
第6章 ジオメトリーの幾何機能

ジオメトリー・アプリケーションには，TI–89titaniumや voyage200に組み込まれていたカブリ・

ジオメトリーと同等の機能があります．さらに，その画面に直交座標を表示させることができるばか

りではなく，画像ファイル (bmp, jpg, png)を表示させることもできます．したがって，たとえば，実

際の写真をNspireに表示して，その中に含まれる様々な幾何要素を解析することができるのです．

つまり，この幾何機能を利用すると，これまでは別々のもとのして教授されていた初等幾何，解析

幾何，そして実世界の問題を融合させた学習ができることなります．

18 幾何機能の概要

18.1 幾何機能の概要

最初にドキュメントかプロブレムを新しくして，幾何機能 (Geometry)のページを追加します．追

加すると図 18.1(a)のような白紙のページが表示され，右上に長さが 1 cmの短い線分が表示されま

す．その上の黒枠には「DEG」が表示されていて，角の単位は度数法を利用することが示されてい

ます．この画面をジオメトリー画面ということにします．�� ��menu により表示されるメニューには，図 18.1(b)のように「4: 点・直線 (Ponts&Lines)」「5: 図

形 (Shapes)」「6: 計測 (Measurement)」「7: 作図 (Construction)」「8: 変換 (Transformation)」など

があります．これらのメニューを利用すると，点や直線を配置したり，図形を描いて長さや角度を計

測したり，対称変換等の図形の変換をしたりすることができます．さらに作図 (Construction)を利用

すると，垂直 2等分線や角の 2等分線などを作図することもできるのです．

「1: Action」の箇所を利用すると，いったん配置した図形を再定義したり，非表示にしたり，色や

線種を変更したりすることができます．スライダーを挿入することもできるので，図形を変形させて

も変わらない性質について把握することが容易になります．長さや角度などを表示させることもでき

るので，図形の性質についての理解を向上させることができるでしょう．

(a) 初期画面 (b) 幾何機能のメニュー

図 18.1: 幾何機能 (Geometry)の画面とメニュー

[URL] https://yunavi.lsv.jp/nspire.html
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18.2 幾何機能のサブメニュー

図 18.2に，幾何機能のサブメニューを示します．どのようなことが可能であるのか，その概要を

把握することができるでしょう．個々の機能モードから抜けるには
�� ��esc を押します．具体的な使い

方は次節以降で解説します．

(a) 「1: Action」 (b) 「2: View」

(c) 「3: Trace」 (d) 「4: Points & Lines」

(e) 「5: Shapes」 (f) 「6: Measurement」

(g) 「7: Construction」 (h) 「8: Transformation」

図 18.2: 幾何機能のサブメニュー
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19 幾何要素の配置

19.1 点と直線の配置
�� ��menu

�� ��4

幾何機能を利用するには，最初に何らかの図形を描く必要があります．点を配置して直線や円弧で

結んだりする機能は
�� ��menu

�� ��4 に登録されています．

1: 点の配置 (Point)
�� ��menu

�� ��4
�� ��1

この機能を選択すると，図 19.1(a)のように画面の左上に点のマークが表示され，画面上に「point」

と書かれたペンマークが現れます．ペンの先端には黒丸があり，タッチパッドでスライドさせるとペン

と先端の黒丸が移動します．点を配置したい場所で
�� ��↖ を押すと，その箇所に (b)のように点が配置さ

れてペンが人差し指に変わり，その箇所に点を配置したことを示しています．
�� ��↖ ではなく �� ��enter で

もかまいません．タッチパッドでスライドさせると再びペンマークになるので，同様にして必要な点

を配置していきます．
�� ��esc を押すと，点配置のモードから抜けることができます．

点配置のモードから抜けた後に配置した点にポインターを近づけると，点の大きさがちょっと大き

くなり (c)のようなハンドマークになって「point」と表示されます．これは，その幾何要素が「点 (ポ

イント)」であることを示しており，この状態で指定した点についていろいろな操作をすることがで

きます．
�� ��ctrl

�� ��menu を押すと，具体的に操作可能な内容が (d)のように表示されます．

点以外の図形の場合も，その図形にポインターを近づけると図形が太線になりハンドマークが現れ

ます．その状態で
�� ��ctrl

�� ��menu を押すと，その図形に対して行うことができる操作内容が表示されま

す．具体的な操作内容は次頁の表 19.1を見てください．このメニューは，Student Softwareの場合

はポインターを図形に近づけてハンドマークを表示させてから右クリックすると表示されます．

(a) ペンと黒丸が現れる (b) 人差し指で点を示す

(c) ハンドマークが出現する (d)
�� ��ctrl

�� ��menu によるメニュー

図 19.1:
�� ��menu

�� ��4 「1: Point」
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表 19.1: 選択した幾何要素に対する
�� ��ctrl

�� ��menu によるサブメニュー

メニュー項目 内容

1: Recent 最近の操作履歴が表示される．選択すると同じ操作をするこ

とができる．

2: Label 選択した図形に名前をつけることができる．大文字・小文字

を区別することができる．

3: Attributes デフォルトで表示される黒丸を，他の図形 (白丸，□など 13

種類)に変えることができる．候補は ◀ ▶で選択する．
4: Hide 選択した要素を非表示にする．

5: Delete 選択した要素を削除する．

6: ReDefine 点の位置を移動して，配置を再定義する．

7: Coodinate and · · · グラフ画面で座標や方程式を表示させる．

8: Measurement 指定した要素が線分の場合は長さを，円などの閉図形では面

積を計算する．

9: Geometry Trace 点を移動するとき，移動の跡 (トレース)が残るようにする．

A: Pin その点に「ピン」を打つ．

B: Color 線の色や閉図形の内部の色を変えることができる．

C: Conditions 条件を指定して，条件により線や図形内部の色を変えること

ができる．

(注) 変更可能なものだけが表示され，変更できない項目は薄く表示される．

右図は，
�� ��esc で点配置のモードから抜けた後に図 19.1

図 19.2: 表示後の属性変更

で指定した点を変更したものです．最初に，それぞれの点

にポインターをあててハンドマークを表示させます．そ

の状態で
�� ��ctrl

�� ��menu を押すと表示される表 19.1のメ

ニューから，左下の点は「3: Attribute」を選択して表示

マークを「×」印に変更しました．表示マークは画面に

一つしか表示されませんが，◀ ▶で変更できるマークが
次々に変わるので，希望するマークの箇所で

�� ��↖ を押し
て選択します．

右上の点は，
�� ��ctrl

�� ��menu によるメニューから「2: Lable」

を選択して「Point」という語句を入力しています．大文字と小文字を取り混ぜながら入力すること

ができます．大文字・小文字は
�� ��shift を押すと切り替えることができます．または，

�� ��menu
�� ��4

�� ��1 で

点配置のモードにあるとき，
�� ��↖ で点を配置すると現れる図 19.1(b)のような人差し指の状態でアル

ファベットキーを直接打ち込んでもかまいません．

左上の点は，点配置のモードを抜けた後で点にポインターを近づけるとハンドマークが表示される

ので，その状態で
�� ��ctrl

�� ��↖ を押すと「つまむ」マークになり点がつままれます。その状態でタッチ
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パッドをスライドさせると点を移動させることができます．図 19.2は移動中の状態です．希望する

位置に移動したら
�� ��↖ を押して決定します．

なお，Student Softwareで利用する場合は，ポインターを近づけてハンドマークが表示されたら，

左クリックしたままマウスを動かすと「つまむ」マークが現れて移動させることができます．

2: 図形上の点 (Point On)
�� ��menu

�� ��4
�� ��2

この機能を利用すると，すでに描かれている線や曲線の上に点を配置することができます．例を試

すため，前の図形を
�� ��menu

�� ��1
�� ��6 により削除します．「Are you sure you want to delete everything?」

と表示され，全部削除することの確認を求められます．削除したくないときは，
�� ��ctrl

�� ��doc により

ページを追加するとよいでしょう．

参照図形として，
�� ��menu

�� ��5
�� ��1 (6–11頁)により円を描いておきます．円描画のモードから抜けた

後に円上の点を指定するには
�� ��menu

�� ��4
�� ��2 を利用し，図形を選択してから図形上の点を指定するこ

とになります．�� ��menu
�� ��4

�� ��2 を押すと，画面左上の角に「線上の点」のマークが表示されます．ポインターを円

に近づけると円が太線になってポインターが人差し指になるので，その図形でよければ
�� ��↖ を押して

図形を決定します．決定すると，図形が点線になってペンマークが現れ「point on」が表示されます．

タッチパッドで移動すると，ペンの先端は選択した図形上を動きます．点を置きたい位置にペン先を

移動して
�� ��↖ を押すと，点が少し大きく表示され図形が実線に戻ります (図は略)．別な点も配置した

いときは，図形の選択と点の位置を指定する操作を繰り返します．

点配置のモードから抜けるには
�� ��esc を押します．モードから抜けると，画面左上のマークも消え

ます．

(a) 点を置きたい図形を指定 (b) 点を置きたい箇所を指定

図 19.3:
�� ��menu

�� ��4 「2: Point On」

いったん指定した点は，
�� ��ctrl

�� ��menu を利用して位置を移動させることができます．ポインターを

移動したい点に近づけると，その点がちょっと大きくなりハンドマークが現れます．円が太線になる

と，幾何要素として円が選択されているので，円ではなく点が大きくなるようにします．その状態

で
�� ��ctrl

�� ��menu を押して「6: ReDefine」を選択します．タッチパッドをちょっとスライドするとペン

マークになるので，変更したい箇所に移動させて
�� ��↖ を押します．移動中は前の点も表示されていま

すが，
�� ��↖ を押すと前の点が消えて新しく指定した点だけが残ります (図は略)．
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3: 交点 (Intersection Point)
�� ��menu

