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1。 はじめに

本学の情報センターに赴任した2年目 (1992年

度)か ら,若杉教授 (現在,経営システムエ学科)

から引き継いだ形で,全学科の3年生以上を対象

に,専門共通科目として『数値統計解析』の講義

を実施してきたが,情報教育センターが担当する

専門共通科目のカリキュラムの変更に伴って,今

年度で閉じることになった。 この 9年間,数値

計算に関する講義で行ってきたことを振り返り,

今後の学生教育を再考してみることにする。

2。 演習形態の経過

数値計算の講義は,工学部の教育においては,

比較的古典的な部類に入るかも知れない。 とは

云え,大抵の場合,計算機による演習をしながら

進めることになるため,私が担当してきたこの 9

年の間でも,計算機環境の変化に伴って,

0汎用計算機 (ACOS)で ,FORTRANの プ

ログラムを組んで。(1992～ 1996)

e Windowsパ ソコン上の Excelを 使った表

計算で。(1997～ 2000)

のように,演習形態も変遷してきた。 今更言う

迄もなく, この間の計算機に関する進歩は目覚ま

しく,演習を進める上での効率そのものは,飛躍

的に進んできた。 では,そ の教育効率は?と い

うのが,本稿のテーマでもある。

3。 現在の講義内容と,テーマ

現在の内容は,

0非線型方程式の解法「Newton法」

・関 数 補 間「Lagrangeの 補間法」

・数値積分法「Simpsonの 積分公式」

が,中心である。

以前は,

・掃き出し法 (Gauss― Jordan法 )に よる連

立 1次方程式の解法
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・ Fourier積 分型の積分公式 (Fillonの 方

法)

・Runge―Kutta法 による微分方程式の数値

解法

とかも行なっていたが,悪戯に項目を多くするよ

り,そ れぞれの項目の理解を深めた方がよいと考

えて,テ ーマを絞って説明し,ま ず例題の演習,

それに続いて,幾つかの課題を与え, 1つ のテー

マに対して多角的に演習し,数値的な扱いに習熟

させるようにしている。

狙いとしては,個々の数値解法の羅列ではなく,

今まで中心的であった,代数的な手法や,解析的

には解けない問題を,た とえ泥臭い方法でも,数

値的に問題を解く,工学部学生としての遅しさを

身に付けることを主眼とした。 例えば,非線型

方程式の解は, グラフを描けば概略の値を知るこ

とは可能だし,数値積分しにても,そ の被積分関

数のグラフを描きさえすれば,あ とは,そ の面積

を何らかの方法で測れば,結果は得られるのだか

ら.…  学生諸君に伝えたかったことは,数学

の公式や,洒落た数値解法を知らなかったら, も

う問題が解けないと諦めることなく,泥臭くても

良いから,粗っぽい答えでもよいから,何等かの

答えを見付ける姿勢を身に付けることであり,そ

れが達成されれば, この講義の単位は自信を持っ

て,認定できると思うのである。

4。 現在実施している数値計算関連の講義

2章で経過を紹介したように, ここ数年,数値

統計解析の講義は,表計算のExcel中心で演習 し

てきたが,同様な数値計算法に関する講義を,今

年度から,船舶工学科の3年生を対象とした専門

科目で,F科学技術計算法 I,II』 として担当し

ている。 こちらの科学技術計算法では,UNIX
(Linuxシ ステム)上のC言語でプログラムを組

んで実施している。 前期の Iでは,主にC言語
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で技術計算を行う際に必要な関数の使い方や,引

