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作 図 の 構 成 的 な 性 格 と computerに よ る 支 援 に つ い て
一九 点 円 の 作 図 に 関 す る 数 学 的 探 究 に 焦 点 を 当 て て ‑
愛知教育大学
鹿

0
.
は じめに

島

康

之

の中の一つ と して, ｢
九点 円はどうや って香
いた らいいのか ｣ とい う質問を してみた｡黒

本稿では,作図の構成的な性格 につ いて明

板 に書 くときには,大体 テキス トの図 と同 じ

確にす ると共 に,その横能 を ソフ トウェアの

図を書 くわけだか ら,作図の ことなどあま り

中に実現す ることによって,様 々な数学的探

考えていない｡テキス トの図 とは異 なる三角

究がeo叩 uterによって支援 され ることについ

形 に した ときに,九点 円が どうなるかを問題

て論 じる｡ この研究 は,元 々筆者が上越教育

･
に したわけであ る｡

大学在任中に,ある授業を契横 に, その後試
行錯誤を重ね続けている研究で あるため, ま
ず発端 とな った授業 と,そ こで生 じた問題意
識を明 らかにす る｡続いて ,作図の構成的な
)やLOGOとの関連性を
性格 ,そ して現在のCAJ
議論 し,最後 に;:出発点 の九点 円に戻 って,
九点 円の作図に関す る数学的探究の場合, ど
のよ うな点でco叩 uterが数学的探究を支援す
るかを明確 にす る｡
1.発端

図 ‑ 1 九点 円 2)

一九点円の作図か ら‑

証明を見てみ ると,証明の中では,B
Cゐ中
H(
Hは垂心 )の中点のPに注 目 し,L
P
点LとA

1･
1 授業の中で扱 った九点 円

が 円の直径 にな ることを, ∠L
E
P
=∠Rなどを

問題の発端 は,1988年の 2学期の初等幾何
学演習の授業での ことであ った｡テキス トは

示す ことによ って,証明を している｡だか ら,

で,

L
P
の中点を中心 にLを通 る円を措 けば九点 円

最初の中心的な内容 は九点 円で あ った｡担当

がかける｡ さ らに,証明の中の方法を生か し

の学生が その部分 について説明 し,定理 の内

P
が動かないよ うに変形
て図を書 くすれば,L

容についてみんなで議論 した｡九つの点 を通

で きると,仕組みがわか りやす いと患え るの

るとい う事実の不思議 さ,証明の特徴 などを

だが, どう した らうま く処理で きるだろうか｡

扱 うの と一緒 に,作図の ことも扱 った｡

また,証明で使われた ものが,作図の ときに

矢野健太郎著 ｢
幾何学の有名な定理 ｣

I)

も最 も効率が よい とは限 らない｡ 9つの点を

1.
2いろいろな九点 円を作図 したい｡

通 る円が九点 円｡ 円は 3点が決 まれば書 ける

担当者が きちん と理解 してい るか どうかを

〜
わけだか ら, 9つの中の 3つを滑 まえれば,

確かめた り, またゼ ミの参加者 の理解 を深 め

それを元 に して書 けるはずだ｡ このよ うに,

るために,いろいろな質問をす るのだが, そ

いろいろな作図方法を検討 してみた｡
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1･
3三角形が変化す ると九点 円はどのように

