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図形の連続変形を活かした中学校における幾何の学習
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0.はじめに

本稿では,幾何の学習における,図形を連続的に

変形させることの意義について考察する.例えばパー

ソナル ･コンピュータ等を用いて,図形が連続的に

動いていく様子を実際に見ることは,学習者にとっ

てどのような効果があり,教師にとってはどのよう

な役割を期待することができるだろうか.またそれ

は,数学を学び科学的な感性を養っていく上でどの

ような意味を持ち,どのように位置づけることがで

きるだろうか.学習効果という点から考えるならば,

小学校における具体物 ･半具体物を用いた算数的活

動に類似する効果と役割を期待することができる.

より確実にイメージを掴んで内容を理解することを

助け,学習意欲を増す効果があると考えることがで

きる.理解が深まっていく各段階において,図形が

連続的に変化 していく様子を見直 し,イメージを新

たに喚起するならば,より深く理解が進むのを手助

けしてくれるであろう.さらに学習者自ら問いを立

て,それを解決 していこうとする意欲的な学習姿勢

を育むためにも有効に作用するはずである.

一般に,数学学習におけるコソピュークの活用は,

学習者にとって学習内容を理解するための道具であ

り `̀梯子"の役割を果たすと考えることができる.

したがって梯子を登 りきった後には,梯子は必要が

なくなることを意味するだろうし,また梯子は学習

者または教師が必要に応じて必要なところに架ける

ものであり,さらに学習者が自分で登ることが大切

であることを意味 している.それゆえコンピュータ
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の活用は,自ら主体的に学ぶ姿勢を育んでいくため

に有効に機能させることが重要となる.

一方で,図形が連続的に変形されていく様子を実

際に見て,それを基にして数学的な考察を進める訓

練をおこなうことは,従来の学習にはなかった新 し

いタイプの数学的発想を育む可能性を持っている.

新 しい時代に相応 しい科学的感性を育てるために大

きな役割を果たすものと期待することができるので

はないだろうか.その特徴の一つは,実験的な方法

が数学学習に持つ役割が次第に大きくなっていくこ

とである.経験的な知識の中の最も自明なものに認

識の基礎を置くだけではなく,目的をもって しっら

えられた実験によって知識を得る方法が,数学にお

ける発見的な学習においては,.今後重要さを増 して

いくだろうと考えられるからである.

本稿における主な主張は,数学学習におけるコソ

ビュータの活用は,学習内容の理解のための道具で

あり梯子であると共に,コンピュータを用いた学習

により数学的な感性自体が変容していくだろうから,

新 しい時代に相応 しい感性を育むような意識が必要

であろう,ということである.そ して,幾何の学習

における図形の連続的な変形は,このような観点か

ら兄で恰好の教材を提供するものと考えられる.筆

者たちは,図形の連続的な変形を活かした幾何の学

習教材について研究を進め,教材開発をおこなうと

共に,それに最適なコンピュータ･ソフト｢図形の

ワルツ｣の開発 ･製作をおこなった.本稿では,図

形を連続的に変形することの新学習指導要領への位

置付けについて考察をおこなうと共に,｢図形のワ

ルツ｣を用いた中学校における新 しい形の図形学習

の授業 ｢形を変える四角形の性質を調べよう｣を提

案 し,それについてさまざまの角度から分析をおこ

なう.
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1.図形の連続変形の新学習指導要領への位置

付け

初版が大正8年に出版された 『幾何学つれづれ草』

[1]において,秋山武太郎は図形を連続的に変形

させることの教育的な意義について言及 している.

例えば次の定理について考える :

定理 1.1 任意の (凸)四角形の各辺の中点を順

次結んでできる四角形は平行四辺形で

ある.

