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線形代数学 I　中間試験講評

問題１
［10点満点，平均点 8.5］
最も基本的な問題。それだけに何を言っていいか分からなかったのか，説明がなくて減点

された人が少なからずいました。書かれている式で何を表そうとしているかを明示するのが
ポイントです。この問題でいえば，パラメータ表示を得るには方向ベクトルを求める必要が
あるのですから，「方向ベクトル」というキーワードがどこかに入るはずです。あるいは平面
上の三点を知ってそのパラメータ表示を求める公式を用いるのであれば，最低限「プリント
の公式より」と記すのが読む者への配慮でしょう。
方程式を求めるのには，方程式を書いて３点の座標を代入し，未定係数法で求めるやり方

と，上で求めたパラメータ表示から，パラメータを消去するやり方の二つがあります。平面
の法線ベクトルを求め，平面上の１点から定数項を決めるという方法もありますが，上の前
者と本質的に同じです。

問題２
［10点満点，平均点 8.4］
これも最も基本的な問題ですが，解法は幾つかあります。解法１）は今学んでいる一次方

程式系とみてその一般解を求めるもの，解法２）は直線上の２点を求めてそれからパラメー
タ表示を得るもの，解法３）は直線の方向ベクトルと直線上の１点を求めるものです。
よくできていましたが，説明不足の減点も目立ちます。「方向ベクトル」を求める，ある

いは「パラメータとして z = tと置く」といった，そこでの手続きを説明する言葉を一言記
すのです。最後に書き方のヒントをまとめておきましたので，参考にしてください。
もう一つ目立ったのは，必要条件と十分条件がきちんと区別されていない記述です。例え

ば，法線ベクトルは任意性があって一意に決まりませんが，「これと直交するベクトルは○な
ので」という言い方は，○であることが必要条件であるような言い方なので，「ベクトル○は
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これに直交するので」の方が望ましいと思います。この辺をはっきりさせておかないと，自
分自身間違いを犯すことにつながります。例えば解を求めるために方程式を変形しますが，
このとき全く同じ解を持つような変形なのかどうか，いつも意識していなければなりません。
特に方程式の数を減らせば，普通解の集合は増えてしまいます。

問題３
［15点満点，平均点 8.4］
予想通り（？）あまりいい出来ではありませんでした。極座標表示に直し，３乗して iに

なるとの条件を書いて，極座標での乗法公式を用いれば容易に解ける問題です。−i という
一つの解を見つけて，他を求める方法もあります。
一番多かった間違いは，解を１個しか求めていないものです。極座標表示で言えば，偏角

は一通りではなく，2πiの整数倍の任意性があることを忘れたのが，誤りの原因です。複素
数の世界では，３乗根は（０を除き）必ず３つあります。一般に n次方程式は，（重解の重複
度をカウントすれば）必ず n個あります。これは常識として知っておいた方がいいでしょう。
特に n乗根は一つ求まれば，他は１の n乗根との積を取ることですべて得られます（解法２
参照）。１の n乗根が複素数平面上では，単位円に内接する，1を頂点とする正n角形の頂点
として表されることも記憶しておきましょう。
もう一つ多かった間違いとして，「公式」 3

√

(z)3 = z の使用があります。上に述べたよう
に複素数の世界では n乗根が n個ありますから，これは使えません。もしこれを使うと

−1 =
√

(−1)2 =
√

12 = 1

という明らかな誤りが出てきます。 n

√
xは xが実数の場合，しかも nが偶数の時は正の値の

n乗根を表すと規定した場合のみ，上の公式は成立します。
また「ド・モアブルの定理」を 1/3乗に適用する記述が少なからず見られました。これは

自然数 n乗についての公式です。上にも書いたように，複素数の世界では z1/3はすでに多
価関数ですから，注意が必要です。自分の書き方を振り返って欲しいのですが，あくまでも
z3 = iの極座標表示にド・モアブルの定理を用いるのが正しいやり方です。

問題４
［15点満点，平均点 14.4］
定義に戻って条件を書きさえすればよく，結果も大変良好でした。
しかしここでも必要十分条件と明確にしていない記述が殆どでした。その点をはっきりさ

せた答案にはボーナスを 3点加えました。
逆になぜか Aが正則であると独り合点した答案が少なからずありました（可換と可逆を

混同？）。これは余計な条件が加わることになりますから，減点の対象となります。

問題５
［10点満点，平均点 7.5］
関係式を移行して書き換えれば，逆行列が自然に求まるという問題です。
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逆行列の定義は XA = AX = E であるのに，一方の関係式のみしか書いていない答案が
殆どでした。しかし行列の場合実は一方だけ言えれば十分なので，減点はしませんでした。
逆に両方を書いた答案にはボーナスを 2点加えました。
正則であることを先に別の方法で示して，それから A−1を両辺にかける形で逆行列を求め