変化す るのだろうか

必ず しもそう考える必然性はな く,他の もの
で も構わない｡ このよ うに考え ると, ｢
作

作図方法 はわか ったが, コンパスと定規を

図｣をどのように行 うか ということは,必ず

使 った作図では,かな り慣れないとうま く作

しも決 まりきった手順を決め られた通 りに実

図できない｡ ｢それでは,来週 までに,いろ

行す るというだけのことではな く,図をどの

いろな図を書いて くることを担当者の宿題に

ように見直すかということが強 く結びついた

しよう｡ ｣ ということにな った｡

活動であることが分か ってきた｡

彼はい くつかの図形を作図 して きて くれた
のだが,正確な作図はなかなか難 しい｡ただ

2.
2関数 としての作図

ランダムにいろいろな三角形を描 いて作図 し

三角形を動か したときに九点円はどう変化

て も,はっきりと ｢
わか った｣ とい う感 じに

す るか という問題を考えると,作図 というの

ならない｡外接円をまず書いて,ある一点を

は,ある意味での関数であることがわかる｡

変形 してい くと,九点円 も変化 してい くこと

つまり,普通の関数の場合,

なども分か ったが,作図か ら理解 しなおす こ

f:I‑ y

とも,証明を読むの とは違 った理解を深めて

において, Ⅹが変化す るとy も変化す るとい

い くことを感 じた時間であった｡

う状況を, Ⅹが どう変化す るときに, yが ど

彼は毎週,その作業をいろいろな観点か ら

う変化す るか ということで,関数の性質を調

作図を し,参加者 はその度 に,作図の持つ

べるということになる｡例えば,九点円を同

｢
事実を示す重要性｣ と ｢
正確な作図の煩雑

じように考えると, 3点の位置によって九点

さ｣を味わった｡そ して,同時に,私 自身は,

e
o
叩ut
erなどを使 って ,｢
正確な作図を して

円の位置が決 まるので,

f : (xl,x2,Ⅹ3) ‑

A xlX2Ⅹ3の九点円

という形で捉え ることができる｡そ して,図

みたい｣ とい う希望が強 くなってきた｡

形の性質を調べるとしてうことは, この関数的

2.作図の構成的な性格

な鞍点か ら捉えると,作図の もとになってい
るい くつかの点 (
初期値あ るいは独立変数)

2･
1作図の対象 としての九点円

を変化 させ た ときに,で きる図形 (
従属変

九点円を証明の対象 としてでな く,作図の
対象 として考えると,いろいろなことが分か

数)が どのように変化す るのか,あるいは何
が変わ らないのかと捉え ることがで きる｡

ってきた｡例えば,九点円の作図は,証明の
道筋を追えば,

2.
3構成的に壊み上げ られてい くもの

･L
P
を直径 とす る円

としての作図

であるが,条件か ら調べると,他の作図方法
もある｡例えば,

以上のように考えると,ほとん どの作図は
関数 として捉え ることができるのだが,同時

･各辺の中点か らなる三角形の外接円

に,別の ことにも気が付 く｡例えば,九点円

･各頂点か ら対辺に下ろした垂線の足か ら

の作図を考えてみると. これは他の作図とは

なる三角形の外接円

全 く関係のない作図 というわけではな く,各

･垂心 と各頂点 との中点か らなる三角形の
外接円

辺の中点の外心なのであるか ら,次のように
い くつかの作図を投階的に積み上げて構成で

で もある｡作図 ということを考え ると,中点
か らなる三角形の外心が最 も簡単なようだが,
‑3
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きるものであることに気が付 く｡

九点円
C
A
円0
8
:点
一
, 作図元にするも
の構成されるも
の

学校での垂直の定義に見 られ るよ うに4
㌦ 学
校数学の中に も入 っていることは確認で きる｡

8
中点 : A,

点D

しか し,例えば,関数については,それに対

中点 : 8,
C

点E

トg,●g,
∫
/g や合成 r
og や
して四則演算 r十g,

中点 : C,
A

点F

微分 ,積分 などによって,様々な ものを生み

外接 円:D,
E,
F

円0

出 していける側面が非常に重視 されているの

×

と比較す ると, ほとん ど全 く無視 されている

X

x

+

x

.
x

r

Ox

図 ‑2 手続 きとしての九点 円

と言 って もいいはどの扱い しか受 けていない
ことが分か る｡
その理由には,い くつかの ものが推定で き
る｡例えば,中学校以降の数学では主 として

論証の方に重点が置かれているため,あま り

ただ し,

作図は重視 されないこと｡ また作図 自体の も

外接 円

'
･
X,
Y,
Z‑0

つ煩雑 さは,それを主要な指導内容 とす るに

作図

元 にす るもの 構成 され るもの

は しな り大 きな困難点 となること｡ さらに,

垂直二等分線 :点X,
Y

直線 Ll

上記の作図の構成的な側面 は,関数の場合 と

垂直二等分線 :点Y,
Z

直線 L2

比較 して複雑であ り,また数学的な内容 とし

点0

ての発展がそれほどないことなどである｡

交点 :

直線Ll,
L2

しか し,だか らと言 って,今後同 じような
状況のままでよいとは限 らない｡実際,後で
見 るように,作図における煩雑 さを除 くと,
作図の持つ本質的な重要性が よ り強調 され,
よ り探究的な学習がで きる可能性が開かれて
くる｡ そ して 同時 に, そ の よ うな支 援 を
図7 :
3
× 手続 X
*とX 0x
o

c
o
叩ut
er
で行 うためには, この構成的な側面

このよ うに考え ると,作図 とい うものは,塞

x
pl
i
ei
tにす ることが重要 になって くるの
をe

本的な作図がい くつか定義 されていると,そ

である｡

7

:

:

読

れ らの組み合わせを階層的に構成 してい くこ

そ こで, このよ うな捉え方が,特 に既存の

とによって,つま り,基本的な作図の組み合

ソフ トウェアなどと比較 して, どのような点

わせだけでな く,一度構成 された作図は次の

を支援 しようとしているかを次に明 らかに し

作図では一つの基本的な作図のよ うに使 って

ていこう｡

も構わないという意味で,階層的に構成 して
い くことによって,新 しい ものを生み出 して

3.co
p)
ut
erによる作図の支援

い くことがで きるものであることが分か るの

3.
1C
A
D による作図の欠点 一静的な構成 一

である3)｡

最近のソフ トウェアの充実には目を見張 る

2.
4学校数学 における作図の

ものがある｡特 に,学校教育の中での様 々な

構成的な側面の不足

宿動を大 き く変え るもの も登場 してきた｡例

このような,幾何的な対象が作図によって
構成 されてい く側面については,例えば,小
一
‑3
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えば,上越教育大学附属中学校では,様々な
教科で様々なソフ トウェアを利用 しているが,

音楽の時間に利用 している作曲のための支援

つま り,一言で表襲す るとすれば,それ ら

ソフ トは,画面上に試 しに書いた楽譜をその

が扱 っている図は静的な図であ り,定式化 さ

まま演奏 して くれるため,楽譜を非常 に身近

れているのは,静的な図形観なのである｡作

な ものに し,作曲 とい う,以前では限 られた

図を手続 きとして認識 しているとして も,そ

生徒 しか楽 しむ ことがで きなか った活動を,

れは決 ま りきった ことを実行す るだけの機能

すべての生徒が簡単に楽 しめるように して く

であって,初期値 によって,異 なる図形が構

れている｡実際,このソフ トの人気は,休み

成 され るとい う意味での関数 と しては考え ら

時間にc
o
叩t
l
t
erを使いに来 る生徒の多 くが こ

れていない し, ま して,階層的に構成可能 な

のソフ トを使 うためにや って くることか らわ

関数ではないのである｡

かるのである｡
劇的な変化が生 じたのは,音楽だけではな
い｡美術の時間にc
o
叩ut
ergr
a
phi
cs によっ
て行 う描画や技術の時間にCAD を使 って行 う
製図など,図形処理のソフ トもある｡ しか し,
数学では何が どう変化 したのかを考え ると,
このような劇的な変化が見 られない｡その原
因はいろいろあると思え るが,その基本的な
問題点は,数学的な 目か ら見た図の処理 とい
うものが,定式化 され,プログラムが構成 さ
れるということがなされていないか らではな
いか と考え る｡
例えば, ｢
図を描 く｣ ということを考えて
みる｡多 くのCADや,お絵描 きソフ ト,また
図 ‑ 4 CAD による作画例 5)