この定理は,現行の中学校数学においても,中点

連結定理の応用として学習するものであるが,`̀凸

四角形"の場合のみならず,"凹四角形"や `̀ね じ

れ四角形"においても定理は成立する (図1. 1,

また [2,第3章],[3,pp175-176]も参照のこ

と).秋山は,この定理に限らず四角形に関する定

理は,凸四角形の場合だけではなく,凹四角形やね

じれ四角形に対 しても成立するかどうか吟味してみ

ることが大切であると述べている.こうした吟味を

自らおこなうことよって,生徒は学習した内容を自

家薬篭中のものとすることができるようになる.さ

らに秋山は,凸四角形,凹四角形およびねじれ四角

形の場合を別々に調べるのではなく,｢はじめに凸

四角形の場合を考えたならば,それから少しずつこ

の図形を変形させ,だんだんと他の場合に移るよう

に連続 して考えねばならない｣と述べている [1,

p88].このように秋山が,旧制中学校,旧制高等

学校での幾何学の学習において,図形を連続的に変

形させることの意義に着目していたことは注目に値

することである.

一方で,平成20年9月に出された 『中学校学習指

凸四角形の場合

導要領解説 数学編』[4]では,第 3章 ｢指導計

画の作成と内容の取り扱い｣において ｢コンピュー

タや情報通信ネットワークなどの活用｣の項目を設

け,｢中学校数学科におけるコソビュータや情報通

信ネットワークなどの活用については,大きく分け

て,計算機器としての活用と,教具としての活用,

情報通信ネットワークの活用が考えられる｣とし,

｢コンピュータや情報通信ネットワークなどについ

ての指導そのものではなく,数学を指導する際の道

具としての活用｣が重要であるとしている.さらに

<教具としての活用>とは,｢それを活用 して教師

の指導方法を工夫改善していく道具であると同時に,

観察,操作や実験などの活動を通 して生徒が学習を

深めたり,数学的な活動の楽しさを実感 したりでき

るようにする道具である｣とし,図形領域における

例として,中点連結定理を取り上げている.三角形

の2辺の中点を結んだ線分について,｢この2辺の

中点を結ぶという条件が当てはまる図形を,ディス

プレイ上で色々な形に変形することにより,形は変

わっても長さの比が一定であることに気付く｣様な

活動が有効であると述べられている.

また 『小学校学習指導要領解説 算数編｣][5]

においても,第4章 ｢指導計画の作成と内容の取 り

扱い｣において,｢内容の取 り扱いについての配慮

事項 (5)コンピュータなどの活用｣の項目を設け,

｢数量や図形についての感覚を豊かにしたりするな

どのため,必要な場面においてコンピュータなどを

適切に活用すること｣としている.そ して ｢算数科

の指導においては,コソビュータなどを用いて,知

識 ･技能の活用を図ったり,児童の能力をさらに創

造的に発揮させることが大切である｣と述べている.

その際,図形を動的に変化させたりするなど,コン

ピュータのもつ機能を効果的に活用するような指導

の工夫が大切である点を強調している.このように,

凹四角形の場合

図 1.1

ねじれ四角形の場合
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コンピュータを用いることにより,図形の連続的な

変形の中に含まれる不変な性質を見つけ出すような

数学的な活動が,今後さらに大きな意味と意義を持

つようになると考えられる.

本稿において取り上げる課題 ｢形を変える四角形

の性質を調べよう｣は,中点連結定理を用いて証明

される上記の定理 1.1と密接に関係している.我々

の開発したソフト｢図形のワルツ｣は,四角形の対

角線が二つの条件 (a)垂直に交わる,(b)長さ

が等しい,を満たしながら連続的に変形させること

ができる.その様子を観察し自ら操作しながら,様々

な角度から考察 していく数学的な活動を組織 し,そ

の活動を通 して探求を進めていくことができる.ま

さにコンピュータの<教具としての活用>に該当す

ると共に,生徒自身による探求的な活動を組織する

ような授業を組むことが可能となる.また四角形に

ついて,その対角線に注目して考察をおこなうこと

が,図形 ･幾何の学習に簡素な秩序と統一感をもた

らすことに関して,[9]において様々な角度から

考察をおこなっているが,この観点からも本稿で取

り上げる課題とそれを用いた授業実践は意義深いも

のと言える.

