。変換群は、数学的側面から見れば変換の合成という演算に

関して閉じた集会であり、その集合の性質を調べることは、ひとまとまりの教育内蓉となり得る。

ある変換群の性質についてくまなく調べ尽くしたとき、学習者は、その変換群について「すべて

わかったjと感じることができる。この感覚は、非常に大切で、あると思われる。 fすべてわかったj

と感じて初めて、その変換群より広い新たな変換群のつくる世界への興味が湧いてくるであろう。

さて、それではどの変換群を最初の教育内容とするかについて述べておこう。もっとも単純な

変換群は、恒等変換だけからなる群である。狭い方から広い方へという原則を立てるならば、こ

の群から教えることになるだろう。しかし、「動かさないjということは、むしろ、「動かすjこ

との否定としてこそよりよく理解されると思われる。どの点も動かさないから恒等変換の概念は

鯖単である、ということにはならないので、ある。

そこで、次に、併進群を考えてみる。合同変換を構成する 3つの要素で、ある併進、回転、鏡棋

のうちで、「ずらすJという言葉で特徴づけられる併進が、もっとも認識しやすいのではないだ

ろうか則。そう考えると、指導の際には併進群から入るというのも 1つの方法であろう。しかし、

併進群は、単純すぎるせいか、そこからの発躍に乏しいともいえる o さらに、併進は、原点を旗

点に移さないため、線型性の条件を満たさない変換である。したがって、併進群は、線型変換の

学習の応用・発展として学習されるのが適当であり、そのなかで、原点の取り方によらない、変

換による不変性の発見が求められる教材であるといえる。教育内容の順序構成をこのようにする

ことは、現在教えられている、小学校で y=axを、中学校で y=ax+bをという)1臨序に照応し

ている。また、併進の指導には、それを表現する行列の次元が上がるという国難な点も存在する。

ユークリッド平面における併進を考えた場合、ベクト jレ(a， b)による併進(x，y)→(x'， y') 

は、表現行列を用いると

(引 (~~i)(r)y' 1=1 0 1 b II y 
11 ¥0011¥1 

と表される。 2次元ユークリッド空間における変換でも、 3次正方行列が必要になるのである。

もっとも、 3次正方行列を用いずに、
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(子)=(6 ~)(~)+(b) 
のように表す方法もあり、どちらが便利かは、どういった潤題を扱っているかによって変わって

くるであろう。ただし、合成変換を求めるときなど、群論的な考察が必要になる場合は、 3次正

方行列を用いる前者の方法が一般的であるといえる。しかし、初学者にとって、平童話上の変換で

3次正方行列を必要とすることは、やや難しいのではないかと患われる。以上のことから、併進

群を導入部分で扱うことは適切ではない。

それでは、三角形の向きを変える、鏡換はどうであろうか。あるただ 1つの鏡映と恒等変換と

の集会は群になる(鏡映の逆変換は自分自身である)が、この事実を確認するのは簡単すぎて、

導入部分の教育内容として部自妹に欠ける。

そこで、回転に注目して、中心をある点に闘定したすべての回転からなる群を、教育内容とし

て取り上げたい。この内容は、扱い方には違いがあったものの、第 l章で検討したテキストの中

にも現れていた。中心を盟定した盟転の集会における変換の合成が、変換の11顕序によらず、同じ

点を中心として、それぞれの盟転角の和を新たな型転角とする Iつの回転になる52)ということ

は、文系大学生には自明であろう。この認識に頼りつつ、正弦・余弦の加法定理を導くとともに、

群成立の条件である据等変換と逆変換を学習する。このことによって、中心を圏定した国転群の

性質が尽くされる。

第4節線型代数指導の盟遺菌様点

線型代数のテキストで、線型空間や線型写像の定義を書いていないものはないといえる。しか

し、それ以外の部分については、テキストの践的や想定する読者層、あるいlま、著者の好みによっ

て変わってくるo また、同じ内容であっても、扱いに軽重の差が出る。よく扱われるのは、行列

式論、連立 1次方程式の解法、盟有値・国有ベクト jレ、行列の対角化、ジヨルダン標準型、線型

微分方程式などである。

高官節までに述べてきた、幾何学的概念と関連づけられながら進められる、中心を固定した回転

群の学習によって、変換とその表現行列、合成変換、行列の穣の意味など、線型代数の理解に必

要な基本的道具が揃う。もちろん、それらの背後に横たわる集合や写像に関わる概念も、ある程

度まで獲得されていることが期待される。それだけの道具を得た上で次に何を学智するのかとい

う問題は、文系大学生への線君主代数指導の到達悶標点をどこにおくかという問題に関わってくる。

本稿の「はじめにjで述べた線型代数指導の目的から見て、さらにどのような内容を展潤するこ

とが考えられるか、以下に検討していこう。

(1) 盟有値・固有ベクト jレ

森毅の主張する、正比例からの発展としての線型代数の教湾内容という場合に、固有値・固有

ベクト jレの問題を外すことはできない。数学的には、行列 Aとベクト jレxに対して、Ax=Ax 
となる Aを毘有艦、 xを固有ベクトJレとよぷ。その定義を述べることは簡単であるが、大切なの