ワープロに付属 している描画横能などを考え
てみると,基本的な作図メニ ュー,例えば,

3.
2 一般のCAD における図形の静的な扱 い

｢
直線を引 く｣ ｢
円を描 く｣ ｢
雲型定規 ｣ な
どが備わ っている｡そ して,描いた図の拡大

CADが描 く図が どうして数学の授業ではあ

帯小をす ることもできる｡ したが って,作図

まり役 に立たないのかをまず,原理的な面か

というものが構成的な もの として捉え られて

ら考えてみよ う.CAJ
)が主 として支援 してい

いるか ら,紋の上にコンパスと定規で描 くの

るのは,設計図のような ものの作図である｡

と同 じような ことができるようにはなってい

その例が図 ‑4に挙げてあるが, このような

る｡そ してまた,3D‑CAJ
)
の場合 ,そのよ うな

図を手で きれいに描 き上げることは難 しい し,

図を3 次元で描いた ものを回転 させた ときに

ま して修正のための書 き直 しなど非常 に大変

見方が どう変化す るかを提示 して くれ る｡従

であるが,c
o
岬ut
erを使えば,そのような作

って,ある意味で払 手で行 うことはほぼ機

業は非常 に簡単 に行え るよ うになるO.そ して,

能的には実現 しているし,3D‑
CADにおいては,

手作業で行 う設計 とい う作業をよ り容易にす

空間直戦を豊かに して くれ るような動的な扱

るために必要な ことは, ｢
正確 に作図をす る

いを実現 して くれているのだが, しか し,そ

ある部品 ,(
例えば窓 )を拡大鯨小 し
こと｣ ｢

れで も,数学的な見方を実現 してはいないと

た り,別の場所 に移動 した りす ること｣ ｢3

思え るのである｡

次元的な存在である建築物を,建設す る前に
ー

3
8‑

その完成 の様子 を提示 で きるよ うにす る こ
と｣ な どであろう｡ これ らを実現す るために
必要 とされ るのは,算数 ･数学科で批判 され
る ｢
静的 ,個別的 (
要素 的 ),
有限的 な図形
観｣

6)

で十分なのである｡換言すれば,その

ような図形処理 と.
い う観点か ら考え ると,敬
学の授業では,かな り特殊 な図形の見方を必
要としていると言 って もよいのか もしれない｡
図 ‑6 中点連結定理の三角形を動かす図8
)

3.
3数学の授業で必要 とされ る
動的な図の扱い
逆に,数学の授業で必要 な図を作 るには,

3.
4動的な図形額のcot
[
pt
l
ter上での実現

)では不適切であることを具体的な
普通のCAJ

このような笥点か ら考え ると,数学の授業

例か ら考察 してみる｡

の中で,あるいは数学的探究の中で使 うべ き

例えば,簡単な例 として,中点連結定理を

CAD では,動的な図形観が ,何 らかの形で実

考えてみる｡黒板 に措かれ る図 ,そ してまた

現 されている必要がある｡

教科書 に描かれる図は,図 ‑5のような もの

おそ らく,そのような試み として, これま

であろうし,そのよ うな図な らば,CAD など

での中で成功 しているものの一つにはLOGOが

で描 くことがで きる｡ しか し,数学の授業の

あるであろう｡筆者 自身 は,LOGOに関す る研

中で は, この腎 は, ｢
動 くもの ｣ あ るいは

究はまだあま り行 っていないので,LOGOの長

丁連続的な もの｣ として捉え ることが要求 さ

所 ,短所 に関す る詳 しい考察は ここでは行え

8,
C が どのよ うな状態であって も,
れる｡A,

な いが, ここでの議論に必要 な点のみを考察

NuB
C
であ り,M
N:B
C/2であることを
必ずM

してお くと,次のよ うになる｡長所の第‑の

理解す ることが,数学の授業の中での一つの

点は,関数的プログラ ミングによって,ある

目標である｡従 って,図 ‑6のような図を教

作図手続 きを,次の手続 きでは,それを呼び

AC
科書の中で与えた り,教材 と して,辺 AR,

出す形で利用 した り, また再帰的に利用す る

を輪ゴムで作 り,
Aの位置が どのよ うな変化 し

ことによって,作図 とい うものを構成的に捉

て も中点連結定理が成立す ることを提示 した

え られること,そ してまた,プログラ ミング

りす る｡そのような見方が図に対す る見方で

における数値などを変え ることによって,様

)では,そのよう
あるのに対 して,一般のCAJ

々な作図を行 い,児童の探究的な活動が支援

な図の処理がで きないところが,数学の授業

できる点にあると思われ る｡そ して,第二の

か ら見て不十分な点なのである｡

点は, ター トルを媒介 に して,次 はどうい う
命令をすべきか とい うことを意識 しやす くし

A

ている点であると思われ る｡
31
5L
OG
O以外のソフ トウェアの必要性
しか し一方 において,短所の第一点 として
は,いわゆる,初等幾何学の中の定理 に相当
す るよ うな ものを簡単 に処理す ることが難 し
い点が挙げ られ るのではないだろうか｡ もち
‑