学習指導要領の改訂に当たっては,経済協力開発

機構 (OECD)によるPISA調査 ([6],[7],[8])

などから見えてきた我が国の児童生徒の課題を踏ま

えて ｢思考力 ･判断力 ･表現力等の育成｣が重要で

あるとし,これらの力を育むためには,｢観察 ･実

験,論述など知識 ･技能の活用を図る学習活動を発

達の段階に応 じて充実させる｣必要があるとしてい

る ([4],[5]).小学校算数科,中 ･高等学校数

学科の改善の基本方針として,｢算数的活動 ･数学

的活動を生かした指導を一層充実｣させることが挙

げられている.改善の具体的事項として,｢小学校

と中学校との接続に配慮｣ しながら,図形の領域で

は,体験に基づく実感的な理解をもとに,｢図形の

性質を,根拠を明らかにして筋道を立てて説明した

り,その説明から新たな性質や関係を読み取ったり

することを重視する｣とLしている.例として,図形

の移動,投影図等があるとしているが,<図形の連

続的な変形>は,図形の移動と密接に関連 している

と共に,それをさらに発展させたものと捕らえるこ

とができる.したがって数学的な活動をなお一層充

実させるという観点から見るとき,図形を連続的に

変形させて,それを様々な観点から考察するような

数学的活動は,次に挙げる条件を満たす最適の教材

を提供するものであるといえる.すなわち
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･数学的活動を楽 しみ,数学を学習することの意義

や必要性を実感すること.

･見通 しを持って数学的な活動に取り組み,振 り返

ること.

･数学的な活動の成果を共有すること.

次節において取り上げる,我々が開発したコソビュー

タ･ソフト｢図形のワルツ｣を用いた授業は,この

ような観点に立って構想されたものである.

2.コンピュータ･ソフト｢図形のワルツ｣を

用いた授業

我々は,以下に展開するような授業構想に基づい

た授業実践を,新潟大学教育学部付属中学校および

新潟県内の公立中学校において2時限あるいは3時

限を用いておこなった.

四角形の対角線に関する特徴的な性質として,吹

の3つが挙げられる.

(a)対角線が垂直に交わる.

(b)対角線の長さが等しい.

(C)対角線が互いに他を二等分する.

四角形がこれらの性質のうち,(a)と (b)を

満たしながら, しかし性質 (C)は満たすとは限ら

ないかたちで,連続的に変形 していくとき,この形

を変える四角形はどのような性質を持つか,様々な

角度から考察する数学的な活動をおこなう.

授業のテーマ :｢形を変える四角形の性質を調べよ

う｣

対象学年 :中学校 2年次または3年次

対象単元 :図形の性質の調べ方,三角形 ･四角形

次のような場面設定と課題の提示をおこなう.

課題の設定 正方形ABCDを考える.この正方形の

内部に点Pを取る.Pを通り正方形の各辺と平行な

2本の直線と,正方形の4辺との交点を,図2. 1

aのようにQ,R,S,Tとする.このとき,点P

が動くと,四角形QRSTの形が連続的に変化してい

く.この,形を変える四角形の性質を調べてみよう.
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A Q

図2.1a

図2.1b

パソコソの画面上で ｢図形のワルツ｣を立ち上げ

ると,図2.1bの画面が現れる.マウスの動きに

つれて点pの位置を連続的に動かすことができる.

その動きに連動 して正方形の辺と平行な2本の線分

QSとRTが位置を変え,四角形QRSTが連続的に変

形 していく.生徒自らマウスを操作することで,四

角形QRSTの形の変化を観察することができる.こ

れにより,生徒自身にとっての,体験に基づく実感

的な理解が得られることになる.必要に応 じて ｢ま

す 目の表示/非表示｣ポタソを押すことにより,画

面にます目を入れて,点Pの位置と四角形QRSTの

形の関係を調べることができる.
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上記の課題設定の下に,四角形QRSTに関 して次

のような観点から考察をおこなう.

･四角形QRSTにはどのような特徴があるか.

･この四角形を連続的に変形させるときに,変わら

ない性質は何か.

･この四角形が特別な四角形になることがあるか.

動点Pがどのような位置のとき,どのような四角

形になるか.

問題 (2.1) 四角形QRSTは,どのような性質

をもつか.見つけた性質を挙げてみよう.