�� ��4
�� ��3

これを選択すると，複数の図形の線が交差する箇所に点を配置することができます．例を試すた

め，
�� ��menu

�� ��1
�� ��6 により前の図形を削除します．複数の図形として，たとえば

�� ��menu
�� ��5 により円と

三角形を交差するように描画しておきます (6–11頁)．その交点に点を配置することができるのです．�� ��menu
�� ��4

�� ��3 を選択すると，画面左上に交点を指定するモードであることを示すマークが表示さ

れます．最初に，交点が生じている図形を指定する必要があります．ポインターを円に近づけると，

図 19.4(a)のように人差し指になって円が太線になるので，
�� ��↖ を押して一つの図形として円を指定

します．最初に三角形を指定するには，交点のある辺が太線になるので，太線の辺を指定します．

次に，もう一つの図形を指定するためポインターを三角形に近づけます．ポインターが人差し指に

なり辺が点線で表示され，交差している辺に近づけると (b)のように交点の箇所に白丸が示されます。

その状態で
�� ��↖ を押すと辺が太線になり点が配置されます (図は略)．人差し指をずらすと細線に戻り，

(c)のように点が配置されたことを確認することができます．画面の左上のマークがある限り，この

操作を
�� ��menu を押すことなく続けて行うことができます．

(a) 交差図形として円を指定 (b) 交差する辺を指定

(c) 交点が配置される (d) 一つの交点を削除

図 19.4:
�� ��menu

�� ��4 「3: Intersection Point」

左上角のマークを消すには
�� ��esc を押します．交点配置のモードから抜けた後であっても，ポイン

ターを近づけて
�� ��ctrl

�� ��menu によるメニューから点にラベルをつけたり点の記号を変えたりするこ

とができます．また，不要な交点を削除することもできます．たとえば，2つある交点の 1つを削除

するには，削除する点にポインターを近づけて人差し指にします．その状態で
�� ��ctrl

�� ��menu を押すと

図 19.1(d)が表示されるので，「5: Delete」を選択することで削除することができます．図 19.4(d)は

削除後の図です．
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4: 1点を通る直線 (Line)
�� ��menu

�� ��4
�� ��4

これを選択すると，点を指定して，その点を通る直線を描くことができます．例を試すため，前

の図形を削除するか，または別なページを追加しておきます．�� ��menu
�� ��4

�� ��4 を選択すると，画面の左上の角にマークが表示されます．図 19.5(a)のように，画面

にペンマークと「point on」が表示されるので，最初に点を置きたい箇所を指定します．ペンマーク

を移動させて
�� ��↖ により点を指定すると，今度は (b)のようにペンマークが人差し指に変わります．

その指を移動させると，指定した点を通る直線が点線で表示されるので，希望する傾きと長さを指定

して
�� ��↖ を押すと直線が決定します．別な点に指定し直すには， �� ��↖ を押さないで �� ��esc を押します．�� ��↖ ではなく �� ��tab を押すと，その直線上に点が置かれて人差し指がペンマークになります．ペン

を移動すると，新たに配置した点を直線上に置いたまま直線の傾きや長さを変更することができます．�� ��↖ を押すことで確定します (図は略)．この場合は，直線上に点が 2点配置されることになります．

確定すると，(c)のように再びペンマークと「point on」が表示され，次の点をどこにするかが問

われます．その点は描画した直線上で点滅しますが，ペンマークを移動させると点が直線の外側にず

れて，(d)のように最初の直線は細線で表示されます．(d)では，点を直線外に指定して別な直線を描

こうとしているところです．

このようにして，点の指定とその点を通る直線の描画を連続して行うことができます．
�� ��esc を押

すと画面左上のマークが消えて直線描画のモードが終了します．

(a) 最初に点を指定する (b) 直線の傾きと長さを指定する

(c) 次の点を指定する (d) 点を移動して 2本目を描画

図 19.5:
�� ��menu

�� ��4 「4: Line」

直線の配置モードから抜けるには
�� ��esc を押します．このモードから抜けた後に直線を移動するには，

ポインターを直線上の点にあてがって図 19.6(a)のようなハンドマークを表示させます．
�� ��ctrl

�� ��↖ を
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押すと「つまむ」マークになって (b)のように点がつままれるので，その状態でタッチパッドでス

ライドすると直線が同じ傾きを保ったまま移動します．つまり，平行移動します．移動を終了するに

は
�� ��↖ か �� ��esc を押します．直線の長さを伸ばすには，直線の端点をつまんで同様にします．ただし，

直線が太線で表示されない位置でつまみます．太線の状態でつまむと，端点ではなく直線自体がつま

まれることになります．端点をつまんだときは長さだけが伸縮し傾きは変わりません．

直線の傾きを変更するには，指定点が一個だけの場合は，その指定点以外の箇所にポインターを近

づけると直線が太線になりハンドマークが現れます．
�� ��ctrl

�� ��↖ を押すと「つまむ」マークになって
直線がつままれます．その状態でタッチパッドでスライドすると，指定点は固定されたまま直線の傾

きを変更することができます．変更が確定したら
�� ��↖ か �� ��esc を押します．指定点が 2個あるときは，

いずれかの点をつまんで同様にします (図は略)．

(a) 点をつまむ (b) この状態で平行移動させる

図 19.6:
�� ��menu

�� ��4 「4: Line」

5: 2点を通る線分 (Segment)
�� ��menu

�� ��4
�� ��5

これを選択すると，2点を指定して，それらの点を結ぶ線分を描くことができます．例を試すた

め，前の図形を削除するか，または別なページを追加しておきます．�� ��menu
�� ��4

�� ��5 を選択すると，画面の左上の角にマークが表示されます．画面にペンマークと「point」

が表示されるので，最初に点を置きたい位置を
�� ��↖ を押して指定します．次に，2つ目の点を指定す

るためにペンマークを移動します．ペンマークの先端は，(a)のように最初に指定した点と点線で結

ばれます．2番目の点の位置を
�� ��↖ を押して決定すると，点線が太線に変わり線分が決定されます．

その後はペンマークと先端の点は自由に動かすことができるので，同様にして 2本目の線分を決定し

ます．(b)は 2本目を指定しているところです．線分配置のモードから抜けるには
�� ��esc を押します．

(a) 線分の終点を指定する (b) 2本目の線分を指定する

図 19.7:
�� ��menu

�� ��5 「5: Segment」
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線分を確定後でも，ハンドマークと「つかむ」マークを利用して線分の長さや端点の位置を変更で

きます．また，ハンドマークを表示させて
�� ��ctrl

�� ��menu を押すことにより，線分を削除したり，端点

や線分にラベルを付けたり，端点の黒丸記号を変えたりすることもできます．また，
�� ��menu

�� ��4 の「3:

交点 (Intersection)」を利用することにより，複数の線分の交点に点を置くこともできます．

6: 点を通る半直線 (Ray)
�� ��menu

�� ��4
�� ��6

これを選択すると，点を指定して，その点を始点とする半直線を描くことができます．�� ��menu
�� ��4

�� ��6 を選択すると，画面の左上の角にマークが表示されます．画面にペンマークと「point」

が表示されるので，最初に点を置きたい位置を
�� ��↖ を押して指定します．指定するとペンマークが人

差し指に変わるので，次に半直線の傾きと表示する長さを指定するために人差し指を移動させます．

指の先端は，最初に指定した点と点線で結ばれます．傾きや長さが決まったら
�� ��↖ を押すと，点線が

太線に変わり半直線が決定されます．「4:直線 (Line)」と違い，始点の反対側の線は表示されません．

その後はペンマークに戻るので，同様にして 2本目の半直線を決定します．

半直線の描画中に
�� ��tab を押すと，先端のちょっと前に点が置かれ，人差し指がペンマークになり

ます．始点以外にも点を配置したいときに利用するとよいでしょう．半直線のモードから抜けるに

は
�� ��esc を押します．図は，図 19.5と同様なので省略します．

7: 接線 (Tangent)
�� ��menu

�� ��4
�� ��7

これを選択すると，曲線上の点を指定して，その点における接線を描くことができます．

この機能を試すには，最初に曲線が描かれている必要があるので，
�� ��menu

�� ��4
�� ��9 を利用して円弧

を描いておきます．描き方は「9: 円弧 (Circle Arc)」の箇所を参照してください．

その上で
�� ��menu

�� ��4
�� ��7 を選択すると，画面の左上の角にマークが表示されます．

(a) 曲線を指定する (b) 曲線上の点を指定する

(c) 2つ目の曲線での接線 (d) 接線を伸ばす

図 19.8:
�� ��menu

�� ��7 「7: Tangent」
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最初に，接線を描きたい曲線を指定する必要があります．曲線にポインターを近づけると，図 19.8(a)

のように太線になります．その曲線でよければ，
�� ��↖ を押して接線を描く曲線を決定します．決定す

ると，「point on」が表示されてポインターがペンマークに変わり，(b)のように曲線と接線 (両側矢印

で表示される)が点線で表示されます．ペンマークをスライドさせると，決定した曲線上を点と接線

が動きます．希望箇所で
�� ��↖ を押すことで点と接線が決定します．曲線と曲線上の点の 2つを決定す

る必要があるので，
�� ��↖ を 2回押す必要があります．接線を決定して曲線から離れるとペンマークが

ポインターに戻るので，(c)のように 2本目の接線を決定することができます．接線のモードから抜

けるには
�� ��esc を押します．

接線のモードから抜けても，ポインターを近づけてハンドマークを表示させることにより，確定後

の図形を修正することができます．たとえば，図 19.8(d)では，接線にポインターを近づけてハンド

マークを表示させ，その状態で
�� ��ctrl

�� ��↖ を押して接線の端点を「つかむ」ことにより，デフォルト
で表示される接線の長さを伸ばしているところです．ハンドマークの状態で

�� ��ctrl
�� ��menu を利用する

と，削除したり，色やラベルをつけたり，点の位置を再定義することもできます．

8: ベクトル (Vector)
�� ��menu

�� ��4
�� ��8

これを選択すると，曲線上の点を指定して，その点を始点に持つベクトルを描くことができます．�� ��menu
�� ��4

�� ��8 を押すとペンマークが現れるので，図 19.7と同様に指定します．最初に，ペンマー

クを移動してベクトルの始点を置く場所を決めます．
�� ��↖ を押して始点を決定したら，ペンマークを

移動させて終点を決めます．始点からペンマークまでが点線のベクトルで表されるので，
�� ��↖ を押し

て終点を決めます．始点と終点を決めるとペンマークが人差し指に変わり，ベクトルが太線で表示さ

れます．人差し指を移動させるとベクトルは細線になって人差し指がペンマークに戻り，次のベクト

ルを描き入れることができます．ベクトルのモードから抜けるには
�� ��esc を押します．

図 19.9: 3点を通る円弧

9: 円弧 (Circle Arc)
�� ��menu

�� ��4
�� ��9

これを選択すると，3点を指定して，それらの点を通

る円弧を描くことができます．3点を指定すると，それ

らの点を通る円がただ一つに定まります．�� ��menu
�� ��4

�� ��9 を押すとペンマークが現れるので，
�� ��↖ を

押しながら 3点を決めます．2つの点を定めると，定め

た 2点とペンマークの先端を通る円弧が点線で表示され

ます．
�� ��↖ を押して 3点目を決定すると，1番目と 3番

目の点を端点とする円弧が確定します．確定後は，ペン

マークを移動させて別な円弧を描くことができます．円

弧を描くモードから抜けるには
�� ��esc を押します．
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19.2 基本図形の配置
�� ��menu