ようとする答案も目立ちました。しかし「正則行列」の定義は「逆行列を持つこと」なので
すから，正則であることを示すのと，逆行列を求めることとは一度にやればいいのです。
多かった間違いは，いわゆる「ケーリー・ハミルトンの公式」から det(A) = 1を言おうと

するものです。これはしかし行列 Aについて二つの２次関係式が出ただけのことですから，
すぐにそれから関係式の係数が等しいとは結論できません。そもそも「なんでもケーリー・
ハミルトン」という呪縛から一日も早く自らを解放しましょう。

問題６
［20点満点（各 10点），平均点 15.7］
まずまずの出来です。こうした計算は着実にできるようにしておきましょう。
1)は典型的な帰納法の問題。ただ解答のパターンとして，n = 1, 2, 3の場合を計算して，

「…と推測できる」という「前書き」を置くものが多いのですが，これは部分点ねらいの入
試テクニックで，数学問題の「解答」としては不要です。もっともこの形が多かったおかげ
で，答で右上の成分を n − 1とする誤りが少なくなかったのは，n = 3の計算でミスをした
ためだということが分かりました。しかし帰納法の証明をきちんとやれば，ミスに気付くは
ずです。この間違いをした人は，帰納法での k + 1の場合の計算を実はきちんとやっていな
かった（あるいはそこでも同じ間違いをした）ことを自ら暴露していることになります。
また同じ右上の成分を

∑

k のままで止めた解答がかなりありました。この和は常識だと
思うのですが。
二項係数の公式 (A + B)n を使うのもよい解法ですが，多くの人が A, Bの可換性に言及

しておらず，減点されました。この場合可換性が自明なので，逆に見落としたのでしょうが，
普通の数と行列の一番違うところですから，きちんと確かめましょう。
２）では問題の行列の２乗がスカラー行列になることを知れば，積の指数公式でべき乗は

一挙に求まります。帰納法を用いる必要はありません。

問題７
［20点満点，平均点 16.1］
予想外に（？）よくできて喜んでいます。基本的な手続きをしかし複数回繰り返さなけれ

ばならないのですが，殆どの方がきちんと手順を踏んで正解に至っていました。与えられた
直線のパラメータ表示を求め，それを変換する方法と，線型変換したとき方程式の係数の方
は tA−1 による変換を受けることを確かめて，変換された直線の方程式を求めるのと二通り
の手順があり得ます。
計算間違いは少なからず見受けられましたが，この場合その先のステップについて方法と

結果が合っていればある程度の部分点を出しました。
間違いとは言えないのですが，元の直線のパラメータ表示を線型変換してすでにパラメー
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タ表示が得られているにもかかわらず，方程式からもう一度パラメータ表示を求め直してい
る答案が結構ありました。今自分が何をしているのか，もっときちんとプロセスを認識しま
しょう。
一般に空間の方が行列Aで線型変換されれば，線型方程式（の係数）は tA−1による変換を

受けます。物理では前者に従う変換を同変 (covariant)，後者に従う変換を反変（contravariant）
とよんで区別します。

問題８
［15点満点］
プリントNo.6（５月 26日配布）を併せて参照してください。なおこれは練習問題の解答

なので，「プリントにより」は認められません。

総評
［100点満点，平均点 78.2（いずれもボーナス問題を除く）］
基本的知識およびスキルを多くの方がきちんと身に付けていることを示す，よい結果で

あったと嬉しく思います。この調子で１年間学びを続けてください。新しい用語，概念が次々
に出てきますが，地道に基本を押さえておけば大丈夫です。ポイントは（１）定義を数学的
に正確に理解する；（２）大切な基本例を併せて記憶する，の二つです。特に皆さんは高校
までの学びの中で，公式を使うことにばかり注意が向いて，「定義に立ち戻る」という姿勢が
不足しています。特に線形代数学は新しい概念が多く出てくる分，定義に立ち戻って数学的
に定式化すれば自然に答えが見えてくるものが多いのです（今回の問題４，５のように）。
逆に今回 60点を下回った人は，今後落ちこぼれる危険があることを強く警告します。も

う一度講義内容をしっかりと復習し，基本的な練習問題を自分で解く作業を必ず行ってくだ
さい。真剣にやれば今からでも十分間に合います。
中間試験で気付いた点を三つ挙げます。
第一に，試験の場で強く感じたのですが，速く問題を解くことにばかり皆さんの注意が向

いているようです。センター試験と違って，十分解けるだけの時間が与えられているのです
から，もっとじっくり落ち着いて問題と向かい合いましょう。特に最初に注意書きを丁寧に
読み，問題文もきちんと読みましょう。問題の見落としをしたらしい解答が幾つかあったの
は残念です。
時間が余ったときには，必ず答えの確かめをしましょう。この際同じ計算を繰り返すのでは