数の受け渡し,そ れに, ファイルからの読み込み

や書き込みの方法を中心に, 2年次に受講したで

あろうプログラミングIを受けた形で, C言語に

よる数値計算プログラムを組む実践力を養うこと

を目的にした。 具体的には,正弦関数をTaylor

展開した級数を,次数毎に計算し,理論の線型化

の際に工学部では特に多用される,sιんθ≒θの

近似が,実際どの程度まで許容され得るか ?を体

験させることを主眼とした。 後期のIIで は, 3

章で紹介した課題について,計算プログラムを組

んで演習を行っている。

5。 演習形態に関する検討

以上のような状況で, この2000年 度は,『数値

統計解析』と『科学技術計算法II』 で, ほぼ同様

なテーマに対 し,演習形態を変えて,並行して実

施してきた。 前者は,表計算のExcelを中心に,

後者は, C言語でプログラムを組んでといった状

況である。 ここでは, 3章で紹介したそれぞれ

の課題に対して, どちらの演習形態が教育上効果

的か ?を ,検討してみる。

まず,_Newton法 を用いた非線型方程式の求解

は,数値的な扱いを知る上での導入課題としては

最適と思われ,毎年,決まって最初の課題として

いる。数回の収束の計算で解が求まる (問題を設

定している。)ので,演習は,計算プログラムを

組むよりは,Excelに よる表計算で学ぶ方が,早
道,且つ,有効と思われる。

一方,Lagrangeの補間法については,Excelの

表計算の簡便さの利点は少なく,む しろ,プログ

ラムを組んだ方が簡単のようだ。 これによって,

これまでブラックボックス的に使ってきた,Excel

のグラフ機能にある近似曲線の内容を理解させる

ことを目的とした。 特に,与えるデータ点が少

し変わると,補間曲線が大きく変わることを体験

させることを意識 した。 本来であれば, これに

続いて,最小自乗法を学び,誤差を含んだデータ

を平滑化した回帰曲線との違いについても実際に

演習させたいところであるが,時間の都合もあり,

これについては,Excelの グラフ機能を使って,

体験させるに留まっている。 以前は,連立方程

式のプログラムを作成していたので,そ れを利用

して,最小自乗法のプログラム作成ということも

行ってきたのだが,何れにしても,近似曲線のイ

メージを提えさせることは,視覚的に分かっても,

それを数式とリンクして,会得させることは,意

外に難 しいことのようだ。

また,数値積分法を学遮釧こ当たっては,Simpson
の方法が,被積分関数を区分的に2次式で近似し

て行なうことか ら,Lagrange補 間との繋が りを

意識して解説した。 演習に際しては,粗い分割

で数値積分の概念を掴むには,Excelが有利であ

るが,分割数を 2η 的に細分化 して,積分値の収

束の状況を調べるには,数値計算プログラムが必

須である。 勿論,収東状況のグラフ化に際して

は,Excelの お世話になる。 特に,円周率πの計

算が,被積分関数 (θ ≦″≦2)と して適 してい

る鳥 は云うに及ばず,比較的収束が遅く,一
般的には不向きな四分円イイー″

2の
場合でも,一

瞬にして,小数点以下10桁程度まで,Simpsonの

積分則で求められるのには改めて,最近のパソコ

ンの処理速度の速さに驚かされた。 以前は, π

を長い桁を求めるには,‐ それなりの桁管理をした

特別なプログラミングを必要としたのに,正に隔

世の感がする。

6。 演習上の問題点

前章で検討した数値計算の演習を,計算プログ

ラムを組んで行なう場合と,表計算を使って実施

する場合の,それぞれの長所と短所を列記すると,

以下のようである。

◇ 計算プログラムを組む場合  ‐

0ど うしても,サ ンプル・ プログラムの入力作

業が中心となり,続く,デバグ,実行といっ

た作業で,や っと結果が出力されれば完了で,

時間的な問題もあって,本質的な数値解法の

理解に及び難い。
0演習時間が,学生のプログラム作成能力に,

大きく左右される。

◇ Excelを使って,表計算する場合

・意外に簡単に収束の計算もでき, グラフを容

易に描けるから,効率も良く,便利。

・何よりも,演習時間が,・ 学生のプログラム作
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成能力に余り左右されないので,講義を進め