性質 (2.1a) 四角形QRSTの2本の対角線は,

長さが等 しく,点Pにおいて垂直に交わって

いる.点Pが動いても,対角線の長さは変わ

らない.

この性質は,四角形QRSTの構成方法から容易に

見て取ることができる.小学校算数 ｢いろいろな四

角形｣において,代表的な四角形に関する対角線の

性質について,つぎのような学習をおこなう.四角

形の対角線に関する特徴的な三つの性質を挙げて,

代表的な四角形である正方形,ひし形,長方形,辛

行四辺形に対 して,どの性質を持っているかを調べ

る学習である.表 2.2は,それらをまとめたもの

である.一万四角形QRSTに関しては,性質 (2.

1a)から表2.3のようになる.

性質 (2.1b) 点Pが動いても四角形QRSTの
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面積は変わらない.その値は正方形の面積の

二分の一である.

この性質も構成方法から容易に読み取ることがで

きる.成 り立つ理由を明確に説明し,発表できるよ

うに指導をおこなうことは,数学的な思考力 ･表現

力を育成する上で基本的であろう.

問題 (2,2) 四角形QRSTが正方形になるのは,

点Pがどのような位置にあるときか ?

性質 (2.2) 四角形QRSTが正方形になるのは,

点Pが正方形ABCDの中心 (対角線の交点)

のときに限る.

証明 四角形QRSTの2本の対角線RT,QSが互

いに他を2等分するのは,点Pが正方形ABCDの中

心のときに限る.従って表 2.2から,それ以外の

位置にあるときは,四角形QRSTが正方形になるこ

とはできない.

点Pが正方形の中心にあるとき,四角形QRSTが

正方形となることは,誰もが直ちに見出すことがで

きる.議論を必要とするのは ｢その場合に限る｣こ

とを示す点にある.そのためには表 2.2をうまく

活用するこ.とにより,スッキリと納得のいく説明を

することができることに気が付 くかどうかが,重要

である.この点に表 2.2の内容を単に理解 してい

るだけなのか,それともそれをさらに活用すること

ができるかが明確に表れてくることになる.したがっ

表2.2

(a)対角線が垂直に (b)対角線の長さが (C)対角線が互いに

交わる 同じ 他を二等分する

正 方 形 ○ ○ ○
ひ し 形 ○ × ○
長 方 形 × ○ ○

表2.3

(a)対角線が垂直に (b)対角線の長さが (C)対角線が互いに

交わる 同じ 他を二等分する
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てこの課題は,既存の数学の知識を基にして図形の

性質を見出し発展させるような活動をおこなうこと

ができるものである.数学的な表現を用いて根拠を

明らかにし,筋道立てて説明し伝え合う活動をおこ

なうのに適 していると言える.

問題 (2.3) 四角形QRSTは,正方形以外の長

方形,ひし形,平行四辺形になることはある

か ?

性質 (2.3) 四角形QRSTは,正方形以外の長

方形,ひし形,平行四辺形になることはない.

証明 性質 (2.2)の場合と同様に,点Pが正

方形ABCDの中心以外のときは,四角形QRSTの対

角線が互いに他を二等分することはないから,表2.

2よりわかる.

これも表2.2にまとめた四角形の対角線の性質

の活用である.問題 (2. 2)がよりよく理解でき

たならば,性質 (2.2)で用いた議論が,そのま

ま性質 (2. 3)でも通用することがわかるであろ

う.

問題 (2.4) 四角形QRSTが台形になるのは,

点Pがどのような位置にあるときか ?

この問題はこれまでの問題と比較 して難度が高い.

そのためコソピューク･ソフト｢図形のワルツ｣を

有効に活用することの意義が出てくることになる.

点Pを様々に動かすことにより四角形QRSTを変形

させ,その様子を観察 しながら探求を進めることが

重要な数学的活動となる.

･動点Pを動かして,四角形QRSTが台形になる位

置を探す.台形が見つかったら,点Pの位置をク

リックし,画面上にプロットする (図2.4).

･このようにして何点かプロットすることによって,

どのような場合に四角形QRSTが台形になるか,

予想を立てさせる.