39 ‑

ろん, これは筆者 自身が,L
O
G
Oにあま り接 し

きるだけ高水準言語を用いることが指摘 され

ていないせいか もしれない｡L
O
G
Oに詳 しい人

ているが, これは特 に教育の場合 に も同 じこ

な らば,それはこうプログラ ミングすればい

となのである｡つまり,扱 うべ き問題 によ り

いと教えて くれることか もしれない｡

密接 に結びついたプログラ ミング環境を提供
した り,簡単 なコマ ン ド群を提供す ることは,

だが,重要なのは, ｢
表現可能 ｣ であると
い う問題ではな く, ｢自然な形で ｣ 表現可能

利用 者が問題 と感 じるよ うな問題 と密接 な

であるということである｡表現可能であると

c
o
D
p
ut
er
環境を提供す るとい う意味において,

いうことになれば,おそ らく, どのような言

非常 に重要な ことなのである1日 ｡

語であって も,かな りの工夫を行えば,ほと

さらに,第三 に,よ り本質的な問題点 は,

ん どの ことは処理できる｡ さらに,アセ ンブ

図の処理 に対す るアプローチの仕方 は,おそ

ラや Cのような言語になれば,そのような シ

らく記号処理の場合 とは比較 にな らないほど

ステムを作 ることさえ可能であろう｡ そ うで

多様な ものが存在す るはずであ り,そのよう

はな く,例えば,ある程度初等幾何の内容を

な,様 々なアプローチにおける図の扱 い方を,

O
G
Oに少 し接 したときに, こ
知 っている人がL

様々な形で ソフ トウェアとして表現す る必要

れな ら ｢
九点円の作図 もこうすればす ぐで き

があるとい う点である｡実際,幾何学全体を

そうだ｣ とか, ｢もとの三角形を変えた ら,

考えて も,様 々な体系がある｡ そ して,その

どうなるか｣ とい うことを.行え ることが重

ことが学校数学 にも大 きな影響を及ぼ してい

要なのである9)｡

る点 は,代数の場合などと比較す ると,非常

そ して,第二の問題点は,探究者が 自分の

に対照的であ り,カ リキ ュラムを作 る上で も

や りたいことを表現す るためには,プログラ

大 きな支障になっている程である 12) ｡おそ

ミングを媒介に しなければな らない点ではな
いか と思 う｡専門的な利用 という点で考え る

O
G
O
が表現 している幾何学 ,すなわち
らく,L
こ
■
:
ター トル幾何学 は,長 さと角度の幾何学 ,あ

と,む しろ,プログラ ミングという形での表

るいは,点のベ ク トル的な移動の幾何学 とで

現は,より大 きな問題を処理す るために,必

も言 うべ きものであろう川

須の条件であろ う｡ しか し,教育のような壕

ば,多角形の外角の和の性質などは,他の幾

を考え ると,プログラ ミングの指導 とい う,

何学の場合よ りもよ り容易なアプローチがで

｢
準備 ｣ にあまり多 くの時間を割 くわけには

きる｡他の幾何学の内容で も表現で きないと

いかない｡せいぜい, コンパスと定規を使 う

い うわけではない｡ しか し,例えば,円周角

とした ら, こう作図す るはずだ とい う試行の

の定理が初等幾何学では基本的であ り.また

単位 とほぼ同等の処理 ,またそれをある程度

容易な扱 いがで きるのに,解析幾何では難問

簡単にまとめた単位の処理を行 って くれるこ

になるよ うに …

B
A
SI
C とL
O
G
O
とが必要なのである｡実際, ｢

では表現 しに くい幾何学の内容が存在す るこ

の難点は,プログラ ミングを必要以上 に難 し

とは確実である｡そ して逆 に,それ らを容易

o
叩ut
erを使 って 自明な
い ものに している｡c

に表現 しやすいような幾何学が存在す るよう

問題を解 くように子 どもは制限 されているが,

に,それ らを容易に扱え るよ うな,図形の処

それは子 どもが問題を理解で きないか らであ

理 に対す るアプローチ も複数の ものがあるは

る,必要 とされる程の複雑なプログラ ミング

ずなのである｡そ して とくに,学校教育の中

という批判が

での図形教育 ･幾何教育での支援を考え るた

あるもなされている｡そ してまた,一般のソ

めには,そのよ うな様々な図形処理 に対す る

･
フ トウェア開発 において も,可能な部分 はで

x
pl
l
cl
tに し,よ り容易に利用
アプローチをe

を書けないか らである｡ ｣

川
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｡ これを用いれ

,たとえばター トル幾何学

できるよ うに整備す ることは,数学教育全体

便利か もしれない｡そ こで,上述の要件 に対

にとって も極めて重要な問題 なのである｡