�� ��5

ジオメトリー画面で表示できる基本図形は，
�� ��menu

�� ��5 「5: Shape」の箇所に登録されています．

図 18.2(e)にあるように，多角形と 2次曲線の描画をすることができます．

1: 円 (Circle)
�� ��menu

�� ��5
�� ��1

これを選択すると，中心と半径を指定して円を描くことができます．試す前に，
�� ��menu

�� ��1
�� ��6 を

利用して前の画面を削除するか，または
�� ��ctrl

�� ��doc によりページを新しくしておきます．�� ��menu
�� ��5

�� ��1 を押すと，画面の左上の角に円描画のモードであることを示すマークが表示されま

す．最初にペンマークが現れるので，
�� ��↖ を押して中心を指定します．指定するとペンマークがポイ

ンターに戻りますが，タッチパッドをスライドすると人差し指に変わり，図 19.10(a)のように人差し

指を動かすごとに半径の異なる円が点線で描かれます．
�� ��tab を押すと円上に点が置かれ，人差し指

を動かすと点を置いたまま円の半径が変わります．半径を確定させるには
�� ��↖ を押します． �� ��tab を

押してある場合は，円上の点も確定します．円を確定後は再びペンマークに戻るので，同様にして次

の円を指定します．(b)では，2つ目の円上に
�� ��tab を押して点を配置しています．�� ��esc を押すと，画面左上のマークが消えて円描画のモードから抜けます．

(a) 中心と半径を指定する (b) 2つ目の円上に点を配置

図 19.10:
�� ��menu

�� ��5 「1: Circle」

円配置のモードを終了後でも，いろいろな修正を行うことができます．修正したい要素にポイン

ターをあててハンドマークにして
�� ��ctrl

�� ��menu を押すと，修正可能な項目が表示されます．ハンド

マークの状態で
�� ��ctrl

�� ��↖ を押して「つまむ」マークにすると，中心や半径を変更することができま
す，円の中心をつまむと，半径を保ったまま円を移動させることができます．円周をつまむと，中心

を保ったまま半径を変更することができます．円上の点をつまむと，中心を保ったまま円上の点の位

置や半径を変更することができます．

2: 三角形 (Triangle)
�� ��menu

�� ��5
�� ��2

3: 四角形 (Rectangle)
�� ��menu

�� ��5
�� ��3

4: 多角形 (Polygon)
�� ��menu

�� ��5
�� ��4

5: 正多角形 (Regular Polygon)
�� ��menu

�� ��5
�� ��5

円と同様に
�� ��↖ で個々の点を決定します．多角形では，最後の点は �� ��↖ で 2度押しします．

�� ��esc を

押すと個々の配置モードから抜け出します．正多角形では，正 16角形まで描画することができます．
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図 19.11:
�� ��menu

�� ��5 「6: Ellipse」

6: 楕円 (Ellipse)
�� ��menu

�� ��5
�� ��6

楕円は，2つの焦点からの距離の和が一定な点の軌跡

です．2つの焦点の他に，長軸か短軸の長さを指定する

ことにより楕円が定まります．�� ��menu
�� ��5

�� ��6 を選択するとペンマークが現れるので，�� ��↖ を押すことで 2つの焦点の位置を定めます．その後に

タッチパッドでペンマークを移動すると，定めた 2つの

点を焦点とする楕円が点線で表示されます．希望する楕

円が描かれたら
�� ��↖ を押して楕円を決定します．

右図は決定前の状況です．
�� ��↖ を押して決定後は，次

の楕円を決めるための 2つの焦点を決めて同様にします．

楕円の配置モードを抜けるには
�� ��esc を押します．

7: 放物線 (Parabora)
�� ��menu

�� ��5
�� ��7

放物線は，定点 (焦点)と定直線 (準線)からの距離が一定な点の軌跡です．�� ��menu
�� ��5

�� ��7 を選択するとペンマークが現れるので，最初に
�� ��↖ を押して焦点を定めます．次に

ペンマークを移動すると，図 19.12(a)のようにペンの先端を頂点とする放物線が点線で表示される

ので，希望する放物線が描画された箇所で
�� ��↖ を押して確定します．

焦点ではなく定直線 (準線)を指定することでも放物線を描画することができます．そのためには，準

線として定める定直線が描かれている必要があります．すでに直線が描かれている状態で
�� ��menu

�� ��5
�� ��7 を

押すと，準線をどの直線にするかを指定する必要があります．ペンマークを準線として指定する直線

に近づけるとペンマークが人差し指になり直線が太線になります．その直線を準線とするのであれ

ば
�� ��↖ を押して決定します．決定するとペンマークに戻り，次に焦点をどこにするかを指定します．

(b)は，準線を指定した後の状態です．ペンマークを移動することで焦点の位置が移動するので，希

望する箇所で
�� ��↖ により放物線を決定します．

放物線の配置モードから抜けるには
�� ��esc を押します．

(a) 焦点と頂点を指定する (b) 準線と焦点を指定する

図 19.12:
�� ��menu

�� ��5 「7: Hyperbola」
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8: 双曲線 (Hypebola)
�� ��menu

�� ��5
�� ��8

双曲線は，2つの焦点からの距離の差の絶対値が一定な点の軌跡です。最初に 2つの焦点を決める

必要があり，その定め方は楕円と同様です．

9: 円錐曲線 (Conic by Five Points)
�� ��menu

�� ��5
�� ��9

図 19.13:
�� ��menu

�� ��5 「9: Conic」

円，楕円，放物線，双曲線，そして交差する 2直線は，

いずれも円錐と平面との断面曲線として得られます．そ

のような曲線を円錐曲線といい，直交座標では

ax2 + 2bxy + cy2 + 2dx+ 2ey + f = 0

の形の方程式で表されます．定数項の f は平行移動に関

わる部分であり，曲線の形状は a, b, c, d, eの 5つの値に

より決定されます．曲線が通る 5つの点を定めることで，

その値を定めることができます．�� ��menu
�� ��5

�� ��9 を押すとペンマークが現れるので，描こ

うとする曲線が通る点を
�� ��↖ を押しながら決めていきます．4点目まで定めると，5点目をペンマーク

の先端とする円錐曲線が点線で表示されるので，希望する箇所で 5点目を決定して曲線が確定します．

図 19.13は，楕円を確定させた後に双曲線を描こうとしているところです．�� ��esc を押すと，円錐曲線のモードから抜けることができます．

他の場合と同様に，円錐曲線の配置モードから抜けた後であっても，描画するために定めた点にポ

インターを近づけ，ハンドマークが表示されている状態で
�� ��ctrl

�� ��menu や
�� ��ctrl

�� ��↖ を押すと，いろ
いろな修正をすることができます．
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20 幾何要素の作図と変換

図 20.1: 「7: Construction」

20.1 幾何要素の作図
�� ��menu

�� ��7�� ��menu
�� ��7 を利用すると，すでに描かれている図形に

様々な幾何的性質を持つ要素を追加することができます．

たとえば，ある線分の中点に点を配置したり，垂直 2等

分線を追加したりすることができます．

1: 垂線 (Perpendicular)
�� ��menu

�� ��7
�� ��1

このモードを利用すると，すでに描かれている線分上

の点を指定して，その点を通り線分に垂直な直線を描く

ことができます．

たとえば，三角形が描かれている状態でこのモードを

選択すると，ペンマークが現れるので垂直な直線を引く

線分を指定します．ペンの先端を線分にあてがうと，

図 20.2(a)のようにペンマークが人差し指になり指定した線分が点線で表示されます．線分の場合は

「side」，直線の場合は「line」と表示されます．その線上をスライドさせて
�� ��↖ を押すと，その場所

に点が置かれて (b)のように垂直な直線が点線で表示されます．人差し指はペンマークに戻り，ペン

をスライドさせると点と垂直な直線も移動します．希望する場所で
�� ��↖ を押すことで直線が確定して

実線になります．画面の左上の角にマークがある間，この操作を続けることができます．

左上のマークは
�� ��esc を押すと消えます．垂線の配置モードから抜けた後であっても，その点を

�� ��ctrl
�� ��↖ で

つまむことにより，「垂直」という性質を保ったまま直線を移動させることができます．

(a) 線分か直線を指定する (b) 垂直な直線が描かれる

図 20.2:
�� ��menu

�� ��7 「1: Perpendicular」

2: 平行線 (Pararell)
�� ��menu

�� ��7
�� ��2

このモードを利用すると，すでに描かれている線分か直線を指定して，それに平行な直線を描くこ

とができます．最初にペンマークが現れるので，どの線分または直線と平行な直線を引くのかを
�� ��↖ で

決定します．決定後にタッチパッドでスライドすると，指定した線と平行な直線が点線で表示されて

移動できるので，スライドさせて場所を決めて
�� ��↖ により確定します．平行線上には， �� ��↖ で確定さ

せた箇所に点が置かれます．平行線のモードを
�� ��esc で抜けた後に，

�� ��ctrl
�� ��menu によりこの点を削

除しようとすると平行線も削除されます．平行線を残してその上の点を削除することはできません．
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3: 垂直二等分線 (Perpendicular Bisector)
�� ��menu