性質 (2.4) 点Pが,正方形ABCDの対角線上

にあるとき,四角形QRSTは台形になる.そ

の他の時には,台形にはならない.

上記のように,画面上に四角形QRSTが台形とな

る点Pをプロットしていく活動をおこなうことによ

り,正方形ABCDの対角線上に点Pがあるとき四角

図2.4
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形QRSTは台形となることを発見することができる

であろう.それでは,このように観察で得た性質を,

どのようにして証明すればよいかが,次の課題にな

る.特に ｢四角形QRST台形となるのは,点Pが対

角線上にあるときに限る｣ことを証明することは,

難度の高い問題と言えるであろう.

この性質 (2.4)の証明には次の事実 (準備の

ための補題)を用いるのがよい.

準備のための補題 直角三角形ABCにおいて,

∠B-90 0 とする.このとき

AB < BC⇔ ∠A >450>∠C.

性質 (2.4)の証明 点Pが対角線上にないとき,

例えばRP<QPとすると,RT-QSより,

PT>PSである.従って上記の準備のための

補題から,

∠RQP<450 ,∠PST>450

となる.このことから ∠RQP-∠PST と

なることはない.従って "錯角が異なる"か

ら,RQとSTは平行ではない.

問題 (2.5) 四角形QRSTが台形になるとき,

その台形にはどのような特徴があるか ?例え

ば次のような性質を観察 し,その証明を考え

てみよう.

･台形QRSTは等脚台形である.なぜか ?

･台形の平行な2辺の長さの和は,正方形ABCDの

対角線の長さに等 しい.例えば, 2辺QRとSTが

平行のとき,QR+ST-BDが成立する.理由を

考えよう.

･では,平行でない向かい合う2辺の長さの和につ

いては,どうなっているだろうか.

｢図形のワルツ｣の画面上で,｢対角線の表示/非

表示｣ボタンを押すと,正方形ABCDの対角線を表

示することができる (第 5節 (3)②を参照).

性質 (2.5) 四角形QRSTが台形になるならば,

それは等脚台形で,平行な2辺の長さの和は

正方形ABCDの対角線の長さに等しい.

証明 RQ- AP,ST-PCだから,点Pが対角線

AC上にあるとき,RQ+ST- AC.
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問題 (2.6) 性質 (2.5)に注目し,これと

対比するために,四角形QRSTが台形ではな

い場合を考える.このとき向かい合う辺の長

さの和について,どのような性質が成 り立つ

か.

画面上で,｢AC,BD線の表示/非表示｣ボタンを

押すと,折れ線APCやBPDを表示することができ

る (第5節 (3)③を参照).

性質 (2.6) 一般の場合の四角形QRSTにおい

て,

QR+ST ≧ 正方形の対角線の長さ,

QT+RS≧ 正方形の対角線の長さ

が成 り立つ.等号は向かい合う辺が平行のと

きに限る.

証明 RQ-AP,ST- PCである.また折れ線

APCの長さは線分ACより長い.このことから性質

(2.6)がわかる.

4.一般化の方向性

第 3節では,与えられた正方形の内部を動く点に

対 し,その点を通 り正方形の各辺と平行な2本の直

線と正方形の4辺との交点を考え,これらの4点を

順次結んで得られる四角形について考察をおこなっ

た (図4.1(ア)).この課題においては,枠の四

角形が正方形の場合であったが,意欲的な生徒のな

かには,枠の四角形をひし形,長方形,平行四辺形

に換えるとどうなるか考えてみようと試みる者も出

てくるに違いない.ひし形,長方形あるいは一般の

平行四辺形が 1つ与えられたとする.その内部に動

点を取 り,その点を通り枠の四角形の辺と平行な2

本の直線と枠の各辺との交点を順次結んで得られる

四角形を考える (図4. 1 (イ),(ウ),(ェ)).動

点が枠の四角形の中を動 くと,それに伴って,今構

成 した四角形も連続的に形を変えていく.このとき

この四角形がどのような性質を持つか様々な角度か

ら考察すろことは,興味深い課題である･(ア)の

型の四角形に対 して第3節での考察から得たさまざ
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(ア)枠が正方形

(ウ)枠が長方形

図4.1

まの性質が,(イ),(ウ)あるいは (ェ)の型の場

合にも成立するかどうか確認 していく探求は,まさ

に数学学習における探求と呼べるものであり,｢根

拠を明らかにして筋道を立てて体系的に考える｣力

を必要とする課題であるといえる.