して ,この ソフ トウェアではどのよ うに対処

以上の 3点か ら,たとえ ,LOGOが動的な図

しているかを以下に述べてお く｡なお,以後

形戦の一部の実現に成功 しているとして も,

の議論が うま く展開で きるよう,3.
6 におけ

LOGO以外の幾何図形へのアプローチの必要性

る順序 によ らず議論を進めてい く｡

が指摘 され るのである｡

(
2)まず,注 目すべ き幾何 的対象 を,点 ,
直

線 ,線分 ,半直線 ,円の 5つ とした｡
3.
6 初等幾何学 によ り密接な図形の処理

のための要件

(
4)そ して,図形 に対 して ,作図 とは, い く

つかの幾何的対象か ら新 しい幾何的対象

このよ うに考え,そ してまた目標 と して九

を構成 してい く手続 きとして,構成的な

点 円の作図をより自由に行 うことを掲 げると,

もの として捉えた｡ これが, このソフ ト

明確 に表現すべき対象 と して,初等幾何学に

ウェアの最 も中心的な特徴である｡

密接 に結びついた図形処理が浮かび上が って

(
1)
,(
3)さ らに,そのよ うな新 しい幾何的対

くる｡そ して,そのための要件 と して,次の

象を構成す る手続 きと して,初等幾何学

項 目を挙げてお く｡

の中に盛 り込 まれている作図方法を取 り

(
1) コンパスと定規 によって作図 され るもの

入れた｡そ こでは, コンパスと定規の描

を, ほぼ同 じ感覚で,あるいはよ り容易

画をそのまま実現す るのではな く, コン

な感覚で実現す る｡

パ スと定規 によって作図 される幾何的な

(
2) ター トルの代わ りに,利用者が注 目すべ

対象 ,たとえば,円の描画,平行線の描

き対象 としそ,初等幾何学で注 目され る

画などを行 った｡ さらに,中には,角の

よ うな,様々な幾何的対象を含むよ うに

n等分線のように,コンパスと定規では

す るO

作図不能の もの も入れてある｡ これは,

(
3) 特 に,初等幾何学で使われ る基本的な概

モー レ‑の定理などを扱え るようにす る

念を簡単 に実現で きるよ うにす る｡

ための措置だが,不要の場合 には,メニ

(
4)LOGOでは ｢
ター トルの動 き｣ を基礎的な

ューファイルか ら削除すればよいだけで

概念 として図形の扱 いを構築 しているが,
それに比肩で きるよ うな,図形の扱 いに
対す る基礎的な概念を明確 にす る｡
(
5) プログラ ミングによる入力を しな くて も,

ある｡
(
5)そ して,利用 に際 しては, ほとん どメニ

ューの操作のみ,つま りカーソルキーと
リター ンキー,そ して, どうして も必要

メニ ューなどのよ り初心者 に向いた入力

な時に数値による入力などを使 うよ うに

方法で処理できるようにす る｡

した｡

3.
7 要件を満たす ソフ トウェアの開発

筆者 は,3.
7 の要件を満たすよ うな幾何図

4.co
t
B
P
ut
erによる九点円に関する
数学的探究の支援

形作図 ソフ トウェアG
e
o
Bet
rl
cCo
nst
r
t
I
Ct
Or
を開発中である｡ このソフ トの利用方法 は,
LOGOのようなプログラ ミングによる方法でな

4.
1様 々な変形 とそれによる特殊化 と
推測の支援

く,メニ ュTによる選択 によ って可能である

プログラムを開発 して,まず最初に行 った

ため,む しろ,数学的探究のためのCAD ソフ

のは,様 々な九点円を描 いてみることであっ

トと言 った方が,他の ソフ トと比較す るには

た｡大体, どのような本を見て も,テキス ト

に与え られているのと同 じような図ばか りが

更 に,三点の取 り方を制限 し,同 じ外接 円

与え られている｡それを変え るとどうなるの

を持つよ うな三角形の様々な九点 円を作図 し

か.またどうして, このような図ばか りが多

てみた｡ この場合 は,単に変化す るとい うだ

いのかを考えなが ら,下図のように,九点円

けでな く,い くつかの不変量が見つけ られ る｡

を描 き,変形 してみた｡

そ して同時に,いろいろな問題を見つけるこ
とがで きるようにな った｡例えば,
･九点 円の半径 と外接 円の半径 はどんな関係
にあるのだろう｡
･九点円の軌跡 はどうなるのだろう｡
･九点円の中心 と外心が一致す るのはどうい
う時だろう｡
などである｡
このよ うに, ｢
変形できる｣ とい う要因は,
最初は無 目的にいろいろな図を描 くとい うこ
とか ら始 まるが,それは出発点であ り,次 に
組織的に特殊化を行 うことへ と移行す る｡そ
して,何 らかの推測 と発見へ と続いてい くも
のなのである｡従 って, この ソフ トが直接支