�� ��7
�� ��3

このモードを利用すると，すでに描かれている線分の垂直二等分線を描くことができます．

たとえば，三角形が描かれている状態で
�� ��menu

�� ��7
�� ��3 を押してペンマークを線分に近づけると，

図 20.3(a)のようにペンマークが人差し指になって線分が太線で表示され，そこに垂直二等分線が点

線で描画されます．単に線分を指し示すだけで，その中点に垂直な直線が配置されます．
�� ��↖ を押す

と太線で表示されて確定します．(b)は，三角形の 3辺の垂直二等分線を続けて描画して，このモー

ドを
�� ��esc で抜けた状態です．

線分ではなく単なる 2点を
�� ��↖ で指定すると，その 2点が線分で結ばれていたものとして垂直二等

分線が描画されます．2点から等距離にある直線が描かれることになります．

なお，描かれた垂直二等分線は，
�� ��ctrl

�� ��↖ によりつまむことはできません．つまり，それを移動
したり長さを調整したりすることはできません．

(a) 線分を指定する (b) 三角形の 3辺の垂直二等分線

図 20.3:
�� ��menu

�� ��7 「3: Perpendicular Bisector」

図 20.4:
�� ��menu

�� ��7「4: Angle Bisector」

4: 角の二等分線 (Angle Bisector)
�� ��menu

�� ��7
�� ��4

このモードを利用すると，角度を構成している図形に

対して角の二等分線を描くことができます．ペンマーク

が現れるので，角を構成している 3点を指定します．

たとえば，三角形の頂角の二等分線を描くには，その

角を構成している 3つの点をペンマークで指定します．三

角形の頂点を指定してもよいですが，辺上に点を置いて

指定することもできます．

図 20.4で ∠Aの二等分線は，頂点を B⇒A⇒C，また

はC⇒A⇒Bの順に指定すると描かれます．∠Bの二等分
線は，頂点Bの近くに新たに点を置くことで描かれてい

ます．二等分線の長さは，その角を指定する点の場所により調整されます．∠Bの二等分線は頂点 B

の近くの点を利用したので短くなっていますが，二等分線のモードを
�� ��esc で抜けた後で二等分線の

端点を
�� ��ctrl

�� ��↖ によりつまむことで伸ばすことができます．
3点を指定するだけなので，それらが線で結ばれている必要はありません．線で結ばれていないと

きは，結ばれていたものとして二等分線が引かれます．
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5: 中点 (Mid Point)
�� ��menu

�� ��7
�� ��5

このモードを利用すると，2点の間に中点を配置することができます．

ペンマークが現れるので，中点を配置したい 2点を指定します．線分で結ばれている必要も，すで

に置かれている点である必要もありません．最初の点を
�� ��↖ を押して決めると，ペンマークの先端を

2番目の点として，その中点の位置に点が配置されます．ペンマークを動かすと，その中点の位置も

変わります．希望する場所で
�� ��↖ を押すことで点が確定します．

6: 軌跡 (Locus)
�� ��menu

�� ��7
�� ��6

このモードを利用すると，点 Pが線分，直線，または円上を移動するとき，点 Pに依存して作成

された図形，たとえば点 Pを中心に持つ円の軌跡を表示することができます．

具体的にやってみましょう．最初に，
�� ��menu

�� ��5
�� ��1 を利用して円C1を描きます．次に，図 20.5(a)

のように，円 C1の円周上の点 Pを中心とするもう一つの円 C2を描きます．点 Pが円 C1上を動く

とき，円 C2の描く軌跡を表示することができるのです．

2つの円を描画したら，
�� ��menu

�� ��7
�� ��6 を押します．どの点をどの図形の上で動かすかを指定する必

要があります．最初に，
�� ��↖ を押して円 C2の中心を指定します．黒丸の箇所が「↔」になり，その

点が動くことが示されます．複数の図形があるときは，この記号が表示されない場合もあります．次

に，点 Pに依存する円 C2にポインターをあてがうと，(c)のように円 C2が太線になり，点を円 C1

上で動かしたときの円 C2の軌跡が点線で示されます．円 C2を指定してから点を指定してもかまい

ません．
�� ��↖ を押すと，(d)のような軌跡が確定します．

軌跡のモードから抜けるには
�� ��esc を押します．軌跡のモードから抜けた後に点を

�� ��ctrl
�� ��↖ でつま

んで動かすと，その点は円 C1上を動くので，軌跡を確認することができます．

(a) 2つの図形と点の配置 (b) 動かす点を指定

(c) 動く図形を指定 (d) 軌跡の確定

図 20.5:
�� ��menu

�� ��7 「7: Locus」
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7: コンパス (Compus)
�� ��menu

�� ��7
�� ��7

このモードを利用すると，指定した半径を持つ円を描くことができまます．文字通りのコンパス

の機能を持ちます．

最初に，線分，線分を繋いでできる多角形，あるいは
�� ��menu

�� ��5 を利用して作成された多角形があ

るものとします．その図形の線分や辺をペンマークで指定すると，ペンの先端を中心とし，指定した

線分や辺を半径とする円が描かれます．ペンを移動すると，半径を保ったまま円の中心も移動します．

図 20.6(a)は，最初に
�� ��menu

�� ��5 を利用して三角形を配置しました．その上で
�� ��menu

�� ��7
�� ��7 により

ペンマークを出して辺を指定すると，ペンが人差し指になり「side」と表示され，その辺を半径とす

ることが示されます．
�� ��↖ を押して半径を確定すると，(b)のようにペンの先端を中心とする円が点

線で描かれます．(c)は，ペンの先端を三角形の頂点に移動して，最初に指定した辺を半径としてい

ることを確認しているところです．ペンを移動させると，この半径を保ったまま円も移動するので，

希望する位置で
�� ��↖ により確定させます．なお， �� ��menu

�� ��5 を利用した多角形の場合は辺が点線で表

示されますが，多角形が線分を繋いで作られている場合は太線になります．線分の場合は太線になる

だけで「side」は表示されません．

半径として参照する図形がないときは，
�� ��↖ で 2点を配置して，その 2点間の距離を半径とするこ

とができます．2点目を配置した瞬間に，2点目を中心として 1点目を通る円が点線で描かれます．

(d)は，2点目を
�� ��↖ で確定した瞬間です．1点目の点を通っているので，指定した 2点間の距離を

半径としていることが分かります．ペンを移動すると，この半径を保ったまま円も移動します．希望

する位置で
�� ��↖ を押すことで円が確定します．

コンパスのモードから抜けるには
�� ��esc を押します．

(a) 変形とする辺を指定 (b) 点線の円を描画

(c) 中心を移動 (d) 2点を配置して半径を指定

図 20.6:
�� ��menu

�� ��7 「8: Compus」
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20.2 幾何要素の変換
�� ��menu

�� ��8�� ��menu
�� ��8 を利用すると，描かれた図形を点や直線に

関して対称変換したり，平行移動や回転，あるいは縮小・

拡大することができます．

1: 点対称 (Symmetry)
�� ��menu

�� ��8
�� ��1

この機能を利用すると，指定した点に関して点対称な

図形を作成することができます．点対称な図形は，指定

した点を中心に 180◦だけ回転すると重なります．

図形が何も描かれていない状態で
�� ��menu

�� ��8
�� ��1 を押し

たときは，図 20.7(a)のようなペンマークが現れるので，最初に対称点をどこにするかを指定します．

その点を
�� ��↖ で指定してペンを移動させると，(b)のようにペンの先端と点対称な点が表示されます．

場所が確定させるには
�� ��↖ を押します． (c)は，最初に三角形を描いておいてから

�� ��menu
�� ��8

�� ��1 を押

した状態です．最初に対称点を決めてから，(d)のように変換する図形を指定します．ペンマークが図

形に近づくと，その図形と点対称な図形が点線で示されます．ペンの近くに図形がないときは (b)の

ようにペンの先端と点対称な点が示されます．指定の順序を逆にしてもかまいません．つまり，最初

に図形を選択して，その後に対称点を指定することもできます．最初に図形を選択した場合は，ペン

マークの先端を対称点とした図形が点線で表示されます．ペンを移動させることで図形も移動します．

点対称による変換を続けて行うには，もう一度対称点を指定します．同じ点を対称点として指定す

ると，一つの定点に関する点対称変換を行うことができます．

点対称のモードを抜けるには
�� ��esc を押します．

(a) 対称点の指定 1 (b) ペンマークと点対称な点

(c) 対称点の指定 2 (d) 点対称変換する図形の選択

図 20.7:
�� ��menu

�� ��8 「1: Symmetry」
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2: 線対称 (Reflection)
�� ��menu

�� ��8
�� ��2

この機能を利用すると，「線」を指定することにより図形を線対称移動して鏡像を作図することが

できます．「線」としては，直線，線分，半直線，ベクトル，多角形の一つの辺，そして座標軸を指定

することができます．

図 20.8(a)は，すでに三角形と直線が描かれた状態で
�� ��menu

�� ��8
�� ��2 を押しています．ペンマークが

現れるので，それを線対称移動させる図形に近づけると人差し指になって図形が太線で表示されます．�� ��↖ を押して決定したら，次に対称移動する線を指定します．線分・直線・多角形の一辺のいずれで
もかまいません．ペンマークを近づけると (b)のように太線になるので，その線で良ければ

�� ��↖ を押
して決定します．最初に線を指定して，その後で対称移動する図形を選択してもかまいません．

線対称のモードを抜けるには
�� ��esc を押します．

(a) 対称点の指定 1 (b) ペンマークと点対称な点

図 20.8:
�� ��menu

�� ��8 「2: Reflection」

3: 平行移動 (Translation)
�� ��menu

�� ��8
�� ��3

この機能を利用すると，指定したベクトルや 2点を指定して，図形を平行移動することができます．

図 20.9(a)は，最初に多角形と移動する方向を示すベクトルが描かれている状態で
�� ��menu

�� ��8
�� ��3 を

押しています。ペンマークが現れるので，それを移動する図形に近づけると人差し指になり図形が太

線になります．
�� ��↖ を押して移動する図形を確定したら，次にペンマークをベクトルに近づけます．

(b)のようにベクトルが太線になり，移動後の図形が点線で表示されます．その場所で良ければ
�� ��↖ を

押して確定します．平行移動を確定すると，移動前と移動後の 2つの図形が表示されます．

移動の方向は，ベクトルがあればそれを指定するだけで済みますが，ベクトルが描かれていないと

きは始点と終点の 2点を指定することで示すこともできます．最初に指定した点から 2番目に指定す

る点の方向に移動します．図 20.9(c)は，最初に図形を
�� ��↖ で指定します．点もベクトルもないので，

移動したい方向を示すベクトルの始点と終点をペンマークで指定します．(d)は始点を
�� ��↖ を押して

指定してからペンマークを移動すると，ペンの先端を終点とする方向に図形が点線で示されて平行移

動します．
�� ��↖ を押すことで確定します．

平行移動のモードを抜けるには
�� ��esc を押します．
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(a) 図形の選択 1 (b) 移動を示すベクトルを選択