易い。

・但し,収束の遅い計算や,分割数の多い数値

積分など,計算ステップの多い問題には,表
のサイズが大きくなって不向き。

0余 りに容易に結果が出て,苦心惨愴して計算

プログラムを完成させた場合に比して,逆に,

達成感が少ない位である。

以上の比較検討から,今後はテーマに毎に,表

計算で演習したり,計算プログラムを組んだりと,

両者の長所を組み合わせて,演習させる工夫が必

要のようだ。 そのためには,や はり2年次まで

に,あ る程度のプログラミングの作成能力 (言語

は,Cで も,BASICで も,或 いは,FORTRANで も構

わない。)を養っておく必要がある。 幸か不幸

か,来年度からは,船舶工学科の学生に対して,

1年後期の Fプ ログラミング基礎』と, 2年前期

の『プログラミング I』 も,続けて担当すること

になり,少なくとも,数値計算できるプログラミ

ング能力を養成しておくことを主眼に,教育を行

なっていくことにする。

7.数値計算の講義って,必要 ?

ここまでの議論に対し,今更,数値計算プログ

ラムを組むなんて !,或 いは,表計算のExcelを

/使 うよりも,今なら, もっと特化したソフトとし

て,MATLABや ,Mathematicaを 使った方が,

より教育効率が良いのでは ?と の意見も,当然あ

ると思います。 只, このことを考えるとき,以

前 学生時代,私の恩師である岡部利正先生 (船

体構造力学の大家)が仰った言葉を思い出す。

「近頃 (当時の話ですから,今からだと20年以上

前に当たります。)の若いエンジニヤーは,設計

上簡単な2次元的な構造力学の問題を解く必要が

生じても,大型計算機がなければ解けません !と

云って,計算機室に走る。 私なら,彼 らがデー

タを入力している間に,広告紙の裏に,手や電卓

で計算して,答えがでますよ !」 と,笑っておら

れた。 何故, こんな古い昔話を思い出すのかと

云えば,現在においても,あ る特定の (大抵 値

段も高く,当然どのマシンにも入っている訳では

ない.)ソ フトがなければ答えが出せないという

のでは,や はり困るであろう。 現在においては,

表計算のExcelは,当時の電卓のような ものであ

り, どのWindowsマ シンにもインス トールされ

ているでしょうから, これを使 うことは汎用的と

考えられますが,如何がなものでしょう。

また, もう一極の見解として,今更,数値計算

の講義が必要で しょうか ? Lagrange補 間にし

たって,最小自乗法にしたって,Excelの グラフ

機能に組み込まれているのだから,そ れぞれの専

門科目や,卒業研究で必要になったとき,そ の使

い方だけ指示すれば間に合 うのでは ?と 云った考

えも,屡々見聞きするし,数値計算法の講義を担

当する私自身にしても,教育手法に息詰まったと

きなど,応、と同様な考えが脳裏を掠めます。 で

も, この考えは飛躍すると,危険な側面 も持って

います。 例えば,Mathematicaが あるか ら,

大学の微積の講義は不要 l,或いは,翻訳ソフト

が使えれば,英語の講義は不要 l,果ては,電卓

が叩ければ,小学校の算数の計算に関する授業は

不要 l,な どといったことになります。

要は,数値計算にしても,種々の便利なソフト

がある以上,そ の全ての計算手法を,原理から解

き起 こし,理解していなければ使ってはいけない !

なんて主張するっもりは毛頭ありません。 むし

ろ実際には,どんどん積極的にブラックボックス

的にでも,便利なものは使っていくべきでしょう。

ただ,数値計算法として,代数的や解析的とは異

なる,数値的な扱いに習熟させることは,や はり,

工学部の学生教育としては,必要でしょう。 む

しろ,私達教師の仕事は,そ の数値計算の基本を

マスターするために,どのテーマを選び,そ の数

値計算手法の本質を学生に伝えることと思うので

すが。

8。 おわりに

この数値計算法に関する講義というのは,上手

くいけば,学部の 1年生で習った微分積分学を具

体的にイメージさせ, しかも,コ ンピュータを使っ

た計算プログラミングの手法 もマスターできると

いう, とても密度の高い,工学教育においては面

白いところなのだが,下手をすると, どうしても
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数学の基礎的な力を必要とすることから,無味乾