図 ‑7 様々な九点円

援 している機能 は図を動かす とい うことであ

最初はランダムに動か していたのだが,そ

るけれ ども,それを探究者が使い こなす こと

の うちに,い くつかの ことに注意す るように

によ33て,様 々な特殊化や推測を容易に行え

なった｡ まず,辛‑ は.三角形が特殊な場合

るよ うに支援 しているとも考え られ るのであ

どうなるか,たとえば,直角三角形や二等辺

る｡

三角形などの場合 どうな るかを調べてみよう
ということであった｡そ して,下図のような,
いくつかの特徴的な場合があることがわか っ
伝

㍉

+

二

̲ 上

図 一巻 特殊な九点円

応

図 ‑9 同 じ外接円を持つ三角形の九点 円
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4.
2証明の理解における特殊化 と
一般化の支援
また, このようなソフ トは,単な る結果の

化),ある図の場合だけに生 じる特殊 な現象
を見つけた りす る (
特殊化) ことも支援の対
象 になるのである｡

検証のみに使 うわけではない｡その 1つの例
として,表明の内容を理解す る場面が挙げ ら

4･
3新 しい性質の発見の支援

れる｡例えば,矢野氏のテキス トでの証明を

すでに上述の議論の中で も, ｢
与え られた

P
が直径 になるこ
考えてみよう｡ ここでは,L

もの｣ をいろいろと変化 され,戟察す ること

M
P
=∠Rなどが証明 され
とを示すために, ∠L

か ら,様 々な特殊化や一般化が導かれ,それ

ている｡ これに対す る図 として,図 ‑ 1が挙

によって,新 しい性質の発見が導かれている｡

げられているが, これを囲.
‑1
0のように,い

このような場面 は決 して ここに限 られた もの

ろいろな方向に動か しなが ら理解す ることを

ではない｡例えば,教室で扱いやすい問題提

考えてみ る｡

示を考えてみると,下図のように,九点円で

この図 も元になる三角形が変化すれば当然

登場す る 9つの点を表示 し,三角形を動かす

変化す る｡直角三角形の場合には, 2つの角

場合を考えてみ.
よう｡おそ らく,教師の発問

は一致 した り,鈍角三角形の ときには 2角の

は, ｢どんな ことが起 こっているかよ く戟察

関係が変化 した りす る｡ このよ うに して,三

して調べてみよ う｣ とい う類の ものであろう｡

図 ‑1
1 九点を取 り,動かす
ここで生徒が発見すべき事柄 は,かな らず
図‑1
0 図 ‑ 1を動かす

Lも, 9つの点を円が通 るということだけに

角形が特殊な場合に成 り立つ特殊 な関係,ま

は限 らない｡円と 9つの点 との関係 はどうな

たどんな三角形のときに も成立す る一般的な

っているのか, どんな特殊な場合については,

'
関係などが見出され るようにな る｡ このよう

まず簡単に証明で きそうかなど様々である｡

に して,一つの図を用いて一般的な内容が証

また,よ り探究的な活動を させ る場面を考

明されていることに対 して,様 々な図を用い

えてみる｡三角形 について,外心,内心,重

て, それ に共通す る内容 を考え た り (一般

心,垂心,九点 円の中心を措 き,三角形を変

‑4
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疑問が起 こる｡そ して,図 ‑1
3のよ うに変形
の仕方を変えると,その疑問は最早否定で き
ない明白な もの となる｡ しか し,それに もか
かわ らず, 4点 は一直線上 にある｡ これは本
当だろ うか｡ もともと 3点が‑直線上 にある
こと自体珍 しいことだか ら,疑わ しい事実だ
し,内心の場合 もうま くいかない場合が見つ
か ったか ら,いろいろな変形をす ると, うま
くいかない場合 もできて くるか もしれない｡