(c) 図形の選択 2 (d) 移動の方向を示す 2点を指定

図 20.9:
�� ��menu

�� ��8 「3: Translation」

4: 回転 (Rotation)
�� ��menu

�� ��8
�� ��4

この機能を利用すると，指定した点を中心に図形を回転させることができます．

回転の仕方を指定するには，最初に図形を選択し，次に回転の中心となる点を指定します．その後

は回転角を度数法で直接打ち込むか，または回転させる角を指定することで図形を回転させることが

できます．

たとえば，三角形を
�� ��menu

�� ��5
�� ��2 を利用して作図して，頂点にラベルをつけておきます．その上

で
�� ��menu

�� ��8
�� ��4 を押すと，図 20.10(a)のような回転マークが現われます．

最初に，回転する図形を指定します．回転マークを図形に近づけると人差し指になって図形が太線

で表示されるので，
�� ��↖ を押して決定します (図は略)．決定すると回転マークに戻るので，次に回転

の中心となる点を指定します．点の位置を決めて
�� ��↖ を押すと (b)のように人差し指になります．こ

の状態で回転角を直接打ち込むことができます．(c)では「90」を指定しています．数値を打ち込ん

で
�� ��↖ を押すと，(b)で指定した点を中心に 90度反時計回りに回転した図形が表示され，頂点のラベ

ルには「′」がつけられて元の図形と区別されます．

回転角に負記号をつけると，時計回りに回転します．(b)の回転の中心点を図形の頂点に定めると，

一つの頂点を中心に図形を回転させることができます．このように，回転角が決まっている場合は，

中心点を指定するとその点で自由に回転させることができます．

一方，回転角は図形をいろいろ回転させてみてから決めたい場合もあります．そのようなときは，

回転の中心と回転させる具体的な角を定めて回転させることになります．
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最初に，回転の様子が分かるように三角形の右端の頂点を通る円を追加しておきます．
�� ��menu

�� ��8
�� ��4 に

よる回転のモードで，三角形を指定した後に回転の中心を円の中心と同じ点に指定します (図は略)．

(a) 図形の選択 (b) 回転の中心点を指定

(c) 回転角を入力 (d) 反時計回りの回転

(e) 基準線の 2番目の端点を指定 (f) 2番目の端点を指定後の回転

(g) ペンを左端点に近づける (h) ペンを反時計回りに 90度回転

図 20.10:
�� ��menu

�� ��8 「4: Rotation」



6–22 第 6章 ジオメトリーの幾何機能

その後はペンマークになるので，回転させる角を空白スペースに作図します．その角は 3つの点

を指定することで作成されます．まず，1番目の点を線分の左端として指定してペンを移動すると，

図 20.10(e)のように左端から点線が引かれるので，右端を
�� ��↖ を押して確定します．この場合は，右

端の点が回転させる角の頂点となり，ペンマークの先端を 3点目の点とした角だけ図形が回転します．

2点目を確定すると，おそらくペンの先端は 2点目のちょっと下にくるので 90度の角が生成された

ことになります．それにより，指定した図形も (f)のように回転の中心点の回りに 90度回転して点線

で表示されます．(f)の人差し指を移動させるとペンマークになり，ペンの先端を 3番目の点とする

ことで角が生成されます．最初に指定した図形は，ペンを動かして角が変わるごとに回転して点線で

表示されます．(g)ではペンの先端を左端の端点に近づけているので，なす角が小さいです．ペンの

先端が左側の端点にあるときは回転角は 0度です．(h)は，反時計回りに 90度回転したときのもので

す．(f)と一致することが分かります．希望するような回転が得られたら，
�� ��↖ を押すことで回転し

た図形が確定します．いろいろと試してみてください．

5: 拡大・縮小 (Dilation)
�� ��menu

�� ��8
�� ��4

この機能を利用すると，1点を中心に図形を拡大したり縮小したりすることができます．

図 20.11(a)では，最初に基準点を指定します．
�� ��↖ で決定すると人差し指になるので，拡大・縮

小する倍率を数値で指定します．(b)では 2倍に拡大することを指定しています．縮小する場合は，1

よりも小さい値を指定します．その後にペンマークで図形を選択すると，ペンが人差し指になり拡大

した図形が点線で表示されます．それでよければ
�� ��↖ で確定します．ペンを図形からずらすと，ペン

先の先端の位置が 2倍に離れた位置に点が表示されます．

このモードから抜けるには
�� ��esc を押します．

(a) 拡大・縮小の基準点を指定 (b) 倍率を数値で指定

(c) 図形を指定すると拡大される (d) ペンの先端の位置が拡大される

図 20.11:
�� ��menu

�� ��8 「5: Dilation」
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21 幾何要素の計測
�� ��menu

�� ��6

21.1 幾何要素の計測

ジオメトリー画面を開くと，右上に短い線分が表示さ

れて「1 cm」と表示されています．これは，その線分の

長さを 1 cmとすることで長さ (Length)を測定できるこ

とを示しています．�� ��menu
�� ��6 に表示されるように，長さの他に面積 (Area)

や角度 (Angle)についても測定することができます．

1: 長さ (Length)
�� ��menu

�� ��6
�� ��1

このモードを利用すると，単純な線分の長さばかりで

はなく，円周や円弧，多角形の周の長さ，そして点と円

や直線との距離についても測定することができます．

最初に，線分の長さを測ってみましょう．図 21.1(a)のような線分を用意したとします．この線分

は，
�� ��menu

�� ��4
�� ��5 を利用して描画し，線分の途中にも点を打っています．各点には名前を割り振り

ました．大文字と小文字は
�� ��shift で切り替えられます．点の名前は，

�� ��↖ を押して点を確定した直後
にアルファベットキーを直接打ち込むと表示されます．または，線分描画のモードを

�� ��esc で抜けた

後に，
�� ��ctrl

�� ��menu の「2: Label」を利用して打ち込むこともできます．

ラベルの位置は，ハンドマークを出した後に
�� ��ctrl

�� ��↖ でつまんで移動することができます．

(a) 線分上の 3点とラベル (b) 線分 ABの長さ

(c) 長さの書き込み位置の調整 (d) 個々の線分の長さ

図 21.1:
�� ��menu

�� ��6 「1: Length」
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長さを測るために
�� ��menu

�� ��6
�� ��1 を押してポインターを線分に近づけると，線分 ACは太線に，ポ

インターは人差し指マークになって「segment CA」が指の右上に表示され，その長さが指の右側に

薄く表示されます (図は略)．名前を割り振らないと，単に「segment」だけが表示されます．途中に

点が置かれていても，線分の端点から端点までの長さが薄く表示されます．その状態で
�� ��↖ を押すと，

線分の下側に長さが書き込まれます．

ここでは全体の長さは書き込まないで，ABと BCの長さを求めてみましょう．長さを求める線分

の端点に人差し指を近づけて
�� ��↖ を押し，もう一つの端点で �� ��↖ を押すと長さが求められます．最初

の端点Aで
�� ��↖ を押すと「0 cm」が薄く表示され，その点を基点として測定することが示されます．

図 21.1(b)は，途中の点 Bに人差し指を近づけたときの状態です．点 Bの箇所になったときに AB

の長さ「14.2 cm」が表示されます。途中段階の長さは表示されません．その長さを描き入れるとき

は
�� ��↖ を押します．その後に人差し指を移動すると長さの「14.2 cm」も一緒に移動するので，値を

配置したい場所でもう一度
�� ��↖ を押します．つまり，線分の長さを書き入れるには，点の位置と長さ

を書き込む位置の 2箇所を指定する必要があることになります．(c)は，人差し指を ABの真ん中付

近に移動して，そこに書き入れようとしているところです．

ABの長さを
�� ��↖ を押して書き入れると，同じようにして次の線分の長さを求めることができます．

(d)は，同様にして線分 BCの長さを書き入れています．その後でポインターをあらためて線分 AC

に近づけると，「segment AC」とその長さが表示されます．(d)では，長さを書き込むことを
�� ��↖ を押

して宣言し，さらに人差し指を線分の上側に移動して書き込む位置を調整し，もう一度
�� ��↖ を押して

位置を決定しています．

図 21.2(a)は，最初に 3点を決めて円弧を描いておいて，その長さを求めようとしています．ポイ

ンターを円弧に近づけると，円弧が太線になってポインターが人差し指になり，隣に「circle arc」と

長さ「23 cm」が表示されます．(a)は
�� ��↖ を押す前の状態です．

(b)では，円弧の長さを円弧の上側に書き入れています．円弧の下側の 2つの数値は，それぞれ点

Aと点B，点Bと点Cを指定したときの長さです．2つの数値の合計は 23 cmにはなりません．これ

らの数値は，線分AB, BCの長さであり弧

(

AB,

(

BCの長さではないので注意する必要があります．

つまり，図形が
�� ��menu

�� ��4 や
�� ��menu

�� ��5 を利用して描かれた図形であれば，ポインターで指定する

と図形が太線になり長さを知ることができますが，その曲線上の 2点を指定してもその間の曲線弧の

長さは求められません．2点間の距離が表示されるだけです．また，双曲線や放物線は無限に伸びて

いるので長さを求めることはできません．このモードから抜けるには
�� ��esc を押します．

(a) 円弧の長さ (b) 円弧上の 2点間の距離

図 21.2: 円弧の長さ



21．幾何要素の計測 6–25

2: 面積 (Area)
�� ��menu

�� ��6
�� ��2

このモードを利用すると，閉じた図形の面積を求めることができます．

図 21.3(a)は，
�� ��menu

�� ��5
�� ��2 を利用して描かれた三角形に対して，

�� ��menu
�� ��6

�� ��2 を利用して面積

を表示しているところです．ポインターを三角形に近づけると人差し指になって図形が太線になり，

図形の名前と面積が表示されます．(a)は
�� ��↖ を押す前の状態です． �� ��↖ を押したら，さらに人差し

指を移動して値を書き込む位置を指定します．

(b)は，面積の値を書き込む位置を三角形の内部に指定して
�� ��↖ を押し，面積のモードを �� ��esc を押

して抜けています．その後に，三角形の頂点の右端の点を
�� ��ctrl

�� ��↖ を利用してつまんで引き延ばし
ているところです．図形の変形に伴い，書き込まれた面積の値もダイレクトに変わっていきます．円

と楕円や多角形でも同様です．また，「1: 長さ (Length)」の場合も同様であり，
�� ��ctrl

�� ��↖ によりつま
んで図形を変形させると，書き込んだ値も変わっていきます．

ただし，多角形の面積の場合は，その図形が
�� ��menu

�� ��5 を利用して描かれている必要があります．線

分を繋いで多角形を描いても，Nspireはそれが多角形であることを認識できません．つまり，図 21.3(a)