単に ｢一般の四角形｣について調べてみようとし

ても,"取っ掛かりがない"と感 じられるだろうが,

このように "枠"によってタイプ分けをおこなうこ

とにより,一般の四角形について調べるための視点

が与えられることになる.さらに,四角形に対する

このような視点に立った考察は,[9,第 3節]で

おこなった ｢凸四角形に対 し,その対角線ベクトル

に注目する考察｣と互いに補完 しあうものであるこ

とを注意 しよう.任意の凸四角形に対 して,各辺の

中点を順次結んで得られる四角形は常に平行四辺形

であるが (第 1節定理 1. 1),この平行四辺形が

特に正方形となる場合が図4.1 (ア)の場合であ

り,ひし形,長方形,およびそれら以外の平行四辺

形になる場合がそれぞれ図4.1 (イ),(ウ),(ェ)

の場合である.上記の `̀枠"は,定理 1. 1で得ら

れる平行四辺形を2倍に拡大 したものである.そこ

(イ)枠がひし形

･＼∴ ･･. -

(ェ)枠が平行四辺形

で,四角形の対角線に関する基本的な三つの性質

(a)垂直に交わる (b)長さが等 しい

(C)互いに他を二等分する

に注目して,四角形の分類を考えると,表4.2の

ようになる.

小学校算数で扱う四角形は主に,正方形,ひし形,

長方形,平行四辺形および台形であろう.中学校数

学においても,扱う四角形はこれらの代表的なもの

が中心であり,一般の四角形に関して,その幾何学

的な性質を考察することはまれである.第 1節で上

げた定理 1. 1は,中学校で取 り扱う一般の四角形

に関する重要な定理の一つである.第 2節で取 り上

げた課題および本節で述べてきたその一般化は,中

学校において一般の四角形についての考察をおこな

うための極めて興味深い視点と方向性を与えるもの

である.
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表 4.2

(a)対角線が垂直に (b)対角線の長さが (C)対角線が互いに

交わる 同じ 他を二等分する

止 方 形 ○ ○ ○
ひ し 形 _○ × ○
長 方 形 × ○ ○
平 行 四 辺 形 × × ○

(ア) ○ (⊃ ×

(イ) × ○ ×

(ウ) ○ × ×

(エ) × × ×

5. ｢図形のワルツ｣の操作

｢図形のワルツ｣は,中学校数学における ｢図形

の連続変形を活かした幾何の学習｣のための教材と

して開発されたWindowsアプリケーショソである.

本節では,その操作方法について述べることにする.

操作方法は授業者にとって極めて分かりやすく工夫

されているのみならず,正方形のなかの点を動かし

て四角形を変形させていく等の基本的な操作は,坐

徒自身にとっても容易におこなうことができる.

(1)アプリケーションの起動

｢図形のワルツ｣は起動のために他のファイルを
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必要としないために,本体があるだけで動作させる

ことができる.起動の際にはアイコソをクリックす

る.

(2)画面構成

図5. 1において,左側の正方形ABCDは,マウ

スで図形を動かして点を打つためのユーザの作業領

域である.右側の四角形は,左の正方形においてプ

ロットした点Pと対応 した場所に点をプロットして

いく領域である.この点を残 しておくことによって,

例えば,内部の四角形が同じ特徴をもった四角形の

ときに,プロットした点がどのような軌跡を描いて

いくかを考察することができる.

図 5.1
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(3)表示の変更ボタン

(か ます目の表示/非表示

プロットの際に位置がわかりやすいように,ます

目を表示することができる (図5.2).このボタ

･_A ･正方形A8CO

> ･.○/
＼＼ ＼＼ヽ //

).2回:BCIZ)iL▲敵L:AT _iの四十1申 大きさ.-U..-伽 ｣;事の一一 ∴ゝ_.