なく，出た答えが題意をみたしているかどうか，他の何かと矛盾していないかどうかをチェッ
クするのです。別の解法を考えてみるのは最もよいやり方です。答えを吟味したり，複数の
視点からものを考える態度は将来必ず役立ちます。さらに時間があれば，条件を変えて，別
の新しい問題を考えてみてください。
第二は，解答している自分自身のプロセスをもっと意識してほしい，ということです。こ

れは解答の書き方にもつながります。解答の中で通常言語（日本語）で書くのは，「これから
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何をするか」「何を目標にするか」（例：○を帰納法で証明する，方向ベクトルは…となる，
したがって○を求めればよい），「何を根拠にするか」（例：○の定理（公式）により），前提
条件が満たされているかのチェック（例：AB = BAなので），得られた答えの吟味（例：こ
の答えは題意をみたす，以上の推論は逆にたどれるのでこれは十分条件でもある）などの部
分です。こうすることは，読み手に対してだけでなく，自分自身にとっても答えのより深い
理解につながり，間違った場合どこに原因があったのかを知る助けになります。
この場合，どこまで書けばよいかについて絶対的な基準はありません。今回解答の「書き

方」で減点されたり，逆にボーナス点をもらった方達がいますが，これは私の主観的な判断
です（採点者の私が気をつけたのは，その基準が人によって変わらないことです）。では実
際にどうしたらいいかと問われれば，皆さんが「同じ授業に出ている友達に丁寧に説明をし
て分かってもらえるように」書くのがよいと答えます。
逆に形式的な計算の部分は多少長くても「計算により」と省略して構いません。しかし計

算の仕方に工夫がある場合には，その部分のアイデアを説明して，丁寧に書きます。
最後に，ドリル型の学習法から一日も早く卒業することを望みます。講義中に練習問題を

やって欲しい，あるいはプリントの練習問題の答えを配って欲しいとの要望がいくつも寄せ
られました。線形代数学では，今やっている連立一次方程式の解法のように，解法アルゴリ
ズムの獲得が重要なものがかなりありますから，それらについて例題を解くことはします。
しかし応用問題的な部分についてはその解法を自分で考えることに意味があります。パター
ンにはまった問題を繰り返し練習するのではなく，理論を理解することで，個々の問題を自
分で解けるようになるのが大学の勉強です（本来は高校でもそうなのです）。家庭学習の時
間を確保し，自分自身の理解度を測りながら行ってください。しかし分からない問題につい
てはどんどん質問に来てください。
プリントの解答を配布しないのも同じ趣旨です。大事なことは，「解けた」かどうか自分で

判断できるようになることです。上に書いたように，解答を「どう書くか」は主観的な問題
です。しかし「（プロセスを含めて）正しい解答が得られたか」どうかについては，完全に
客観的に判断できるのが，数学という学問です。自分の解答は正しいという判断ができると
ころまでいって本当にその問題が「解けた」のです。その判断力は，配布される解答に頼る
姿勢がある限り身に付くことはありません。もし答えに自信が持てないならば，これもどん
どん聞きに来てください。対話する中で皆さん自身正しいかどうかを納得する経験を積むこ
とで，こうした判断力は養成されます。同じ趣旨で，友達と議論することも大いに役立ちま
す。議論の時に大事なのは「物わかりよく納得」してしまわずに，どんどん突っ込みを入れ
ることです。
＃「では解答を配布しないのは，本当に純粋に教育目的からだけなのか？」と問い返される
と実は…。「面倒だ」という理由が，10％，いえ本当は 40％くらいあるのが正直なところか
も知れません。
最後に間違った問題をもう一度自分で解いて，誤りの原因を理解克服すること，減点され

た理由をちゃんと納得することを強く勧めます。試験の目的は，成績評価とともに，皆さん
自身が自分の学習を評価し，知識の不十分な点を改善して，今後の学習に活かすことにあり
ます。この意味で「間違い」は自分自身のステップアップのまたとない機会です。間違いは
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誰にもあります。それを未来に活かせるかどうかに，その人の実力が現れるのです。

注意
採点に納得できない部分がある場合には遠慮なく申し出てください。ただし期限は解答を返
却された一週間後（つまり次の講義の日）あるいは前期終了時のいずれか早い方とします。
申し出る機会としては講義終了時あるいはオフィスアワーをなるべく利用して下さい。

得点分布
得点 人数
91点以上 31名
81点以上 90点以下 22名
71点以上 80点以下 14名
61点以上 70点以下 6名
51点以上 60点以下 5名
41点以上 50点以下 4名
40点以下 5名

連絡先等

• 研究室：理１号館 506号室

• オフィスアワー：木曜日 11：30～12：30（それ以外の場合は事前にアポを）

• E-mail : namikawa@math.nagoya-u.ac.jp

• Tel.: (052-789-) 4746

• Website : http://www.math.nagoya-u.ac.jp/˜namikawa/