と同じ三角形を線分を繋いで描いてポインターを近づけても，個々の辺は太線になりますが，三角形

全体は太線では表示されません．したがって，その面積の値は表示されません．

(a) 三角形の面積 (b) 三角形の変形

図 21.3:
�� ��menu

�� ��6 「2: Area」

図 21.4:
�� ��menu

�� ��6 「3: Slope」

3: 傾き (Slope)
�� ��menu

�� ��6
�� ��3

このモードを利用すると，線分 (segment)，直線 (line)，

半直線 (ray)，そしてベクトル (vector)の傾きを求めるこ

とができます．�� ��menu
�� ��6

�� ��3 を押して傾きを求めたいものにポイン

ターを近づけると，線の種別と傾きの値が表示されます．

その値を書き入れたいときは
�� ��↖ を押し，次に人差し指

を移動して書き入れる場所を指定します．場所が決まっ

たら
�� ��↖ で決定します．

右図は，ポインターを直線に近づけた状態です．
�� ��↖ を

押すことで値を書き込むことを宣言し，次に人差し指を移動して書き込む位置を指定します．
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多角形が線分を繋いで作図されているときは個々の辺の傾きを求めることができますが，
�� ��menu

�� ��5 を

利用して作図されているときは，辺に近づけても傾きは表示されないので注意してください．

4: 角度 (Angle)
�� ��menu

�� ��6
�� ��4

このモードを利用すると，角度を求めることができま

図 21.5:
�� ��menu

�� ��6 「4: Angle」

す．角を構成している 3点を
�� ��↖ を押しながら指定しま

す．2番目の点が頂点です．3番目の点を指定すると，角

の記号と角度が書き込まれます．

最初に，三角形を
�� ��menu

�� ��5
�� ��2 を利用して作図してお

きます．右図は，その後で
�� ��menu

�� ��6
�� ��4 を押して，三角

形の頂点を指定することで ∠C の大きさを求めようとし
ています．3番目の頂点を指定しているところです．角の

大きさが点 Cの箇所に書き込まれています．∠C の大き
さを求めるだけであれば，他の 2点は辺 BC, CA上にあ

る点 Cの近くの点をとってもかまいません．その場合は，指定した点が辺 BC, CA上に書き込まれ

ます．

何も表示されていない状態で
�� ��↖ を押しながら 3点を指定すると，2点目を頂点とする角度が表示

されます．その場合、3つの点と角度の大きさは書き込まれますが，3点は線分では結ばれません．線

分で結ぶ必要があるときは，角度のモードを
�� ��esc で抜けた後に，

�� ��menu
�� ��4 を利用して 2点を線分

で結んでください．

5: 向きづけられた角 (Directed Angle)
�� ��menu

�� ��6
�� ��5

このモードを利用すると，角度に矢印を書き入れることができます．角を構成している 3点を
�� ��↖ を

押しながら指定します．2番目の点が頂点です．1番目の点から 3番目の点の方向に矢印が書き込ま

れます．

たとえば，図 21.6(a)では，
�� ��menu

�� ��6
�� ��5 を利用して角度を書き入れています．A⇒C⇒Bの順に

指定すると矢印が内側に書き込まれますが，点 B⇒C⇒Aの順に指定すると外側に書き込まれます．

(a)では，外側に書き込まれた状態です．

点を指定する順序を間違えて矢印を削除するには，
�� ��esc を押してこのモードを抜けて，ポインター

を角を表す矢印に近づけます．近づけるとハンドマークになるので，
�� ��shift

�� ��menu から「5: Delete」

を利用すると矢印が削除されます．しかし，角度の数値は残るので，あらためてポインターを近づけ

て
�� ��shift

�� ��menu を利用することで数値も削除することができます．この方法は，消さなければなら

ないものが 2つもあって面倒です．

実は，削除しないで矢印を内側に切り替えることができます．次のようにします．�� ��menu
�� ��1

�� ��4 の「Attribute」を利用します．これを選択して，ポインターを角度が書かれている

箇所にあてがいます．図 21.6(b)のように「text」と表示されるのを確認したら
�� ��↖ を押します．(c)

のようなメニューから下段を選択します．「Counterclockwise」と書かれています．つまり，反時計回

りということです．そこで， ▶を押して「Clockwise」(時計回り)に変更します．変更した瞬間に角

度の矢印記号が内側に書き込まれ，角度の値も変更されます．
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(a) 反時計回りの角度 (b) 角度の数値を指定

(c) 角度の矢印の方向を指定 (d) 矢印の向きが変更される

図 21.6:
�� ��menu

�� ��5 「5: Direct Angle」

21.2 計測機能の利用例

初等幾何に関するいろいろな定理の多くは，異なる図形の間で成り立つ共通な性質について述べて

います．角の大きさ，相似比，面積，体積等の普遍性に関するものや，いろいろな点が一直線上にあ

る等の幾何的な性質に関するものなど多数の定理があります．

ここでは，計測機能を利用して，幾つかの幾何的な性質を確認してみましょう．

平行線に関する性質 (対頂角・同位角・錯角)

平行線に関する基本的な性質に，同位角と錯角があります．平行線に交わるような直線に対して，

このことを確認してみましょう．

最初に，
�� ��menu

�� ��4
�� ��4 を利用して一本の直線を引きます．次に，その直線に平行な直線を引くた

め，
�� ��menu

�� ��7
�� ��2 を利用します．直線描画モードの中で，直接

�� ��menu
�� ��4

�� ��7
�� ��2 を押します．

�� ��esc で

直線描画モードを抜ける必要はありません．平行線モードでは，最初に直線を
�� ��↖ で指定します．ペ

ン先には指定した直線と平行な直線が点線で引かれているので，ペンマークを移動して希望する位置

に配置します．短い直線で配置されるので，図 21.7(a)のように右端を
�� ��ctrl

�� ��↖ でつまんで引き延ば
しておきます．平行線を配置したら，

�� ��menu
�� ��4

�� ��4 を利用して，それらに交わるような直線を作図

します．

以上の作図を終えたら，
�� ��menu

�� ��6
�� ��4 を利用して，たとえば右上の角に対する対頂角，同位角，そ

して錯角の値を書き入れます．角の大きさを書き入れるには 3点を反時計回りに指定します．すでに

書き込まれている点をそのまま利用すると，不要な点の数を増やさないですみます．

しかし，角の大きさを書き入れたつもりでも，対頂角や錯角の値が書き込まれていないように見え
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ます．これらの角の大きさが重なって書き込まれているためです．値を
�� ��ctrl

�� ��↖ でつまんで移動す
ると，(b)のように隠れている値が見えてきます．(c)は，角の値を配置換えした状態です．

以上の準備の後で，交差直線にポインターをあててハンドマークを出します．その状態で
�� ��ctrl

�� ��↖ を
押して直線をつまむと，その直線を描くときに最初に指定した点を中心に直線を回転させることがで

きます．直線の端をつまむと長さの調整になるので，端から離れた箇所でつまみます．回転させるに

つれ角度の大きさも変化しますが，いずれも同じ値であることを確認することができます．ただし，

角度を記入する際に配置した点を超えると角度の計り方異なってしまうので，その点を超えない範囲

で回転させます．大きく回転させたいときは，あらかじめ点を
�� ��ctrl

�� ��↖ でつまんで移動しておきま
す．あるいは，角度を測る前に，直線上の点はできるだけ端の方に移動させておくとよいでしょう．

以上の操作を教室でやってみせる場合は，時間の節約の上では図 21.7(c)の状態まで作成しておい

て，(d)の操作部分を見せるのがよいと思われます．

(a) 平行線の作図 (b) 交差直線との角度の移動

(c) 角の大きさの配置換え (d) 交差直線の回転

図 21.7: 平行線との対頂角・同位角・錯角

三角形に関する性質 (内角の和)

どんな三角形でも，その内角の和は必ず 180◦になります．このことを実際に確かめてみましょう．

最初に，
�� ��menu

�� ��5
�� ��2 を利用して，図 21.8(a)のような三角形を作図します．各頂点にはラベルを

割り振っておきましょう．頂点を
�� ��↖ で指定した後でアルファベットを打ち込むと，簡単にラベルを

付すことができます．デフォルトは大文字です．
�� ��shift を押すと小文字に切り替えられます．ラベル

の位置は
�� ��ctrl

�� ��↖ でつまむと移動することができます．
次に，

�� ��menu
�� ��6

�� ��4 を利用して頂角の大きさを書き入れます．3つの点を指定することになりま
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すが，辺上に新たな点を作らないで最初に配置した頂点を用いて反時計回りに指定します．たとえば

∠Aであれば，B⇒A⇒Cの順に指定します．角の大きさが頂点のラベルと重なって表示されるとき

は，角の大きさか点のレベルのいずれかを
�� ��ctrl

�� ��↖ でつまんで移動しておきます．ここでは，(b)の

ように三角形の外側に配置しました．

3つの角が表示されますが，ジオメトリー画面でも和の計算を行うことができます．いったん角度

モードを抜けて (c)のように
�� ��menu

�� ��1 から「7: Text」を選択して，どのような計算を行うのか，そ

の式を書き入れます．記号「⋎⋏」が表示されるので，式を書き込みたい箇所に移動して
�� ��↖ を押すと

入力ボックスが開きます．3つの角の和を計算するので，(d)のように「a+ b+ c」と入力して
�� ��↖ を

押します．

次に，その式の値を求めるために
�� ��menu

�� ��1 から「8: Calculate」を選択して，ポインターを式

「a+ b+ c」にあてがいます．ポインターがハンドマークに変わるので，
�� ��↖ を押してその式の計算

をすることをNspireに伝えます．すると，次に a, b, cとはそれぞれ何であるかが問われます．

(a) 三角形の作図 (b) 内角の計測

(c)
�� ��menu

�� ��1 「7: Text」 (d) 数式の入力

(e) aを ∠Aとして指定 (f) 頂点 Aをつまんで移動

図 21.8: 三角形の内角の和
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レンズマークで「Select a ? (L for var a)」と表示されるので，レンズマークを aの値としたい箇所

に移動させます．(e)では∠Aの値を aにしようとしています．人差し指で「number」と表示される

ことを確認して
�� ��↖ を押して決定します．同様にして，b, cの値を決定します．cの値を決定するとポ

インターに戻り，ポインターの右下に計算した値が表示されます．ポインターを移動すると値も一緒

に移動するので，適当な位置で
�� ��↖ を押して配置場所を決定します．(d)では，式の下に計算値を配

置しました．「180」が表示され，内角の和が 180◦であることを示しています．(d)ではさらに，頂点

Aの点を
�� ��ctrl

�� ��↖ でつまんで移動しているところです．移動するにつれて内角の和は変わりますが，
a+ b+ cの値は 180のままであり，三角形が変わっても内角の和は変化しないことを示しています．