=二軍竺÷

(参 対角綾の表示/非表示

四角形の特徴をわかりやすく考察できるように,

正方形の対角線を表示することができる (図5.3)

激-単軸プ;拶=i･{1: ;+

i≡I i

＼＼㌔ー【【1【 C

く′とつfI L∴l⊥⊥敷 ⊥｣ ∴.也 こ申

ソをもう一度押すとます目は消える.また,ます目

を出したり消したりする操作によって,今までプロッ

トしてきた点が消えることはない.

痩 遥 遠蕗 鼓弓故 地 巌三湖二:速.-A/A:右筆≡/

妻･/ r

-,どー ･＼.
i.き＼:

＼

;ヨ準 .
ド

jEの六ささ

とフね _ 二王空 乙｣野とaLtl

このポタソをもう一度押すと,対角線は消える.こ

の作業でも,これまでプロットしてきた点は消える

ことはない.

濃慧監忠弘題号誌:.弓 鞍岩'耕野. 鮎.正方A8〇〇

i.辛.I,苧翠t.,T-.i幽 点の六書才一.･..･..･..一四{RZのカー..て

図5.3
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(卦 祈れ綾APC,BPDの表示/非表示

｢AC,BD線の表示/非表示｣ポタソを一回押す

と,正方形の頂点Aから点Pを通ってCまでの折れ

線を緑色で表示することができる.もう一度押すと,

今度は]見点Bから点Pを通ってDまでの紫色の折れ
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線を引くことができる. 3回押すと,両方の線を引

き,さらにもう一度押すとこれらの線はすべて消え

るようになっている.また,これらの線は,点Pの

移動に伴って四角形と一緒に動くようになっている.

図5.4

(4)描画の処理

(彰 プロt./トした点の消去

｢ひとつ前｣ボタンを押すことにより,プロット

した点を右の画面から消すことができる.これを何

回も押すことによって,これまでプロットした点を

新 しいJl剛こ消すことができて,最終的には初期状態

に戻すことができる.ただし,点を消すことはでき

るが,一度消 した点を戻すことはできないので,注

意が必要である.

(9 再描画

ほとんど使うことはないが,何らかの原因によっ

てプロットした画面が真っ白になった場合など,こ

のボタンを押すと,点を再描画することができる

(図5.5).例えば,アプリケーショソのウィン

ドウを動かしたときや,他のアプリケーショソのウイ

ソドゥが上に重なったときなどこのような現象が起

きてしまうときがあるので,そのような場合には,

このボタソで再描画することが可能である.

⑥ 全消去

｢全消去｣ポタソを押すと,プロyトした点が消

える (図5.5).ただ します 目や対角線は消えな

い.これをすることによって,これまで記憶 してい

た座標の情報も消去され,全消去 したあと再描画 し

ても点は復活 しないので,注意が必要である.

(5)モードチェンジ

描画のモー ドを変えるボタソである.モー ドには

次の二種頬がある (図5.6).

･｢常に四角形が動く｣

このモー ドはマウスを動かすだけで常に四角形が

動くようになっている.点をプロットしたい場合に

はマウスを左クリックする.

･｢ドラッグ中に四角形が動く｣

このモー ドはマウスを動かすだけでは四角形は動

かず, ドラッグ中にのみ四角形が動くようになって

いる.点をプロットしたいときは, ドラノグを終了

する (つまり左指を離す)ことによって点をプロッ

トすることができる.前に動かした四角形の形をそ

のまま残 しておきたいときに,この機能を使うこと

ができる.今どのモー ドなのかは,このボタソの右

側に表示されるようになっている.
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図5.5

図5.6
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図5.7

(6)設定

ここでできる設定は,点の大きさと,各線の太さ

である (図5.7).必要に応 じて変えることがで

きる.変更は,次の描画から反映されるようになっ

ているので,点を最初から打ち直すことなどは必要

ない.

付記 本研究は,新潟大学プロジェクト推進経費並

びに人文社会 ･教育科学系研究支援経費の助

成を得ておこなわれた.
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