は、そのようなものを考える意味を説明することである。

未知のものを既知のものの近似としてとらえることは、われわれの認識において、一般的に行

われていることである。数学教育の場面においては、OlJえば、微分があげられる。微分は、曲線

の線型近~である。間有値・間有ベクト jレの考え方は、これに類した近似であると考えられる。

与えられた線型変換によって図形がどのように変換されるかは、一般的にいって、われわれにとっ
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て認識しやすいものではない。そこで、線型変換に不動車線を見いだし、変換の様子を 1つまた

は2つの正比例によってとらえようとするのである。ここに、国有値・固有ベクトルの意義があ

る。すなわち、毘有備を f比例定数のベクトル版J53)と見ることによって、線型変換を正比例に

還元して理解することが可能になるのである。圏有値・国有ベクトルについては、 2次元に限定

すれば、幾何学的イメージに頼りながらの展開ができると患われる。

(2) 線型代数の方法による幾何教育

線型代数の方法を用いて、小学校・中学校で学ぶ相似変換群の内容を再構成することができる。

前節で、線型代数の導入として、中心を臨定した自転群を扱うことを述べた。この群からの発展

として、中心を菌定しない回転の集合そ考えよう。中心の巽なる 2つの回転を合成する場合、一

方の中心を原点にとっても一般性を失わない。その上で、他方の点を中心とする回転を考える際

に、併進とその表現行列としての 3次正方行列を導入することになる。ここから、中心の異なる

2つの回転の合成が回転あるいは併進になる54)ことを導き、この時点で正格合同変換群55)が完

成する。さらに、合同変換群を考えるためには、鏡映が必要になる。原点を通る直線に関する鏡

映の表現行列は、前学習指導要領の時代には、扱っていた教科著書もあった内容である。鏡映の合

成は、それらの軸が王子行であるか吾かによって、併進あるいは毘転になる56)。これらの事実を

線型代数の方法によって確認することは、抽象的である線型代数の幾向学的応用を示すことに他

ならない。そして、同時に、幾伺教育そのものであると考えてもよい。線型代数の方法を通して、

より広い幾何学の世界と、その研究方法の一端を提示することにもなるのである。

(3) 連立I次方樫式の解法

これまで、幾開学的イメージと密接に関わりをもった線型代数指導の方法について述べてきた。

しかし、徐々に幾何学的イメージと離れてゆき、抽象的代数操作の段階に入ることもまた必要で、

ある。線型代数の幡広い応用性は、その抽象性によって支えられているのである。

抽象的代数操作の段醸の学習内容として、やはり、連立 1次方程式の解法に関する部分を欠か

すことはできない。行列Aが逆行列 A-1をもっとき、連立 1次方程式Ax=bがx= A-1 bを解

にもつことの証明は簡単である。だが、実擦に A-1を計算して解を求められるのは、せいぜい、

Aが2次正方行列のときまでであろう57)0 Aの次数がそれ以上のときや、 Aが逆行列をもたな

いときのために、より一般的な解法が要求される。その解法が、クラメ lレの公式で、あり、あるい

は、ガウスの解法とよばれる掃き出し法である。

これらの解法を学ぶ科点は、誼接的iこは、連立 1次方程式が実際に解けるようになることであ

る。大学の専門課程、あるいはそれ以棒の生活において、何らかの現実的な課題から生成された

連立 l次方程式を解く必要が生じるかもしれない。それを解くことによって、課題そ解決するこ

とができる。特に、経済学や統計学に関わる学生にとっては、専門課程の前の基礎教育として、

重要である。しかし、そのような利点の他に、いくつかの副産物がある。その第一は、中学校で

連立 1次方程式の解法疫学ぶときに出てくる、加減法や代入法を再認識することができる点であ

る。患えば、中学校で出てくる連立 1次方程式のほとんどは、未知数が2つで式も 2つしかない

ものであった。未知数や式の数が増えた場合はどうするのかという疑問には答えてくれない。加

減法や代入法を拡張した掃き出し法を学ぶことにより、嬢問を解決するとともに、より広い数学

の世界を知ることができる。第ニには、第一にあげたこととも密接に関わるのであるが、数学に

おけるアルゴリズム58)の意味を学ぶことができるという点である。クラメ jレの方法にしても掃

き出し法にしても、手続きが定められており、有限聞の操作で終了する、連立 1次方程式の解法
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の1つである。このようなアルゴリズムをもつものは、プログラミングと結びつきやすいため、