角の値が問われるとき「Select a ? (L for var a)」と表示されますが，「L for var a」は，
�� ��var を利用

した変数リストから指定することができることを示しています．
�� ��var を利用して指定するには，あら

かじめ角の値が変数に代入されている必要があります．たとえば，∠Aの値を aに代入するには，計算

モードから抜けてポインターを∠Aの数値にあてがいます．ハンドマークになったら
�� ��ctrl

�� ��menu を

押して，図 21.9(a)のように「5: Store」を選択します．選択すると数値の箇所が「var:= · · ·」とな
るので，(b)のように希望する文字を入力します．小文字にするには

�� ��shift を押してから押します．

(a)
�� ��ctrl

�� ��menu 「5: Store」 (b) 文字変数への代入

図 21.9: 文字変数への計測値の代入

図 21.10: 中心角と円周角の関係

円に内接する三角形の性質 (中心角と円周角)

円に内接する三角形を作図すると，中心角と円周角の

関係について数値的な理解ができます．

最初に
�� ��menu

�� ��5 を利用して円を作図し，その後で一

辺を共有して中心角と円周角の関係を見ることのできる

2つの三角形を作図します．その上で
�� ��menu

�� ��6
�� ��4 を利

用して中心角と円周角を書き込んでおきます．

三角形の共有する一辺の端点をつまんで動かすと，中

心角と円周角の関係について数値的な理解を深めること

ができるでしょう．ただし，おそらくは小数第 1位で表

示するための四捨五入の関係で，小数第 1位の数値に誤差が生じて必ずしも円周角が中心角の半分の

値にはなりません．最大で 0.2◦の誤差が生じる場合があります．
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【参考】

図 21.11: 三角形の内角を整数にする

�� ��menu
�� ��9 で表示されるメニューの後半の方に「Force

geometric triangle angles to integers」という箇所があり

ます．この箇所にチェックを入れておいてから三角形を

作図すると，三角形の内角が整数になるように作図され

ます．ただし，この箇所にチェックを入れても，円に内接

する三角形の場合は内角が整数にはなりません．頂点が

円周上になければいけないという制約があるためと思わ

れます．

円に内接する三角形の性質 (接弦定理)

円に内接する三角形の性質の一つに接弦定理があります。この性質を確認してみましょう．

最初に，
�� ��menu

�� ��5 を利用して図 21.12(a) のような円に内接する三角形を作図します．次に，�� ��menu
�� ��4

�� ��7 を利用して一つの頂点における接線を作図します．
�� ��esc で接線モードを抜けてから，

弦との角度を測りたい方の矢印を
�� ��ctrl

�� ��↖ でつまんで (b)のように伸ばしておきます．その上で，�� ��menu
�� ��6 を利用して接線と弦，ならびに弦に対応する円周角の角度を (c)のように書き入れます．角

を指定する際の点はできるだけ既存の点を利用して，新たな点は必要最小限に留めた方がよいです．

以上の準備のもとで，(d)のように弦の端点をつまんで移動させると，接弦定理を確認することが

できます．

(a) 円に内接する三角形 (b) 頂点における接線

(c) 2つの角度 (d) 弦の端点の移動

図 21.12: 接弦定理の確認
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三角形の辺の長さの性質 (角の二等分線と辺の比)

三角形の性質として，△ABCの∠Aの二等分線とBCとの交点をDとすると，AB : AC = BD : DC

という性質があります．この性質を，長さの計測と式の計算機能を利用して確認してみましょう．

最初に，
�� ��menu

�� ��5
�� ��2 を利用して三角形を作図します．図 21.13(a)のように点を決めるたびにラ

ベルも付しておきます．次に，
�� ��menu

�� ��4
�� ��3 を利用して，何と何の交点であるかを指定することで

交点に点とラベルを配置します．

以上の準備のもとで，
�� ��menu

�� ��6
�� ��1 により 2つの点を指定し，長さの値を書き込む位置を指定す

ることで (b)のように辺の長さを書き入れます．しかし，これらの半端な数値を見ただけでは比例関

係には気づきません．

そこで，a : b = c : dという比例関係を確認するために，
�� ��menu

�� ��1
�� ��7 を利用して (c)のように

a
b
, c

d
を書き入れます．式を配置する位置はあまり気にしないで，とりあえず書き込んでおきます．

配置位置は，その後で式をつまめば移動できます．

式を配置したら，
�� ��menu

�� ��1
�� ��8 により個々の文字変数に具体的な値を割り当てます．(d)は値を割

り当てた後で，頂点Cをつまんで移動させているところです．頂点を移動しても角の二等分線である

ことに変わりはありません．そのことも確認するには，角の大きさも書き込んでおくとよいでしょう．

動かすごとに辺の長さと比の値が変化しますが，2つの比の値が一致することに変わりはありません．

(a) 三角形の角の二等分線 (b) 各辺の長さ

(c) 辺の比の式を配置 (d) 値を割り当てて頂点を移動

図 21.13: 三角形の角の二等分線と辺の比
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A

B C

P

Q

角が同じ三角形の面積比

三角形の面積に関する性質として，角が同じ三角形の

面積比は，その角をはさむ辺の長さの積の比と一致する

という性質があります．たとえば，右図の場合は，△APQ

の面積を S1，△ABCの面積を S2とすると，

S1 : S2 = AP×AQ : AB×AC

となります．

計測するものが多くなりますが，これまでと同様の指定を行うことでこの性質を確認することがで

きます．ただし，最初に△ABCを作図して，辺AB, AC上に点を置いて線分で結ぶだけでは，Nspire

は△APQが三角形であることを認識できません．2つの三角形は，いずれも
�� ��menu

�� ��5
�� ��2 を利用し

て作図する必要があります．それらの面積は
�� ��menu

�� ��6
�� ��2 により求められますが，ABやACに近づ

けると△ABCの面積が表示されます．△APQの面積を求めるには，ポインターを辺PQに近づける

必要があります．

図 21.14(a)は，2つの三角形を作図して各辺の長さと面積を書き入れています．(b)では，辺の積

の比と面積比の式を書き入れて個々の文字と値を対応づけた後に，点 Qをつまんで移動していると

ころです．点Qは辺AC上の点なので，点をつまんでも三角形の辺上しか移動させることができませ

ん．辺の長さや面積の値が変化するにつれて比の値も変化しますが，2つの比の値が一致することに

変わりはありません．

(a) 等角三角形の辺の長さと面積 (b) 点 Qの移動と 2つの比

図 21.14: 等角三角形の面積比と辺の長さの積の比
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22 グラフ画面における幾何機能

ジオメトリー画面でのいろいろな幾何機能を解説してきましたが，この画面では座標を扱うことが

できません．初等幾何に関するいろいろな性質を理解する上ではジオメトリー画面だけで十分ですが，

解析幾何的な要素も含めながら図形を取り扱おうとすると，ジオメトリー画面では不十分です．

実は，Nspireでは，ページを切り替えることなくジオメトリー画面とグラフ画面を共存させること

ができます．そして，グラフ画面でも幾何機能を利用することができるのです．グラフ画面で幾何機

能を利用すると座標を扱うことができて，いろいろな図形の方程式も表示させることができます．こ

の節では，グラフ画面における幾何機能の利用法について解説します．

22.1 ジオメトリー画面とグラフ画面

ジオメトリー画面とグラフ画面は，
�� ��ctrl

�� ��doc によりページを追加すれば切り替えて利用すること

ができますが，一方のページで作成した図形を他のページでは見ることができません．ジオメトリー

画面もグラフ画面も「図形」を扱っています．同じ図形を初等幾何的に考えたいときと，座標を入れ

て解析幾何的に考えたい場合があります．Nspireは，これらのことをページを増やすことなく行うこ

とができます．

実際に試してみましょう．プロブラムかドキュメントを新しくして，最初にジオメトリー画面の

ページを作っておきます．参考例として，図 22.1(a)のように
�� ��menu

�� ��5 により単純な円を作図して

おきます．この状態から，ページを増やすことなくグラフ画面に切り替えることができます．(b)の

ように
�� ��menu

�� ��2 から「1: Graphing」を選択します．そうするとグラフ画面になり，関数の式の入

力が求められます．関数の式には，たとえば (c)のように f1(x) = x2としておきます．単なるグラフ

画面と異なることは，ジオメトリー画面で作成した円が薄く表示されていることです．

(a) ジオメトリー画面で円を作図 (b)
�� ��menu

�� ��2 「1: Graphing」

(c) f1(x) = x2 のグラフ (d) 円の中心を原点に移動

図 22.1: ジオメトリー画面とグラフ画面
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図 22.1(c)の画面はグラフ画面ですが，ジオメトリー画面から切り替えているので基本的にはジオ

メトリー画面の設定になりアルファベットのデフォルトは大文字になります．小文字で x2と入力す

るには
�� ��shift を押してから入力する必要がありますが，大文字のままX2としてもかまいません．

グラフ画面になっていますが，ジオメトリー画面で作成した図形をつまんで移動や変形をさせるこ

とができます．(c)の円の中心が原点にはないので，(d)のように中心をつまんで原点に移動させるこ

とができます．ただし，つまんでも現在地の座標は表示されないので，つまんでいる点と座標との位

置関係をみながら「感覚的に」移動させることになります．適当に描いた円は，たまたま半径が 4に

近い円になっています．同様に，グラフ画面から
�� ��menu

�� ��2 を利用して「2: Plane Geometry」を選

択すると，ページを増やすことなくジオメトリー画面に切り替わります．

このように，
�� ��menu

�� ��2 を利用すると，ページを増やさないでグラフ画面とジオメトリー画面を切

り替えることができますが，幾つかの制約があります．次のことに留意してください．

グラフ画面では，

• ジオメトリー画面で作図した図形も表示される．
•

�� ��menu
�� ��8 を利用すると幾何機能を利用できる．具体的には，

– 「1: Points & Lines」により，点の配置と直線・線分等を作図できる．

– 「2: Shapes」により，円・三角形・多角形・2次曲線を作図できる．

– 「3: Measurement」により，長さ・面積・角度等を計測できる．

– 「4: Construction」により，平行線や垂線等を作図できる．

– 「5: Transformation」により，対称移動や平行移動させることができる．

ただし，以上の機能は，ジオメトリー画面で作図された図形か，グラフ画面での幾何機能を用

いて作図された図形に対する機能であり，関数のグラフに対しては適用できない．

• グラフ画面の幾何機能
�� ��menu

�� ��8 を利用して作図すると，

– その図形は，
�� ��menu

�� ��4 の「Window/Zoom」による設定変更の影響を受ける．

– 配置した点の座標を表示させることができる．

– 直線や 2次曲線の方程式を表示させることができる．

–
�� ��menu

�� ��8
�� ��1

�� ��3 「Intersection Pont(s)」では，
�� ��menu

�� ��8
�� ��2 「Shapes」を利用して作

成した図形の交点のみならず，関数のグラフの交点にも点を配置して座標を表示させるこ

とができる．

• ジオメトリー画面で作図すると，
– その図形は，

�� ��menu
�� ��4 の「Window/Zoom」による設定変更の影響を受けない．

– 配置した点の座標を表示させることはできない．

– 直線や 2次曲線の方程式を表示させることはできない．

ジオメトリー画面では，

• グラフ画面で作成したグラフは表示されない．
• グラフ画面の幾何機能

�� ��menu
�� ��8 を利用して作図した図形も表示されない．

したがって，いろいろな図形の問題を解析幾何的に考えたいときは，その図形の作成をジオメト

リー画面ではなく，グラフ画面の幾何機能
�� ��menu

�� ��8 を利用して作成するのがよいと思われます．
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22.2 グラフ画面における幾何機能の活用