燥な講義となり,果ては,数値計算のためのサン

プル 0プ ログラムの入力に終始するといった,つ

まらない講義に陥り易い側面も持っている。

私も,一時は,Excelに よる表計算や, そのグ

ラフ機能を使えば,一気にそれまでのジレンマは

解消されるのでは?と の幻想と希望を抱いたこと

もあったが,教育する上での問題はそう単純には

行かず,逆に最近では, もっと根源的なというか,

2次元η座標上での数学関数のイメージ,微分

係数の意味するところ, これらを数値的な意味で,

どう捉えていくことができるかを主眼に,今後の

講義を展開していく必要性を痛感している。

一方, この数値計算に関する講義の際の演習を

指導したり, レポートや小テスト,期末の筆記試

験を採点したりしていると,そ の学生の数学力を

含めた工学的な基礎力が,手に取るように明確に

現われ,教育に携わる者としては面白い反面,怖
いような気もする。 この成果を,講義の進め方

にも,強烈に反映させていくべきであろう。

本稿を閉 じるに際 し,附録として,今年度の

『数値統計解析』の試験問題を公開します。 内

容的には, 3章で述べた数値計算するセンスと能

力を問うたもので,試験時間は充分に取って120

分,純粋なペーパーテストで,関数電卓の持ち込

みのみを認めています。 ご覧になって, これが

大学の, しかも,工学部の数値計算の試験 ?と 驚

かれる向きもあるかも知れませんが,現状をご報

告し,諸賢のご批判を仰ぐ次第であります。
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附録『数値統計解析』の試験問題
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M2θθθ年度 数値銃計解析 :試験問題 贔

腰1:  方図に示すような
3声、PO(0,yO),Pl(た ,yl),

P2(2た ,y2)を 通 る2次山象

を y=αχ 十わχ+ε とT井 る.

以下のFplに ,順 に答えなさい。

①  ■言この3点、を通 るように,

元逹立方程式を立て,そ 表を

解 くことにより,係数 α,ら ,ε

を, た,yO,yl,y2を 用いて決

定せ よ .

② 一方フ レg″れgθ の3点補間の式 (2次式)

か ら出発 し,そ の式を通常の 2次式の形に整理す る

ことにより,係数 α,ら ,ど を,同 じくん,yO,yl,y2を
用いてためよ.

③  2次曲線げ =α χ
2+bχ

 tt εと, χ軸 (0≦ χ≦2λ )

に囲ま薇た面積 0を ,                     ,

ο=∬力(α χ2+ゎχ+ε )ごχ
なる定積分・を実行することにより, た,a,ら ,ε を用いて求_め よ。

④ ③の結果に,①やCでネめた係数 α,ら ,cを 代入 し,積分値 0を ,

た,yO,yl,y2を 用いて書き泉わすことにより, Sゴ
“
Psθれの積分/Ak式

の基礎となる式をキけ。

12暑  曲象 y=χ2+4 を,区 間0≦ χ≦21こ っいて, 4等分して

考える。 以下の間に,順に答えなさい。

① ・χ=0,き ,1,3,2 の5,こ :こ対応するァ座標y。 ,yl,y2'y3'y4

を, 求め (電卓で封算するのではなく,分数で答えなさい。), そのグラフの概

形を描 きなさい。

② 一般に,積分区間を,年間隔んで4分割した場合の数値積分値は,

【1】 の④で求めた式を,連続して用いることにより,

S=各い+4乃 +勾2+4乃 十九
)

のようなSJη Sθれの積分/Ak式 によって,苛算できることを示せ.

/=α /2+あ /十
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解答に当っては,達中の計算式についても.明記するここ.

一-28-一