コンピュータを活用した指導が可能となる。コンピュータ・フログラミングの基礎では、条件判

定、分i枝、繰り返しなどのアルゴリズムの言語化が指導内容になる。この場合、連立 1次方程式

の解法のプログラミング言語化は、ちょうどよい練習課題となり得る。情報処理系の科目との連

携をうまくはかつて、双方の授業が活性化されるようにしたい。

おわりに

文系大学生に対する数学教育の一環として、線型代数の教脊内容構成論を展開してきた。主張

の要点をまとめると、以下のようになる。

高等学校の教科書では、行列を、「表から数値だけを抜き出したものJと定義していた。しかし、

この定義では、線型写像を表現するものとしての行列という認識が形成されにくい。既存の線型

代数指導のテキストを検討した結果、数ベクトルか幾何学的ベクトルかの違いはあるにせよ、ベ

クトルの変換を実際に行うことが、線型代数の導入において有効に機能していることがわかった。

線型代数は抽象的な学問であると思われがちであり、それは一面では正しいのであるが、他方で

は、幾何学的概;念との密接な関わりを有しているといえる。そのことは、線型代数の発展の歴史

からも明らかである。ここから、自然に、岡形の変換に基づく線型代数指導ということが想起さ

れる。また、「森ダイヤグラムjの構想を基本的に支持し、正比伊j関数の発展として線型代数を

展開することを主張した。正比例の性費、とりわけ線型性を確認することが、線型代数指導の第

一歩となる。正比例は、幾拘学的には l次元の中心拡大で、あり、この範囲内で、比例定数が変換

のパラメータになることを確認し、また、合成変換までを扱っておきたい。次に、正比例の範罰

を離れて、より一般の線型写像の典型例として、 2次元の線型写像を扱う。ここでは、原点を中

心とする回転群の学習を通して、行列の積の意味を知るとともに、三角関数の加法定理を導く。

これらは、高等学校における教育内容を、再度、高い立場から見直す作業になっている。文系大

学生に対する線型代数指導の到達悶襟点を考えた場合に、欠かせない教育内容としては、第一に、

臨有鑑・酉有ベクトルの概念がある。第二に、隷型代数の方法を通して、それまでに学んできた

幾何学、とりわけ相鋭変換群そ再構成することがあげられる。第三に、連立 1次方程式の解法に

関する内容である。

本稿では、線型代数指導のために、図形の変換のイメージを大切にするように主張してきた。

代数学の世界と幾何学の世界を結ひoつけることが必要である。数を用いてさを闘を表現する座標幾

何学を初めて構想したデカjレト(Des位 rtes，R. )は、次のように述べているo r図形を描いて外

部感覚に呈示し、かくしてわれらの思惟がより容易に注意を保ちうるようにすることも、たいて

いの場合、有益である19)。本稿は、デカルトのこの提蓄を線型代数指導の場面に適応した場合、

どのような展開が考えられるかについて考祭したものであるともいえる。

今後は、以上の理論的枠組みに基づき、文系大学生に対する線型代数指導の授業プランを作成

することが課題となる。そして、捜業実践を通して、授業フランに盛り込まれる文系大学生の認

識過程に関する披説、ならびに、本稿で展開してきた、教育内容を構成するためのいくつかの佼

説を検証する。

教育方法学の世界では、これまで、高等教育に関する部分の研究は比較的選れていたといえよ

う。「大学は学習者が自ら学ぶ場所jといった考えから、授業の改善に関してあまり意識が払わ

れなかった、ということもあるかもしれない。しかし、大学もまた、高等学校以前と需様に、教
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育・学習活動が行われる場所であることに変わりはないのであり、教育方法学研究の対象となり

得る。初等・中等教育と比べた、高等教育の特色には、学習者の多様性という事実があげられる

だろう。そのようななかで、多様な学習者に理解される教育内容そ構成することは難しい。とり

わけ、本稿で取り扱った文系大学生への数学教育は、学習者の「興味Jや「意欲Jということを

考えた場合、密難点も多い。研究が遅れていた分、広大な研究領域のなかに研究課題が山積して

いるといえる。

最後に、再びデカ jレトを引いておこう。「問題を完全に理解したならば、それをすべての不必

要な表象から分離し、最も単純なものに帰着せしめ、枚挙によって、できる限り小なる部分に分

離すべきであるlO)or掴難は分割せよJと約言されるこの嘗葉にならい、膨大な研究課題を分割・

整理し、着実に成果を積み上げてゆきたい。
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