第 4節では説明しませんでしたが，ジオメトリー画面

における幾何機能はグラフ画面でも利用することができ

ます．幾何機能はグラフ画面の
�� ��menu

�� ��8 に登録されて

います．個々の幾何機能の利用法はこの章ですでに説明

済みですが，グラフ画面で利用すると，点の座標を表示

したり，2次曲線の方程式を求めることができます．

この節では，グラフ画面に特有な幾何機能の活用法に

ついて解説します．対象とする図形は，ジオメトリー画

面で作図された図形と，グラフ画面の
�� ��menu

�� ��8 を利用

して作図された図形です．点を扱う場合は，その図形上にすでに点が配置されているか，または幾つ

かの作図された図形の交点である必要があります．

図 22.2: サンプル図形の作成

点の座標

ジオメトリー画面で作図された図形や，グラフ画面

の
�� ��menu

�� ��8 を利用して作図された図形の上に配置され

た点の座標を表示させることができます．

最初に，サンプル図形を次のように作成しておきます．

ただし，ジオメトリー画面とグラフ画面の切り替えは，�� ��menu
�� ��2 を利用するものとします．

(1)ジオメトリー画面で，適当な半径の円を作図する．

(2)グラフ画面で，f1(x) = x2のグラフを描画する．

(3)グラフ画面で，
�� ��menu

�� ��8
�� ��2

�� ��2 を利用して，2点

(−2, 0), (2, 0)と放物線上の点を頂点とするような
三角形を作図する．

三角形の頂点を決めるとき，点の黒丸が座標軸の目盛りの近くにあるときに
�� ��↖ を押すと，その

目盛りの箇所に黒丸が配置されます．グラフ上の点も同様に，何となくグラフ上にあるような箇所

で
�� ��↖ を押すと，Nspireはそのグラフ上の点として配置してくれます．

(a) ハンドマークの点で
�� ��ctrl

�� ��menu (b) 点の座標が表示される

図 22.3:
�� ��ctrl

�� ��menu
�� ��7 による点の座標の表示
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このように，グラフ画面では座標軸や関数のグラフ上の「ちょうどよい箇所」に点を配置すること

ができます．配置した点の座標を表示するには，その点にポインターを近づけるとハンドマークが表

示されので，その状態で
�� ��ctrl

�� ��menu を押します．図 22.3(a)のようなメニューから「7: Coordinates

and Equations」を選択すると，その点の座標が表示されます．(b)は，ポインターを放物線上の点に

近づけた場合です．(−1.6)2 = 2.56ですが，配置した点の x座標か y座標の四捨五入の関係で (b)の

ように表示されます．念のため，この三角形の底辺の端点の座標も，(±2, 0)になっていることを確
認しておくとよいでしょう．画面に書き込まれた座標を消すには，ポインターを座標に近づけてハン

ドマークの状態から
�� ��ctrl

�� ��menu を押して「4: Delete」を選択します．

座標軸上に配置した点にポインターを近づけて
�� ��ctrl

�� ��↖ によりつまむと，軸上を移動させること
ができます．ただし，軸上の点は目盛りのある箇所だけを移動します．当然，点の移動につれて三角

形も変化します．放物線上の点をつまんで移動させると放物線上を移動します．座標を表示させてい

ると，その座標も変化します．

ポインターを，ジオメトリー画面で作図された円の中心に近づけてつまむと，円を移動することが

できます．ただし，ハンドマークの状態で
�� ��ctrl

�� ��menu を押しても，「7: Coordinates and Equations」

の箇所は薄く表示されて選択できません．つまり，ジオメトリー画面で作図された図形の座標を表示

させることはできません．座標が必要なときは，グラフ画面の
�� ��menu

�� ��8 を利用して作図する必要が

あるので注意してください．

図 22.4: 2つの図形の交点の座標

2つの図形の交点の座標

図 22.2の図形は，三角形の 1辺が放物線と交わってい

ます．この交点の座標を求めてみましょう．

座標を求めるには，そこに点が配置されている必要が

あります．そこで，最初に 2つの図形の交点に点を配置

します．
�� ��menu

�� ��8
�� ��1 から「3: Intersection(s)」を選択

して，交点を形成している 2つの図形を決定します．交点

を求めることのできる図形の場合は，ポインターを近づ

けると図形が太線で表示されるので，三角形と放物線に

ポインターを近づけて，それぞれ
�� ��↖ で決定します．決

定すると，交点に点が配置されます (図は略)．点が配置

されれば，その座標は前述した通りの手順で表示させることができます．図 22.4は，点を配置して

座標を表示させた状態です．

同様にすれば，放物線だけではなく，任意の関数のグラフと平面図形との交点の座標を求めること

ができます．

なお，放物線は円とも交差していますが，円に近づけても太線にはなりません．つまり，グラフ画

面で作成された放物線と，ジオメトリー画面で作図された円との交点に点を配置することはできませ

ん．関数のグラフと平面図形との交点を求めるには，その平面図形はグラフ画面の
�� ��menu

�� ��8 を利用

して作図されている必要があります．
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図形の方程式

平面図形が，グラフ画面の
�� ��menu

�� ��8 を利用して作図されていると，その図形の方程式を表示させ

ることができます．

たとえば，図 22.2を
�� ��menu

�� ��1
�� ��6 により削除して，あらためて

�� ��menu
�� ��8

�� ��2
�� ��6 を利用して，

図 22.5(a)のように点 (±2, 0)を焦点に持つ楕円を作図します．
作図し終わったら，

�� ��menu
�� ��1 から「8: Coordinates and Equations」を選択します．画面の左角

に方程式を求めるモードであることを示すマークが表示されます．その状態でポインターを方程式を

求めたい図形に近づけると，ポインターが人差し指になり図形が太線で表示されます．傍らに方程式

が薄く表示されるので，その式を画面に書き入れたいときは
�� ��↖ を押します．その後で図形が細線に

戻り，人差し指をスライドさせると方程式も移動します．式を書き入れたい場所を指定して
�� ��↖ を押

すと，その場所に方程式が書き込まれます．(b)は書き込まれた状態です．

(a) x軸上に焦点を持つ楕円 (b) 楕円の方程式

図 22.5: 作図した図形の方程式

同様にして，グラフ画面の
�� ��menu

�� ��8 を利用して作成された直線や 2次曲線の方程式を求めること

ができます．方程式を表示できる図形にポインターを近づけると，太線で表示されます．当然ながら，

三角形や多角形の方程式は表示されません．三角形を線分を繋いで作図しても，その辺を含む直線の

方程式は表示できません．直線の方程式を表示できるのは，
�� ��menu

�� ��8
�� ��1 の「4: Line」を利用して

作図した場合に限られます．

いろいろな計測

グラフ画面では，関数のグラフと平面図形の交点を扱うことができます．グラフ画面の
�� ��menu

�� ��8

「3: Measurement」を利用すると，幾つかの点を指定して長さ (Length)，面積 (Area)，傾き (Slope)，

角度 (Angle)について求めることができます．したがって，あらかじめ必要な点を図形上に配置して

おけば，長さ・面積・角度に関する図形の問題について，Nspireの適用範囲が大きく広がることにな

ります．

たとえば，楕円は 2つの焦点からの距離の和が一定な点の軌跡であり，双曲線は距離の差の絶対値

が一定な点の軌跡です．そして，放物線は定点と定直線からの距離が等しい点の軌跡です．これらの

ことを，実際に距離を表示させながら確認することができます．
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図 22.5(a)の楕円は，2つの焦点からの距離の和が一定な点の軌跡です．そのことを実際に計測し

て確かめてみましょう．

x軸上には，すでに 2つの焦点が配置されています．楕円上にも一つの点が配置されていますが，

その点は楕円の形状を決めるために必要な点です．つまり，この点をつまんで動かすと楕円の形自体

が変わってしまい，距離の和が一定であることを確認することはできません．したがって，点をつま

んで動かすと同じ楕円上を動くようにするには，この点とは別な点を楕円上に配置する必要がありま

す．すなわち，以下の手順により，距離の和が一定であることを確認することができます．

(1)
�� ��menu

�� ��8
�� ��1 「2：Point On」により，楕円上に新たな点を配置する (図 22.6(a))．

(2)
�� ��menu

�� ��8
�� ��1 「5: Segment」により，その点と焦点を線分で結ぶ．

(3)
�� ��menu

�� ��8
�� ��3 「1: Length」により，線分を指定して長さを書き込む (図 22.6(b))．

(4)
�� ��menu

�� ��1 「7: Text」により，計算式「a+ b」を書き込む (図 22.6(c))．

(5)
�� ��menu

�� ��1 「9: Calculate」により，a, bに線分の長さを割り当てる．

(6) 楕円上の点を
�� ��ctrl

�� ��↖ によりつまんで楕円上を移動させる (図 22.6(d))．

(a) 楕円上に点を配置 (b) 焦点と線分で結んで長さを書き込む

(c) 距離の和を計算 (d) 楕円上の点を動かす

図 22.6: 楕円が距離の和が一定であることの確認

図 22.6(b)では，長さの単位として「u」が使用されていますが，座標軸の 1目盛りということを

意味します．楕円の方程式は 0.061x2 + 0.081y2 = 1であるので，これは

x2

1/0.061
+

y2

1/0.081
= 1 すなわち x2

16.39
+

y2

12.35
= 1

となります．横長の楕円では距離の和は 2aなので，2
√
16.39 = 8.096 · · · ≒ 8.1となります．