̲⊥

̲

そ して, どうして もそれ らが 1直線上 にある

二

ままであることを認めざるを得な くな り,汰
には,それは証明の対象 として意識 され るよ
うになる｡
分

上記は,少 し作 り上げたス トー リーのよう

＼

に見え るか もしれないが,筆者 自身の利用経
験では,主に このような経過を辿 るのが主で
あった し,おそ らく,よ り探究的な課題を生

2 垂心,内心,外心,重心,九点円の
図 ‑1

見の過程が支援 され ると思われ る｡

中心を取 り,動かす
×

4.
4
メ図形 に対 して導入 される関数的な考え

i
‑
I
:
‑
･
;
≡

このように図形を扱 うことによって,本質
的には,どのよ うな思考が変化 しているはず
なのであろうか｡おそ らく,いろいろな鞍点

/‑
･
,
‑
二
<
ミ
×

徒 に与えた場合,ほぼ同 じような意味での発

か ら議論す ることがで きると思 うが,本稿で
は,関数的な考え という観点か ら考えてみた

三<
:
〜:
i

い｡つま り, このよ うな扱 いは,図形 に対 し
て関数的な考えを大幅に導入す ることを支援

×

す るとい うことである｡そのような関数的な

図 ‑1
3 図 ‑1
2の動か し方を変え る

考えの導入 され る場面 として,典型的な もの

化 させたときに, どうな ことが生 じるかを調

を以下 に 3つ挙げてお く｡

べてみることを行 っているとす る｡そ こには,

(
1)作図その もの

手で作図す るのとはかな り異なった発見,す

(
2) 図形の中の数量関係

なわも, ｢
変化｣ とか ｢
依存関係｣ というも

(
3) 図形のある性質 とある性質の関係

のを,よ り明確 に意識 した発見が生 じている

この中で, (
1)はすでに議論 してきて いる

のではないだろうか｡ しか も, この 5つの点

し, (2) は現行の授業で も意識 されているこ

の場合,最初はすべてが‑直線上に並んでい

との拡大であるか ら, (3) を中心に述べてお

るように見え る｡本当だろうか｡多少変えて

く｡

みる｡やはり一直線のよ うに見え る｡ しか し,
もっと変化 させ ると,微妙 な変化が生 じて,

もともと,ある性質か らある性質が導かれ
るということは,定量的な問題ではな く,定

‑4
4‑

性的な問題である｡従 って,異 なる性質か ら

我が静的な ものである点が大 きな問題点 とな

異なる性質が導かれ るような場合 は,別の問

ること, また動的な処理をす る一つの例 と し

題に対す る別の証明と して,多 くの場合認識

てL
O
G
Oが考え られ るけれ ども,L
O
G
Oでは初心

されて い ると言 え よ う｡ それ はあたか も,

者が簡単 に初等幾何で扱 うよ うな内容を簡単

E･
C
as
si
r
er
が指摘 した ｢<証明 >というもの

に処理で きない ことなど,い くつかの問題点

が最初に興味を向けたのは,基本形式の耗一

があること,そ して,初等幾何学 によ り密接

にではな く,む しろその厳密な相違 にであっ

な図形の処理をす るための要件を明示 した｡

た｣

そ して,そのよ うな要件を満 たす もの として

15)

という状況 とほぼ等 しいと言えよう｡

しか し,その後の幾何学の変化 について記

開発中である自作の ソフ トウェアでは,具体

述す る中で,C
As
si
r
erはJ
A
C
O
bSt
el
ner と,

的に九点 円の場合では, どのよ うな数学的探

彼の位置の幾何学 について ｢
ある図形の感性

究を支援す るのかを考察 した｡最後 に検討 し

的に可能な さまざまのケースは,ギ リシャ幾

たソフ トウェアの利用 における関数的な考え

何学の場合のように別々に捉え られ研究 され

に関す るよ り分析的な考察や,実際の児童 ･

るのではな く,すべての関心 はいかに してそ

生徒の数学的探究の中ではどのよ うな点が見

れ らが相互的に生み出されているかに集中 し

出せ るのかなどに関 しては,今後の課題 と し

ている｣

て残 っている｡

16)

と述べているが, このよ うな活

なお,末筆 にな りま したが,本研究の核心

動が,作図を豊富に行 うことによ って,よ り

部に関す る考察 と開発は,筆者が上越教育大

自然な形で可能 になるのであ る｡
そ して,発見すべきものは,ある与え られ

学在任 中に行 った ものであ り,その成果の一

た条件の ときに起 こる或象で はな く, どのよ

部 と して ,こうして上越教育大学数学教室の

うな性質があるときに, どのよ うな性質が導

雑誌 に掲載で きることは,筆者 にとって この

かれ るのか ということを,よ り関数的に捉え

上ない喜 びです｡上越教育大学数学教室の先

ることであ り,C
as
si
r
er
がS
t
ei
n
erにおける

生方 ,附属中学校の中野先生 ,さらにいろい

｢
直哉｣について,次のよ うに表現 した意味

ろな方か らの ご示唆 とご協力 ,そ してまた,
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